「新潟発！健康ビジネス∞ベストプラクティス」
の 選 定 について
選定趣旨
新潟県では、今後市場の大きな伸びが見込まれる健康・福祉・医療関連分野での付加価
値の高いビジネスが県内から多数輩出されるよう、平成 18 年度より「健康 ･ 福祉 ･ 医療
新産業ビジョン～健康ビジネス連峰政策～」を推進してきました。
第一ステージである平成 18 年度と 19 年度では、地域資源を活かした特色ある取組を発掘・
支援しました。
その成果の一つとして、製造業や食品産業をはじめとする幅広い分野から、県内企業の
皆様が健康ビジネスに参入する際の模範となる、創意工夫ある取組事例を平成 20 年に「三
つ星ビジネスモデル」として 27 件選定しました。
平成 20 年度以降の第二ステージでは、県内健康ビジネスの市場拡大に向けた取組を進
めています。
成果や将来性の観点から、有識者による県内健康ビジネスの再評価を行い、より付加価
値の高いものに磨き上げる際の模範となる、市場訴求力が高い取組事例を「新潟発！健康
ビジネス∞ベストプラクティス｣ として選定しました。
選定対象
下記のいずれにも該当するビジネスです。
（１）県内の中小企業や法人格を有する団体等が中心となり、複数の事業者が連携して取
り組んだビジネス。
（２）平成 18 年度から 22 年度までの間に、国・県・市町村や公的支援機関の事業を活用し、
健康関連商品※を開発・改良したビジネス。
※健康関連商品：健康関連機器や食品を始め、運動、観光、温泉等のサービスの提
供等幅広く「健康（体に良い）
」に資する商品。
選定方法
県内の中小企業者等が、国・県・市町村や公的支援機関と連携して取り組んだ健康ビジ
ネスのうち、｢売上状況｣ ｢話題性｣ ｢独自性｣ ｢競争力｣ ｢成長性｣ の観点から模範的と認め
られる事例を、有識者による評価を踏まえ、選定しました。
※商品自体ではなく、ビジネスモデルを推奨するものです。
－－

選定一覧
区分

健康ビジネス名
開閉式車輪付き車椅子、オーダーメイド
車椅子の開発

代表企業・団体
越後工業（株）

ものづくり系（ ６ 件 ）

医療機器（スキン・ステープラー、低体

ケイセイ医科工業（株）

接触圧ベッド）の開発・普及

新潟工場

所在地

頁

出雲崎町

３

燕市

４

高機能舌ブラシの普及

（有）四季園

新潟市

５

医療用低周波治療器の開発・普及

（株）テクノリンク

新潟市

６

（財）新潟県歯科保健協会

新潟市

７

新潟市

８

（有）エコ・ライス新潟

長岡市

９

（株）越後天風

長岡市

10

新潟市

11

妙高市

12

魚沼市

13

（株）笹原建設

見附市

14

（株）サン・システム

長岡市

15

阿賀野市

16

村上市

17

簡便に測定できる口腔機能測定器の開
発・普及
簡便に検査できるレジオネラ菌検出
キットの開発
新潟米を活用した食事制限者向けの非
常食、日常食の開発・普及
食

低アレルゲン化小麦製品の開発・普及

新潟バイオリサーチパーク（株）

品
系（ ５ 件）

新野菜プチヴェールを使用した商品の
開発・普及
農薬を使わない大葉を食品原料とする
加工製品の開発・普及
高齢者等が安心して食べることができ
る非常食の開発・普及
温泉等を活用した介護付き有料老人

サービス系（ ４ 件）

ホームの建設・運営
滅菌管理システムの開発・普及
ラジウム温泉等の地域資源を活用した
健康プログラムの開発・普及
薬草に着目した健康ツアー、薬膳料理、
関連商品の開発・普及

新津農商工連携推進協議会

（株）野本組

ホリカフーズ（株）

（株）長生館

新潟巧測（株）

－－

① 開閉式車輪付き車椅子、オーダーメイド車椅子の開発
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

ものづくり

乗り降りが簡単にできる ｢開閉式車輪付き｣ 車椅子、床ズレ等を防ぐ人間工学
に基づいた車椅子を開発
◆自社における既存技術の活用
◆販路開拓における専門家の活用

◆大学との連携による商品開発

代表団体：越後工業株式会社
連携団体：愛宕商事株式会社
新潟工科大学
活用事業：新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業〔H21-22〕
【お問い合せ先】越後工業株式会社（出雲崎町）
〔TEL〕0258-78-4011 〔URL〕http://www.sukesan.org/

取 組 紹 介
実際の販売開始は平成 23 年 4 月以降であるが、

1. 健康ビジネスへの参入経緯

利用者の利用状況に合わせたオーダーメイドに近い

越後工業は、自動車の部品加工が主力業務である

製品を提供していくとともに、利用者に対しては、

が、平成５～６年頃から、自動車メーカーと関連企

定期的にメンテナンス活動を行っていくこととして

業の海外進出が加速し、仕事量が半減する脅威から、

いる。

自動車部品に次ぐ事業の育成が急務となっていた。

3. 知名度向上のために工夫した点

福祉・介護市場は大きな市場であることから、当
該分野の製品開発に着手し、第一弾として、滑りに

国際福祉機器展や健康博覧会等の全国規模の展示

くい杖の開発・製造を手掛け、その後、車椅子の開

会に積極的に参加しているほか、各メディアにも積

発・製造を実施している。

極的に露出している。

2. 商品・サービスの特長

4. 販路開拓のために工夫した点

車輪が割れてハネ上がるタイプまたは着脱するタ

全国規模の展示会への出展により、多くの福祉・

イプと、車輪部分が 90 度開閉するタイプの２種類

介護分野の販売店からの取引依頼を獲得している。

の車椅子を開発。いずれも、利用者が車椅子から

また、県の補助事業を活用して販路開拓の専門家

ベッドなどへ楽に移動できるように設計を工夫して

を採用し、本格的な販売開始に向けた商談を進めて

いる。

いる。

5. 事業に対する思い入れ
製品開発の背景には、利用者の既存製品に対する
不満の声や、不便さを解消したいという強い思いが
ある。
越後工業は、利用者自身だけでなく、介護者にとっ
ての不満や不便さを緩和することで、介護する側と
される側の双方が気持ちよく利用できる、人間性を
車輪が割れてハネ上がり、ベッドからの移動が楽

第一に考えた製品を開発するよう心がけている。

－－

② 医療機器 ( スキンステープラー、低体接触圧ベッド ) の開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

ものづくり

日本人向けサイズの表皮縫合用「スキン・ステープラー」、セラミックビーズ
の微粒子運動を応用した「熱傷患者向け低体接触圧ベッド」を開発
◆既存技術の応用
◆医療機関との連携
◆利用者である医師の視点に立った商品企画・開発

代表団体：ケイセイ医科工業株式会社 新潟工場
連携団体：新潟県立吉田病院
新潟市民病院
活用事業：ゆめ・わざ・ものづくり支援事業（ＮＩＣＯ）
〔H16〕
【お問い合せ先】ケイセイ医科工業株式会社 新潟工場（燕市）
〔TEL〕0256-92-6661 〔URL〕http://www.keiseimed.com/

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯

3. 知名度向上のために工夫した点

ケイセイ医科工業は、利用者である医師の視点に

スキン・ステープラー及び熱傷患者向けの治療

立ったスキン・ステープラーを開発した。その背景

ベッドの双方とも、学会や展示会等に積極的に出展

には、日本の病院で、手術での傷口の縫合の際に使

し、ＰＲを図っている。

用されてきたステープラー ( 医療用ホチキス ) の多

また、「健康ビジネス連峰政策三つ星ビジネスモ

くが海外からの輸入品であったため、日本人の手に

デル」選定事業として、当該シンボルマークを活用

は大きくて使い難く、医療の現場から、日本人に使

したＰＲ活動を行っている。 スキン・ステープラー

い易い大きさやデザインのステープラーを望む声が

については、いくつかの病院にサンプル品を提供し、

数多く寄せられていたことがある。

知名度向上を図っている。

また、救命救急医療の高度化や多様化が進むなか

4. 販路開拓のために工夫した点

で、主に病院の救命救急センターなどで利用される
熱傷患者向けの治療ベッドについても、医師の視点
に立った、患者にとって有益な新しいベッドを開発

医療機器メーカーとして確立してきた全国各地の
代理店網を活用し、販路開拓に取り組んでいる。

した。

スキン・ステープラーについては、製品開発に活
かすため、サンプル品の提供により、現場の率直な

2. 商品・サービスの特長

感想や評価の収集を行っている。

スキン・ステープラー（「カイザー」( 商標登録済 )）

5. 事業に対する思い入れ

は、医療の現場の声を反映し、日本人の手に適合す
る大きさやデザイン ( 形状 ) としている。また、縫

ケイセイ医科工業は、医療機器メーカーとして、

合の締め具合も他社製品に比べて遜色ないものと

機能及び品質の維持・向上はもちろんのこと、新た

なっている。

な医療ニーズや新しい手術方式を先取りした研究・

熱傷患者向けの治療ベッド（「ライフアイランド」

開発に取り組んでいる。

( 商標登録済 )）は、布団の代わりにセラミックビー
ズを敷きつめ、微粒子運動を活用することで、接触
圧を抑え、床ずれを防ぐことができる。

－－

③ 高機能舌ブラシの普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

ものづくり

大学との共同研究により、手軽に口腔ケアができる高機能舌ブラシ「Ｗ - １」
を開発
◆既存の類似商品の機能性向上
◆大学との連携による開発
◆国内外展示会や広報媒体の活用等による積極的なＰＲ展開

代表団体：有限会社四季園
連携団体：新潟大学大学院医歯学総合研究科
財団法人新潟県歯科保健協会
高野商店
活用事業：新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業〔H21〕
【お問い合せ先】有限会社四季園（新潟市）
〔TEL〕0250-23-0141 〔URL〕http://www.w-1-shikien.co.jp/

取 組 紹 介
ブラシ部分は舌を傷つけにくい素材を使用してお

1. 健康ビジネスへの参入経緯

り、ブラシの片面を凸、もう片面を凹とすることで、

四季園は、大学と連携し、口腔内を清潔に保つに

舌の形状に合った使いやすい構造としている。

は、日常的な歯磨きに加え、舌ブラシによる舌磨き

3. 知名度向上のために工夫した点

が大切であると提案し、舌を傷つけず、舌苔をきれ
いに取ることができる、高齢者にも使い易い舌ブラ
シを開発した。

県内はもとより、全国規模や海外の展示会に積極
的に参加し、関係者の目に触れる機会を多く作って

高齢者の死亡原因として多い誤嚥性肺炎は、誤嚥

いる。

により口腔内の細菌が肺に侵入することで引き起こ

また、新潟大学との共同開発であることの商品

される。口腔内を清潔にすることが高齢者の誤嚥性

パッケージへの明記や、県補助事業採択事業として

肺炎防止に有効であると言われているが、口腔内を

のシンボルマークの活用など、積極的な周知活動を

清潔にする器具が少ないことが、本商品開発の背景

行っている。

にある。

4. 販路開拓のために工夫した点

2. 商品・サービスの特長

大手量販店との取引に繋げるためには、専門の有

従来の舌ブラシは舌の汚れを掃き出すタイプ（ほ

力な問屋との取引が不可欠であることから、展示会

うきの原理）のものが多いのに対し、四季園の舌ブ

等で得た人脈をもとに、専門問屋の開拓に注力して

ラシは汚れを拭き取るタイプ（モップの原理）であ

いる。

り、舌苔の吸着力に優れている。

5. 事業に対する思い入れ
口腔内を清潔に保つことにより、誤嚥性肺炎の防
止はもちろんのこと、様々な病気の予防にも繋がり
得ることから、四季園は「口腔ケア＝歯磨き＋舌磨
き」ということが人々の習慣として定着するよう、
啓発活動にも取り組んでいる。

上が凹の面、下が凸の面、ブラシは柔かい素材を使用

－－

④ 医療用低周波治療器の開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

ものづくり

従来品よりも小型で、出力数や波形数において機能向上を図った、低周波治療
器を開発
◆自社技術の活用
◆多くの国内外特許の取得

◆県内外の大学との連携
◆情報誌発行等による利用者との関係構築

代表団体：株式会社テクノリンク
連携団体：東北大学大学院医学系研究科
新潟大学大学院医歯学総合研究科
活用事業：新潟産業創造ファンド（ＮＩＣＯ）
【お問い合せ先】株式会社テクノリンク（新潟市）
〔TEL〕0250-21-6251 〔URL〕http://www.techno-link.co.jp/main.html

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯

3. 知名度向上のために工夫した点

テクノリンクは、ＦＡ (Factory Automation) 専用

低周波治療器は、利用者が整骨院・整体院や総合

機の開発・製造を主要業務としていたが、医療機器

病院のリハビリ室などに絞られることから、製品説

販売業者から、マッサージ効果や筋肉の痛みの緩和

明会等に社員を講師として派遣し、デモンストレー

に効果のある低周波治療器の開発を打診されたこと

ション等を実施するなど、利用者への直接的な販促

をきっかけに医療分野へ進出した。

活動に取り組んでいる。

2. 商品・サービスの特長

4. 販路開拓のために工夫した点

製品ブランド「テクトロン」( 商標登録済 ) は、

利用者のほとんどが、整骨・整体やリハビリを行

治療器が出力する低周波そのものに特許を取得して

う医療関係者であるため、それらの医療関係者と取

いる点や、故障が比較的少ない点等から、整骨院・

引のある全国各地の医療機器販売業者と代理店契約

整体院やリハビリ関係者の間で広く浸透している。

を構築している。

また、効果については、大学病院等と連携し、エ
ビデンスを取得している。

また、製品情報や効果的な利用方法等を掲載した
情報誌を自社で編集・発行するなど、利用者との関

日本で初となる無線技術を低周波治療器に応用し

係構築にも力を入れている。

た「改良医療機器」として厚生労働省より承認され

5. 事業に対する思い入れ

ている。

テクノリンクは、ＦＡ専用機の開発・製造で培っ
た開発力・技術力を医療機器の開発・製造に活かし
ており、医療機器メーカーとして、利用者が要望す
る価値の高い製品を提供することを通じて、社会貢
献を果たすことを目指している。

症例に合わせた出力波形を搭載

－－

⑤ 簡便に測定できる口腔機能測定器の開発・普及

ものづくり

ビジネス
の特徴

高齢者の介護予防事業の１つである反復唾液嚥下テストとオーラルディアドコ
キネシスの簡便な測定を可能にする測定器を開発

模範的
戦 略

◆利用者である歯科医師等専門職の声を反映し、従来の方法に革新をもたらす商品開発
◆業界団体のネットワークを活用したＰＲ展開

代表団体：財団法人新潟県歯科保健協会
連携団体：新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座
竹井機器工業株式会社
活用事業：新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業〔H19-22〕
【お問い合せ先】財団法人新潟県歯科保健協会（新潟市）
〔TEL〕025-283-0525 〔URL〕http://niigata-dhs.com/

取 組 紹 介
また、多くの利用者から、口腔機能の評価機能の

1. 健康ビジネスへの参入経緯

みに絞ったハンディタイプの開発要望に応え、機能

新潟県歯科保健協会は、機器製造業である竹井機
器工業と連携し、口腔機能の評価項目の 1 つであ

を絞り、かつ、価格も抑えた「健口くんハンディ」
も開発した。

るオーラルディアドコキネシス ( 口唇・舌・軟口蓋

3. 知名度向上のために工夫した点

の動きの評価による口腔機能検査 ) と反復唾液嚥下
テストを簡便に行える測定器を開発した。

学会での成果発表や展示だけでなく、専門誌等へ

その背景には、平成 18 年の介護保険法の改正に
伴い、この２つの評価テストが介護予防事業の数値

の広告掲載など、医療関係者に向けた周知活動を
行っている。

評価項目として位置づけられたことから、歯科衛生

また、使用法を解説したオリジナルＤＶＤを作成

士や言語聴覚士等の専門家以外でも計測でき、客観

し、関係機関に配布しているほか、専門職などを対

的に数値を把握できる機器が求められたことがあ

象とした使用法についての研修会を開催している。

る。

4. 販路開拓のために工夫した点

2. 商品・サービスの特長

新潟県歯科保健協会を通じたルートと、製造者で

口腔機能測定器「健口くん」( 商標登録済 ) は、オー
ラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テストの２

ある竹井機器工業が有するルートを最大限に活用し
て、販路開拓を進めている。

つのテストを実施できる。特に、前者においては、

5. 事業に対する思い入れ

これまでの人的な測定よりも正確な数値測定が可能
になった。

新潟県歯科保健協会は、介護予防事業の測定器と
してだけにとどまらず、一般の人でも口腔機能を簡
単、かつ、客観的に測定できるという利点を活かし、
子供までをも対象として、口腔ケアへの関心を高め
るツールとしても、「健口くん」のＰＲに取り組ん
でいる。

利用者の声をもとに開発された「健口くんハンディ」

－－

⑥ 簡便に検査できるレジオネラ菌検出キットの開発
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

ものづくり

従来よりも短時間で、かつ、簡便に測定できるレジオネラ菌検出キットを開発
◆従来の方法に革新をもたらす商品の開発
◆全国ネットワークを有する業界団体等と連携した販路構築

代表団体：新潟バイオリサーチパーク株式会社
連携団体：村杉温泉組合、新潟薬科大学
活用事業：新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業〔H22-23〕
重点地域研究開発推進プログラム（ＪＳＴ）
〔H21〕
事業高度化研究開発支援補助金（新潟市）
〔H20〕
【お問い合せ先】新潟バイオリサーチパーク株式会社（新潟市）
〔TEL〕0250-25-1196 〔URL〕http://www.nbrp.co.jp/

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯

3. 知名度向上のために工夫した点

新潟バイオリサーチパークは、健康ブームによる

全国各地の温泉組合に対して、この検査キットを

温泉人気にも関わらず、一向に減ることのないレジ

使用した検査方法についての周知活動を行うことと

オネラ菌の感染を社会問題と認識し、健康ビジネス

している。

に参入することとした。

4. 販路開拓のために工夫した点

温泉地や入浴施設で採られている従来の検査方法
は、検査結果が分かるまでの所要日数が長く、費用

平成 23 年 4 月から販売を開始し、全国各地の温

も高いため、短期間で手軽に、かつ、低コストで検

泉組合へのＰＲを図りながら、全国各地において販

査できる商品を開発した。

路を構築することとしている。

5. 事業に対する思い入れ

2. 商品・サービスの特長
従来の専門業者に委託する検査方法では、検査結

新潟バイオリサーチパークは、この検出キットを

果が出るまでに１週間程度を要するが、この検出

使用する検査方法の普及を通じて、今もなお後を絶

キットによる検査方法では、20 分程度で結果が分

たないレジオネラ菌の感染を減少させることを目指

かる。

している。

そのため、レジオネラ菌が検出された場合には、

また、この検出キットに改良を加えることで、レ

温水の入れ替えや消毒、浴槽の洗浄等の対応策を素

ジオネラ菌のみならず、大腸菌やその他の細菌など

早く講じることができる。

にも応用することができるため、他の病原菌の感染

また、専門業者に依頼することがないので、低コ

を減少させることも目指している。

ストで検査できるという利点もある。
なお、検出キットの濾過器については、特許申請
予定である。

－－

⑦ 新潟米を活用した食事制限者向けの非常食、日常食の開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

食

品

災害時に食事制限者が安心して食べられる、食事制限者が求める商品を開発
◆食事制限者の視点に立った商品開発
◆行政機関等の備蓄用としての商品提案

◆患者団体との連携によるＰＲ展開

代表団体：有限会社エコ・ライス新潟
連携団体：長岡工業高等専門学校
ＮＰＯ法人東京腎臓病協議会
活用事業：新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業〔H20-21〕
ゆめ・わざ・ものづくり支援事業（ＮＩＣＯ）
〔H18-19〕
【お問い合せ先】有限会社エコ・ライス新潟（長岡市）
〔TEL〕0258-66-0070 〔URL〕http://www.eco-rice.jp/

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯

3. 知名度向上のために工夫した点

エコ・ライス新潟は、提携農家が生産した米の集

全国腎臓病協議会の災害非常食に採用されたこと

荷・精米・販売を主要業務としているが、米の需要

から、患者団体による自助としての備蓄の推奨に繋

量の減少や、主要販売品種であるコシヒカリのブラ

がっている。

ンド力低下等から、米の販売に依存した経営からの
脱却を模索していた。

また、行政機関へのＰＲ活動や防災関連イベント
への出展等により、非常食需要の掘り起こしに注力

平成 16 年に起きた中越地震において、被災時で

している。

も、乳幼児から高齢者まで安心して食べられる ｢米

4. 販路開拓のために工夫した点

｣ の必要性を痛感したことをきっかけとして、米を
使った機能性食品の開発に取り組んだ。

東京都への３万食の納入をきっかけに、関東・中
京・関西地域など全国の自治体において、導入が広

2. 商品・サービスの特長

がっている。

食事制限 ( タンパク質 ) がある人たちでも安心し
て食べられるように、長期保存が可能で、非常食と

また、健康食品を取り扱う小売業者との連携によ
り、通信販売も行っている。

しても利用できるアルファー米（お湯を入れると炊

5. 事業に対する思い入れ

いたご飯が出来上がる米の加工食品）を開発した。
コシヒカリに比べて消化性タンパク質が少ない米

エコ・ライス新潟は、今後も、食事制限のある方々

である ｢春陽 ( しゅんよう )｣ を生産し、アルファー

が、いつでも、どこでも、手軽に安心して美味しく

米とするとともに、生産から加工に至るトレーサビ

食べられるアルファー米を提供するため、様々な患

リティも確立している。

者団体と連携しながら、さらなる商品開発に取り組

春陽を炊飯して水洗いすることで、無添加でカリ

んでいる。

ウムを半分以下、リンを 30％程度低減させており、
この製造方法については特許を取得している。
さらに、米を酒米醸造の技術を応用して高度精米
をすることで、タンパク質、カリウム・リンを更に
低減させる方法も開発し、特許申請済である。

－－

⑧ 低アレルゲン化小麦製品の開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

食

品

子育て支援組織等との連携による、小麦アレルギー患者等への高圧処理を利用
した低アレルゲン化小麦製品の情報提供と販路開拓
◆医療機関との連携による商品開発や情報発信
◆患者団体等のネットワークを通じたＰＲ展開

代表団体：株式会社越後天風
連携団体：越後製菓株式会社
コマスマーケティング株式会社
活用事業：新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業〔H21-22〕
【お問い合せ先】株式会社越後天風（長岡市）
〔TEL〕0258-39-4050 〔URL〕http://www.komugi-allergie.com/

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯

3. 知名度向上のために工夫した点

連携団体である越後製菓では、長年に渡って取り
組んでいる高圧処理技術と抽出技術の併用により、

アレルギー専門医と連携して摂食評価試験を実施
し、学会での発表や情報提供に取り組んでいる。

食品中から、食物アレルギーの原因となるタンパク
質を除去できることに着目し、塩可溶性タンパク質

また、アレルギー関連イベント等でのサンプル提
供も行っている。

を低減化したパック米飯を手始めに、米よりもアレ

4. 販路開拓のために工夫した点

ルギー患者数が多い小麦へと技術の応用領域を拡大
し、低アレルゲン化小麦を開発した。

アレルギー患者の会やアレルギー専門医などへの

越後天風は、その低アレルゲン化小麦製品の販売
主体として、子育て支援組織等と連携しながら販路

情報提供を通じて、当該商品を必要とする方々への
直接的な販路を構築している。

開拓に取り組んでいる。

5. 事業に対する思い入れ

2. 商品・サービスの特長

越後天風は、小麦にアレルギーを持つ方々が安心

本商品は、小麦に含まれるアレルギーの原因とな

して小麦粉を使用した食品を食べられるよう、タン

る塩可溶性・塩不溶性タンパク質を 95％除去して

パク質の除去率をさらに高めていくとともに、小麦

いるため、小麦アレルギーを持つ人のうちの多くの

粉そのものとしての販売や麺類への応用も目指して

人が食べることができる小麦製品を実現している。

いる。

また、
この小麦粉を利用して、普通の小麦粉で作っ
たものと比べても、食味にほとんど遜色のないクッ
キー、クラッカー、パンを製造・販売している。

－ 10 －

⑨ 新野菜プチヴェールを使用した商品の開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

食

品

商工会議所を中心とした連携体制により、栄養価が高い新野菜のプチヴェール
を使用した菓子・パン「ぷち森シリーズ」を開発
◆地域に密着した商品企画
◆大学等との連携による商品開発
◆通販の活用や物流会社との連携による販路構築

代表団体：新津農商工連携推進協議会（事務局：新津商工会議所）
連携団体：新津菓子組合、
（株）新津食品流通センター、ヤマト運輸（株）
地元農家、新津さつき農協、新潟市秋葉区役所、新潟薬科大学
活用事業：農商工連携推進モデル事業（新潟県）
〔H22〕
地域資源∞全国展開プロジェクト（中小企業庁）
〔H20〕
【お問い合せ先】新津商工会議所（新潟市）
〔TEL〕0250-22-0121 〔URL〕http://www.puchimori.com/

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯

3. 知名度向上のために工夫した点

新津農商工連携推進協議会は、新津さつき農協の
呼びかけにより、新津地域の約 30 軒の農家が、当

開発した商品は、８種類の菓子やパンからなるが、
それらを「ぷち森シリーズ」として販売。

時新潟県内で産地化されていなかった健康野菜「プ

また、８種類の菓子やパンそれぞれに対応するイ

チヴェール」の栽培を開始。プチヴェールは、寒さ

メージキャラクターを開発のうえ、それらをまとめ

に強い冬野菜であり、冬場冷え込む新津地域での栽

て「ぷち森一家」と命名し、シリーズ一体でＰＲし

培も十分可能であるほか、栄養価が非常に高いこと

ている。

から、他の野菜との差別化が図れると考え、取り組
むこととした。
出荷量が増加するにつれ、廃棄する外葉の量も増
加したため、出荷されるプチヴェールと遜色ない栄
養価を有する外葉を加工品として有効活用するとと

ぷち森シリーズのイメージキャラクター「ぷち森一家」
Copyright(C) HOKUTO Co.,Ltd.

もに、プチヴェールの知名度の一層の向上を図るた
め、プチヴェールを使った商品の開発に着手した。

4. 販路開拓のために工夫した点

2. 商品・サービスの特長

従来は、地元商店街での販売を中心としてきたが、

商品開発には、プチヴェール生産者、菓子・パン
製造業者、流通・運送業者、大学、行政機関の五者
が集まり、新津商工会議所がコーディネートすると

マスコミの取材や口コミ等による知名度の向上に伴
い、販路を一層拡大するため、インターネット通販
や運送業者と連携した販売にも注力している。

いう地域の総力を結集した形態が採られている。

5. 事業に対する思い入れ

特に、大学が参画したことで、適切な加工方法に
関する助言はもとより、プチヴェールの栄養価に関
する学術的な分析結果の提示ができ、その結果、地
域の特産商品という域にとどまらず、健康にも良い
商品としての付加価値を獲得している。

新津農商工連携推進協議会は「ぷち森シリーズ」
の地域外への販路拡大や、新たな商品開発を通じ、
「新津＝プチヴェールのまち」として知名度を上げ
ることで、新津地域の再活性化を目指している。

－ 11 －

⑩ 農薬を使わない大葉を食品原料とする加工製品の開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

食

品

建設業者が健康ビジネス分野に参入し、大葉のミスト栽培を事業化するととも
に、農薬を使わない大葉を使用した大葉製品を開発
◆食品の安全性を訴求した他社商品との差別化
◆既存の自社商品の活用

代表団体：株式会社野本組
連携団体：株式会社ＮＢファーム
株式会社ヴォークス・トレーディング
活用事業：建設企業新分野進出等支援事業（ＮＩＣＯ）
〔H21〕
【お問い合せ先】株式会社野本組（妙高市）
〔TEL〕0255-72-3194 〔URL〕http://www.nomoto-gumi.co.jp/

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯
野本組は、近年の公共投資の減少を受け、建設業
以外の新たな事業分野を模索するなか、平成 15 年
に大葉のミスト栽培法を知り、ミスト栽培で育てら
れる大葉は無農薬であることから、既存の大葉商品
との差別化が図れるほか、食品の専門商社への販路
も確保できることから、大葉のミスト栽培事業に進
出した。

大葉の生葉 800 枚を凝縮した粉末商品「青じその育み」

また、生葉としては出荷できない規格外の大葉を
活用するため、それらを使った健康食品の開発に取

3. 知名度向上のために工夫した点

り組んでいる。

加工品に関しては、食品関連の展示会に参加して

2. 商品・サービスの特長

いるほか、メディアからの取材に積極的に対応して

無農薬であり、香りが強く、一般的な大葉に比べ

いる。

て日持ちが良いことが、生葉としてのセールスポイ

4. 販路開拓のために工夫した点

ントとなっている。
また、大葉ペーストや大葉ミンチは、大葉特有の

生葉は、専門商社への販路を確立しており、ペー

香りや色合いを十分に引き出したものとなってお

ストやミンチは、専門商社への販路のほか、ホーム

り、大葉粉末は、１箱 (50㌘ ) に約 800 枚の大葉の

ページによる販路開拓に取り組んでいる。

成分を凝縮しているなど、いずれも大葉の高い栄養

5. 事業に対する思い入れ

素を手軽に吸収できる商品としている。

無農薬の大葉を使っているという点や、他の野菜
に比べても栄養価が高いという点を消費者に強調し
ていくとともに、消費者ニーズに沿った大葉を使っ
た健康食品の開発を目指している。

－ 12 －

⑪ 高齢者等が安心して食べることができる非常食の開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

食

品

一般者向け非常食や炊き出しを食べることが困難な高齢者等が安心して食べら
れる柔らかい非常食「レスキューフーズ」を開発
◆医療機関におけるニーズへの対応
◆高齢者等の視点に立った商品開発
◆行政機関等の備蓄用としての商品提案

代表団体：ホリカフーズ株式会社
連携団体：新潟大学
長岡造形大学
活用事業：ゆめ・わざ・ものづくり支援事業（ＮＩＣＯ）
〔H18〕
【お問い合せ先】ホリカフーズ株式会社（魚沼市）
〔TEL〕025-794-5333 〔URL〕http://www.foricafoods.co.jp/

取 組 紹 介
なお、一連の商品群は「レスキューフーズ」と命

1. 健康ビジネスへの参入経緯

名し、商標権も取得している。

ホリカフーズは、昭和 30 年の創業以来、食肉の

3. 知名度向上のために工夫した点

缶詰の製造が主力事業であったが、昭和 47 年に、
病院から、常温で長期保存のできる流動食の製造依

各種メディアからの取材依頼に対して積極的に対

頼を受けたことをきっかけとして、病院食・介護食

応しているほか、講演活動や研究成果発表の場に積

分野へ進出した。

極的に参加し、周知活動を行っている。

新潟県で近年相次いだ地震などの自然災害を経験

また、民間企業に対しては、ＢＣＰ（事業継続計

するなか、有事の際に被災弱者が安心して食べられ

画）の実行時に必要な非常食としてのＰＲを行って

る非常食がほとんどないことから、被災弱者 ( 高齢

いる。

者や障がい者、健康を害した方等 ) 向け非常食の開

4. 販路開拓のために工夫した点

発に取り組んだ。

病院や介護施設、行政機関、民間企業など、防災

2. 商品・サービスの特長

用の備蓄を進める必要がある機関・団体に対して、

単なる非常食ではなく、被災弱者が無理なく、安
心して食べることができ、普段と同じ美味しさであ

震災経験を踏まえて開発した商品であることを伝え
ながら、周知活動を行っている。

ることを目指し、商品の開発に取り組んでいる。

5. 事業に対する思い入れ

また、賞味期間を３年半とし、長期保存を可能に
することで、行政機関や企業の備蓄用としての調達
のし易さも追求している。

ホリカフーズは、自然災害等の有事においても、
通常の非常食や炊き出しを食べられない被災弱者
が、安心して食べることができる非常食づくりを目
指している。
また、単なる商品づくりにとどまらず、被災弱者
にとっての食事の問題は、健康面の二次災害防止に
役立つということについて、世の中に広く周知する
ことにも取り組んでいる。

おかゆととりそぼろをセットにしたレスキューフーズⅢ型

－ 13 －

⑫ 温泉等を活用した介護付き有料老人ホームの運営

サービス

ビジネス
の特徴

建設業者が健康ビジネス分野に参入し、温泉や菜園を備えた介護付き有料老人
ホーム事業を展開

模範的
戦 略

◆自社の既存ノウハウの活用
◆地域資源の活用、地域に密着した施設運営
◆徹底した他社サービスとの差別化

代表団体：株式会社笹原建設
連携団体：株式会社虹祐
見附市立病院
杏仁堂病院
活用事業：建設企業新分野進出等支援事業（ＮＩＣＯ）
〔H18〕
【お問い合せ先】株式会社笹原建設（見附市）
〔TEL〕0258-62-0129 〔URL〕http://www.tsubakinosato.jp/

取 組 紹 介
また、施設は自然豊かなロケーションにあるほか、

1. 健康ビジネスへの参入経緯

家庭菜園や園芸を楽しむこともでき、都市型の施設

笹原建設は、公共投資市場が縮小するなかで、建

にはないサービスを提供している。

設業以外の新たな分野として将来性を感じた介護福

3. 知名度向上のために工夫した点

祉事業へ参入することとした。
参入にあたっては、建設業で永年培った地域密着型
の経営スタイルを活かすことや、地域の雇用維持を

温泉付きである点など、他の施設との違いを強調
した周知活動等に注力している。

重視し、平成 17 年、本社近隣に温泉権付きの建設

4. 販路開拓のために工夫した点

用地を確保することができたため、介護付き有料老
人ホームの開設・運営に取り組んだ。

手厚い介護体制を整備することで、入居者の家族
や地域住民から「優良な施設である」と認められる

2. 商品・サービスの特長

ことに注力した結果、開業１年後には満室となり、

天然温泉を利用した大浴室を整備することによ

現在では空室が出ても、有料老人ホーム紹介業者か

り、他の施設との差別化が図っている。食事に関し

らの紹介や口コミにより、入居者がすぐ決まるとい

ては手作りにこだわっているほか、米や野菜は地元

う状況にある。

農家からの調達を中心とし、地産地消にも努めてい

5. 事業に対する思い入れ

る。

笹原建設は、他の施設と差別化できている点を活
かしつつ、手厚い介護体制を維持・強化することで
入居者とその家族の満足度を一層高め、また、地域
活動への参加や地域の雇用の場としての役割を果た
すことで、企業としての社会的責任を果たすことを
目指している。

天然温泉を利用した大浴室

－ 14 －

⑬ 滅菌管理システムの開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

サービス

滅菌物の管理をトータル的に管理し、医療現場の課題解決を支援する滅菌管理
システムを開発
◆既存の自社技術の活用
◆医療機関との連携による商品開発
◆利用者である医療機関の経営効率向上に向けた提案

代表団体：株式会社サン・システム
連携団体：長崎大学病院
活用事業：ゆめ・わざ・ものづくり支援事業（ＮＩＣＯ）
〔H19〕
【お問い合せ先】株式会社サン・システム（長岡市）
〔TEL〕0258-39-0311 〔URL〕http://www.sunsystemcorp.com/

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯

2. 商品・サービスの特長

サン・システムは、平成９年にコンピュータシス

滅菌管理システムとは、再生滅菌物に２次元バー

テムの開発を行うベンチャー企業として創業した

コードを添付することで、「使用⇒回収⇒洗浄・滅

が、
新潟大学医歯学総合病院の手術部門の教授より、

菌⇒保管⇒使用」の一連の流れを把握し、管理する

同病院内の物品管理 ( 物流・在庫管理 ) システムの

ものである。

構築を依頼されたことがきっかけで、医療機関にお

従来のシステムは、各機器専用のシステムである

ける物品管理を中心とした管理業務のシステム開発

ことから、外部システムとの連携が困難であるが、

に取り組んだ。

同社のシステムは汎用性を高めたことで、多くの滅

医療現場に要求されるリスク管理体制・能力は

菌機器と連携することを可能としている。

年々上がってきており、特に繰り返し使用されるピ

3. 知名度向上のために工夫した点

ンセットやはさみ等鋼性の医療器具 ( 以下、再生滅
菌物 ) のトレーサビリティ管理が求められているこ

大手ＩＴベンダー数社から、推奨システムとして

とから、当該器具の滅菌状況や在庫状況を把握でき

認定されたことを受けて、大手ＩＴベンダーとの共

る滅菌管理システムの開発に取り組んだ。

同ＰＲや提案を行っている。

4. 販路開拓のために工夫した点
利用者としての確かな実績を作ることにより、新
たな利用者の紹介へと繋がっている。
また、定期メンテナンスによるシステム更新等の
情報収集も行っている。

5. 事業に対する思い入れ
サン・システムは、医療機関内の間接業務の効率
化に資するシステムを時代の要請に合わせて開発す
ることで、医療の質の向上や医療機関における経営
他のシステムとの連携により一層効果の高い管理が可能

効率化への一層の貢献を目指している。

－ 15 －

⑭ ラジウム温泉等の地域資源を活用した健康プログラムの開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

サービス

ラジウム温泉の効能と健康食材による食養の効果を組み合わせた “ 癒しと健康
増進 ” 滞在型の健康管理指導プログラムを開発
◆地域資源の活用
◆大学や医療機関等と連携した商品開発
◆大手代理店等を活用した商品情報の発信

代表団体：株式会社長生館
連携団体：新潟薬科大学
村杉温泉組合
新潟バイオリサーチパーク株式会社
活用事業：新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業〔H20-23〕
【お問い合せ先】株式会社長生館（阿賀野市）
〔TEL〕0250-66-2111 〔URL〕http://www.chouseikan.co.jp/

取 組 紹 介
1. 健康ビジネスへの参入経緯

3. 知名度向上のために工夫した点

長生館は、阿賀野市笹神地区で採れる有機野菜を

長生館のホームページにおいて、ラジウム温泉の

使ったデトックスやマクロビオティクスを意識した

魅力についての情報を充実させているほか、ブログ

料理と温泉入浴を組み合わせた商品づくりに取り組

を使って、ツアーの関連情報を発信している。また、

んでいた。

アンチエイジングや独自の健康法を提唱する医師と

さらに、中高年層の女性を中心に、多くの消費者

連携することで、知名度向上を図っている。

が健康に対して非常に関心を持っていることに着目

4. 販路開拓のために工夫した点

し、薬用植物園や散策を楽しめるやまびこ通り等の
周辺施設などを活用した、ラジウム温泉を核に地域
資源と組み合わせた健康ツアーのプログラムづくり

宿泊プランについては、首都圏の旅行会社と連携
した販路開拓に取り組んでいる。

に取り組んでいる。

日帰りプランについては、新潟県内の有名な医師
等の講演を合わせて開催することなどにより、訴求

2. 商品・サービスの特長

力の向上を図っている。

ツアーは、日帰りプランと宿泊プランの２通りあ

5. 事業に対する思い入れ

り、薬用植物園の散策、新潟薬科大学の教授等によ
る健康法についての座学、温泉ソムリエによる正し

長生館は、ラジウム温泉が湧き出るという強みを

い入浴法の解説とラジウム温泉入浴、有機野菜をメ

活かしながら、その他の優れた地域資源を結集する

インとした食事等で構成されており、多彩なプログ

ことにより、村杉温泉の知名度と集客力を高め、地

ラムとなっている。

域の活性化への貢献を目指している。

ラジウム温泉への入浴がツアーの第一の売り

－ 16 －

⑮ 薬草に着目した健康ツアー、薬膳料理、関連商品の開発・普及
ビジネス
の特徴
模範的
戦 略

サービス

地元地域に自生する薬草と観光資源を組み合わせ、健康自己チェックシートに
よるセミオーダーの薬草体験を提供する健康ツアーを開発
◆地域資源の活用

◆医師等の専門家と連携した商品開発

代表団体：新潟巧測株式会社
連携団体：門前薬膳料理を楽しむ会、株式会社大観荘
株式会社菓子竹
活用事業：新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業〔H18-19〕
【お問い合せ先】新潟巧測株式会社（村上市）
〔TEL〕0254-62-1789
〔URL〕http://www.kousoku-kk.com/yakuzen/index.html

取 組 紹 介
なお、ツアーの食事会場が北越後門前谷にある耕

1. 健康ビジネスへの参入経緯

雲寺であるため、その寺名になぞらえ、開発商品を

新潟巧測は、北越後の里山には薬膳料理に使える
山野草の種類が多く自生することから、山野草を

「幸運持（こううんじ）( 商標登録済 )」と命名して
いる。

使った薬膳料理を楽しむという企画を地元住民を対

3. 知名度向上のために工夫した点

象に行っていたが、地域外の方々にも参加してもら
いたいとの思いから、健康ツアーのプログラムづく
りに取り組んでいる。

観光関連業者や地元自治体等が実施する観光誘致
イベントに積極的に参加しているほか、新聞や雑誌
等の各種メディアからの取材にも積極的に対応して

2. 商品・サービスの特長

いる。

薬膳料理を食べてもらうことが主目的ではなく、

4. 販路開拓のために工夫した点

里山を散策しながら、山野草がどのように生えてい
るのかを観察し、それぞれの山野草の効用等を知っ
てもらうことにツアーの力点を置いている。

参加希望者からの直接の申込みが基本であるが、
旅行会社による大口のツアー組成も行っている。

また、地元の割烹や料理店等と連携した美味しい

5. 事業に対する思い入れ

薬膳料理の提供や、地元企業と連携した、山野草を
使用した塩や醤油等の土産品づくりにも取り組んで
いる。

新潟巧測が里山の山野草に着目したツアー開発に
取り組む背景には、｢年々荒廃が進む里山を、何と
か蘇らせたい｣ との思いがある。
地域住民はもとより、地域外の方々にも里山に関
心を持ってもらうことが、豊かな里山の再生に繋が
ると考えている。
また、県内各地でのアンチエイジングツアーの開
発に注力しており、地域特有の資源を活かしたツ

｢幸運持｣ という名称で販売（塩・味噌・醤油）

アーの開催や物販等を通じ、地域の活性化への貢献
を目指している。

－ 17 －

お問い合せ先

新潟県産業労働観光部産業振興課
〒 950-8570 新潟市中央区新光町４番地１
TEL:025-280-5718 ／ FAX:025-280-5508
E-mail:ngt050030@pref.niigata.lg.jp
HP:www.kenko-biz.jp

