
きくらげ栽培で障がい者の輝く場所を。

ホンダロジコム(株)

〒486-0849

愛知県春日井市八田町5-16-6

TEL：0568-56-8890 FAX：0568-56-6846

春日井ファーム

物流企業がなぜアグリ事業？

なぜきくらげの栽培なの？

栽培時期

春日井ファーム

〒486-0951

愛知県春日井花長町2-26-2

TEL：0568-37-0141

きくらげ栽培のポイントは温度・湿度・二酸化炭素の管理。
きくらげは環境の変化に敏感です。栽培ハウスには二酸化
炭素を逃がす通風口、新鮮な空気を取り入れる吸気扇、エ
アコン・ボイラー、タイマー式の散水システムが設備され
ており、日々の気温や湿度に応じて調整し、ハウス内の環
境を安定させます。

シイタケ栽培とも迷いましたが、春日井
ファームを建設した2017年当初はきくらげの
国内自給率はわずか３％程で、海外からの輸
入品がほとんどの状態でした。国産品の少な
いきくらげを、安心して食べられるように農
薬を使用せずに育てたら、たくさんの人に喜
んでもらえるのでは？と考え、きくらげを栽
培することを決定しました。

～物流企業が挑むきくらげ農園～

栽培のポイント

障がい者の雇用が目的ですから、冷暖房完備
のハウス内で通年きくらげの栽培を行います。
きくらげの旬は夏～秋にかけての暖かい時期
ですが、冬でも肉厚でぷりぷりなきくらげが
収穫できます。

問い合わせはこちら
きくらげ担当まで

物流会社のホンダロジコム(株)が、なぜきくらげ栽培を始めたのか。それは、障がい者
の働く場所を作る為です。2013年に障がい者雇用推進法が改正され、雇用率が従業員
数の1.8%から2.0%に引き上げられたのがきっかけでした。物流現場で障がい者に任
せられる仕事量には限界があり、監督者が必要になる問題もありました。そこで、障
がい者の特性を生かすことのできる業務を新しい視点から考案。ルーティンワークで、
ハウス内ならば目が行き届きやすく、日々の作物の成長を見ることでの幸福感や達成
感を味わえるアグリ事業を展開することに決定しました。
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＜成人女性の摂取目標：１８ｇ/日＞＜成人女性の摂取目標：5.5μｇ/日＞

ビタミンＤ
骨の健康に欠かせない栄養素で、カルシウムを体の中へ吸収する役割を担う。また、ビタミン
Ｄが不足すると認知症リスクが2倍以上になるとも言われる。意識して摂らないとなかなか摂取
できないもので、日本人の約9割はビタミンＤ不足と言われている。
ビタミンＤは油に溶けるので、揚げ物や炒め物など、油と一緒に調理することもおススメ。
1日あたり約６ｇ（乾燥きくらげ）を目安で取り入れると◎。
（生きくらげの場合だと約６０ｇ程度）

日本食品標準分析表2015年版（七訂）
乾燥きくらげ１００ｇ中の成分

食物繊維
きくらげには特に不溶性の食物繊維が豊富に含まれている。不溶性の食物繊維は、食べると水分
を吸収して膨らみ、腸を動かして便秘の改善効果が見込める。また、しっかり噛んで食べること
で満腹感が得られ、食べ過ぎを防いでくれるので、ダイエット食材としても効果的。
1日あたり成人女性で１８ｇ以上の摂取が良いとされている。実際にはなかなか難しい量だが、
きくらげには１００ｇあたり１６ｇもの食物繊維含有量があるので、効率的に摂取できる。

◆鉄分はレバーの1/5倍個分

◆カルシウムは牛乳の約3/10杯分

◆ミネラルも豊富！
カルシウムや鉄、亜鉛、カリウム、マグネシウム
などのミネラルは体内でつくることができない

◆食物繊維はゴボウの約3倍
キノコは食物繊維が豊富なものの代表格だが、
キノコの中でもきくらげは食物繊維が特に多い

◆ビタミンDも豊富！
ビタミンDはカルシウムの吸収力をアップさせ、
骨密度を維持するなど、
骨の代謝に深く関わっている成分

ミネラル
カルシウムや鉄、亜鉛、カリウム、マグネシウムなどをまとめて「ミネラル（無機質）」と呼ぶ。
体の調子を整える大切な栄養素だが、体内では作ることができないのですべて食品から摂取する
必要がある。カルシウムが不足すると疲れやすくなり、鉄が不足すると代謝が悪くなり痩せにく
くなる。亜鉛が不足すると肌荒れや情緒不安定になりやすい。カリウム不足は脱力感や筋力低下
につながり、マグネシウム不足は足のつりや不整脈を起こしやすくなる、など、ミネラル不足は
体に様々な影響を及ぼす。
ただし、多く摂取すればするぼど良いというものではないため、過剰摂取には注意。
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生きくらげ

国産ならではの生きくらげ。収穫したばかりの新鮮
な状態で出荷。乾燥きくらげよりも柔らかい食感が
特徴。お刺身やお鍋がおススメ
※必ず熱を通してからお召し上がりください

パンダこんにゃく

きくらげ王子のお味噌汁

保存に優れ、賞味期限は約1年間。海外産と比較
し国産品は安全性への信頼がある。消費者からの
要望の多いチャック付き袋で保存が便利。

国産きくらげ入りのこんにゃく。可愛い見た目で
女性や子供の目に留まる商品。お刺身こんにゃく

として食べられる。煮物や炒め物でも使用可能。
常温で３ヵ月の賞味期限。原材料はすべて国産。

【内容量】
５０ｇ×５０個/７０ｇ×２５個/１０００ｇ×１袋

【内容量】
１４ｇ×５０袋/３０ｇ×２５袋/１０００ｇ×１袋

乾燥きくらげ

春日井ファーム 商品一覧

【内容量：250ｇ×２４個(ケース)】

優しい風味の米みそを使用したお
味噌汁。国産きくらげがメイン具
材でコリコリとした食感が特徴。
弊社商品の中でも通販ではトップ
のリピート率を誇る。純粋に味が
美味しいと評判。
ナカモ(株)との共同開発商品。

【内容量】
４食×1６袋(ケース)

黒い騎士 国産きくらげ入りトマトパスタソース

酸味のきいた、国産きくらげ入り
のトマトパスタソース。きくらげ
は別添で量の調節可能。
栄養の偏りがちなパスタでも、ミ
ネラルやビタミンＤなどの栄養が
摂れるようにと開発された商品。
コーミ(株)との共同開発商品。

【内容量】
１食140ｇ×1６個（ケース）

常識破りのきくらげアイス
バニラ・抹茶・チョコ

きくらげ入りのアイスクリーム。
細かく刻んだきくらげが、最初は
シャリシャリ、後からコリコリ。
食感が変化します。
名古屋コーチンの卵を使用したバ
ニラ。西尾の抹茶。ベルギー産の
チョコ。

赤・黒パンダこんにゃく

味付きのパンダこんにゃく。赤は完全大人向けな激
辛味。黒はお子様でも食べられる甘辛味（ほんのり
ピリ辛）。手のひら程度の食べきりリサイズ。
切ってそのままお弁当屋おつまみに。

【内容量：各種約100ｇ×40個(ケース)】

【内容量】
各種1個８０ｍｌ×24個（ケース）

ＮＥＷ



外食 ◆味仙（中国台湾料理店）◆ヒルトン名古屋 ◆名古屋キャッスルホテル（中国料理 柳城）など

給食 ◆春日井市 ◆名古屋市 ◆多治見市 など

きくらげ調理例

和・洋・中 なんでも良し◎食感がアクセントになります

しゃぶしゃぶ スパニッシュオムレツ コンソメスープすき焼き

シチュー アヒージョ ナムル・サラダ 鮭のホイル焼き

お刺身

グラタン

販売店（小売店）※一部抜粋 詳細 取扱い商品

ＪＡグリーンセンター
味美店、春日井中央店、桃花台店、
ぐうぴい広場

生きくらげ、乾燥きくらげ
パンダこんにゃく

トヨタ生協　メグリア
本店、エムパーク店、セントレ店
藤岡店、若園店、志賀店

生きくらげ

ＭＥＧＡドン・キ・ホーテＵＮＹ
東海通店、豊田元町店
国府店、星川店

生きくらげ

ピアゴ 愛知県内多数店舗 パンダこんにゃく

アピタ 愛知県内多数店舗 パンダこんにゃく

ＦＥＥＬ 名古屋近辺多数店舗 生きくらげ

Ｍｉｋａｗａｙａ 一部店舗 生きくらげ、乾燥きくらげ

コノミヤ 一部店舗 生きくらげ

マイファーマー名古屋 名古屋市栄 生きくらげ

サポーレ瑞穂店 名古屋市瑞穂区 生きくらげ

東谷山フルーツパーク 名古屋市守山区
生きくらげ、乾燥きくらげ
パンダこんにゃく

ピピッとあいち
名古屋市東区
オアシス２１内

パンダこんにゃく

るるビオエピスリー星が丘店
名古屋市千種区
星が丘テラス内

パンダこんにゃく

販売店（小売店）※一部抜粋 詳細 取扱い商品

ＪＡグリーンセンター
味美店、春日井中央店、桃花台店、
ぐうぴい広場

生きくらげ、乾燥きくらげ
パンダこんにゃく

トヨタ生協　メグリア
本店、エムパーク店、セントレ店
藤岡店、若園店、志賀店

生きくらげ

ＭＥＧＡドン・キ・ホーテＵＮＹ
東海通店、豊田元町店
国府店、星川店

生きくらげ

ピアゴ 愛知県内多数店舗 パンダこんにゃく

アピタ 愛知県内多数店舗 パンダこんにゃく

ＦＥＥＬ 名古屋近辺多数店舗 生きくらげ

Ｍｉｋａｗａｙａ 一部店舗 生きくらげ、乾燥きくらげ

コノミヤ 一部店舗 生きくらげ

マイファーマー名古屋 名古屋市栄 生きくらげ

サポーレ瑞穂店 名古屋市瑞穂区 生きくらげ

東谷山フルーツパーク 名古屋市守山区
生きくらげ、乾燥きくらげ
パンダこんにゃく

ピピッとあいち
名古屋市東区
オアシス２１内

パンダこんにゃく

るるビオエピスリー星が丘店
名古屋市千種区
星が丘テラス内

パンダこんにゃく

販売先小売店（一例）


