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盛和塾での学び







ライフサイエンス事業（天然素材原料ビジネス）

植物工場事業に関する

「入口（技術）から出口（商品）」を提案

商品例）商品例） グラシトール、グラシトール、

ピニトールピニトール図１．事業の概要

植物ストレス負荷型栽培技術

低温乾燥

横手精工株式会社 HEFL  1500台

小林クリエイト株式会社

HEFL  240台

日本アドバンストアグリ株式会社

HEFL  480台



ストレス前 ストレス後

⇒
pHの酸性化

循環ポンプOff
（溶存酸素低減）

垂直統合事業（川上から川下事業へ） 次世代の農業から「美容と健康」を科学します

3波長型ワイドバンドLED / HEFL照明

独自の照明技術を応用

・植物の高機能化

・植物が早く育つ好適環境と栄養を増やす

ストレス環境の環境制御技術

・健康食品や化粧品の原料生産

植物工場での安全安心生産 ＋ 健康食品

「お客様の美容と健康」に貢献できるビジネス展開

クラウド処理が可能

環境条件をデータ化

・栄養を濃縮した天然原料

・完璧なトレサビリティ

・安定品質の実現

・栄養分析技術

独自照明による植物工場システム

ストレス負荷栽培システム

健康食品事業（ライフサイエンス）

機能性野菜 「ツブリナ」「ロザリナ」
生産販売

グラシトール アレルバリア しあわせ減糖茶
機能性野菜の粉末



（年）

（万円）

（日本アドバンストアグリ社）

ＨＰＬＣによる栄養分析

マイクロ
ファインス
への挑戦



植物工場機能性素材協議会

http://http://kinouseisozai.comkinouseisozai.com//

14社が参加

日本アドバンストアグリの事業モデル

完全制御型植物工場技術

植物工場システム・照明事業

健康食品事業

健康茶事業

カフェ・レストラン事業

機能性野菜事業

次世代の農業から「美容と健康」を科学します



ライフサイエンス事業

機能性野菜サイト

http://rosarina.jp/

http://mamafarm.jp/

ロザリナ

ツブリナ



アグリ生活サイト

https://agri-life.jp/

4月 6月

ピニトール
(ツブリナ)

高脂血症、
うつ症予防

糖尿病予防の
健康茶

アルツハイマー型
認知症 予防

花粉症緩和
アトピー緩和

2013年 2014年

6月3月

ミオイノシトール

ツブリナ＆6種の健康茶葉

αリノレン酸(塩性プルピエ)
ブドウ種子・EC12乳酸菌

糖尿病予防
ピニトール300mg

糖尿病改善

ピニトール
増強 トクホ版

グラシトール
プレミアム

グラシトールα

健康食品ロードマップ 開発製品

ピニトール

カルノシン酸

ホールフーズ健康食品



【候補植物】
ホーリーバジル、クミスクチン、ローゼル、ハリビユ、
穿心蓮、タマザキフタバムグラ、白花蛇舌草、キダ
チキンバイ、ツルレイシ、ブゾロイバナ、タカサゴ
ギク、セイロンベンケイ、ハッショウマメ、キマメ、
チョウマメなど他多数

【期待される効果】
血糖値上昇抑制、糖化タンパク低下、中性脂肪減少、コレステロール減少、抗酸化、シミ抑制、抗腫瘍、
記憶指数向上など

～製品例～

健康茶事業

病気予防に役立つ健康茶シリーズ

マイ・ボトルで
毎日 健康茶を・・・

店産店消

パソナ

量産ライン大学研究ライン

レンタル農園

上海万博

植物工場システム



3波長ワイドバンドLED

3波長ワイドバンドLED



MAX値を100%とした際の光量分布曲線

LEDチューブを600mm幅にて3,4,5灯配置の場合
LEDチューブ3灯 LEDパネル（既存配置）

LEDチューブ4灯 LEDチューブ5灯

1

・
・
・

1
3

A B C

植物工場建屋の空調負荷低減と
高衛生化に向けた内外壁の開発。

光触媒型
塗装鋼板

機能性成分分析による
栽培方法確立の効率化。
市場志向の導入。
販路の開拓。

育苗における様々な技術ノウハウを利用した
機能性野菜栽培マニュアルの確立。

機能性野菜栽培および苗生産が可能な完全人工光栽培装置の開発

シーズ

光源：
ツジコー㈱ 他

農業法人：ベルグアース㈱

分析：デザイナーフーズ㈱

栽培棚断面図（局所空調あり） 栽培棚断面図（局所空調なし）

棚内に配管を設置して空調空気を吹出

蛍光灯

蓄熱蓄冷材
（パラフィン）

鉄鋼：日鉄住金鋼板㈱

空調：㈱朝日工業社

光源と照射方法
の選択による、
省エネと光の
均一性向上。
低コスト栽培棚
の開発。

LED光源
その他光源

栽培棚

局所空調

栽培ノウハウ

機能性計測

植物体付近への局所空調による
環境制御の最適化。
ICTを用いた栽培環境管理の省力化。

照明反射板

低コスト完全
人工光栽培装置

農林水産省

外務省

健康食品製造のバリューチェーンを構築



ラオスJICA案件化調査事業について

ツジコー株式会社
ラオス特命係長

高橋 大喜

１．JICA案件化調査事業について
２．弊社ラオス案件について
３．ラオスの紹介
４．事業のポイント

【事業概要】



【応募・採択動向】

ベトナム 29 東南アジア・太洋州 89 環境・エネルギー 32 東京 26
インドネシア 15 南アジア 21 農業 24 神奈川 11
フィリピン 12 アフリカ 10 水処理・浄化 19 愛知 8
ミャンマー 11 東・中央アジア 6 防災・災害対策 14 大阪 8
タイ 6 中南米 4 職業訓練・人材育成 12 福岡 6
インドネシア 6 中東・欧州 3

都道府県別分野別地域別国別

2014年度第2回 提案案件数129件

ベトナム5件、インドネシア4件、フィリピン2件、インド3件、タイ、ラオス、

マレーシア、バングラディシュ、ネパール、ブラジル、ケニア、タンザニア、カメルー
ン、南ア、グルジア 計25件 倍率5倍

・良質な車の輸入、査定、整備技術の移転による渋滞解消
・携帯電話基地局情報を利用した貨物トラッキングシステム
・日本の介護予防システム適用による高齢者の健康寿命延伸
・軟弱地盤地域のおけるYNF工法（地盤改良型直接基礎構造 ）の適応 など

【応募から事業完了までの流れ】

補説明会（任意参加）

関心表明WEB

企画書提出

コンサル決定

企画推敲

事前現地調査／CP決定※

契約交渉

契約締結

対処方針会議

採択企業向け説明会

業務計画書、見積書提出

採択通知

調査開始

渡航計画

現地アポ取り

外部人材契約

現地調査）

業務完了報告書（案）
完了報告会

報告書提出

現地調査

進捗報告書、中間報告会

現地調査

次ベース移行

調査事前調整応募

※カウンターパートは
現地政府機関であること



【ODAを活用した中小企支援業事業】

国名：ラオス人民民主共和国
首都：ヴィエンチャン（タイのメコン川対岸）
人口：651万人（2012年）
気候：熱帯モンスーン暑季、雨季、乾季
産業：サービス37%,農業26%,工業31%
・約91億ドル（1,349ドル/人）
・GDP成長率 8.2%（2012年）
・輸出－鉱物、農林水産品、縫製品、水力
（外務省HPより抜粋）

1

何故ラオスを選んだのか？
・薬草が豊富、現地住民も日頃から利用している
・土地が汚れていない（無農薬、無化学肥料）
→クリーンな栽培による健康食品原料植物の調達に最適！

【ラオスの概要】



【事業ポンチ絵】

【原料調達ルート】

【原料植物栽培】
民間農園

【粉末原料加工】
保健省製薬工場

【粉末原料輸入・販売】
ツジコー

・ラオス各地の候補植物を探索
・現地民間農園に委託
・有機栽培（農薬、化肥不使用）

・農園から原料植物を仕入れ
・乾燥→粉砕→殺菌→分析
・加工装置、分析機器は日本から
現地へ持ちこみを予定（来年以降）
・乾燥粉末状態で日本へ輸出
・一部はラオス国内で加工販売

・粉末原料をラオスから輸入
・一部は自社商品として販売
・一部は原料商品として他社へ販売

植物栽培～加工分析～商品化のバリューチェーンを構築し、
ラオス原産の植物を使用した健康食品の販売拡大により
ラオスの発展に貢献する



【植物リスト】

番号 学名 効能 利用部位 抽出方法 期待される効果

1 Ocimum sanctum
血糖上昇抑制、糖化ﾀﾝﾊﾟｸ量減少、

LDL量減少、中性脂肪減少、
全ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ減少

葉
粉末、生葉、

アルコール抽出物
糖尿病予防、美容、

メタボ・肥満対策

2 Orthosiphon aristatus

血圧低下、血糖値上昇抑制、
中性脂肪減少、LDL量減少、DPPH

ﾗｼﾞｶﾙ消去、α-ｸﾞﾙｺｼﾀﾞｰｾﾞ/
α-ｱﾐﾗｰｾﾞ活性阻害

葉、地上部全体
熱水、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、

ｱﾙｺｰﾙ、ｱｾﾄﾝ抽出物

高血圧対策、
糖尿病対策、

メタボ対策、抗酸化

3 Hibiscus sabdariffa

ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ阻害、LDL酸化抑制、
活性酸素種抑制、血糖値上昇抑制、
糖化ﾀﾝﾊﾟｸ産生抑制、脂質・泡沫細胞

蓄積抑制

葉、花
粉末、熱水、
ﾒﾀﾉｰﾙ抽出

シミ対策、動脈硬化
対策、肝臓・腎臓
保護、糖尿病対策

4 Amaranthus spinosus
血糖値低下、中性脂肪減少、

LDL量減少
葉、茎 ｱﾙｺｰﾙ抽出物

糖尿病対策、
肥満対策

5 Andrographis paniculata
ヒト結腸ガン成長抑制、血糖値上昇
抑制、肝臓肥大抑制、SGPR量低下

葉、茎
水、ｱﾙｺｰﾙ抽出物、

煎じ液（お茶）
抗ガン、糖尿病、

肝臓保護
6 Hedyotis corymbosa 各種酵素活性阻害or促進 地上部全体 ﾒﾀﾉｰﾙ抽出物 肝臓保護

7  Oldenlandia diffusa
抗腫瘍、免疫向上、
HL60細胞増殖抑制

地上部全体 ﾒﾀﾉｰﾙ、熱水抽出物 抗ガン、白血病対策

8 Ludwigia octovalvis DPPHﾗｼﾞｶﾙ消去、記憶指数上昇 地上部全体 ｴﾀﾉｰﾙ抽出
エイジングケア、

痴呆予防

9 Momordica charantia 血糖値上昇抑制 果実
ﾒﾀﾉｰﾙ、水抽出物、

絞り汁
糖尿病対策

10 Anisomeles indica チロシナーゼ阻害 地上部全体 ﾒﾀﾉｰﾙ抽出 シミ対策

11 Blumea balsamifera (L.) DC. DPPHﾗｼﾞｶﾙ消去、α-ｸﾞﾙｺｼﾀﾞｰｾﾞ阻害 葉
ﾒﾀﾉｰﾙ、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ抽出

物
抗酸化、糖尿病

12 Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 血糖値低下 葉 水抽出 糖尿病
13 Mucuna pruriens 中性脂肪、LDL量減少、VLDL量減少 地上部全体 ﾒﾀﾉｰﾙ抽出物 肥満対策
14 Cajanus cajan 中性脂肪減少、LDL量減少 葉 ｴﾀﾉｰﾙ抽出物 肥満対策
15 Clitoria ternatea 酸化ｽﾄﾚｽ、Rhoキナーゼ活性抑制 地上部全体 水、ﾒﾀﾉｰﾙ抽出物 痴呆予防

事前に論文が確認
された植物のみ掲載

これら以外の、現地
の人だけが知ってい
る未知の植物を探索

【候補植物】

ホーリーバジル、クミスクチン、ローゼル、ハリビユ、穿心蓮、タマザ
キフタバムグラ、白花蛇舌草キダチキンバイ、ツルレイシ、ブゾロイ
バナ、タカサゴギク、セイロンベンケイ、ハッショウマメ、キマメ、チョ
ウマメなど他多数

【期待される効果】
血糖値上昇抑制、糖化タンパク低下、中性脂肪減少、コレステロール減少、抗酸化、シミ抑制、抗腫瘍、記憶指数向上など

新規植物原料を使用したお茶ビジネス

【ラオスの優位性】
・低い生産コスト
・無農薬、化学肥料などに汚染されていない土地
・インドのアーユルヴェーダに供される植物が豊富（すでに論文多数）
・その他に現地住民のみが知っている植物が豊富
・日本では知られていない珍しい植物が豊富

～タイHarmony Life 社の製品例～

【事業概要】
・外務省JICAの案件化調査を利用
・東南アジアの内陸国ラオスにて実施
・弊社から技術、JICA資金、健食販売網を提供、
ラオスは労働力と豊富な土地を提供
（ラオス政府の２＋３政策に合致）



【ラオスの紹介】

【ラオスの紹介】



【ラオスの紹介】

【ラオスの紹介】



【事業のポイント】

・コンサル選び
→現地事情よりもJICA事業への精通度が重要、コミュニケーションの取りやすさ

・ビジネスとＯＤＡのバランス
→偏りはJICAへの印象悪い、win‐winの仕組みを説明する

・事前調査は必須
→提案企業のやる気、提案内容の信ぴょう性が審査される

・JICAからの細かい注文に対応
→ODAとして結果が出るようにJICAの意向に沿って事業計画する

・提案企業の人件費は計上不可
→それの以外経費はJICA負担だが、日々の対応にけっこう時間が割かれる

・現地に精通したパートナー
→JICA現地事務所、専門家、大学教官、通訳など信頼できる人を見つけておく

・案件化調査後のビジョン
→普及実証、草の根、技プロなど最適な選択肢をJICAへ提示する

Thank you for listening


