寺川 広貴
ます。

さん

高品質なイチゴの通年供給を実現する
ＩＴ技術でどこでも誰でも栽培可能に

菓子のセレクトショップで起業し

ジ

ャ

ス

千葉県南房総市
株式会社ＪＡＳ 代表取締役

のです。それが「富士山ベリー」とい

ふ じ やま

えてください。

─

イチゴの栽培技術はどのように

遊休施設を活用

う会社です。
の業態としていた２０１４年７月、

寺川 洋菓子の製造・販売をメイン

域に進出する企業の立地支援事業に

富士宮市の標高１０００㍍近い高原

さらに、業種を問わず、南房総地

ついには食材であるイチゴの自社栽
も取り組んでいます。

たが、みずから菓子の製造に進出し、
培にも乗り出した。通年供給を実現

で、まずは夏秋イチゴの生産を始め

造業者に卸しています。生食用イチ

いわば「旬」です。夏から秋にかけて

般的に冬春イチゴの方がおいしく、

にとれる夏秋イチゴがあります。一

て収穫する冬春イチゴと、６～

なところはないかと探し歩き、南房

められ、首都圏の消費地に近く温暖

旬の冬春イチゴはお客さまから求

当社が年間に取り扱うイチゴ１４

習得されたのですか。

ゴはきちんと大きさがそろい、形の

は、出回る量が少なく価格も高い。

総市にたどりつきました。廃校にな

するため、遊休施設を活用した農場

ました。

いいものが求められますが、ヨーグ

イチゴの需要は、クリスマスケー

った小学校跡地が候補地だったので

５㌧のうち、約８割を生食用や菓子

寺川 静岡市在住のイチゴ生産者と

ルトなどに使う急速冷凍したイチゴ

キ用に使われる年末にピークを迎え

すが、イチゴの栽培だけでなく、加

を千葉県南房総市に開設。ノウハウ

イチゴには、 月から５月にかけ

るようＩＴシステム化。その仕組み

は形や大きさが問われないので、規

ますが、誕生日は一年中あり、バー

工や洋菓子の製造も手掛けている

の材料として、量販店や大手菓子製

いっしょに始めました。おかげさま

を新規参入事業者に販売する事業で

格外として無駄にするイチゴは発生

スデーケーキにイチゴは欠かせま

当社を理解してくれた市の担当者が、

─

イチゴに関係する事業を幅広く
イチゴの生産・加工・販売が

手掛けていますね。
寺川

メ イ ン で す が 、新 品 種 の 開 発 事 業 、
イチゴの苗を育てて販売する育苗事
業、新たにイチゴの生産を始める事

─

静岡県富士宮市と千葉県南房総
市の２カ所に農場を構えた経緯を教

で、順調にいきました。

高収益をめざす。

残り約２割は、自社運営のイチゴ

せん。ケーキ屋だった当社としては、

遊休化していた市の施設を紹介して

イチゴの生産・加工・販売

狩り、それに「道の駅」の売店や通信

夏から秋にかけても質のいいイチゴ

くれました。 年３月のことで、そ

業者への参入支援事業も手掛けてい

15

しません。

販売で小売をしています。

が欲しくて、自社栽培に乗り出した

11

の必要な栽培管理を、誰にでもでき

月

12
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れがいまの本社兼作業場です。
ここに決めた理由は、実は他にも

投資額は新規投資の５分の１ぐらい
で済みました。

年当初は２カ所、 ㌃程度のハウ

スでしたが、現在は４カ所２㌶に広

御はもちろん、いつどのような養液

（肥料）を供給するか、離れた事務所

富士宮農場での経験から、イチゴの

ＩＴ（情報技術）を駆使しています。

南房総農場でのイチゴ栽培では、

房総農場では地元の高齢者と障がい

また、農福連携の一環として、南

ゴを生産できるようにしたのです。

誰でもどこでも、一定の品質のイチ

からコントロールできます。つまり、

一年を通してイチゴの自社生産がで

出来のよしあしの原因を追究して栽

者を多く雇用しています。栽培管理

げました。

きるようになったのですね。

培ノウハウを数値化し、コンピュー

のコントロールはＩＴがしますから、

あります。周辺に使われなくなった

ンなどの花が栽培されていましたが、
寺川

タ管理するシステムを考えたのです。

人間は収穫など単純作業でよく、作

ＩＴによる栽培システム

高齢になってほとんどやめてしまっ
培では、「ＪＡＳ」という農地所有適

そして、施設園芸の資材メーカーと

業負担が軽くなります。全従業員

房総半島は台風の常襲地帯ですが、

ジ

ャ

ス

そうですね、南房総市での栽

農場を２カ所に構えることで、

たそうです。それを借りることにし
格法人を立ち上げました。社名はジ

共同で、イチゴ栽培の生産管理シス

れています。

人、障がい者は

寺川さんは、高専で電子工学を

アパレルからの学び

た。

いずれも理由は、単純なんで

年間勤め、カジュアル服

さまざまな仕事をさせてもらいまし

ウ・ディスプレイでの販売促進など、

の仕入れから販売、店頭のウインド

る会社で

当時のファッション界をリードす

京・渋谷で働きたかったからです。

レ ル 企 業 に 就 職 し た の は 、単 に 東

がないというので進学を決め、アパ

す（笑）
。私の学んだ高専には「制服」

寺川

きました。

学び、アパレル企業に就職したと聞

─

86

人いて、自治体や地域の方に喜ば

45

─

ました。
ャパン・アグリカルチャー・ストラ

テムをつくりました。

13
15

ったことです。以前はカーネーショ

私たちが借りたハウスは、毎年の台
テジーの頭文字で、直訳すれば「日

17

人のうち高齢者は

風に堪えてきた頑丈なものです。も

温度や湿度などハウス内の環境制

本農業戦略」です。ここに進出した

冬春イチゴの栽培ハウスで、寺川広貴さん＝千葉県南房総市で

ハウスや耕作放棄地がたくさんあ

50

てらかわ ひろき
東京都生まれ。 歳。東京都立工業高等専
門学校（現・都立産業技術高等専門学校）
卒。都内の大手アパレル会社に就職。
２０
デ ィ グ リ ー
１０年起業し、株式会社ＤＩＧＬＥＥ設
立。菓子のセレクトショップを経営。
年菓子製造工場を設立、夏秋イチゴの生
産にも着手。冬春イチゴ生産のため、
年千葉県南房総市に株式会社ＪＡＳを設
立。

ジ ャ ス

21

45

11

44

株式会社ＪＡＳ
農業生産法人として、千葉県南房総市に
年設立。イチゴの生産・加工・販売事業
のほか、新品種開発、育苗、新規参入支援
事業などを展開。販売を担う株式会社Ｄ
ＩＧＬＥＥと、農業生産法人・株式会社
富士山ベリーを 年６月に吸収合併。農
場面積は３㌶。資本金８億３００万円（資
本準備金含む）
。売上高６億円。従業員は
人（うち高齢者 人、障がい者 人）
。
15

86

17

仕事に不満はなかったのですが、
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16

15

ちろんリフォームしましたが、設備

変革は人にあり

の求めるものを具現化する仕事を

を作り出すのではなく、お客さま側

販売する側の都合で商品やトレンド
ドは毎年変わり、発想の転換が求め

ました。アパレルの世界ではトレン

ということは、アパレル産業で学び
これでは成功事例と失敗事例が的確

産者の経験と勘による生産が主流で、

農業技術については、いまだに生

そこで、大阪で百年続く大手物流

これは商機があると直感しました。

春イチゴを栽培できることに気づき、

節が逆の南半球で、味のいい旬の冬

会社に、ＮＺでのイチゴ生産事業に

に継承されません。技術の標準化が
できず、農業界全体に共有されない

に生産することにしました。設備や

ついて理解していただき、いっしょ

そこで当社はＩＴによるシステム

のです。

られます。

農業に可能性がいっぱい

手掛けたい、そして食の分野ならそ

することにしました。 年のことで、
食や農業の世界は保守的ですか。

生産管理システムなどは、すべて当

─

化で、誰でもどこでも栽培できる技

ー

確かに、変化に乏しいと思い

社が供給します。

リ

寺川

術を提供することにしました。苗や

ＮＺでの生産が始まるので昨年か

グ

ますが、完成されていると思われて

肥料、資材は当社が提供し、できた

ら富士宮農場での夏秋イチゴの生産

ィ

した。社名は「発掘して喜びを分か
い た 仕 組 み か ら「 引 き 算 し て あ げ

イチゴは全量買い取って当社の販売

はやめ、現在では開発したイチゴの

デ

ち合う」という意味を込めた造語で
る 」、つ ま り 形 や 見 せ 方 を 変 え て あ

ルートに乗せる、生産から販売まで

ＤＩＧＬＥＥという会社を設立しま

まずは、当時珍しかったお菓子の
げることによって、新たな伸びしろ

フルパッケージでの新規参入支援

す。
セレクトショップから始めました。

を引き出すことができるものです。

です。 年は、大手企業のイチゴ栽

百貨店やショッピングセンターの催
事場で販売するのです。
販売のノウハウはアパレルで身に
付けていましたから順調で、常設店
舗を４つも構えるほどになりました。

業態が常に進化していますね。
寺川

─
培参入支援を２件手掛けました。今

ップからスタートしましたが、その

当初、お菓子のセレクトショ

あると思っています。既存の枠組み

後は、 ㌃の農場を１セットとして、
年間 セット以上販売するのが目標

格に訴えるのではなく、ほかと競合

は、生産した農産物を直接販売して

まず商流ですが、農業者のほとんど

に可能性の芽があるということです。

技術」の部分に穴があります。そこ

寺川 日本農業には「商流」と「農業

事業をしていきます。

ュージーランド（ＮＺ）で、この支援

乗せることができました。今年はニ

柱である新規参入支援事業を軌道に

当社はそうやって、現在の経営の

進化させてきました。

次産業へと、逆方向で６次産業化を

ら始めて、第２次産業、そして第１

はイチゴの自家栽培。第３次産業か

しないよう差別化を図りました。た

いません。中間マージンを取られま

です。

後、菓子の自社生産、そして現在で

を「引き算」
、つまり転換することで、
大きなビジネスチャンスが生まれて
くると思います。

とえば、ショートケーキといえば三

すし、在庫として滞留すれば品質低

か。

売し、生産されたイチゴの買い取り

詳しく説明してもらえますか。

角形が定番ですが、当社はビン詰め

下も起きます。加工業者や消費者の

寺川

と、その販売を収益の柱とし、農業

それは面白いですね。

自社商品の開発にあたっては、価

を建てました。

なり、 年、埼玉県春日部市に工場

にしました。スポンジケーキの上に

声を聞くこともほぼありません。当

に使う夏秋イチゴを、味は冬春イチ

─

─

ＮＺでイチゴを生産するのです
富士宮市の農場で、ケーキ用

 （ジャーナリスト

れに資材などを新規参入事業者に販

それに付随する苗や培土、肥料、そ

イチゴの生産管理システムの販売と、

くるでしょう。そこで、これからは

されたイチゴの買い取り量が増えて

今後は、参入支援した農場で生産

生クリームをしぼり、イチゴを乗せ

社は直接取引することで、顧客の声

ゴにはかなわないものの自社栽培し

の伸びしろを追求していきます。 
村田 泰夫）

13

寺川 「固定観念にとらわれるな」

夏にＮＺからイチゴ輸入

たケーキで、スプーンで食べます。

を直接聞き、ニーズに対応したイチ

ていました。しかし、日本の夏に、季

─

60

10

ゴを供給できています。

そこで、お菓子を自分で製造したく

20

新品種の育苗農場に転換しました。

地方の有名な和洋菓子を仕入れて、

私は、農業には可能性がいっぱい

10

のニーズが多様なため、「食」で起業

変革は人にあり

17

2021・8 AFCフォーラム

