
 
 

中南米日系農業者団体位置図 

 

ハイチ 
Haïti 

ドミニカ共和国 
República Dominicana 

ジャマイカ 
Jamaica 

アルゼンチン Argentina 
㉚ハルディンアメリカ生産者組合 
  Coop. Yerbateros de Jardin América 
㉛メルコフロール花卉生産者組合 

Mercoflor: Coop. Prod. Flores y Plantas 
Mercoflor 

㉜エコフロール花卉農協 
  Ecoflor: Establecimientos Coop. 

Floricolas 

パラグアイ Paraguay 
㉝アマンバイ農協 
  Coop. Amambay Agricola 
㉞ラパス農協 
  Coop. La Paz Agricola 
㉟ピラポ農協 
  Pirapó: Coop. Pirapó Agricola 
㊱コルメナアスンセーナ農協 
  CAICA: Coop. Agro-Ind. Colmena 

Asuncena 
㊲イグアス農協 
  Yguazu: Coop. Yguazu Agricola 
㊳パラグアイ農牧総合試験場 
 CETAPAR: Fundación Nikkei CETAPAR 
㊴パラグアイ日系農協中央会 
  Chuokai: Central Coop. Nikkei Agricola 

ペルー Perú 
㊷エスキベル農畜産物生産者協会 

APAE: Asoc. Productores Agropec. de 
Esquivel 

㊸ペルー日系人協会カニェテ 
APJ Cañete: Asoc. Peruano Japonesa 
de Cañete 

ボリビア Bolivia 
㊵コロニアオキナワ農協 

CAICO: Coop. Agropec. Int. Colonia 
Okinawa 

㊶サンフアン農協 
CAISY: Coop. Agropec. Int. San Juan 
de Yapacani 

パラグアイ 
Paraguay 

 

○ 

㊷ 
 

ウルグアイ 

Uruguay 

リマ 
Lima ◎ 
㊸ 
 

ラパス 
La Paz 

◎ 

◎ 

◎ 
㊱ ㉟ 

㉔ 

㉛ 

サンタカタリーナ州 Santa Catarina ㉙ 
㉚ 

○ 
㉕ 

㉖ 

パラナ州 
Paraná 

クリチバ 
Curitiba ㉗ 

㉘ 

㊳ 
㊲ 

㊴ 
㉞ 

アスンシオン 
Asunción 

アルゼンチン 

Argentina 

 

 

コルドバ 
Córdoba 

サンタクルス 
Santa Cruz 

㊶ ㊵ 

ボリビア 
Bolívia 

 

ブラジル Brasil 
サンパウロ州 SP 
⑪イビウナ農協 
  CAISP: Coop. Agropec. de Ibiúna 
⑫モジダスクルーゼス農村組合 
  SRMC: Sind. Rural de Mogi das Cruzes 
⑬南伯グランデサンパウロ農協 
  CSBGSP: Coop. Agr. Sul Brasil da Gde. SP 
⑭APPC 農協/サンパウロ州柿生産者組合 
  APPC: Coop. APPC/Ass. Paulista Produtores 

de Caqui 
⑮南伯ピラールドスル農協 
  Coop. Agr. Sul Brasil Pilar do Sul 
⑯南伯サンミゲールアルカンジョ農協 
  CASBSMA: Coop. Agr. Sul Brasil de São Miguel 

Arcanjo 
⑰レジスト日伯文化協会 
  Ass. Cultural Nipo-Brasilera de Registro 
⑱カッポンボニート農協 
  CACB: Coop. Agr. de Capão Bonito 
⑲グアタパラ農協 
  COAG: Coop. Agr. de Guatapará 
⑳JATAK 農業技術普及交流センター 
  IPTDA-JATAK: Inst. Pesq. Tec. e Difusão 

Agropec. da JATAK 
㉑バストス地域鶏卵生産者協会 
  APROBARE: Ass. Produtores de Ovos de 

Bastos e Região 
㉒弓場農場 
  YAMA: Ass. Comunidade Yuba 
㉓ブラジル農協婦人部連合会 

ADESC: Ass. dos Departamentos de 
Senhoras Cooperativistas 

ペルー 
Perú 

ブラジル 
Brasil 

○ 

ブエノスアイレス 
Buenos Aires 

㉜ 

㉝ 

◎ 

チリ 

Chile 

エクアドル 
Ecuador 

ベネズエラ 
Venezuela ガイアナ 

Guyana 

スリナム 
Surinam 

仏領 
ギアナ 
Guyana 

Francesa 

パラ州 
Pará 

ペルナンブコ州 
Pernambuco 

② 

○ 
ベレン 
Belém 

㉓ 

 
③ 

④ 

○ 
サルバドール 

Salvador 

バイーア州 
Bahia 

ミナスジェライス州 
Minas Gerais 

ブラジリア 
Brasilia 

ベロオリゾンテ 
Belo Horizonte 

⑨ 

○ 

⑤ 

⑥ 
⑦ ⑧ 

○ 

リオデジャネイロ 
Rio de Janeiro 

サンパウロ州 
São Paulo 

○ サンパウロ 
  São Paulo 

マットグロッソドスル州 
Mato Grosso do Sul 

カンポグランデ 
Campo Grande 

⑩ 

○ 

フロリアノポリス  
Florianópolis 
○ 

⑫ 
◎ 
⑬ 

⑪ ⑭
⑤ 

⑱ 

⑮
⑤ ⑯

⑤ ⑰ 

⑳ 
⑲ 

サンパウロ州 
São Paulo 

㉑ 

㉒ 

ブラジル Brasil 
パラ州 PA 
① トメアス農協 
  CAMTA: Coop. Agr. Mista de Tomé-Açu 
② トランスアマゾニカ農協 

COOPATRANS: Coop. Agroindustrial da 
Transamazônica 

③ ｻﾝﾀｲｻﾞﾍﾞﾙ･ｻﾝﾄｱﾝﾄﾆｵﾄﾞﾀｳｱ組合 
SINPRIZ: Sind. Prod. Rur. de S. Isabel do Pará 
e S. Antônio do Tauá 

ペルナンブコ州 PE 
④ ノバアリアンサ農協 
  COANA: Coop. Agr. Nova Aliança 

ミナスジェライス州 MG 
⑤ スルミナス農協 
  CASM: Coop. Agr. Sul de Minas 
⑥ セラードブラジレイロ農協 
  Coopacer: Coop. Agroneg. Cerrado Brasileiro 
⑦ サンゴタルド地域協議会 
  CRSG: Conselho da Região de São Gotardo 

⑧ アルトパラナイーバ農協 
  COOPADAP: Coop. Agropec. Alto Paranaíba 

マットグロッソドスル州 MS 
⑨ バルゼアアレグレ農協 
  CAMVA: Coop. Agr. Mista da Várzea Alegre 
⑩ スルマットグロセンセ農協 
  Copasul: Coop. Agr. Sul Matogrossense 

ブラジル Brasil 
パラナ州 PR 
㉔ウニオンカストレンセ農協 
  UNICASTRO: Coop. Agr. União Castrense 
㉕ポンタグロッセンセ農協 
  Cooperponta: Coop. Agr. Pontagrossense 
㉖インテグラーダ農協 
  Integrada: Integrada Coop.Agroindustrail 
㉗ビトゥルナマテ茶協会 
  ABEM: Ass. Biturunense da Erva Mate 

サンタカタリーナ州 SC 
㉘サンジョアキン農協 
  SANJO: Coop. Agr. São Joaquim 
㉙ラーモス果樹生産者地域連合 

UNIFRUTA: União Regional dos Prod. de 
Fruta 
 

コロンビア Colombia 
㊹フルーツアンデス社 
Fruit Andes: Sociedad de Comercialización 
Internacional Fruit Andes 

メキシコ México 
㊺イアグロス社 

iAgroS: Impulso Agroalimentario 
Sustentable 

キューバ 
Cuba 

コロンビア 
Colombia 

メキシコ 
México 

◎ ボゴタ 
Bogota 

メキシコシティ 
Ciudad de México ◎ 

㊹ 
 

㊺ 
 グアテマラ 

Guatemala 

ベリーズ 
Belize 

ホンジュラス 
Honduras 

エルサルバドル 
El Salvador 

ニカラグア 
Nicaragua 

コスタリカ 
Costa Rica パナマ 

Panamá 

 



 
 

日系農業者・団体データベース一覧 

No 国 州・県 市 団体名（日本語） 団体名(原語) 略称 農産物（活動内容） ページ 

1 ブラジル パラ州 トメアス トメアス農協 
Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-

Açu 
CAMTA 

アサイー、アセロラ、カカオ、ク

プアス、胡椒 

1 

2 ブラジル パラ州 
メディシランデ

ィア 
トランスアマゾニカ農協 

Cooperativa Agroindustrial da 

Transamazônica 

COOPATRA

NS 
カカオ 

3 

3 ブラジル パラ州 
サンタイザベ

ルドパラ 

サンタイザベル・サントアン

トニオドタウア組合 

Sindicato dos Produtores Rurais de 

Santa Izabel do Pará e Santo Antônio 

do Tauá 

SINPRIZ 
養鶏、鶏卵、バナナ、アサイ

ー、デンデヤシ 

5 

4 ブラジル ペルナンブコ州 ペトロリーナ ノバアリアンサ農協 Cooperativa Agrícola Nova Aliança COANA ぶどう 
7 

5 ブラジル 
ミナスジェライス

州 

トゥルボランデ

ィア 
スルミナス農協 Cooperativa Agrícola Sul de Minas CASM 

すもも、アテモヤ、アボカド、デ

コポン、ドラゴンフルーツ、柿 

9 

6 ブラジル 
ミナスジェライス

州 
サンゴタルド セラードブラジレイロ農協 

Cooperativa de Agronegócios do 

Cerrado Brasileiro Ltda 
Coopacer 

にんにく、にんじん、大豆、ア

ボカド、コーヒー 

11 

7 ブラジル 
ミナスジェライス

州 
サンゴタルド サンゴタルド地域協議会 Conselho da Região de São Gotardo CRSG 

にんじん、アボカド、にんにく、

じゃがいも 

13 

8 ブラジル 
ミナスジェライス

州 
サンゴタルド アルトパラナイーバ農協 

Cooperativa Agropecuária do Alto 

Paranaiba 
COOPADAP 

にんじん、にんにく、とうもろこ

し、大豆、コーヒー 

15 

9 ブラジル 
マットグロッソドス

ル州 

カンポグラン

デ 
バルゼアアレグレ農協 

Cooperativa Agrícola Mista da Várzea 

Alegre 
CAMVA 

鶏卵、うずら卵、レモン、ドラゴ

ンフルーツ 

17 

10 ブラジル 
マットグロッソドス

ル州 
ナビライ スルマットグロセンセ農協 

Cooperativa Agrícola Sul 

MatoGrossense 
Copasul 

大豆、とうもろこし、キャッサ

バ、綿 

19 

11 ブラジル サンパウロ州 イビウナ イビウナ農協 Cooperativa Agropecuária de Ibiúna CAISP 
野菜（リーフレタス、ケール、

白菜、レタス、キャベツ） 

21 

12 ブラジル サンパウロ州 
モジダスクル

ーゼス 

モジダスクルーゼス農村

組合 
Sindicato Rural de Mogi das Cruzes SRMC 

レタス、きのこ、柿、蘭、アテ

モヤ 

23 

13 ブラジル サンパウロ州 サンパウロ 
南伯グランデサンパウロ農

協 

Cooperativa Agrícola Sul Brasil da 

Grande São Paulo 
CSBGSP 

柿、すもも、トマト、ピーマン、

葉野菜 

25 

14 ブラジル サンパウロ州 
ピラールドス

ル 

APPC農協／サンパウロ州

柿生産者組合 

Cooperativa Agroindustrial APPC / 

 Associação Paulista Produtores de 

Caqui 

APPC 
ぶどう、デコポン、アテモヤ、

柿 

27 

15 ブラジル サンパウロ州 
ピラールドス

ル 
南伯ピラールドスル農協 

Cooperativa Agrícola Sulbrasil Pilar do 

Sul 
  ぶどう、アテモヤ、柿、野菜 

29 

16 ブラジル サンパウロ州 
サンミゲール

アルカンジョ 

南伯サンミゲールアルカン

ジョ農協 

Cooperativa Agrícola Sul Brasil de São 

Miguel Arcanjo 
CASBSMA 

ぶどう、びわ、柿、野菜（ハウ

ス栽培）、核果類（桃など） 

31 

17 ブラジル サンパウロ州 レジストロ レジストロ日伯文化協会 
Associaçao Cultural Nipo-Brasilera de 

Registro 
  

紅茶及び緑茶、餅米、いぐ

さ、ジュサラパルプ 

33 

18 ブラジル サンパウロ州 
カッポンボニ

ート 
カッポンボニート農協 Cooperativa Agrícola de Capão Bonito CACB 

大豆、とうもろこし、小麦、フェ

イジョン豆、じゃがいも、レモ

ン、柿、りんご、ぶどう 

35 

19 ブラジル サンパウロ州 グアタパラ グアタパラ農協 Cooperativa Agrícola de Guatapará COAG 鶏卵、養鶏用飼料 
37 

20 ブラジル サンパウロ州 グアタパラ 
JATAK 農業技術普及交

流センター 

Instituto de Pesquisa Técnicas e 

Difusão Agropecuária da JATAK 

IPTDA-

JATAK 

大豆、卵、ライチ、ドラゴンフ

ルーツ、野菜 

39 

21 ブラジル サンパウロ州 バストス 
バストス地域鶏卵生産者

協会 

Associação dos Produtores de Ovos 

de Bastos e Região 
APROBARE 

鶏卵、肉用牛、蜂蜜、サトウ

キビ、アボカド、ユーカリ・マホ

ガニー 

41 

22 ブラジル サンパウロ州 ミランドポリス 弓場農場 Associação Comunidade Yuba Yuba 
グアバ、マンゴー、おくら、椎

茸、かぼちゃ 

43 

23 ブラジル サンパウロ州 サンパウロ 
ブラジル農協婦人部連合

会 

Associação Dos Departamentos De 

Senhoras Cooperativistas 
ADESC 

市場での農産物・加工品・弁

当販売 

45 

24 ブラジル パラナ州 カストロ ウニオンカストレンセ農協 Cooperativa Agrícola União Castrense UNICASTRO 
大豆、とうもろこし、小麦、じゃ

がいも、きのこ 

47 

25 ブラジル パラナ州 
ポンタグロッ

サ 
ポンタグロッセンセ農協 Cooperativa Agrícola Pontagrossense 

Cooperpont

a 

大豆、とうもろこし、小麦、オ

ート麦、フェイジョン豆 

49 

26 ブラジル パラナ州 ロンドリーナ インテグラーダ農協 Integrada Cooperativa Agroindustrial   
大豆、とうもろこし、小麦、コー

ヒー、オレンジ 

51 

27 ブラジル パラナ州 ビトゥルナ ビトゥルナマテ茶協会 
Abem – Associação Biturunense da 

Erva Mate 
ABEM マテ茶 

53 

28 ブラジル 
サンタカタリーナ

州 

サンジョアキ

ン 
サンジョアキン農協 Cooperativa Agrícola de São Joaquim SANJO 

りんご、ブルーベリー、ぶどう、

フェイジョア 

55 

29 ブラジル 
サンタカタリーナ

州 

フレイロジェリ

オ 

ラーモス果樹生産者地域

連合 

União Regional dos Produtores de 

Fruta 
UNIFRUTA 

にんにく、梨、大豆、桃、とうも

ろこし 

57 

30 アルゼンチン ミシオネス州 
ハルディンア

メリカ 

ハルディンアメリカ生産者

組合 

Cooperativa Yerbatera de Jardin 

América Ltda. 
  

マテ茶、キャッサバ、きゅうり、

ミニコーン、パパイヤ 

59 

31 アルゼンチン 
ブエノスアイレス

州 
ラプラタ 

メルコフロール花卉生産者

組合 

Cooperativa de Productores de Flores 

y Plantas Mercoflor 
Mercoflor 切花、鉢物 

61 

32 アルゼンチン 
ブエノスアイレス

州 
ラプラタ エコフロール花卉農協 

Establecimientos Cooperativos 

Floricolas 
Ecoflor 切花、観葉植物・花の苗 

63 



 
 

33 パラグアイ アマンバイ県 
ペドロフアンカ

バレリョ 
アマンバイ農協 Cooperativa AMAMBAY Agricola   大豆、とうもろこし 

65 

34 パラグアイ イタプア県 ラパス ラパス農協 Cooperativa La Paz Agrícola   
大豆、小麦、とうもろこし、ひ

まわり 

67 

35 パラグアイ イタプア県 ピラポ ピラポ農協 Cooperativa Pirapó Agrícola   
大豆、小麦、なたね、とうもろ

こし、もろこし 

69 

36 パラグアイ パラグアリ県 ラコルメナ コルメナアスンセーナ農協 
Cooperativa Agro-Industrial Colmena 

Asuncena 
CAICA 

トマト、ピーマン、レモン、メロ

ン、ぶどう 

71 

37 パラグアイ アルトパラナ県 イグアス イグアス農協 Cooperativa Yguazu Agricola   
大豆、とうもろこし、小麦、マカ

ダミアナッツ、肉用牛 

73 

38 パラグアイ アルトパラナ県 イグアス 
パラグアイ農牧総合試験

場 
Fundación Nikkei CETAPAR CETAPAR 栽培試験、品種改良 

75 

39 パラグアイ アスンシオン市 
フェルナンド

デラモラ 

パラグアイ日系農協中央

会 
Central Cooperativa Nikkei Agricola Chuokai 

農協行政手続き、融資、指

導・研修、パラグアイ農牧総

合試験場（CETAPAR）の運

営 

77 

40 ボリビア サンタクルス県 オキナワ コロニアオキナワ農協 
Cooperativa Agropecuaria Integral 

Colonias Okinawa 
CAICO 

大豆、小麦、米、とうもろこし、

ソルガム 

79 

41 ボリビア サンタクルス県 サンフアン サンフアン農協 
Cooperatriva Agropecuaria Integral 

San Juan de Yapacani 
CAISY 

卵、米、大豆、とうもろこし、マ

カダミアナッツ 

81 

42 ペルー リマ県 ウアラル 
エスキベル農畜産物生産

者協会 

Asociación de Productores 

Agropecuarios de Esquivel 
APAE 

飼料用とうもろこし、ニンニク、

にんじん、ジャガイモ、アーテ

ィチョーク 

83 

43 ペルー リマ県 カニェテ 
ペルー日系人協会カニェ

テ 

Asociacion Peruano Japonesa de 

Cañete 

APJ 

Cañete 

ぶどう、みかん、アスパラガ

ス、ブルーベリー 

85 

44 コロンビア 
バーレデルカウカ

州 
カリ フルーツアンデス社 

Sociedad de Comercialización 

Internacional Fruit Andes S.A.S. 
Fruit Andes 

グルパ（紫パッションフルー

ツ）、パイナップル、ハス・アボ

カド 

87 

45 メキシコ チアパス州 アカコヤグア イアグロス社 
Impulso Agroalimentario Sustentable 

SPR de R.I. 
iAgroS 

マンゴー、ランブータン、マン

ゴスチン、コーヒー、カカオ 

89 
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記入：2021/1/8 

[1] 組織の概要  

組織名 トメアス総合農業協同組合 

CAMTA: Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu 

代表者名 Alberto Ke-Iti Oppata 

組合員人数 175 人 組合員人数 175 人 

設立年 1949 年 年間売上 43,183,000.00 US ドル 

組織紹介 1929 年、トメアスに最初の日本からの移住者が到着し、野菜、米、カカオの栽培に専念していた。 

森での厳しい環境に打ち勝つべくアマゾン初の農協を設立した。日系移住地では様々な困難があった

が、17 人の生産者が力を合わせ、広大な土地で胡椒の単作栽培をすることによって立ち直ることがで

きた。CAMTAは第二次世界大戦後に胡椒輸出市場の草分けとして、ブラジルを世界有数の胡椒輸出

大国にした。 

しかし、胡椒の黄金期は立ち枯れ病によって衰退し、新たな困難に直面した。 

そのあと、アマゾンの持続的農業を可能にしたトメアスのアグロフォレストリーシステム – SAFTA という、

世界的に定評のあるシステムを立ち上げることによって、再び農協を立て直すことに成功している。 

現在は胡椒、カカオ、果物パルプ、植物油を生産している。バナナ、カカオ、パッションフルーツ、アセロ

ラ、アサイー、クプアス、セリンガ、ブラジルナッツ、クラブウッド、パクリ、ウシの実、マホガニーなどの生

産を手掛けている。 

住所 Avenida Dionísio Bentes 210 - Centro 

電話番号 +55 91 3734-1352 

E-mail camta@camta.com.br 

ウェブサイト www.camta.com.br 

本邦研修参加 6 名：H25(1), H26(2), H28(1), H29(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) カカオ豆 350ha 0.6t 2020 

(2) アサイー 322ha 1.5t 2020 

(3) 胡椒 340ha 0.7t 2020 

(4) ドラゴンフルーツ 50ha 0.7t 2020 

(5) クプアス 100ha 1.1t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) カカオ豆 1 月/2 月 7 月   

(2) アサイー 1 月 6 月/7 月   

(3) 胡椒 1 月 6 月   

(4) ドラゴンフルーツ 1 月    

(5) クプアス 1 月    

  

ブラジリア 

ロゴ                                施設                                   位置 
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2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) 果物パルプ 日本、フランス領ギアナ、ドイツ 0.2t 

(2) カカオ豆 日本 0.4t 

(3) 胡椒 アルゼンチン、ドイツ、日本 0.5t 

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 

農業資材・機械 

果物パルプ（アセロラ、アサイー、パイナップル、カシュー、クプアス、グアバ、

サワーソップ、マンゴー、パッションフルーツ、ドラゴンフルーツ、ムルシー*1、タ

ペレバ*2） 

*1: ムルシー樹は、アセロラと同じキントラノオ科の植物で、高さ５メートルほどの潅木。指先ほどの大きさの丸い黄色い果物がなる。*2：マンゴーの親戚にあた

りブラジルに古くからあるフルーツで、アマゾンのスパイスとして知られている。 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

3 品の取引を行っている。果物パルプ、胡椒、カカオアーモンド。 

20 年近くにわたり、日本企業との提携を通じて日本市場への販売を行っている。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 認証 果物パルプ 組織体制の改善、従業員のトレーニ

ング。 

トレーニングの実施、改善や投資な

ど。 

(2) 保管 果物パルプ 冷凍保存に十分な温度が保てな

い。 

冷凍保存などの施設に投資。 

(3) 加工（カット・乾燥） 果物パルプ 瓶詰の加工が間に合わない。 大量に瓶詰が可能となる機械などを

購入。 

(4) 品質管理 カカオ 目的地までの輸送の段階で保管施

設（港湾など）劣悪な環境のため、

品質を維持することが困難。 

品質を維持できる資材を使用する

必要がある。 

(5) 包装 果物パルプ 果物パルプを日本に輸出する際に、

熱溶着の技術も悪く、日本に着くま

での途中で漏れてしまう。 

漏れない包装方法・機械の導入 

3-3 関心のある技術・製品 

第 4 次産業革命（AI や IoT） 

 

3-4 日本企業への期待 

果物パルプ、カカオ豆、植物油（化粧品用）、胡椒への投資または販売のビジネスパートナーの模索。 
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② BR_トランスアマゾニカ農協 

カカオ生産地／独自ブランドのチョコレート製造 

     

 

 

 

 

 

 

記入：2020/2/10, Elisangela Trzeciak 

[1] 組織の概要 

組織名 トランスアマゾニカ農協 

COOPATRANS: Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica 

代表者名 Katsuhiko Kawai 

組合員人数 32 人 職員人数 12 人 

設立年 2009 年 年間売上 200,000 US ドル 

組織紹介 COOPATRANS はカカオ 6 次産業化に向けカカオの生産から商品化の一連の流れを構築し、付加価値

を与えるために 2010年に設立された。工場はパラ州のカカオ農場地区に位置しており、組合員の良質

のカカオを基に、地域活性化に貢献している。地域のみならずパラ州の模範となり社会貢献、環境保

全、経済発展ができることを日々目指している。COOPATRANS は小さな加工工場を経営しており、農家

が一部のカカオを販売しチョコレートを生産し、CACAUWAY のブランドで一次加工品に付加価値を与え

ている。工場の主な製品はボンボンショコラ、板チョコ、ココアパウダーである。ボンボンショコラはアサイ

ー、ブラジルナッツ、クプアスなど地域特有の物を中に詰めている。工場はまた 20g から 600g 及び

30%、50%、52%、65%,70%の板チョコを生産している。そのほかにも組合員の婦人によって、カカオか

ら、蜜、ジャム、リキュールなどを生産して販売している。COOPATRANS はカカオの種子、チョコの原料、

カカオマスを市場に出している。カカオ、チョコレートなどの生産、販売で顧客のニーズに合わせた品質

を保ち、トランスアマゾニカ地方の持続可能な社会貢献、環境保全を目指している。 

COOPATRANS はトランスアマゾニカ地域（Trans-Amazonian Highway）の最初の農協であり、パラ州原産

のチョコレート製造のパイオニアである。チョコレート商品の輸出はしていないが、年々と商品の品質が

際立ち、またカカオ豆の品質も改善しており、地域や州のみならず国内でも様々なコンクールで賞をも

らっている。カカオ豆の輸出にかかる SISCOEX および Radar 認証を得ている地域農協 COOPOAM と連

携して、カカオ豆の輸出をしているが、チョコレートはまだ輸出していない。 

住所 Rodovia Transamazônica BR 230 km 92 Faixa (471,16 km) – Medicilândia / Pará 

電話番号 13 38224144 

E-mail elis.xingu@gmail.com 

ウェブサイト http://cacauway.com.br/a-empresa/  

本邦研修参加 2 名：H30(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) カカオ 650ha 600t 2019 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) カカオ 9 月-11 月 5 月-6 月 2 月-4 月 1 月-4 月 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) カカオ オーストリア、イタリア、オランダ 40t 

ブラジル 
パラ州 
メディシランディア市 

②トランスアマゾニカ農協 COOPATRANS 

ブラジリア 

ロゴ                            施設                                 位置 
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2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 チョコレート及びカカオベースの半加工品の販売 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 カカオ カカオの取引は大企業が支配して

おり、カカオの品質がいかに良くても

それ以上の価格の支払いがない。 

カカオ豆の直接販売ルートを構築す

る。付加価値を与え、生産者の利

益率を上げる。 

(2) 農業資材 カカオ カカオの生産には熟練の労働力の

需要が多く、また地域では機械化が

ほとんどなく生産コストが高く、生産

することが難しい。 

カカオ生産にかかる機材の生産者

企業とパートナーシップを組む。（剪

定、カカオ割器、乾燥機などの機

械） 

(3) 精密農業 カカオ カカオ生産の管理システムが構築さ

れていない。新しい品種の開発研究

への投資が十分でない。（例えば、

カカオの皮から EM 菌を生産するな

ど。） 

カカオの皮や残渣からバイオ肥料の

生産に特化している企業、または現

場でのモニタリングや管理システム

の構築に興味がある。 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 
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③ BR_サンタイザベル・サントアントニオドタウア組合 

ブラジル 
パラ州 
サンタイザベルドパラ市 

③サンタイザベル・サントアントニオドタウア組合 SINPRIZ 

養鶏・牛肉・果物などを幅広く生産 

     

 

記入：2021/2/18, Carlos Eduardo M Leal 

[1] 組織の概要 

組織名 サンタイザベル・サントアントニオドタウア組合  

SINPRIZ: Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Izabel do Pará e Santo Antonio do Tauá 

代表者名 Jone Kazuki Yamaguchi 

組合員人数 222 人 職員人数 7 人 

設立年 1994 年 年間売上 194,107,666.67 US ドル 

組織紹介 サンタイザベル・サントアントニオドタウア組合は 1994 年 1 月 26 日に設立した。 

労働雇用省、現在は経済省の CNES(National register of Union Entities)に登録しており、FAEPA 

（Federation of Agriculture and Livestock of Pará）及び CNA （Confederation of Agriculture and 

Livestock of Brazil）にも所属している。 

住所 Rua José de Souza Ferreira, nº 9 

電話番号 +55-91-3744-1561 

E-mail sinpriz@hotmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加 2 名：H30(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 鶏肉 5.962ha 175.106t 2020 

(2) 卵 105,09ha 331.387t 2020 

(3) バナナ 45ha 360t 2020 

(4) アサイー 69ha 75t 2020 

(5) デンデヤシ 125ha 80t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 鶏肉 年中 年中 年中 年中 

(2) 卵 年中 年中 年中 年中 

(3) バナナ 雨季の始め 年中 雨季の始め 年中 

(4) アサイー 雨季の始め 年中 雨季の始め 年中 

(5) デンデヤシ 雨季の始め 年中 雨季の始め 年中 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 単胃動物用の飼料工場 

(2) 農業資材・機械 機材生産及びメンテナンス 

ロゴ                           施設                                 位置 

ブラジリア 
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(3) 不動産 農地リースまたはパートナーシップ 

(4) 資金融資 穀物の購入及び収穫の投資 

(5) その他 輸送、電力、鍛冶屋などのサービス。 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 （農産

物・加工品） 

鶏 生きている鶏の販売に課題がある。殆ど

が商社に販売しており、市場価格の変動

が激しく、急落することもある。数日間で市

場のニーズの重量を超えることがあり、大

損害を被る。 

顧客を多様化し販売の視野広げ商品を

小売店まで届ける。養鶏の屠殺工場を導

入し鶏肉の加工品を小売店や大規模の

買い手へ販売する。 

(2) 農業機械 野菜 穀物の購入に課題がある。農産物である

ため、価格が国際市場や為替レートで大

きく変動する。年々購入者の穀物市場を

見極める能力が必須となる、また穀物の

保存に大規模な投資が必要となる。 

穀物の国内及び国際市場について研修

を行う、同じ種類の穀物の購入者と協力

し穀物の保存料を増やす。 

(3) 精密農業 野菜 生産管理システム及び経済効果。生産コ

ントロール管理システムに高額投資して導

入するが期待した効果が得られなかっ

た。いまだ低価格で容易に操作できるシ

ステムを模索している。 

学術団体や新興企業と協力して、養鶏農

家をより良く支援するために、汎用性があ

りブラジルの法律の要件をスムーズに満

たせるシステムを開発する。 

3-3 関心のある技術・製品 

輸出 

3-4 日本企業への期待 

日本企業とのビジネスに関心がある。生産者のニーズにこたえるパートナーを希望している。将来的には輸出したいと考え

ている。 
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④ BR_ノバアリアンサ農協 

ブラジル国 
ペルナンブコ州 
ペトロリーナ市 

④ノバアリアンサ農協 COANA 

1 年中ぶどう生産可能なぶどう輸出の中心地 

 

     

 

記入：2021/2/3 

[1] 組織の概要 

組織名 ノバアリアンサ農協 

COANA: Cooperativa Agrícola Nova Aliança 

代表者名 Edis Ken Matsumoto 

組合員人数 20 人 職員人数 54 人 

設立年 2006 年 7 月 2 日 年間売上 18,503,200 US ドル 

組織紹介 ノバアリアンサ農協 Coana は国内市場でも定評のあるブランドで知名度も高い。また、国際市場でもイ

ギリスなど大きな可能性を秘めたバイヤーがいる。 

我々は Global Gap、HACCP など多くの認証を所持している。 

COANA はペルナンブコ州のペトロリーナに位置し、セナドールニーロコエリョかんがい事業区域の中に

入っており、組合員の多くはサンパウロ、パラナ州、パラ州出身の日系人である。2005年に、品質基準

の高い国際市場のニーズに合わせたぶどうの生産を目的として設立に至った。300ha の土地で良品

質の種無しぶどうを生産しており、長年の経験を活かし、ビジネスを拡大している。2021 年までに我々

はブラジルで良品質のぶどう生産、流通、サポートの面で国際基準の模範となることを目標にしてい

る。持続可能の農協精神で相乗効果が得ることを目的としている。COANA 農協はぶどうの品質改良

企業と手を組み、新しい品種のぶどう開発にも力入れている。 

住所 Faz. Lote Agrícola 551 02 PISNC – Zona Rual – Petrolina-PE 

電話番号 87-3986-1542 

E-mail coana@coanabr.com.br 

ウェブサイト www.coanabr.com.br  

本邦研修参加 1 名：H30(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) ぶどう 310ha 10520.662t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) ぶどう 11 月/1 月 1 月 4 月/6 月 7 月 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) ぶどう イギリス 1.479t 

(2) ぶどう スウェーデン 0.333t 

(3) ぶどう ドイツ 0.540t 

(4) ぶどう ベルギー 0.624t 

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

ブラジリア 

ロゴ                     施設                            位置 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

過去に日本企業と取引した経験がある。 

・ブラジル住友 - 農業用品の取引 

・ブラジルマエカワ – コンプレッサー及び冷蔵ユニット 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 （農産

物・加工品） 

ぶどう 3 月から 5 月の収穫期にぶどうの供給過

多によって起こる価格の下落。 

上半期にぶどうの輸出量を上げることによ

って、国内市場の需要量とのバランスを

図る。 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 
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⑤ BR_スルミナス農協 

ブラジル国 
ミナスジェライス州 
トゥルボランディア市 

⑤スルミナス農協 CASM 

ブーコ果物を生産する農協 

      

 
記入：2021/2/9, Meire Sato 

[1] 組織の概要 

組織名 スルミナス農協 

CASM: Cooperativa Agrícola Sul de Minas 

代表者名 Cláudio Hedekazu Nagano 

組合員人数 21 人 職員人数 4 人 

設立年 1995 年 年間売上  

組織紹介 CASM は常に高品質の果物を生産している。組合設立当初から、以前生産していたトマトのように、顧

客のニーズに見合う製品の生産を目指している。 

当農協の主力商品は柿であり、味も色合いも市場に大きな定評がある。 

住所 Estrada Rural Cotia – S/n°, Bairro Cotia, Turvolândia, MG – 37496-000 

電話番号 35 3242-5116 

E-mail casminas@uol.com.br 

ウェブサイト https://www.facebook.com/casmcooperativa/ 

本邦研修参加 1 名：H28(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 柿 40ha 500t 2020 

(2) アテモヤ 50ha 250t 2020 

(3) アボカド 20ha 20t 2020 

(4) デコポン 3ha 5t 2020 

(5) ドラゴンフルーツ 10ha 15t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) スモモ 5 月-8 月 12 月-1 月   

(2) アテモヤ 9 月-11 月 5 月-7 月   

(3) アボカド - 9 月-10 月   

(4) デコポン 5 月-8 月 9 月-12 月   

(5) ドラゴンフルーツ 9 月-10 月 12 月-1 月   

(6) 柿 7 月-9 月 2 月-5 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) アテモヤ カナダ、ヨーロッパ、アメリカ 10t 

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農業資材 葉面散布肥料、パッケージ用の箱、農業機材 

ブラジリア 

ロゴ                         施設                            位置 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 肥料 果物 ブラジルには様々な葉面散布肥料がある

が、常に新しい技術を模索している。 

葉面散布肥料の導入 

(2) 種苗・品種 果物 果樹の病気による損失によって、農協の

生産量に大きく影響している。 

気候に適し、害虫に強い品種の模索、ま

た病気を和らげる製品など。 

(3) 農業機械 果物 組合では選果機を使用しているが、20 年

近く前のもので古く、効率性が低い。 

新たなテクノロジーの選果機の導入（形

状、傷、糖度の測定など）。 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 
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⑥ BR_セラードブラジレイロ農協 

ブラジル国 
ミナスジェライス州 
サンゴタルド市 

⑥セラードブラジレイロ農協 Coopacer 

多様な品目を生産 一人は速いが共に歩めば遠くへ行ける- 

     

 

 

記入:2021/1/13, Lilian Marques 

[1] 組織の概要 

組織名 セラードブラジレイロ農協 

Coopacer: Cooperativa de Agronegócios do Cerrado Brasileiro Ltda 

代表者名 Eduardo Sekita 

組合員人数 236 人 職員人数 26 人 

設立年 2006 年 年間売上 3,499,079.00 US ドル 

組織紹介 セラードブラジレイロ農協は 2006 年 12 月 12 日に設立し、2007 年に活動を開始した。 

Alto da Parnaiba 地域の開拓事業 PADAP の対象エリアに位置しており、ブラジルの農業開拓事業で

最も成功していると言える。 

ミナスジェライス州のサンゴタルド市に位置しており、ブラジルの園芸生産において重要な役割を果た

している Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 地域の中央にある。 

COOPACERは 14年間、組合員に技術支援や農業用品の提供等のサポートをしており常に協力しあっ

て成長を遂げることを目標として活動している。現在のグローバル化した世界の変化に取り残されない

ために、常に農業技術の進化を追い求めている。 

住所 Rod BR 354, km 334,7, Lojas 13 E 14 – Zona Rural – Sao Gotardo / MG  

電話番号 55 34 3671-6363 RAMAL 6  

E-mail coopacer@coopacer.com.br  

ウェブサイト www.coopacer.com.br  

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) にんじん 3.439ha 240,000t 2021 

(2) にんにく 3.000ha 54,000t 2021 

(3) 大豆 4.432ha 17,000t 2021 

(4) アボカド 1.131ha 14,000t 2021 

(5) コーヒー 2.086ha 5,600t 2021 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) にんじん 年中 年中   

(2) にんにく 2 月～5 月 6 月～8 月   

(3) 大豆 10 月～11 月 3 月～4 月   

(4) アボカド - 年中   

(5) コーヒー - 5 月～8 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) コーヒー 日本  

(2) アボカド ヨーロッパ  

ロゴ                            施設                         位置 

ブラジリア 
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2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 有機製品工場 

(2) 農業資材・機械 農薬、肥料、種苗の販売 

(3) その他 植物研究所 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

• 農薬の購入。 

• ブラジル農業の増進のための技術 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 品質管理 有機肥料 我々の有機製品が市場で模範となる事。 商品の生産にかかる手順の標準化をする

ための情報交換。 

(2) 品質管理 微生物 農場で肥料を生産する。（on-farm） 

土地利用をよりよくする。 

微生物を増やす方法。 

土壌に良いとされる微生物の収集方法 

3-3 関心のある技術・製品 

有機肥料の生産技術 

土壌の微生物の活用法の改善 

3-4 日本企業への期待 

情報交換によって、有機肥料の生産にかかるプロセスの改善。 

土壌の微生物分析の拡大。 
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⑦ BR_サンゴタルド地域協議会 

サンゴタルド地域の農産物ブランドを立ち上げた協議会 

             
 

記入：2020/3/5, Jussara Vieira de Oliveira Costa 

[1] 組織の概要 

組織名 サンゴタルド地域協議会 

CRSG: Conselho da Região de São Gotardo 

代表者名 Jorge Nobuico Kiryu 

組合員人数 21 人 職員人数 2 人 

設立年 2014 年 年間売上  

組織紹介 サンゴタルド協議会は 2014 年に設立され、非営利団体であり、当協議会ブランドで生産された農産

物の適正価格で販売している。当協議会のブランドは National Institute of Industrial Property (INPI)

にも登録されており、サンゴタルド地域が野菜生産で初の生産元識別システムの導入を目指してい

る。協議会には Coopacer 及び Coopadap からの 21 人の生産者が所属しており、生産者と地域の発

展を担っている。 

住所 Av. Tabelião João Lopes, 555 - São Gotardo-MG 

電話番号 (34) 3671 3036 

E-mail regiaosaogotardo@gmail.com 

ウェブサイト http://saogotardo.org 

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) にんじん 5,000ha 250,000t 2019 

(2) アボカド 2,000ha 30,000t 2019 

(3) にんにく 3,000ha 45,000t 2019 

(4) じゃがいも 2,000ha 100,000t 2019 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) にんじん 1 月-12 月 1 月-12 月     

(2) アボカド         

(3) にんにく 3 月-5 月 7 月-9 月     

(4) じゃがいも 10 月-2 月 2 月-6 月 5 月-7 月 6 月-10 月 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

  

ブラジル 
ミナスジェライス州 
サンゴタルド市 

⑦サンゴタルド地域協議会 CRSG 

ブラジリア 

ロゴ                       ウェブサイト                            位置 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

•  

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 包装 野菜 パッケージにかかるコストの削減、より品質

を保持できるパッケージ。 

各生産物に適したよりよい包装（鮮度保

持、コスト） 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 

日本企業と連携する上での問題点は、ブラジルでは税金が高く書類手続きに時間・労力を要すること。もう一つの問題点

は日本の技術の理解力がブラジル人に足りないこと。日本企業にはまずは、製品の販売と技術の習得の両方の相乗効果

を検討したうえでビジネスパートナーになれることを期待している。 

  

 

  



15 

 

⑧ BR_アルトパラナイーバ農協 

野菜・穀物・コーヒーを生産する農協 

               

 

 

 

 

 

 

記入：2019/2/27, Luiza 

[1] 組織の概要 

組織名 アルトパラナイーバ農協 

COOPADAP: Cooperativa Agropecuaria do Alto Paranaiba 

代表者名 Fabio Shin-Iti Endo 

組合員人数 20 人 職員人数 7 人（幹部） 

設立年 1994 年 9 月 年間売上 20,299,099 US ドル 

組織紹介 COOPADAPは、コチア産業組合や南伯農協の解散した後、サンゴタルドの日系農業者は課題に直面

した際に、組織として結束する重要性を感じ、コチア産業組合解散の教訓を踏まえ、組合員が長く所

属できるように、1994年9月28日に設立し、新しい組織とシステムで組合を始めた。 

COOPADAPは、ミナスジェライス州サンゴタルド市とリオパラナイーバ市に位置する。パトスデミナス市

やアラシャー市から100km、ミナスジェライス州の州都（ベロオリゾンテ市）・ウベルランジア市から

330km、サンパウロ州・リオデジャネイロ州からは650kmの場所に位置している。COOPADAPは、ブラジ

ル国内全ての市場と取引を行っているが、特にミナスジェライス州・サンパウロ州・リオデジャネイロ州

がメインである。COOPADAPの主な活動としては、農産物の管理・選定、農産物の輸送、農産物の売

買、品種の研究・技術補助等である。 

 

輸出を目指し、輸送企業と連携して輸出にかかる課題解決に努めている。 

住所 Rodovia MG 235, Km 89.443, Cidade de São Gotardo, Estado de Minas Gerais, CEP 38800-000 

電話番号 (34)3616 1200 

E-mail diretoria@coopadap.com.br 

ウェブサイト  

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) にんじん 1,484ha 68,792,249t  

(2) にんにく 561ha 6,377,827t  

(3) とうもろこし 4,738ha 52,454,245t  

(4) 大豆 5,274ha 22,490,384t  

(5) コーヒー 3,250ha 9,799,080t  

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) にんじん     

(2) にんにく     

(3) とうもろこし     

(4) 大豆     

(5) コーヒー     

ブラジル 
ミナスジェライス州 
サンゴタルド市 

⑧アルトパラナイーバ農協 COOPADAP 

ブラジリア 

ロゴ                           施設                                位置 
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2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 流通 農産物の売買 

(2) 流通 農産物の管理・選定・農産物の輸送 

(3) 研究 品種の研究・技術補助 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1)     

3-3 関心のある技術・製品 

輸出 

 

3-4 日本企業への期待 
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⑨ BR_バルゼアアレグレ農協 

ブラジル国 
マットグロッソドスル州 
テレノス市 

⑨バルゼアアレグレ農協 CAMVA 

鶏卵・うずら卵を中心に生産 

     

 
記入：2021/1/13, Reinaldo Issao Kurokawa 

[1] 組織の概要 

組織名 バルゼアアレグレ農協 

CAMVA: Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre 

代表者名 Reinaldo Issao Kurokawa 

組合員人数 28 人 職員人数 178 人 

設立年 1962 年 12 月 年間売上 25,000,000 US ドル 

組織紹介 終戦後 1957 年に、国際協力機構 JICA はブラジル移住を後押しするべくバルゼアアレグレ地域を移

住者達に与えた。36000 ヘクタールの土地に 35 の家族が力を合わせジャミックコロニーを設立した。

入植当初は、米・とうもろこし・大豆・綿などを栽培していたが、雨不足さらに、土地がやせたために苦

境に立たされ、自己資金も底をつき、土地を捨て、日本に戻る家族や都市部へ出る家族もいた。そ

の後、JICA の提案で採卵養鶏が始まり、以前はサンパウロ州から卵が入ってきていたが、地域での卵

の生産・販売を行うようになった。事業化のための調査の結果、各家族 500羽規模から始め、経営管

理改善のためにバルゼアアレグレ農協を設立した。 

組合長である Reinaldo Kurokawa によると現在は 28 の家族が毎日 90 万個の卵を生産している。 

Camva が毎日各家族から卵を受け取り、加工業者までトラックで運んでいる。 

【組合施設】飼料工場、選別・包装センター、カンポグランデ運営管理事務所、カンポグランデ倉庫、

ロンドノポリス倉庫 

【組合の業務】配合飼料の生産、組合員への飼料の配達、組合員の養鶏場からの卵の収集、卵の

選別、包装、卵の販売 

住所 Rodovia BR 262 KM 398, Colônia Jamic 

電話番号 +55-67-3246-0001 

E-mail camva@terra.com.br 

ウェブサイト  

本邦研修参加 2 名：H29(1), H30(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 鶏卵  301.447.080 個 2020 

(2) うずら卵  98.064 個 2020 

(3) レモン  2000 箱 2020 

(4) ドラゴンフルーツ    

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 鶏卵   年間   

(2) うずら卵   年間   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

  

ブラジリア 

ロゴ                          施設                      位置 

mailto:camva@terra.com.br
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2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 飼料製造工場。生産量 42,300 トン 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

低温殺菌機材を扱っている企業。 

デジタルマーケティング企業 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) トレーサビリテ

ィ 

鶏卵 管理 ステッカー 

(2) マーケティン

グ 

市場 販売/イメージアップ  

(3) 精密農業  生産管理、食品加工 Power Bi 

3-3 関心のある技術・製品 

低温殺菌機材 – 低温殺菌卵の生産。 

3-4 日本企業への期待 

低温殺菌卵の販売 
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⑩ BR_スルマットグロセンセ農協 

ブラジル国 
マットグロッソドスル州 
ナビライ市 

⑩スルマットグロセンセ農協 Copasul 

穀物を生産する大規模農協 

      

 
記入：2021/1/20, Egidio Renostro Tsuji 

[1] 組織の概要 

組織名 スルマットグロセンセ農協 

Copasul: Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense 

代表者名 Gervásio Kamitani 

組合員人数 1608 人 職員人数 635 人 

設立年 1978 年 年間売上 407,547,000.00 US ドル 

組織紹介 スルマットグロセンセ農協は 1978 年 12 月 16 日、27 人の綿生産者達が未来を見据えてナビライ市で

設立した。 

我々は組合員達の満足度を確保するために、連携強化と成長を促進するためのサービス提供を心

がけている。 

COPASUL は現在 1300 人の組合員が所属しており、農業用品や技術サポート、そして穀物、キャッサ

バ澱粉、綿糸、また、精密灌漑に使われる機材の販売などを行っている。 

住所 Avenida Campo Grande Nº 1978 

電話番号 +55 6734091234 

E-mail egidio@copasul.coop.br 

ウェブサイト www.copasul.coop.br  

本邦研修参加 1 名：H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 136.877ha 682.415t 2020 

(2) とうもろこし 86.382ha 684.282t 2020 

(3) キャッサバ 8.476ha 75.963t 2020 

(4) 綿 2.500ha 3.465t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆 10 月/11 月 1 月/2 月   

(2) とうもろこし 2 月/3 月 8 月/9 月   

(3) キャッサバ 5 月/6 月 年中   

(4) 綿 9 月/10 月 3 月/4 月 1 月/2 月 8 月/9 月 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 生産及び販売：綿糸、ポリエステル糸、キャッサバ澱粉 

(2) 農産物加工 農業用品の販売 

(3) 農業資材・機械 灌漑装置の設計及び販売 

ロゴ                            施設                      位置 

ブラジリア 
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(3) その他 農業プロジェクトに融資。 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

まだ日本企業とのビジネスはありません。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 品質管理 キャッサ

バ澱粉及

びタピオカ 

包装後も微生物の活性化によって品質が

左右される。またカビなども生える。 

-製造工程での衛生管理 

-汚染されている箇所を発見及び除去す

る機材 

-微生物の活性化を妨げるパッケージ 

(2) 環境対策 綿とキャ

ッサバの

廃棄物 

綿を生産する際に、大量の白い粉が排出

され、それらは適切に廃棄されていない。 

キャッサバの加工に繊維状の塊が発生す

る。それらを利用して加工品を生産したい

が、まだその目途が立っていない。 

-電力生成を目的として廃棄物の焼却。 

-廃棄物によってバイオガスの生成。 

-廃棄物を加工し販売する 

(3) 精密農業 大豆ととう

もろこし 

データ収集に時間がとてもかかる。 

特に農業経営の品質指標などに関して。 

例えば収穫時の穀物の損失量など。 

損失のモニタリング技術でより正確なデー

タを得ることによって適格な判断や処置

ができる。 

3-3 関心のある技術・製品 

-食品加工の品質管理 

-工場の廃棄物の処理技術 

-農業のモニタリング技術 

3-4 日本企業への期待 

企業と新たな関係を築くための情報交換などはいつでもウェルカム。 

我々は大豆、トウモロコシ、キャッサバ澱粉、綿 100％の糸などを生産している。 

我々の工場で扱える機械や技術などに興味をもっている。 
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⑪ BR_イビウナ農協 

ブラジル国 
サンパウロ州 
イビウナ市 

⑪イビウナ農協 CAISP 

サンパウロ近郊の野菜生産地域/ カット野菜の生産 

   

 
記入：2021/1/6, Michele Leite Aranha 

[1] 組織の概要 

組織名 イビウナ農協 

CAISP: Cooperativa Agropecuária de Ibiúna 

代表者名 Roberto Tadao Suzuki  

組合員人数 44 人 職員人数 269 人 

設立年 1995 年 年間売上 13,500,000.00 US ドル 

組織紹介 

 

CAISP は 1955 年に設立した小さな農協で、困難に立ち向かい、互いに力を合わせ、新しい可能性を

見出すことを目指している。大きな課題に向かって努力は必ず実ると誰もが信じ、必死に仕事に励ん

できた。当初、農協が営む小さなお店でのみ商品を販売していたが、1998 年には需要拡大によって

商品をスーパーにも卸すようになった。2004年からは有機野菜の販売を始め、2008年には洗浄野菜

の販売を始めた。 

2012 年に、CAISP の新たな本部を開設。建物面積は 5000 ㎡以上であり、総面積は 55000 ㎡。2015

年には、農業工場を設立した。最先端の設備や空調設備を備え、月間 60 トンの野菜の加工が可能

となった。組合員の農産物を収穫し加工して、幅広い顧客へ販売している。毎年 CAISP の適正基準

を検証するために、顧客の監査を実施している。 

設立以来 CAISP はいくつかの賞を受賞している。例えば 2019 年には食品産業の安全基準を称え栄

えある「フードデザイン賞」を受賞した。近年、我々の顧客の利便性を考慮し、洗浄加工野菜のブラン

ド「Simplifique Saladas」をたちあげた。 

認証： 

• ECOCERT 

• Global Market Plus 

• British Retail Consortium (BRC) - Em Processo 

受賞： 

• ベストベジタブルサプライヤー - Carrefour 

• 生産元からの補償 - Grupo Pão de Açúcar 

• ベストベジタブルサプライヤー - Grupo Pão de Açúcar 

• GFSI Guaxinim de Bronz 賞 - Food Design 

住所 Rod. Júlio Dal Fabbro, 290 - Rio de Una, Ibiúna, SP 

電話番号 +55-15-3248-9400 

E-mail nutricao@caisp.com.br 

ウェブサイト www.caisp.com.br 

本邦研修参加 4 名：H25(1), H26(1), H28(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) リーフレタス 83ha 2,600,000t 2020 

(2) ケール 50ha 1,400,000t 2020 

(3) 玉レタス 52ha 1,300,000t 2020 

(4) ブロッコリー 83ha 500,000t 2020 

ロゴ                         施設                      位置 

サンパウロ 
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(5) エンダイブ* 12ha 380,000t 2020 

*エンダイブ：葉野菜の一種で、葉が細く柔らかいのが特徴。冬の寒い時期に収穫されるものは特に柔らかく、外側の緑の堅い葉は取り除いて白い中の葉をサラダにして食べる。  

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) リーフレタス 通年    

(2) ケール 通年    

(3) 白菜 通年    

(4) 玉レタス 通年    

(5) キャベツ 通年    

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 CAISP の農業工場では月間 60 トンの野菜を加工している。 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 包装 農産物 洗浄葉野菜の一番の課題は鮮度保持で

あり、顧客からの苦情が一番多い部分で

ある。 

洗浄野菜の保存期限を保つ、費用効果

の高いパッケージが必要。 

(2) 品質管理 農産物 農産物の品質低下によって倉庫で廃棄

処分が発生する。 

土壌改良、野菜の成長に効果をもたらす

方法、野菜の風味改善また収穫後に長

持ちさせる技術。 

(3) 品質管理 農産物 取り扱いが荒いと野菜に損傷を招き品質

低下へと繋がる。 

野菜を損傷しないための加工技術または

機材。 

3-3 関心のある技術・製品 

野菜栽培に関わる技術など、例えば収穫後の工程を自動化する機械、倉庫管理、物流、有機製品、IT農場、新しい品種

の種苗などに興味を持っている。 

3-4 日本企業への期待 

以前は農業機械や収穫後の工程の自動化装置の輸入を考えていたが、試験用の機材を持ち込むのは困難であり、政策

やロジスティクスなどを考慮すると、費用面でも厳しいと考えている。輸入のためには課題が多くこれらを解決するための調

査が必要。 

計画及び目標の管理ができる IT ツールを用いたシステムを導入する上で、組合員の生産能力及び収益の向上を図りた

い。 
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⑫ BR_モジダスクルーゼス農村組合 

ブラジル国 
サンパウロ州 
モジダスクルーゼス市 

⑫モジダスクルーゼス農村組合 SRMC 

サンパウロ郊外の都市で多種多様な野菜生産 

     

 

記入：2021/1/6, Juliana Geseíra Monteiro 

[1] 組織の概要 

組織名 モジダスクルーゼス農村組合 

SRMC – Sindicato Rural de Mogi das Cruzes 

代表者名 Gildo Takeo Saito 

組合員人数 500 人 職員人数 21 人 

設立年 1965 年 年間売上 - 

組織紹介 モジダスクルーゼス農村組合は 1965 年に日本人によって設立された。モジダスクルーゼス市の農業

の顔であり、農業者の利益を守ることを目指している。 

組合では、品質に関する情報やサービスを組合員に提供している。特に組合員達に経営、会計、農

業、法的などの分野でサポートをしている。生産者の経営・生産部門の管理や行政手続きの効率化

を確立している。また SENAR （国立農村訓練サービス National Rural Learning Service）の研修も実

施している。 

住所 Avenida Japão, 205 – Bairro: Alto do Ipiranga – Mogi das Cruzes, SP  

電話番号 (11) 47238233 

E-mail sindicatoruralmc@terra.com.br 

ウェブサイト www.sindicatoruralmc.com.br 

本邦研修参加 6 名：H26(1), H28(1), H29(1), H30(2), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) レタス    

(2) きのこ 308ha  4000t  

(3) 柿 1,232ha 55,000t  

(4) 蘭  1.250,000 瓶  

(5) アテモヤ    

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) レタス     

(2) きのこ     

(3) 柿     

(4) 蘭     

(5) アテモヤ     

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

ロゴ                      施設                      位置 

サンパウロ 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 農業資材 ・

道具 

野菜 小規模農家に適して尚且つ価格がリーズ

ナブルな機材が少ない。(市場にこの条件

を満たす機材が少ない。） 

低価格で機材を入手する手段を模索

中。 

(2) 土壌 技術 無機質肥料の使用と連作による土壌の

微生物の減少。 

土壌改良の研修やセミナーを開く。 

(3) 種苗・品種 野菜 バイオフォーティフィケーション (生物学

的栄養強化)によって栄養強化された種

苗が不足している。 

より多くの品種そして市場の動向に沿った

栄養強化された種苗を扱う。 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 
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⑬ BR_南伯グランデサンパウロ農協 

ブラジル 
サンパウロ州 
サンパウロ市 

⑬南伯グランデサンパウロ農協 CSBGSP 

中央卸売市場に事務所を構える南伯農協の拠点 

 

 

 

 

   

 

記入：2019/2/27, Mitsuaki Yamazaki  

[1] 組織の概要 

正式名称 南伯グランデサンパウロ農協 

CSBGSP: Cooperativa Agrícola Sul Brasil da Grande São Paulo 

代表者名 Mitsuaki Yamazaki 

組合員人数 480 人 職員人数 5 人（幹部） 

設立年 1969 年 3 月 年間売上  

組織紹介 私たちは、市場価格に見合った品質を提供することができ、さらに品質に見合った生産物を適正な市

場価格で提供することができる。組合の特徴として、継続的な技術開発、常に最新で適切な管理シス

テム、農業生産者の団結力が挙げられる。 

 

住所 R. Aroaba, 52 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05315-020 

電話番号 11 3649 0067 / 11 98498 8978 

E-mail comercial@sulbrasilsp.com.br 

ウェブサイト http://www.sulbrasilsp.com.br/ 

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 柿 750ha 22,500t  

(2) すもも 75ha 2,000t  

(3) トマト 48ha 3,000t  

(4) ピーマン 10ha 720t  

(5) 葉野菜 200ha 6,400t  

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 柿     

(2) すもも     

(3) トマト     

(4) ピーマン     

(5) 葉野菜     

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 柿を干し柿に加工している。 

 

  

ロゴ                      施設                      位置 

サンパウロ 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 加工 柿 、す も

も、トマト、

ピーマン、

葉野菜 

果物、野菜の規格外品を乾燥、粉体化

することができれば、製品としてできた粉

体を原料とする会社に売りやすいと考えて

いる。 

果物・野菜の規格外品を乾燥、粉体化出

来る製品の購入 

(2) 加工 柿 当組合は、特に柿の生産が多いため、干

し柿にするにも均一な品質に仕上げる必

要性がある。 

品質を均一に仕上げることができるシステ

ムや機械の導入 

(3) 種苗・品種 柿 出荷期間を広げ柿の販売割合を多くした

いと考えている。 

日本ではすでに古いとされる品種の柿、

今現在ない品種、早生・晩生の導入 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 
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⑭ BR_APPC 農協 

ブラジル国 
サンパウロ州 
ピラールドスル市 

⑭APPC 農協/サンパウロ州柿生産者組合 APPC 

果物輸出に取り組む農協 -団結とイノベーションによる果物生産- 

      

 

記入：2021/1/4, Felipe Silva 

[1] 組織の概要  

組織名 APPC 農協/サンパウロ州柿生産者組合 

Cooperativa Agroindustrial APPC / Associação Paulista dos Produtores de Caqui 

代表者名 Claudio Shoiti Ito 

組合員人数 49 人 職員人数 25 人 

設立年 2012 年 年間売上 4,000,000 US ドル 

組織紹介 果樹生産者で構成されている農協であり、卸売業者や小売業者への販売を中心として活動してい

る。近年では輸出にも重点を置き、農産物を国内やヨーロッパ・カナダ等の海外に販売している。サン

トス港やビラコーポス空港・グアルーリョス空港へのアクセスもよい場所に位置している。 

組合員の連携、グローバルギャップ認証、商品開発の可能性を模索する勉強会を実施している。 

また組合員に技術指導や農業用品の販売も行っている。 

住所 Av. Antonio Lacerda, 1221 Zona Industrial Bairrro Campestre 

電話番号 +55 15 3278 3589 

E-mail contato@appc.coop.br 

ウェブサイト www.appc.coop.br 

本邦研修参加 7 名：H25(2), H26(1), H29(2), H30(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) ブドウ 65ha 470 t 2020 

(2) デコポン 60ha 600 t 2020 

(3) 柿 120ha 1200 t 2020 

(4) アテモヤ 70ha 600 t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) ブドウ 7 月～8 月 1 月   

(2) デコポン 11 月～4 月 4 月～12 月   

(3) 柿 8 月 2 月   

(4) アテモヤ 4 月～6 月 4 月～8 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) ブドウ カナダ、ヨーロッパ、アジア 90 t 

(2) アテモヤ カナダ、ヨーロッパ、アジア 150 t 

(3) デコポン カナダ、ヨーロッパ、アジア 15 t 

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農業資材・機械 剪定ばさみ、洗浄薬品、糖度計 

 

  

ロゴ                       施設                          位置 

サンパウロ 

mailto:contato@appc.coop.br
http://www.appc.coop.br/
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

Nakagami Seed - 種苗試験。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 種苗・品種 メロン 

 

市場での大きな可能性を秘めている新種

のメロン、そしてその栽培方法の確立。 

市場調査、そして適切な栽培方法を模

索。 

(2) 加工 ぶどう、ア

テモヤ 、

デコポン 

規格外の果物を十分に有効活用できて

いない。また果物のない時期に加工品を

製造するために原料を保存しておく必要

がある。 

アイスやジュースといった加工品製造に

活用できる機械（パルプ製造機、搾汁

機）、加工原料の長期保存技術を導入す

る。 

(3) 土壌 果物 現在の生産量を今後も維持・増加してい

くことを目指しており、土壌の改善に取り組

んでいく必要がある。ぶどうでは土壌伝染

性フザリウム病（苗立枯病）などの問題が

ある。 

有機物・微生物の働きによる土壌改良剤

などを導入する。 

3-3 関心のある技術・製品 

土壌管理・栄養 

3-4 日本企業への期待 

農産物の多様化のため、メロンの種苗試験が成功することを願っている。 

農産物加工（果物の衛生管理、果肉の加工、果物の乾燥）に前向きな企業を探している。日本企業とパートナーを組み

生産物の加工設備を設置することや、可能であれば加工品を日本へ輸出することに期待している。 
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⑮ BR_南伯ピラールドスル農協 

ブラジル国 
サンパウロ州 
ピラールドスル市 

⑮南伯ピラールドスル農協 

サンパウロ近郊のフルーツ産地 

          

 

記入：2021/1/12, Miguel Yoshihico Mizobuchi 

[1] 組織の概要 

組織名 南伯ピラールドスル農協 

Cooperativa Agrícola Sul Brasil de Pilar do Sul 

代表者名 Nelson Akira Majima 

組合員人数 88 人 職員人数 5 人 

設立年 1969 年 年間売上 300,000 US ドル 

組織紹介 当農協の歩んできた成り立ちは日系社会と大きく関りがあり、生産技術のサポートなどの活動は日系

社会を中心としている。 

農業用品及び東洋商品の販売をしている。 

住所 Rua Dom Lúcio Antunes de Souza, 290 - Centro – Pilar do Sul – SP, 18185-000 

電話番号 +55 15 3278-1144/ +55 15 3278-1919 

E-mail vendassulbrasilpilar@gmail.com 

ウェブサイト https://www.facebook.com/casbpilardosul/  

本邦研修参加 1 名：H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) ぶどう 40ha 600t 2020 

(2) アテモヤ 20ha 300t 2020 

(3) 柿 50ha 1000t 2020 

(4) 野菜 10ha 50t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) ぶどう 7 月/9 月 12 月～4 月  12 月～4 月 

(2) アテモヤ 9 月/10 月 4～8 月  4 月～8 月 

(3) 柿 7 月/8 月 2 月～4 月  3 月～5 月 

(4) 野菜     

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農業資材 農業用品の販売（肥料・農薬・はさみなど） 

(2) 小売業 東洋商品の販売 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

ロゴ                      施設                         位置 

サンパウロ 
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3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 包装 ぶ ど う ・

柿 ・根菜

類 

加工面では、パッキング時間をより効率化

する必要がある。パッキング後、商品の保

存期間の改善、農作物の保全や品質の

管理面での強化する必要がある。 

パッキング時間の短縮が見込める方法を

模索。新しい包装技術 (包装資材や技

術）にを導入する。 

(2) 加工 全農産物 規格外の果物の活用方法が無く、付加価

値製品を開発し、販売利益を上げる必要

がある。 

付加価値を付けた商品の開発。果物の

加工技術について学び、また加工された

果物の市場の知識が必要。 

(3) 農業資材 ぶ ど う ・

柿 ・ ア テ

モヤ 

最新の機材や技術に乏しい。 より長期保存が可能である機材の導入の

検討。日本製品の輸入業者とパートナー

シップを構築する必要がある。 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 

 

 

 

 

 

 

        



31 

 

⑯ BR_南伯サンミゲーアルカンジョ農協 

ブラジル 
サンパウロ州 
サンミゲールアルカンジョ市 

⑯南伯サンミゲールアルカンジョ農協 CASBSMA 

ぶどうの首都と呼ばれる果物の産地 

  

 

 

 

 

 

記入：2020/7/2, Roberto Yoshinori Furuya 

[1] 組織の概要 

組織名 南伯サンミゲールアルカンジョ農協 

CASBSMA: Cooperativa Agricola Sul Brasil de São Miguel Arcanjo 

代表者名 Francisco Takahiro Yamashita 

組合員人数 200 人 組合員人数 200 人 

設立年 1969 年 年間売上 1,000,000 US ドル 

組織紹介 当農協は 50 年の歴史があり、販売にかかる技術チームや開発の組織体制が整っている。 

住所 Estrada Vicinal Kunihei Ariga S/Nº Km 4 

電話番号 15 32791211 

E-mail sulbrasilsma@yahoo.com.br 

ウェブサイト  

本邦研修参加 4 名：H26(1), H27(2), H28(1),  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) ぶどう 100ha   

(2) びわ 50ha   

(3) 柿 350ha   

(4) 野菜（ハウス栽培） 10ha   

(5) 核果類（桃など）    

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) ぶどう 7 月-9 月 1 月-4 月   

(2) びわ 3 月-4 月 6 月-9 月   

(3) 柿 6 月-7 月 2 月-7 月   

(4) 野菜（ハウス栽培） 1 月-12 月 1 月-12 月   

(5) 核果類（桃など） 6 月-7 月 10 月-12 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農業資材 鋏、器具一般、網、針金など 

(2) 農産物加工 野菜と果物のパッケージ 

 

  

サンパウロ 

ロゴ                          施設                                 位置 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

過去に農業用品関連で日本と取引をした経験がある。 

現在は日本企業とは農業用品、機材、種、包装などの企業とパートナーを望んでいる。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 種苗・品種 鋏、器具 生産コストが高い一方で、生産物の価格

が低く、生産効率が悪い。 

耐性の強い品種や適度な栄養バランスを

兼ね備えた生産技術。 

(2) 農業資材 きゅうり、

果物 

野菜は病気や害虫の被害のため生産量

が低くなってしまい、解決法のコストも高い 

効率的な肥料と機材、害虫コントロールに

かかるフェロモンや物理的制御の開発を

している会社の製品など。（電撃殺虫機、

虫よけ剤など） 

(3) 農薬 微生物防

除資材 

土壌改良の技術。 微生物防除資材や酵素などで土壌改良

をする。 

3-3 関心のある技術・製品 

農業用品、機材、種、包装、輸出 

 

3-4 日本企業への期待 

日本企業には農協事業の範囲外である商品輸入や商品登録を行うことができる業者とビジネスパートナーを期待してい

る。 
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⑰ BR_レジストロ日伯文化協会 

ブラジル 
サンパウロ州 
レジストロ市 

⑰レジストロ日伯文化協会 

    茶に加えて餅米・いぐさを生産 

 

 

 

 

 

 

記入：2021/1/13, Fukuzawa, Shimizu, Hijioka 

[1] 組織の概要 

組織名 レジストロ日伯文化協会 

Associaçao Cultural Nipo-Brasilera de Registro 

代表者名 Irineu Makoto Kawajiri 

組合員人数 185 人 職員人数 4 人 

設立年 1994 年 年間売上 97,000 US ドル 

組織紹介 レジストロ日伯文化協会（文協レジストロ）は日本の移住者によって設立され、組合員と共に文化や歴

史を後世に伝えることに努めている。 

常に農業者に、地域活性化へ努めるように指導をしている。 

紅茶や緑茶栽培などを行っており、またアグロフォレストリーで注目を浴びているのがジュサラのパルプ

である。 

レジストロのヴァーレダリベイラは農業開発に適しており、戦略的にも有効な地に位置しており農村観

光を十分に活用できる可能性を秘めている。 

住所 Rua Nakatsugawa 165,Vila Tupy Centro Registro Sao Paulo 

電話番号 +13 3822-4144 

E-mail acnbrgt@uol.com.br 

ウェブサイト http://www.bunkyoregistro.org.br/  

本邦研修参加 2 名：H30(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 紅茶及び緑茶 120ha 250t  

(2) 餅米 150ha 50t  

(3) いぐさ 60ha ござ 30.000 枚  

(4) ジュサラパルプ *    

*アサイーに似たヤシ 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 紅茶及び緑茶 多年草/剪定は冬 9 月～5 月   

(2) 餅米 9 月 1 月   

(3) いぐさ 多年草 年中   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) その他 農村観光（お茶・いぐさ・古民家などを訪問するアグリツーリズムへの取組） 

サンパウロ 

ロゴ                        施設                                 位置 
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(2) 不動産 移住者の民家を修復（文化遺産） 

(3) 農産物加工 小規模なアグロフォレスト生産。 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

日本企業との取引の経験は過去に日本へ紅茶の見本を送付したが、商談の成立はなかった。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) その他 農村観光 小規模生産者のトレーニング、事業計画

などを今まで以上に実施し、意識改革を

図る必要がある。 

小規模生産なので差別化を図るべく有機

栽培でお茶、いぐさ、ジュサラ、餅米など

を栽培し、植栽から収穫までの流れ、また

は加工などの体験型の農村観光を行う。 

(2) 種苗・品種 餅米 気候に合い差別化を可能にする品種を

調査し諸規模生産者達に提供する。 

新しい品種の餅米（黒餅米など）を栽培

実験する。またおかきやせんべいなどの

加工品の可能性を模索する。 

有機栽培市場に向けて、ジュサラ、緑

茶、紅茶などの新製品を模索する。 

(3) 加工（カット・

乾燥） 

イグサ イグサの生産は手作業であり、また、50年

以上前の古いイグサを編む機械しか保有

していない。 

生産過程で昔の伝統的な方法を用いる

ことによって観光面でのアピールを期待で

きる。 

3-3 関心のある技術・製品 

お茶の乾燥機、精米機、ござ織機、ジュサラの収穫機及び加工機（パルプ除去、凍結乾燥）。 

ござの製造で余ったものから手芸品などを制作、またイグサを用いた新しい商品の模索。 

大西洋岸森林（マッタアトランチカ）の果実から作ったジュースを瓶詰にする機材。 

3-4 日本企業への期待 

ジュサラパルプにはアサイーの 4 倍の高濃度アントシアニンが含まれている。 

日本の栄養補助食品市場でも注目を集めはじめているが、まだまだ認知度が低い大西洋岸森林の果物である。 
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⑱ BR_カッポンボニート農協 

ブラジル 
サンパウロ州 
カッポンボニート市 

⑱カッポンボニート農協 CACB 

サンパウロ州の穀物生産農協 -高水準の技術による多様な農業生産- 

      

 
記入：2021/2/5, Luiz Carlos Mariotto 

[1] 組織の概要 

組織名 カッポンボニート農協 

CACB: Cooperativa Agricola de Capão Bonito 

代表者名 Emilio Kenji Okamura 

組合員人数 92 人 職員人数 54 人 

設立年 1994 年 年間売上 37,139,446.60 US ドル 

組織紹介 CACB – カッポンボニート農協はサンパウロ州の南西部、カッポンボニート市にあり、首都から 240 km

の距離に位置している。サントス港（300 ㎞）及びパラナグア港（300 ㎞）に近い距離に位置しており、

サンパウロ州の非常に恵まれた土壌と気候の環境の中で国内最大級の収穫量を誇ると自負してい

る。道路網が整っており、海岸山脈 セーラ・ド・マールに近く、平均標高は 800ｍである。年間を通じ

て気温は 12℃から 28℃まで変化する。年間平均降雨量は 1200 ミリであり、肥沃度の高い粘土質の

土壌に恵まれている。 

CACB は日系農家で構成されており、高度な技術で農業の多様化を実現している。CACB はコチア農

協に所属していた 48人の農家によって 1994年 7月 4日に設立された。当時の主要生産物はジャガ

イモと豆だった。 

住所 Av. Placido Batista Silveira, 355G 

電話番号 55 15 3543 8300 

E-mail cacb@uol.com.br 

ウェブサイト  

本邦研修参加 3 名：H26(1), H27(1), H30(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 15.000ha 63.000t 2020 

(2) とうもろこし 10.000ha 61.983t 2020 

(3) 小麦 5.000ha 16.000t 2020 

(4) 豆 4.000ha 24.800t 2020 

(5) じゃがいも 300ha  12.000t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆 9 月〜11 月 1 月/3 月   

(2) とうもろこし 1 月/3 月 7 月/9 月   

(3) 小麦 4 月/5 月 8 月/10 月   

(4) 豆 6 月/8 月 10 月/12 月   

(5) じゃがいも 6 月/7 月 10 月/11 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) 大豆 中国 60.000 t 

(2) とうもろこし 中国、日本、アラブ首長国連邦 40.000 t 

ロゴ                        施設                             位置 

サンパウロ 
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2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農業資材 農業用品及び機材の販売 

(2) 貯蔵 穀物の受け取りと貯蔵 

(3) 技術指導 畜産農業技術コンサルタント 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

日本企業とはまだ取引をした経験が無い。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) その他 穀物 これ以上拡大する土地が無い。 子会社の設立/組合員の後継者をロライ

マ州、ロンドニア州、トカンティンス州など

の新しい土地に配置する。 

(2) その他 果物 / 野

菜 

小規模生産者達は収入源拡大に苦労を

している。 

果物及び野菜の小規模生産者をまとめ

グループで活動する方法を模索する。農

協の資金を活用して産業化から商業化ま

でのプロジェクトを立ち上げることによって

彼らの収入拡大を図り、後継者を農業に

留めさる。 

(3) 輸出 大豆、とう

もろこし、

フェイジョ

ン豆 

輸出に商社などの仲介業者が介入するこ

とが多いため、日本とブラジル間の農協

同士でビジネスを展開することを希望した

い。 

直接販売を行い、仲介者の介入を避け

る。 

3-3 関心のある技術・製品 

日本が開発した低気圧で果物や野菜を乾燥させる乾燥機。 

デジタル農業 4.0、ドローンを用いて土壌の肥沃度や植物の養分をマッピングする技術。 

薬品散布用の高性能なドローン。 

3-4 日本企業への期待 

我々の大豆とトウモロコシを日本の農協に直接輸出したいと思っている。 

現在はアメリカの商社が介入して取引をしている状態。 
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⑲ BR_グアタパラ農協 

ブラジル 
サンパウロ州 
グアタパラ市 

⑲グアタパラ農協 COAG 

鶏卵に特化する農協 

                         

 

 

 

 

 

記入：2020/1/13, Choichi Saito  

[1] 組織の概要 

組織名 グアタパラ農協 

COAG: Cooperativa Agrícola de Guatapará 

代表者名 Choichi Saito 

組合員人数 11 人 職員人数 67 人 

設立年 1994 年 11 月 年間売上 12,000,000 US ドル 

組織紹介 地域の人々へ雇用や所得を発生させている重要な役割を担っている安定した企業である。品質に定

評があるブランドを州全体に流通している。しかしながら最終製品にかかる付加価値が得られない。 

住所 Rodovia Mario Maziero, km 2,7, Bairro Mombuca, Guatapará/SP 

電話番号 (16) 3973-0011 / 99723-9963 

E-mail coag@coag.com.br 

ウェブサイト http://www.coag.com.br/ 

本邦研修参加 1 名：H28(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 鶏卵 
― 

360,000 箱 

(1 箱 30 ダース） 
2019 

(2) 養鶏用飼料 ― 21,600t 2019 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 鶏卵     

(2) 養鶏用飼料     

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 鶏卵の低温殺菌技術 

 農業資材 動物用の薬品の販売 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

 

  

サンパウロ 

ロゴ                         施設                                位置 
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3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 包装 鶏卵 消費期限前の輸送、加工、販売などのプ

ロセスで大量の卵の破損や卵が腐ってし

まうことで大損害を被ってしまう。 

低価格のパッケージ、尚且つ衝撃に強く、

カビや卵の表面の結露防止に優れている

素材。また卵の殻の品質向上の飼料付

加物が必要。 

(2) 農業機械 鶏卵 鶏卵の低温殺菌技術は特に卵の汚染や

プレートで茹で上がってしまうことを防ぐ。

機材のメンテナンスコストは非常に高い。 

卵割、低温殺菌技術及び充填機能を持

ち統合システムで自動調整できる機材の

輸入。 

(3) 洗浄 卵の殻 卵の殻などの大量のゴミ。蠅のコントロー

ル。 

卵の殻を洗浄・乾燥し薬品用の水酸化カ

ルシウムに加工する。それに伴ってゴミの

量が減り、生産者の収入源ともなり、また

蠅の量も減ると考えている。 

(4) 精密農業 モニタリン

グ 

WiFi 経由でモニタリング・データ記録。 携帯用のデータ取集ができる機材。パソ

コンの知識が少ない人で扱えるソフトウェ

アのインターフェースが望ましい。 

3-3 関心のある技術・製品 

付加価値 

 

3-4 日本企業への期待 
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⑳ BR_JATAK 農業技術普及交流センター 

ブラジル国 
サンパウロ州 
ガタパラ市 

⑳JATAK 農業技術普及交流センター IPTDA-JATAK 

グアタパラ移住地の研究機関 

 

   

 
記入：2021/1/7, Julio Yoji Takaki 

[1] 組織の概要 

組織名 JATAK 農業技術普及交流センター 

IPTDA-JATAK: Instituto de Pesquisa Técnicas e Difusão Agropecuária da Jatak 

代表者名 Julio Yoji Takaki 

組合員人数 36 人 職員人数  

設立年 2001 年 1 月 年間売上  

組織紹介 IPDTA は非営利目的で生産者へ農業技術の浸透を目指している。 

研修、講演会、セミナー、他農協や企業との交流などを実施している。 

生産者へ実用的な新しい技術の普及および研究：農協や一農家に野菜全般のバイオテクノロジー実

験を実施。大豆、トウモロコシ、サトウキビ、落花生などの生産過程の分析。 

トカンティンス州で線虫（ネマトーダ）のバイオコントロール実験。レンコン栽培及び施肥事件など。

（IPDTDA/IAC と共同研究） 

住所 Fazenda João Martins s/n 

電話番号 16-999925787 

E-mail Juliotakaki2016@gmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加 2 名：H26(1), H30(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

+ 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 期間限定（トウモロコシ、大豆、サト

ウキビなど） 
   

(2) 果樹    

(3) 野菜    

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) とうもろこし/大豆/落花生 11 月/12 月 2 月/3 月/4 月   

(2) 果樹（ライチ/ドラゴンフルーツ）  12 月 1 月   

(3) 野菜 年中 年中   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 農業の新しい情報の研修や研究など。 

(2) その他 バイオコントロール/持続可能な栽培方法、劣化した土壌の回復。 

(3) その他 園芸全般の講義。 

ロゴ                        施設                         位置 

サンパウロ 



40 

 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 土壌 全般 農業への使用によって土壌の栄養バラン

スが弱まり病気や害虫などによって劣化し

た土壌の回復。 

化学薬品を過剰に使用することによって

土壌の生産性が大幅に下がる。特にハウ

ス栽培などの土壌改良の技術が少なく、

生産物の損失などの深刻な問題が発生

する。現在土壌改良中のハウスの面積は

5,000m2。 

持続的可能な農業。 

ぼかし肥料や輪作などを用いて、化学薬

品の使用を極力下げる。 

(2) 害虫・害獣 野菜 生産性の低さ。病気や害虫のコントロール

に困難があるため、生産性が低くなってい

る。野菜や果物の生産量の 70%までの損

失がある。 

病気や害虫を制御・コントロールすること

ができる優れた管理の仕方やシステムや

新しい方法を見出す。 

(3) 精密農業 野菜・果

物・穀物 

生産地あたりの低い生産量から低収入に

なっていることから、技術の普及が必要で

ある。しかしながら、ハウス栽培及び果物

生産者たちへ害虫や病気を制御する新し

い技術を普及させるのが困難である。バイ

オテクノロジーの技術はまだ新しい技術の

ため、生産者は受け入れるのに抵抗が目

立つ傾向にある。 

微生物防除資材は害虫や病気のコントロ

ールに非常に効果的な手段として用いら

れる。野菜生産にかかる衛生監査が厳し

くなっている近年では特に注目を浴びてい

る分野である。 

3-3 関心のある技術・製品 

生物的防除、土壌の効率的な使用及び保全の代替案、害虫と病気を防除するためのエッセンシャルオイルの使用。 

3-4 日本企業への期待 

持続可能な農業を推進する技術。害虫及び病気の防除のより効率の良い代替案を模索。 

 

 

 

 

 

 

   

Controle de nematóide em soja Palmas - TO
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㉑ BR_バストス地域鶏卵生産者協会 

ブラジル国 
サンパウロ州 
バストス市 

㉑バストス地域鶏卵生産者協会 APROBARE 

鶏卵生産地バストスの生産者協会 -団結・拡大・発展- 

         

 

記入：2021/1/8, Bastos – SP / Brasil 

[1] 組織の概要 

組織名 バストス地域鶏卵生産者協会 

APROBARE: Associação dos Produtores de Ovos de Bastos e Região 

代表者名 Sergio Kenji Kakimoto 

組合員人数 20 人 職員人数 10 人（ボランティア） 

設立年 2014 年 4 月 5 日 年間売上 無 

組織紹介 Aprobare は鶏卵生産でブラジル 1 位を誇るバストス市の鶏卵生産者によって、一致団結を信念に設

立された。当協会は生産者の利益を優先するために、常に新しい可能性を模索している。 

【歴史】Sicoob というブラジルの機関から資金協力を受けて、2002 年生産者が協会を設立した。私た

ちは、プレジデンテ・プルデンテと地域組織連合（UEPP）に参加し、地域の発展を目的に、バストスの養

鶏農家が抱える課題の解決にあたった。バストス市は鶏卵・うずら卵・蜂蜜・肉牛・牛乳・サトウキビ・果

物・野菜を生産している。 

【農村観光や研修事業】農業生産以外の活動にも記載したが、一部の商品は直接販売を行い、定期

的に生産者市場など様々なイベントを開催しておりアグリツーリズムに取り組んでいる。養蜂、鶏、屠殺

（とさつ）（鶏肉、牛肉、豚肉）の研修を実施している。特に管理職の教育研修、日本の「5S」のシステ

ム、アグリツーリズムに関する研修や地域住民に対して養鶏農家研修、生産者と消費者を繋げる活動

を実施（例えば、蜂蜜生産研修では、機械の使い方から生産まで説明しており、様々な地域の教育関

係者 250 人以上学生の参加があった）。農村観光推進グループや地域の連合、スポーツ団体など

100 を超えるグループと共に活動を行っている。最新技術を駆使し、持続可能な環境を築き、地域の

発展に貢献するため、将来的に技術センターの設立を考えている。 

【学術研究】地元の大学、研究所と共同で新しい生産品などの可能性を模索している。具体的にはサ

ンパウロ州立大学（UNESP）やサンパウロ農業ビジネス技術機関（APTA）の動物学部門などと協力して、

農業に関する試験なども実施している。  

住所 Rua Duque de Caxias, 410 Sala D 

電話番号 14996834300 

E-mail aprobare@hb7.com.br 

ウェブサイト  

本邦研修参加 1 名：H30(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

+ 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 鶏卵 50ha 500,000 箱 2019 

(2) 肉用牛 120ha 4.5t 2019 

(3) 蜂蜜 20ha 0.5t 2019 

(4) サトウキビ 360ha 32,000t 2019 

(5) アボカド 5ha ― ― 

(6) ユーカリ・マホガニー 10ha ― ― 

2-2 栽培カレンダー 

ロゴ                          施設                          位置 

サンパウロ 
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  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 鶏卵 年間    

(2) 肉用牛 年間    

(3) 蜂蜜 7 月 9 月-2 月   

(4) サトウキビ  8 月-10 月   

(5) アボカド 12 月（植樹）    

(6) ユーカリ・マホガニー 1 月    

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

 [3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) マーケティン

グ 

鶏卵 商品の品質をアピール マーケティングコンサルタントを通じて生産

者に、商品をよりよく広めるノウハウを提供

する。 

(2) 品質管理 鶏卵 市場競争が激しい為商品の品質向上が

重要である。 

消費者に高品質な鶏卵を提供するため

の技術の獲得。 

 認証 鶏卵 市場の規制が多く存在する。 鶏卵に必要な認証を得られやすくするた

めの解決法を模索。 

3-3 関心のある技術・製品 

鶏卵の栄養価を高める技術や新しい市場。 

3-4 日本企業への期待 

新しい市場や技術を得るため、また顧客により良いサービスを提供するために、日本企業との交流は我々にとって非常に

重要であると考えている。 
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㉒ BR_弓場農場 

ブラジル 
サンパウロ州 
ミランドポリス市 

㉒弓場農場 YAMA 

自給自足の共同生活コミュニティ 

         

 

記入：2021/1/7, Ranil Daigo Yuba. 

[1] 組織の概要 

組織名 弓場農場 

YAMA: Associação Comunidade Yuba 

代表者名 Issamu Yazaki 

組合員人数 58 人 職員人数 2 人 

設立年 2003 年 年間売上 420.000,00 US ドル 

組織紹介 弓場農場は家族での共同作業と伝承を目標に日々農作業に従事している。日系社会では知名度が

あるため、それをうまく活かしたいと思っている。弓場農場の最大の武器は、日本人の文化を守り、集

団生活をする団体であることだと考えている。 弓場農場の加工食品の中で、ジャム類は日本では珍し

い農産物を使って製造しているため、ジャムを中心に日本市場へ展開していきたいと考えている。 課

題としては、1）弓場農場は企業化していないため、現在は日本との正式なビジネス パートナーになる

ことは難しい。将来的に弓場農場が組織化することができれば、 ビジネスが実現できると考えている。

2）当組合の立地が大都市から距離がある。3）輸出の経験がないため、輸出時における品質管理の知

識がないことなどが挙げられる。 

住所 Comunidade Yuba, S/Nº 

電話番号 18-37081247 

E-mail daigoyuba84@gmail.com 

ウェブサイト http://brasil-ya.com/yuba/index.html 

https://ja-jp.facebook.com/ComunidadeYuba 

https://www.facebook.com/Produto-YUBA-202483290490223/ 

本邦研修参加 1 名：H29(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) グアバ  2ha 10t 2020 

(2) マンゴー(パルメル) 3ha 55t 2019-2020 

(3) オクラ 1ha 5t 2020 

(4) 椎茸 0.5ha 1t 2020 

(5) カボチャ 2ha 15t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) グアバ  年中 年中 年中 年中 

(2) マンゴー(パルメル) 4-5 月 12-3 月   

(3) オクラ 3 月 4 月-10 月   

(4) 椎茸 年中 年中 年中 年中 

(5) カボチャ 年中 年中 年中 年中 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

ロゴ                         施設                              位置 

サンパウロ 
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(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 農産物加工 ジャムの販売、野菜や果物の缶詰、味噌生産など. 

(2) その他 農産物売買業 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

経験がない。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 （農産

物・加工品） 

ジャム ジャムの販売を検討しているが、輸 出の

ための品質管理の知識が欠如し ている。  

日本企業との連携 

(2) 加工（カット・

乾燥） 

農産物全

般、高性

能乾燥機 

規格外農産物を乾燥して販売したいと考

えてる。 

日本の技術の導入 

(3) 農業機械 パ ッ キ ン

グ機材 

パッキングして販売している商品がいくつ

かあるが、それらを自動でパックできる機

械が欲しい。 

日本の技術の導入 

3-3 関心のある技術・製品 

1）ジャム販売のサポートできる企業、2）フィルムパッキング機械を製造している企業、3）生産効率を向上させられる企業  

3-4 日本企業への期待 

日本企業には、特に生産効率と品質に関する日本の技術を導入できることや、ブラジルより良い価格取引が見込めること、

日系の立場から祖国とさらに深い繋がりが持てることを期待しており、弓場ブランドを更に向上させたいと考えている。また、

日本に在住の弓場農場のメンバーをこのビジネスに関わらせることの可能性も考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

写真 

写真 
写真 
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㉓ BR_ブラジル農協婦人部連合会 

ブラジル 
サンパウロ州 
サンパウロ市 

㉓ブラジル農協婦人部連合会 ADESC 

食品販売に取り組む女性組織 -生きる信念- 

         

 ロゴ                    施設                         位置 

                             記入：2021/1/8, Cecillia Yamazaki 記入：XX/XX/20XX, XXXXXXXX 

[1] 組織の概要 

組織名 ブラジル農協婦人部連合会 

ADESC: Associação Dos Departamentos De Senhoras Cooperativistas 

代表者名 Chiseko Nishimura 

組合員人数 111 人 職員人数 2 人 

設立年 1991 年 年間売上 5,000.00 US ドル 

組織紹介 コチア産業組合の倒産以降は、婦人部職員に新しい活動の場を与え、経済的自立を促すため、

ADESC-ブラジル農協婦人部連合会が設立された。 

現在はサンパウロ州に 11 支部を置いている： Teixeira de Freitas BA, Pilar do Sul SP, Turvolândia MG, 

Jacareí SP, São Paulo Capital, Tatuí sp, Vargem Grande Paulista sp , Grande São Paulo I, Grande São 

Paulo II, e Caucaia do Alto SP. 

ADESC は教育・社会的な活動をしている。具体的な活動としては、料理教室の実施、毎年恒例の絵

画コンクールへの参加、憩いの場「イエノヒカリ」の訪問等。さらに、2 週間ごとに市場を開いている。 

住所 Av. Dr.Avelino Chaves 41 VL Hamburguesa SP. CEP 05318-040 

電話番号 55-11-3835-6775 

E-mail adescsp@gmail.com 

ウェブサイト   

本邦研修参加 13 名：H25(3), H26(2), H27(1), H28(1), H29(2), H30(3), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1)     

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1)      

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

 

 トピック 内容 

(1)   

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

  

ロゴ                      施設                      位置 

サンパウロ 
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3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1)     

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 
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㉔ BR_ウニオンカストレンセ農協 

穀物を生産する農協／きのこ事業にも取り組む 

              
 

記入:2020/1/14 Alvaro Tatsuya Yamamoto 

[1] 組織の概要 

組織名 ウニオンカストレンセ農協 

UNICASTRO: Cooperativa Agrícola União Castrense Ltda. 

代表者名 Tsutomu Massuda 

組合員人数 104 人 職員人数 11 人 

設立年 1996 年 年間売上 12,527,964 US ドル 

組織紹介 UNICASTRO は旧コチア農協の組合員達への機材や生産物の売買などの活動継続によってスタートし

た。様々な管理体制を経て今の組織体制に至る。当農協が扱っている生産物は大豆、とうもろこし、

小麦、じゃがいもである。新たな事業として様々な地域のきのこ生産者と手を組み、きのこの販売を開

始し、南地域でのきのこ生産者グループの立ち上げを促進している。独自の研究施設で塊茎からじゃ

がいもの種苗をハウスでエアロポニック法を用いて、高品質で生産量の高い種苗の生産が可能となっ

た。 

住所 R. Francisco de Assis Andrade, 355 - Vila Rio Branco, Castro - PR, 84172-400 

電話番号 (42) 3233-4384 

E-mail alvaro@unicastro.com.br 

ウェブサイト  

本邦研修参加 1 名：H30(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 4,000ha 15,000t 2018-19 

(2) とうもろこし 400ha 3,500t 2018-19 

(3) 小麦 1,000ha 4,000t 2018-19 

(4) じゃがいも 470ha 1,300t 2019 

(5) きのこ - - - 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆 10 月-11 月 3 月-4 月   

(2) とうもろこし 9 月-10 月 3 月-4 月   

(3) 小麦 5 月-6 月 10 月-11 月   

(4) じゃがいも 1 月-12 月 1 月-12 月   

(5) きのこ       

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

  

ブラジル 
パラナ州 
カストロ市 

㉔ウニオンカストレンセ農協 UNICASTRO 

ブラジリア 

ロゴ                        施設                         位置 
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2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

20 年前に、日本企業と大豆の取引の話があった。 

豆腐と納豆用に高たんぱくな品質、及び遺伝子組み換えが施していない大豆を要し、様々なサンプルを持ち帰ったが、取

引には至らなかった。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 精密農業 大豆、とう

もろこし、

小麦 、 じ

ゃがいも 

機材やソフトウェアなどの技術を効果的か

つ実用的に活用し生産にかかるコスト削

減、品質向上、環境保全などを担う。 

精密機械は、理解不足やサポートが乏し

くあまり活用されていないことと技術面のコ

ストが高くついてしまう。 

3-3 関心のある技術・製品 

農業機械 

輸出 

選別、規格化 

3-4 日本企業への期待 

日本とは以下の企業とビジネスパートナーを希望する。 

・当農協の生産物に付加価値をつけることができる。 

・農業技術に富んだ企業。 

1)機械と機材 

2)生産、農村土地管理におけるソフトコンポーネントの導入ができる企業。 

・輸出を目的とした生産物の多様化 
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㉕ BR_ポンタグロッセンセ農協 

ブラジル国 
パラナ州 
ポンタグロッサ市 

㉕ポンタグロッセンセ農協 Cooperponta 

穀物に特化している農協 

 

記入：2021/2/26, Jorge 

[1] 組織の概要 

組織名 ポンタグロッセンセ農協 

Cooperponta: Cooperativa Agrícola Pontagrossense 

代表者名 Eduardo Kenji Yasuda 

組合員人数 39 人 職員人数 14 人 

設立年 1996 年 年間売上 5,826,992.34 US ドル 

組織紹介 【設立】Cooperponta はコチア農協の破産後、20 人の生産者とその家族が活動を共にすることによっ

て 1996 年の 2 月に設立された。Cooperponta はブラジル人と日系人の生産者で構成されており、わ

ずか 10 年の活動を経て組合員の人数が 2 倍近く増えて、現在は 39 人の生産者が所属している。

日々能力向上に励み、真摯に取り組んでいる。奏功し、急成長を遂げる農協になると自負している。 

【体制】パラナ州のポンタグロッサ市に位置しており、Cooperponta の活動範囲はおよそ半径 100 ㎞に

も及ぶ。8つの市にまたがっており、生産者の栽培面積は合計 9,000haになる。Cooperpontaは 14人

の従業員で構成されており、36,000t もの穀物を貯蔵できる体制を有している。また 8,000t の穀物の

貯蔵も受け入れることが可能であり、委託されている。 

【生産】Cooperpontaの生産物は大豆、とうもろこし、小麦、オート麦、フェイジョン豆などの穀物に特化

している農協である。 

【収入】常に輪作など正しい栽培技術を実施し、環境に優しい病害虫管理など、そして常に最先端の

技術で Cooperponta も生産能力向上に貢献し、年間およそ 620 万ドルの収入を得ている。 

【サービス】組合員達の技術向上のため Cooperponta は講演会、技術研修などを積極的に実施して

いる。また当農協は 2 年毎に土壌調査を実施しており、生産能力向上に努めている。また使用済み

の化学薬品のパッケージを回収し、環境法に基づいて処分をしている。 

【所属】Cooperponta は他の農協と連携するべく、パラナ州で組合組織の中でも最も重要な OCEPAR

－Organization of Paraná Cooperatives（パラナ州農協連合会）に所属している。またフリージア農協、

カストロランダ農協、Coopagricola など周囲の農協と交流するために互いに連携している。 

住所 AV. Newton Slaviero, 501 

電話番号 +055 42 3229 2552 

E-mail nfe@cooperponta.com.br 

ウェブサイト www.cooperponta.com.br 

本邦研修参加 1 名：H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 2.420ha 10.686.814t 2020 

(2) とうもろこし 475ha 8.285.512t 2020 

(3) 小麦 1.063ha 5.002.967t 2020 

(4) オート麦 242ha 455.899t 2020 

(5) フェイジョン豆 193ha 858.650t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆 10 月-11 月 3 月-4 月   

ロゴ                             施設                           位置 

ブラジリア 
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(2) とうもろこし 8 月-9 月 1 月-2 月   

(3) 小麦 6 月 10 月-11 月   

(4) オート麦 5 月-4 月 9 月-10 月   

(5) フェイジョン豆 10 月-11 月 12 月 4 月 6 月 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 種苗・品種 そば 大豆やとうもろこしの収穫後の裏作の必

要性。 

裏作として、そば栽培の導入 

3-3 関心のある技術・製品 

農業の持続可能化に向けての最新かつ経済的な技術。 

3-4 日本企業への期待 

日本とブラジル間でのビジネス 
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㉖ BR_インテグラーダ農協 

穀物・オレンジ・コーヒーを生産する大規模農協 

          

 

 

 

 

 

 

記入：2019/1/7, Marcelo Peluso 

[1] 組織の概要 

組織名 インテグラーダ農協 

Integrada Cooperativa Agroindustrial 

代表者名 Jorge Hashimoto 

組合員人数 9,829 人 職員人数 7 人（幹部） 

設立年 1995 年間売上 740,788,524 US ドル 

組織紹介 当組合は、信頼性のある生産物を生産・商品化することを追求している。生産過程の前段階で、生産

者をサポートし、製品を追跡しながら、最終製品の品質保証を目指している。 

住所 Rua São Jeronimo, 200 - Centro - Londrina PR 

電話番号 43 3294-7000 / (43)3294-7160 

E-mail integrada@integrada.coop.br 

ウェブサイト http://www.integrada.coop.br/ 

本邦研修参加 2 名：H25(2) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 675,708ha 1,065,052t  

(2) とうもろこし 492,740ha 684,111t  

(3) 小麦 100,336ha 96,350t  

(4) コーヒー 9,456ha 9,995t  

(5) オレンジ 1,600ha 76,704t  

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆     

(2) とうもろこし     

(3) 小麦     

(4) コーヒー     

(5) オレンジ     

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農業資材 農業用品、機械、飼料等の販売 

(2) 農産物加工 オレンジ果汁 

 

  

ブラジル 
パラナ州 
ロンドリーナ市 

㉖インテグラーダ農協 Integrada 

ブラジリア 

ロゴ                        施設                      位置 



52 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

日本企業とは過去に冷凍濃縮オレンジ果汁の販売で取引を行った経験がある。1 年目に協議・承認・交渉が行われた。2

年目には売上が上昇した実績がある。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 オ レ ン ジ

果汁 

品質管理や物流面での強化が必要。  

3-3 関心のある技術・製品 

 

 

3-4 日本企業への期待 

日本企業には、品質や物流の競争力を高めることができ、透明性のあるビジネスができることを期待する。 
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㉗ BR_ビトゥルナマテ茶協会 

ブラジル国 
パラナ州 
ビトゥルナ市 

㉗ビトゥルナマテ茶協会 ABEM 

マテ茶生産 -トレーサビリティ・認証・適切な森林管理- 

     

 

記入：2021/2/4, Bituruna 

[1] 組織の概要 

組織名 ビトゥルナマテ茶協会 

Abem – Associação Biturunense da Erva Mate 

代表者名 Naldo Hiraki 

組合員人数 10 人 職員人数 0 人 

設立年 2018 年 年間売上 - 

組織紹介 ABEM の会員は最良の栽培方法・技術・認証によって高品質のマテ茶生産に取り組んでいる。 

ブラジル国内で最良を誇るマテ茶を生産し、最高品質な商品をブラジル全国そして海外にも提供し

ている。 

住所 Avenida Paraná, 231 

電話番号 +55 42 998638468 

E-mail contato@abem.agr.br 

ウェブサイト www.abem.agr.br / https://youtu.be/KP2hie-Uixs 

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) マテ茶 (ilex paraguarienses)   6.347ha 1.000.000t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) マテ茶 (ilex paraguarienses)  5 月/9 月  12 月/1 月 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

現時点では日本企業との取引はないが、将来的には食品を扱う企業と商談を進めたいと思っている。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 （農産

物・加工品） 

茶 現在、マテ茶をベースにした製品の開発

段階にある。 

2021 年末には新商品が販売及び輸出が

可能であることを確信している。 

  

ロゴ                            農場                      位置 

ブラジリア 
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3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 

我々の製品はトレーサビリティもあり、生産地の保証があるため、良好なパートナーシップを築くことを期待している。 

日本の食品会社と良いビジネスをしたいと考えている。 
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㉘ BR_サンジョアキン農協 

ブラジル国 
サンタカタリーナ州 
サンジョアキン市 

㉘サンジョアキン農協 SANJO 

ブラジルのりんごの首都／ジュース・ワインも製造  

 

  

 

 

 

 記入：2021/1/8, Giovane 

[1] 組織の概要 

組織名 サンジョアキン農協 

SANJO: Cooperativa Agrícola de São Joaquim 

代表者名 Marcelino Kioshi Furihata 

組合員人数 101 人 職員人数 370 人 

設立年 1993 年 年間売上 28,000,000 US ドル 

組織紹介 当農協は環境保全分野に視野を入れながら持続可能な生産を行ってきた。生産認証では Produção 

Integrada de Maçã（統合的りんご生産）と Global Gap を習得しており、出荷施設では HACCP を習得し

ている。当組合は、果物の冷蔵能力は、38,000t 以上あり、冷蔵施設の面積は 44,000m2である。1 日

あたり 200t 以上のりんごを選別・商品化している。年間売上額は 1 億レアルを見込む。当組合は、デ

ィズニーと契約しており、一部商品(りんごやりんごジュース)は子供受けが良くなるように、ディズニーキ

ャラクターの包装を使用している。また、組合では工場見学を受け入れており、りんごジュース工場や

ワイン工場の見学ができる。毎月、サンジョアキン障害児・障害者協会(APAE)に対して財政支援を行

っている。半年ごとに、軍警察との連携による「薬物および暴力に抵抗するための教育プログラム 

(PROERD)」を支援している。これは、訓練を受けた制服の軍警察官から独自の教材(図書、T シャツ、

修了証書)を用いて、薬物や暴力を防止するための講義を各学校の教室で行うプログラムである。 

住所 Avenida Irineu Bornhausen, 677 – Martorano 

電話番号 49 32337300 

E-mail tecnica@sanjo.com.br 

ウェブサイト www.sanjo.com.br 

本邦研修参加 6 名：H25(1), H26(1), H28(2), H30(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) リンゴ 1250ha 50.000.000t 2020 

(2) ぶどう 15ha 225t 2020 

(3) ブルーベリー 5ha 3,5t 2020 

(4) フェイジョア 1ha 6t 2019 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) リンゴ 7 月 2 月 9 月 3 月 

(2) ぶどう 8 月 3 月 9 月 4 月 

(3) ブルーベリー 7 月 1 月 9 月 -- 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) リンゴ ポルトガル 2500t 

(2) リンゴ イギリス 500t 

  

ブラジリア 

ロゴ                            施設                                位置 

ブラジリア 
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2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 リンゴジュース 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

過去に日本企業の大和商事、Helms Co と取引の経験がある。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 （農産

物・加工品） 

リンゴ、リ

ン ゴ ジ ュ

ース 

生産の認証、新しい市場を切り開く 果樹園の適正化。コマーシャル部の構築 

(2) 選別 ・規格

化 

リンゴ 選別の機械化 新しい機械の購入 

(3) 種苗・品種 リンゴ 害虫や病気に強い品種が無い 研究に投資 

3-3 関心のある技術・製品 

包装工場及び果樹園の自動化 

3-4 日本企業への期待 

新しいビジネスに向けてのパートナーシップを期待している。 
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㉙ BR_ラーモス果樹生産者地域連合 

ブラジル国 
サンタカタリーナ州 
フレイロジェリオ市 

㉙ラーモス果樹生産者地域連合 UNIFRUTA 

和梨・桃に加えて穀物を生産 

 

      

 

記入：2021/1/14, Miwa Onaka 

[1] 組織の概要 

組織名 ラーモス果樹生産者地域連合 

UNIFRUTA: União Regional dos produtores de Frutas 

代表者名 Toshio Ichikawa 

組合員人数 14 人 職員人数  

設立年 1995 年 年間売上  

組織紹介  

住所 Rodovia SC 451 Km 25 

電話番号 +55-49-98914-2032 

E-mail acbjapao@gmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) にんにく 8ha 56t 2020 

(2) 梨（和梨） 4.5ha 70t 2020 

(3) 大豆 40ha 156t 2020 

(4) 桃 3ha 30t 2020 

(5) とうもろこし 56ha 638t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) にんにく 6 月-7 月 11 月-12 月   

(2) 梨（和梨） 5 月-7 月 2 月-3 月   

(3) 大豆 10 月-11 月 2 月-4 月   

(4) 桃 5 月-7 月 12 月-1 月   

(5) とうもろこし 10 月-11 月 3 月-5 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

  

ロゴ                        梨                           位置 

ブラジリア 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1)     

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 
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㉚ AR_ハルディンアメリカ生産者組合 

アルゼンチン国 
ミシオネス州 
ハルディンアメリカ市 

㉚ハルディンアメリカ生産者組合 

マテ茶を中心にタピオカでん粉や瓶詰め加工品を販売 

      

 
記入：2020/2/26 

[1] 組織の概要 

組織名 ハルディンアメリカ生産者組合 

Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América 

代表者名 Maximiliano Cunale 

組合員人数 178 人 職員人数 68 人（登録者：550 人） 

設立年 1973 年 年間売上 700,000 US ドル 

組織紹介 私達は小規模農家の組合である。マテ茶生産に専念しており、キャッサバ澱粉工場と、地域の野菜

（きゅうり、ミニコーン、ピクルス、ザワークラウト（キャベツの漬物）、ビーツ、唐辛子、パパイヤ、かぼち

ゃ、無花果など）20 種類以上の瓶詰を生産している。 

住所 Ruta Nacional Nº 12 KM 1436. Jardin America. Misiones. Argentina 

電話番号 +54 3743 460-277/763 

E-mail gerencia@flordejardin.com.ar 

ウェブサイト www.flordejardin.com.ar 

本邦研修参加 6 名：H25(2), H26(2), H27(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) マテ茶  12.000t 2020 

(2) キャッサバ  6.000t  2020 

(3) きゅうり  65t 2020 

(4) ミニコーン  25t 2020-2021 

(5) パパイヤ  120t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) マテ茶 １年中 2-9 月   

(2) キャッサバ 7-10 月 3-9 月   

(3) きゅうり 9 月 11-12 月   

(4) ミニコーン 8-1 月 12-3 月   

(5) パパイヤ 8 月 3-7 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 研修 農業学校の運営（Instituto Agrotécnico Jardin América） 

 

  

ロゴ                             施設                         位置  

ブエノスアイレス 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 マテ茶 現在マテ茶用の粉砕機の改善に投資し

ており、新たな市場を開拓したいと考えて

いる。 

日本企業との連携 

(2) 土壌 マテ茶 長年肥料を使用せずに栽培してきたが、

土壌が痩せてきたことから土壌改良のた

め有機肥料を使い始めた。 

日本の有機肥料の技術、土壌改良剤の

導入により、持続可能な生産をする。 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 

私たちの生産物にとって日本市場は、高い可能性を秘めた市場であり、消費者数においても高い可能性を秘めているた

め、興味深く、日本企業にはビジネスパートナーを期待している。 
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㉛ AR_メルコフロール花卉生産者組合 

アルゼンチン国 
ブエノスアイレス州 
ラプラタ市 

㉛メルコフロール花卉生産者組合 Mercoflor 

市場で切花・鉢物を販売 

        

 
記入：2021/1/9, Roberto Gogami 

[1] 組織の概要 

組織名 メルコフロール花卉生産者組合 

Mercoflor: Cooperativa de Productores de Flores y Plantas Mercoflor ltd 

代表者名 Kaizoji Javier 

組合員人数 130 職員人数 10 人 

設立年 1998 年間売上  

組織紹介 私たちの組合は、40 人の日本人と現地人によって設立され、花や植物の販売市場として 20 年以上

の歴史がある。生産地立地型を目指して、以前の組合から独立して作られた組合である。花卉生産

者が仲介を通さずに商品を顧客へ提供することを第一として営業している。現在の販売方法は、各

生産者が家族経営で生産しており、生産者が直接商品を持参し、販売するため、手数料もなく、直売

所も生産地域に設置されているので、輸送コストもほとんどかからない。首都ブエノスアイレスからも生

産者からも近い所に位置しており、アクセスが非常に簡単である。 

そのため物流の面でも非常に利便性が高い。 

アルゼンチンの花卉栽培の多くは、小規模な家族経営である。小規模な農家にとって、遠い都市部

まで商品を輸送するのは不可能なため、直売所での販売が主流となった。当組合は、法律や会計の

コンサルティング、農業技師、商品の全国輸送など、様々なサービスを提供している。他団体とイベン

トや展覧会を共同で行っている。Mercoflor は国内でも花卉生産組合として定評がある。 

住所 Ruta 36 y 420, Melchor Romero, La Plata, Buenos Aires, Argentina 

電話番号 +54 2229492808 

E-mail mercoflor@gmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加 4 名：H28(1), H30(2), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 切花 90ha  2020 

(2) 鉢物 40ha  2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 切花 年中 年中   

(2) 鉢物 年中 年中   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 資金融資 組合員にマイクロクレジットを提供 

(2) その他 専門家派遣研修 

 

ロゴ                              施設                         位置 

ブエノスアイレス 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

過去に日本企業との取引としては、見本を欧米や日本に送付し、結果は悪評ではなかったが商業取引に発展しなかっ

た。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 害虫・害獣 切花、鉢

物 

化学薬品が高価格。市販の薬品に免疫

力がある害虫のコントロールには高いコスト

が強いられ、生産者を悩ませている。 

環境にやさしい害虫駆除。害虫の耐性を

持ちかつ経済的に効果が得られる品質の

模索。 

(2) 選別 ・規格

化 

切花、鉢

物 

商品の標準化に乏しい。商品の品質を均

一に保てない。 

商品標準化のマニュアル 

(3) 農業資材 切花、鉢

物 

季節によって生産が左右されてしまうの

で、価格が下落し、販売が困難になる。 

収穫時期を延ばすまたは短くする技術。

現在使用しているものは銀かアルミベー

スの薬品。最先端でリーズナブルな製品

を導入する。 

3-3 関心のある技術・製品 

栽培技術及び有機殺虫剤の提供。 

 

3-4 日本企業への期待 

日本の企業とビジネスパートナーとなるチャンスはあると考える。組合は、輸出入の免許を取得することができ、一般の企

業より安い税金で輸入することができる。現在当組合では、その免許を持っていないが、今後取得し、組合員が今まで業

者を通して輸入していた種や苗を当組合が直接代行することができる。しかし、人件費、輸送費、諸経費などインフレで高

騰しているため、これらの状況が好転すれば、日本企業とのビジネスのチャンスは見えてくる。 
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㉜ AR_エコフロール花卉農協 

花・観葉植物を専門に扱う農協 

  

 

 

 

 

 

 

記入：2019/2/28, Okayama Toyoki 

[1] 組織の概要 

組織名 エコフロール花卉農協 

Ecoflor: Establecimientos Cooperativos Floricolas LTDA 

代表者名 Augusto Tsuzisaki 

組合員人数 19 人 職員人数 4 人（幹部） 

設立年 2015 年 年間売上 112,000 US ドル 

組織紹介 当組合は 2015 年に設立し、花の生産者たちに新しい技術の経営の面で支援し生産能力を高めるこ

とを目的にしている。サービス提供として、1）組合員のために農業用品の買い取り、2）組合員のため

に生産物の販売を行っている。 

住所 Av. de los Inmigrantes 4150 Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, C.P. 1888. 

電話番号 Tel: 054-2225-498129/ Cel: +54-11-69496817 

E-mail ecooflor@gmail.com / toyokiokayama@hotmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 切花 30ha   

(2) 観葉植物・花の苗 18ha   

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 切花     

(2) 観葉植物・花の苗     

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農業資材 組合員のために農業用品の買い取りや生産物の販売 

(2) 技術指導 花の生産者たちに新しい技術の経営の面や生産能力を高めるサポート 

 

  

アルゼンチン 
ブエノスアイレス州 
ラプラタ市 

㉜エコフロール花卉農協 Ecoflor 

ブエノスアイレス 

ロゴ                            団体ページ                               位置 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 農業資材 花 生産不足及び供給能力の持続を保つ必

要がある。 

生産力を高めることができる農業資材 

3-3 関心のある技術・製品 

 

 

3-4 日本企業への期待 

日本企業には生産不足及び供給能力の持続を保つことができるサポートを期待する。 
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㉝ PY_アマンバイ農協 

パラグアイ国 
アマンバイ県  
ペドロフアンカバレリョ市 

  ㉝アマンバイ農協  

大豆・とうもろこし等の穀物を生産する農協 

 

     

 

 

 

 

 

2021/1/12 

[1] 組織の概要 

組織名 アマンバイ農協 

Cooperativa Amambay Agricola Ltda. 

代表者名 Kazuhiko Kanno 

組合員人数 20 人 職員人数 3 人 

設立年 1961 年 年間売上 1,340,000 US ドル 

組織紹介 1959 年にコーヒー問屋ジョンソンが破産した結果、コーヒー生産者も破産し行き場を失った。そして、

1960 年に 53 人の組合員を筆頭に日経農協を設立し、1961 年に正式に農業組合として登録した。 

大豆、豆、とうもろこしを中心に生産し日系社会の経済及び文化の発展支援を活動の目的としてい

る。 

その後コーヒー、養鶏、とうもろこし、野菜、果物などを生産していたが害虫や天候の変化などによる

困難に直面した。1981 年に養鶏工場を設立。1990 年代穀物や果物の為にサイロに着工。 

当農協は小規模生産者のサポートだけではなく、製品の品質向上を目的として生産者への技術指導

なども行っている。 

住所 Calle Bolivia Zona Industrial km 1 

電話番号 +595336273907 

E-mail coop.amambay@gmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 1.000ha 3.340ton 2020 

(2) とうもろこし 800ha 3.200ton 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆 9 月中旬 2 月下旬   

(2) とうもろこし 3 月    

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 講習 生産物の品質向上の為に講演会を実施 

 

  

ロゴ                          施設                              位置 

アスンシオン 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

なし 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1)     

3-3 関心のある技術・製品 

我々は常に製品の品質向上に向けて研修に参加している。 

収量向上のために新しい品種の試験も行っている。 

3-4 日本企業への期待 
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㉞ PY_ラパス農協 

パラグアイ国 
イタプア県 
ラパス市 

㉞ラパス農協 

穀物を生産し、小麦粉・飼料を販売 

     

  

 

 

 

 

 

  

記入：2021/1/7, Bartolome Konish 

[1] 組織の概要 

組織名 ラパス農協 

Coop. La Paz: Cooperativa La Paz Agricola Limitada. 

代表者名 Yoshimasa Goto 

組合員人数 160 人 職員人数 200 人 

設立年 1971 年 年間売上 40,000,000 US ドル 

組織紹介 1970年10月にラパス農協（旧フラム農協）はイタプア県4農協（チャベス、フジ、旧ラパス、サンタロー

サ農協）が、合併したことにより、誕生した。1990年代生産量が拡充するとともに農協サイロ増設や農

業資材の販売から当農協は拡大する。2000年には様々な困難に直面したものの、製粉工場や飼料

工場を建設し、現在に至る。 

当農協の組合員の主要生産物は大豆、とうもろこし、小麦である。また、以下の活動も行っている。 

-農業融資 

-穀物販売 

-販売及びサービス提供施設の運営 

-小麦粉製造工場の運営 

-飼料工場の運営 

住所 Ruta Graneros del Sur km. 36,5 

電話番号 0763-20100 

E-mail lapaz@lapaz.coop.py 

ウェブサイト  

本邦研修参加 2 名：H30(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 14,000ha 42,000t 2020 

(2) 小麦 8,000ha 16,000t 2020 

(3) とうもろこし 1,500ha 8,000t 2020 

(4) ひまわり 400ha 1,000t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆 9 月 2 月   

(2) 小麦 3 月 9 月   

(3) とうもろこし 2 月 6 月   

(4) ひまわり 7 月 12 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

ロゴ                         施設                         位置 

アスンシオン 

mailto:lapaz@lapaz.coop.py
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 トピック 内容 

(1) 農産物加工 栄養バランスを考慮した飼料への加工 

(2) 資金融資 大豆、小麦、とうもろこし、もろこし、米の生産。土地の購入又インフラ整備にも

投資している。 

(3) 農業機械 農業機材の購入 

(4) 農業資材 肥料・農薬 

(5) 貯蔵 穀物を受けることができるように穀物用サイロ、種子用サイロを保有。 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1)     

3-3 関心のある技術・製品 

 

 

3-4 日本企業への期待 
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㉟ PY_ピラポ農協 

パラグアイ国 
イタプア県 
ピラポ市 

㉟ピラポ農協 Pirapó 

穀物サイロ・スーパーマーケットを運営 

     

 
記入：2021/1/22, 居村芳生（Imura Yoshio） 

[1] 組織の概要 

組織名 ピラポ農協 

Cooperativa Pirapó Agrícola Limitada 

代表者名 Kaoru Shima（島 郁） 

組合員人数 136 人 職員人数 90 人 

設立年 1960 年 年間売上 45,600,000 US ドル 

組織紹介 ピラポへの移住わずか 3 ヶ月後の 1960 年 11 月 3 日にピラポ農業協同組合として設立され、翌年

1961 年に法定認可を受けた。 

パラグアイ日系農業協同組合中央会とパラグアイ生産者組合連盟（FECOPROD）に加盟している。 

事業内容は主に、農産物の生産、金融事業、生産資材取り扱い事業、購買事業、建築資材取り扱い

事業、燃料の供給事業、サイロ事業、営農指導サービス、スーパーマーケット運営を行っている。 

全ての組合員の農地では不耕起栽培が行われており、土壌を侵食から保護している。また常に、土

壌保全のため、地域で正しい等高線の活用や流域保護の意識を呼びかけている。 

また、組合員への福祉面の充実にも力を入れており、2015 年より、組合員や職員が使用するための

広いキンチョ (バーベキュー用広場）と子供用遊び場を保有し、2016 年から 2019 年には、キンチョの

手前に照明付き人工芝サッカー場、バレーボールコートとパデルコートが出来上がった。 

現在当農協はパラナ川沿い（Caarendy）に土地を所有しており、港湾開発プロジェクトや農産物（大

豆、小麦）の工業化プロジェクトを検討中。 

住所 パラグアイ国、イタプア県、ピラポ市（Calle Brasilia y 22 De Septiembre 

電話番号 +595-768-245220 

E-mail administracion@copirapo.com.py 

ウェブサイト Copirapo.com.py 

本邦研修参加 2 名：H28(1), H29(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大 豆 22.480ha 75.770t 2019/2020 

(2) 小 麦 3.310ha 8.480t 2019 

(3) とうもろこし 4.715ha 28.340t 2020 

(4) なたね 758ha 1.100t 2020 

(5) もろこし 527ha 1.830t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大 豆 9, 10, 11 月 12, 1, 2, 3 月 12, 1, 2 月 3, 4, 5 月 

(2) 小 麦 4, 5, 6 月 8, 9, 10 月 - - 

(3) とうもろこし 8, 9,10 月 11, 12, 1 月 12, 1, 2 月 3, 4, 5, 6 月 

(4) なたね 4, 5, 6 月 8, 9, 10 月 - - 

(5) もろこし - - 12, 1, 2 月 3, 4, 5, 6 月 

  

ロゴ                          施設                                 位置 

アスンシオン 
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2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) 大豆 国内市場 全て 

(2) 小麦 ブラジル 一部 

(3) とうもろこし ブラジル、ウルグアイ 一部 

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 資金融資 生産融資、特別融資、医療貸付金、再建融資 

(2) 農業資材・機械 農機械、農機具購入資金 

(3) 
その他 

スーパー運営、燃料供給事業、購買事業、建築資材取り扱い事業, 生産資

材取り扱い事業、土壌サンプル採取サービス 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

なし 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 精密農業 組合員 土壌改良活動の促進、各組合員の単収

を上げる 

農協で大型の石灰散布機を購入し、特に

単収の低い組合員に対して土壌改良を

行う。 

(2) 肥料 組合員 土壌検査マップの作製に基づき肥料散布

のコスト削減 

肥料会社との連携によるコスト削減、また

は、石灰散布機を新規購入し、サービス

を提供する。 

3-3 関心のある技術・製品 

精密農業に伴うソフト、大型ドローンなど 

 

3-4 日本企業への期待 
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㊱ PY_コルメナアスンセーナ農協 

パラグアイ国 
セントラル県 
アスンシオン市 

㊱コルメナアスンセーナ農協 CAICA 

野菜・果物を生産する農協 

 

      

 
記入：2021/1/19 

[1] 組織の概要 

組織名 コルメナアスンセーナ農協 

CAICA；Cooperativa Agro-Industrial Colmena Asuncena Limitada 

代表者名 Koichi Miyamoto 

組合員人数 48 人 職員人数 22 人 

設立年 2004 年 年間売上 2,000,000 US ドル 

組織紹介 当農協はパラグアリ県コルメナ市・中央局、イター、イタウグア、ジャグアローン、カピアター、ヌエバ イ

タリア・コルディジェーラ県カラグアタイで活動している組合員達の商品の販売をしている。 

アスンシオンの中央市場に拠点を構え、そこで組合員達の商品を毎週月水金曜日に受け取り、販売

を行っている。野菜・果物の販売に専念している唯一の日系農協である。組合で生産した果樹や野

菜を販売するだけでなく、他の農協、ラパス農協やイグアス農協が生産している小麦粉の販売も行っ

ている。また、生産者に収穫時期までの期間の融資を供給するために、他の農業組織の農業関係商

品の販売や輸送を行っている。 

住所 Avenida Defensores del Chaco y Pycasu. Mercado Central de Abasto Bloque “A” Local Nro. 49 al 54 

電話番号 (0595)021-501.804 FAX: (595)021-508.656 

E-mail coopcaica@gmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加 6 名：H26(1), H27(1), H28(2), H29(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) トマト 20ha 741t 2020 

(2) ピーマン 4ha 193t 2020 

(3) レモン 15ha 292t 2020 

(4) メロン 2ha 111t 2020 

(5) ブドウ 19ha 110t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) トマト 3 月 7 月 8 月 11 月 

(2) ピーマン 2 月 6 月 9 月 12 月 

(3) レモン 4 月/7 月 1 月/12 月   

(4) メロン 1 月 4 月 9 月 12 月 

(5) ブドウ 5 月/7 月 11 月/12 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

  

ロゴ                           施設                              位置 

アスンシオン 

mailto:coopcaica@gmail.com
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2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

無し 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) その他  1 月は暑さのため、消費の多いトマト、ピー

マン、玉ねぎ、ジャガイモ、ニンジンなどの

野菜の栽培が非常に困難である。1 月か

ら 3 月にトマトの仕入れが 90%も減少す

る。 

適切なインフラ設備と、農家達への技術

移転などを施せばこの時期でも栽培可能

になるかと考えている。 

3-3 関心のある技術・製品 

1） トマトの選別機（重量やサイズで） 

2） 製品の包装機 

3-4 日本企業への期待 

自動化プロセスなどを導入し施肥、灌漑害、虫駆除の管理を改善した栽培方法の確立。 

協定による製品の輸出。 
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㊲ PY_イグアス農協 

パラグアイ 
アルトパラナ県 
イグアス市 

㊲イグアス農協 Yguazu 

穀物に加えてナッツ・肉牛を扱う農協 

 

記入：2021/1/31 

[1] 組織の概要 

組織名 イグアス農業協同組合 

Cooperativa Yguazu Agricola Ltda. 

代表者名 Tadatoshi Kudo（工藤 忠利） 

組合員人数 85 人 職員人数 85 人 

設立年 1961 年 年間売上 35,000,000 US ドル 

組織紹介 創立以来、組合員の営農形態は野菜農家から畑作農家へと移行し、大型機械化農業により大豆・

小麦・とうもろこしなどの穀物生産を続けてきた。しかし近年、気候の変化や、環境保全とこれに伴う法

律による規制が厳しくなり、組合員の営農環境は著しく変化している。これらを踏まえ、組合員・農協と

もに、穀物生産の付加価値化や複合経営による生産物の多様化に取り組んではいるものの、未だ模

索中である。 

過去に日本企業との取引の経験がある。 

 

イグアス農協の組合員の主な生産物は、大豆、とうもろこし、小麦です。 

主な事業として、 

- 信用事業 

- 販売事業（組合員の生産物の販売）とサイロ事業 

- 購買事業（農業資材の共同購入・販売、スーパーマーケットとガソリンスタンドの運営） 

- 製粉工場、牛の屠殺場（肉の直売所）の運営 

- マカダミアナッツの生産・販売 

を行っている。 

住所 Av. Pte. Stroessner e/Japon y 14 de Mayo, Distrito Yguazu, Dpto. Alto-Parana, PARAGUAY 

電話番号 +595-c632-20245 

E-mail coop.yguazu@yguazu.coop.py 

ウェブサイト  

本邦研修参加 1 名：H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 15,000ha 59,000ton 2019-20 

(2) 小麦 3,200ha 7,800ton 2020 

(3) とうもろこし 3,700ha 16,000ton 2020 

(4) マカダミアナッツ 80ha 50t 2019 

(5) 肉用牛  1,080t 2019 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆 9 月-10 月 2 月-3 月 1 月-2 月 6 月 

(2) 小麦 5 月 9 月   

(3) とうもろこし 9 月 2 月 1 月-2 月 7 月-8 月 

(4) マカダミアナッツ  12 月-4 月   

ロゴ                             施設                      位置 

アスンシオン 
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(5) 肉用牛     

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) 大豆（非遺伝子組み換え） 日本 100ton 

(2) マカダミアナッツ 香港 40ton 

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 資金融資 組合員への営農資金の融資、および貯金の取扱い。 

(2) 農業資材・機械 資材の共同購入と販売。 

(3) 農産物加工 製粉工場、牛の屠殺場の運営。 

(4) その他 スーパーマーケット、ガソリンスタンド、肉の直売所の運営。 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

・非遺伝子組換え大豆の販売 

・マカダミアナッツの販売 

取引先：「ギアリンクス」 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 （農産

物・加工品） 

大豆・牛肉・

マカダミアナッ

ツ 

輸送期間の短縮、輸送コストの削減。  

(2) マーケティン

グ 

同上 日本の市場、需要などに関する情報

不足。 

販売、営業力の強化。 

 

(3) 加工（カット・

乾燥） 

牛肉・マカダミ

アナッツ 

保存期間・品質管理に留意した加工

品の開発に向けた技術導入。 

 

3-3 関心のある技術・製品 

・マカダミアナッツの加工技術、加工品の種類。 

・牛肉を使用した加工品。長期保存が’可能な加工技術。 

3-4 日本企業への期待 

日本企業には商材として農畜産物（大豆、小麦、とうもろこし、チアシード、マカダミア、牛肉など）を扱えるビジネスパートナ

ーを求める。特に生産から加工・流通までの流れの中で、不得意な部分を補い合うことができることや加工技術や販売力

の強化ができる企業を求めている。 

まず、情報の提供から技術面含む多方面からアドバイスをいただき、日本における生産物の販売の可能性を探っていきた

い。 
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㊳ PY_パラグアイ農牧総合試験場 

パラグアイ国 
アルトパラナ県 
イグアス市 

㊳パラグアイ農牧総合試験場 CETAPAR 

日系農協中央会が管理する試験場 

             

 
記入：2021/1/22, Yguazú 

[1] 組織の概要 

組織名 パラグアイ農牧総合試験場 

Fundación Nikkei CETAPAR 

代表者名 Kenyi Nakamura 

組合員人数 3 組合 職員人数 39 人 

設立年 2010 年 4 月 1 日 年間売上 500,000.00 US ドル 

組織紹介 パラグアイ農牧総合試験場-CETAPAR は 2010 年 3 月 1 日に政令 No 4,147 によって正式に認可さ

れ、2010 年 4 月 1 日に活動を開始した。 

現在は IPTA の CICM 及び CIHB と並びパラグアイの重要研究施設として活動している。 

3 つの大きな協同組合、Unicoop、Fecoprod、中央会によって構成されている。 

私たちは、国の東 282 キロ地点にある、Alto Paraná 県のイグアス地区に位置しており、肥沃度が高い

玄武岩質の土壌で穀物栽培に適した地である。 

トマトとメロンの品種改良や、ラボラトリーでの成分検査等を行っている。 

住所 Ruta PY02 km 282 – Distrito de Yguazu – Departamento de Alto Parana – Paraguay 

電話番号 +21 338 9461 

E-mail contactos@cetapar.com.py 

ウェブサイト https://www.cetapar.com.py/ 

本邦研修参加 1 名:H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1)     

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1)      

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) その他 研究室で分析 

(2) その他 現場でのさまざまな農産物の試験 

(3) その他 研修、技術指導、実習 

 

  

アスンシオン 

ロゴ                           施設                             位置 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

JIRCAS と協定を結び、さび病に強い大豆の品種改良を実施 

また、帯広大学と牛乳の品種改良を実施 

民間企業に場所を提供して、品種改良等の農業試験を実施 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 認証 品質認証 品質管理システムが必要 我々の製品やサービスを顧客によりよく提

供できるように ISO 品質認証を習得する

必要がある。 

3-3 関心のある技術・製品 

サービス提供の改善を図るため、研究所の機材をリニューアルしたい。 

CETAPAR の管理体制改善のためのソフトウェア。 

農業生産の技術革新（機材、機械、設備）。 

3-4 日本企業への期待 

CETAPAR の研究施設は農業の技術革新の中心として利用して欲しいと考えている。 
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㊴ PY_パラグアイ日系農協中央会 

パラグアイ国 
セントラル県 
フェルナンドデラモラ市 

㊴パラグアイ日系農協中央会 Chuokai 

パラグアイ 5 日系農協を束ねる中央会 

 

ロゴ                           施設                           位置 

記入：2021/1/8 

[1] 組織の概要 

組織名 パラグアイ日系農協中央会 

Chuokai: Central Cooperativa Nikkei Agricola Limitada 

代表者名 Kenyi Nakamura 

組合員人数 0 人 職員人数 2 人 

設立年 1980 年 年間売上  

組織紹介 パラグアイ日系農協中央会は政府機関との手続きなどをサポートする日系農業生産組合の代表組

織である。 

自己資金または国際機関を通じて信用供与を行っている。 

農業技術センター（日系財団-CETAPAR）の管理も行っている。 

また、各農協の親睦を深めるための交流会や教育なども実施している。 

住所 Calle Arq.Tomas Romero Pereira y 10 de Julio, Fernando de la Mora 

電話番号 595-21-509526 

E-mail coopnikkei@gmail.com 

ウェブサイト   

本邦研修参加 2 名：H25(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1)     

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1)      

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 資金融資 農業投資への信用供与 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

【実績】 

・北海道の帯広大学と連携協定締結 

・JIRCAS（日本）とプロジェクトを実施 

・イスラエル大使館と農業プロジェクトを実施 

・パートナー農協や農業関連のその他組合に有益となるプロジェクトを実施 

・JA 北海道中央会と連携協定締結 

アスンシオン 
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・十勝農業協同組合連合会と連携協定締結 

・La Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay (CONCOPAR)とパートナーを組んでいる 

・海外日系人協会とパートナーを組んでいる。 

 

過去に日本企業との取引の経験がある。イグアス農協の非遺伝子組み換え大豆の商品化を目的とした、日本企業ギアリ

ンクスとの契約締結。 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1)     

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 

ピラポ農協、ラパス農協、イグアス農協、コルメナアスンセーナ農協などの農協に、農産物の加工産業施設などを導入す

る際に投資を得るための協力協定。 
   

 

   

 

 

 

 

 

  
事務所 エンカルナシオン倉庫 

パラグアイ農牧総合試験場 CETAPAR 
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㊵ BO_コロニアオキナワ農協 

穀物生産に加えて小麦粉・パスタなどの加工品を製造 

 

         

 

 

記入：2021/02/05 

[1] 組織の概要 

組織名 コロニアオキナワ農牧総合協同組合 

Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa RL (CAICO R.L.) 

代表者名 具志堅 正 Tadashi Gushiken Goya  

組合員人数 120 人 職員人数 17 人 

設立年 1971 年 年間売上 785.700,00 US ドル 

組織紹介 コロニアオキナワ農牧総合協同組合は、1971 年にそれまでオキナワ第一、第二、第三の各移住地で

別々に運営されていた農協が一つにまとまって現在の形になってから、今年で 50 年を迎える。 

現在、組合の主な事業は組合員への営農指導で、組合員が生産している主な穀物は、夏期は大

豆、米で冬期は小麦、トウモロコシ、ソルガムとなっている。その他にサトウキビの生産、そして畜産を営

んでいる組合員もいる。 

組合員が生産している大豆は、2014 年に組合から分離した株式会社 CAICO S.A.で保管された後、加

工品として国内外で販売されている。小麦は、2009 年に設立され、現在は CAICO S.A. の子会社とな

っている Molinera Oki で、小麦粉及びパスタが生産され、「Harina Okinawa」「Fideo Okinawa」のブラ

ンドで国内市場で販売されている。 

住所 Av. Ryukyu s/n, Colonia Okinawa Nº1 オキナワ第１移住地、琉球通り（本部） 

電話番号 +591-3-3418061 

E-mail caico@caico.com.bo 

ウェブサイト www.caico.com.bo 

本邦研修参加 4 名：H25(1), H27(1), H30(1), H31(1) 

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 大豆 19.400ha 50.783t 2020 

(2) 小麦 8.900ha 20.635t 2020 

(3) 米 5.900ha 28.900t 2020 

(4) とうもろこし 2.680ha 10.700t 2020 

(5) ソルガム 5.250ha 15.700t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 大豆 6 月-7 月 10 月-11 月 11 月-12 月 3 月-4 月 

(2) 小麦 4 月-5 月 8 月-9 月   

(3) 米   10 月-12 月 3 月-5 月 

(4) とうもろこし 3 月-4 月 9 月-10 月 10 月-12 月 3 月-5 月 

(5) ソルガム 3 月-4 月 9 月-10 月 10 月-12 月 3 月-5 月 

 

ボリビア 
サンタクルス県 
サンタクルス市 

㊵コロニアオキナワ農協 CAICO 

ロゴ                          施設                         位置 

ラパス 
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2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) 大豆 ペルー 10t 

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 
資金融資 

年 2 回（夏作・冬作）、各組合員の栽培面積によって営農資金の融資を行っ

ています。 

(2) 農産物加工 小麦粉・パスタ 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 土壌 畑作農家 化学農薬の長期連用に伴う土壌中に蓄

積及び残留による土壌環境汚染。 

農薬使用量を可能な限り減少し、生物農

薬の導入を図る。 

(2) 輸出 大豆 品質：我々の生産物は遺伝子組み換え

技術を使用しており、日本の厚生労働省

の品質基準を満たせていない。また我々

にとっては植物検疫の基準を満たすのは

困難である。 

日本の基準に沿って販売できる代替品を

模索して日本へ輸出する。 

3-3 関心のある技術・製品 

 

3-4 日本企業への期待 

日本企業には農作物購入の関心があることを期待する。我々の農産物を用いた新たなプロジェクト/製品を作り出すことや

チアシードの商品化やゴマに関連のある機材や製品の導入（ゴマに関しては搾油やその他の付加価値をつけられる副産

物を商品化するための機材や資材等の導入）これらの農作物の導入を検討しており、商品化のアイデアや実例などがあ

れば参考にしたい。 
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㊶ BO_サンフアン農協 

ボリビア 
サンタクルス県 
サンフアン市 

㊶サンフアン農協 CAISY R.L. 

鶏卵・穀物生産に取り込む農協 

   

 
 

記入：2021/1/7, Yuuki Mizushima 

[1] 組織の概要 

組織名 サンフアン農牧総合協同組合 

CAISY R.L.; Cooperativa Agropecuaria Integral San Juan de Yapacani R.L. 

代表者名 Yuuki Pedro Yonekura Nishi 

組合員人数 102 人 職員人数 240 人 

設立年 1957 年 年間売上 55,000,000 US ドル 

組織紹介 CAISY は、組合員の営農活動の保護と生活の向上をはかり、地域住民と共により良い農村生活の創

設を目指し、ボリビア国の発展に寄与する目的で、1957 年に 48 人の日本人移住者によって設立され

た。当農協は小～中規模農家の日系人によって組職され、移住地の活動の主たる拠点にしている。

創立から約 67 年間、入植当初より様々な困難があったが、めまぐるしい農業情勢の変化の中にあっ

ても、CAISY は常に新しい分野を切り開き地域の発展に貢献してきた。当農協は現在鶏卵と穀物の生

産、研究、販売を主に事業を展開している。 

住所 Colonia Japonesa San Juan, Plaza Alcibiades Velarde S/N 

電話番号 +591-3934-7006 

E-mail presidencia@caisybolivia.com 

ウェブサイト www.caisybolivia.com 

本邦研修参加 7 名：H25(1), H26(1), H27(1), H28(1), H29(2), H30(1),  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 卵  3 億個 2020 

(2) 米 9,000ha 24,000t 2020 

(3) 大豆 5,000ha 10,000t 2020 

(4) とうもろこし 1000ha 5,000t 2020 

(5) ソルゴー 500ha 2,000t 2020 

(6) マカダミアナッツ 50ha 30t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 卵     

(2) 米 6 月-12 月 11 月-5 月   

(3) 大豆 3 月-7 月 9 月-1 月 10 月-12 月 3 月-6 月 

(4) とうもろこし 3 月-5 月 9 月-12 月   

(5) マカダミアナッツ  12 月-6 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

  

ロゴ                   施設                          位置 

ラパス 

mailto:presidencia@caisybolivia.com
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2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工 養鶏用の飼料 

(2) 資金融資 農業機材 

(3) その他 雛鳥販売 

(4) その他 果樹（マンゴー、アサイー、トロピカルフルーツ、ライチ）の苗の販売 

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

過去に日本企業と取引したことがある。  

・サタケ精米機器（ブラジル経由、継続中）  

・クミアイ化学（Mitsubishi Co.）稲作農薬（現在輸入量は減っているが連携中）  

・ヤンマー農機（田植機）  

・富士平工業（株）家畜用注射器  

・エーザイ（株）動物用医薬品のパコマやアストップ 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 農業機械 田植え機 今ある機械が古く生産性が低い。 鶏卵と同様、生産に関わる新たな技術が

必要不可欠。 

(2) 飼料 鶏卵生産 12 月から 2 月の間、鶏卵の生産が不安

定かつ低価格。この時期には 50％の損失

がある。 

価格低下を避けるべく鶏卵の加工（保存

及び市場拡大）や鶏卵と米の生産にかか

る新しい技術。 

(3) 加工（カット・

乾燥） 

鶏卵加工 人件費/非常に高い税金（63％）。 新たなシステムの導入、効率化による人

件費削減。 

(4) マーケティン

グ 

宣伝 当組合の特徴を生かしたイメージキャラ。 マーケティングの見直し、マスコットキャ

ラ、イメージキャラの作成。 

3-3 関心のある技術・製品 

 

 

3-4 日本企業への期待 

日本の企業とのビジネスパートナーには以下のビジネスパートナを希望している。 

・砕米を米粉パンに利用するなどの技術を導入することができる。  

・廃鶏の処理や加工販売など施設投資資金や販売指導についてもサポートできるビジネスパートナー。  

・稲作機械、機具の新中古プロバイダーなど  

ボリビアは内陸に位置し、港までの輸出費用がかかるため、現地で生産した農産物を国際市場で販売するには、農作物を

加工して軽量化を図る必要がある。現在は国内で販売しているが、リスク分散をする目的で輸出可能な農作物の導入を

検討中である。組合は農家の集まりのため、日本企業から市場の情報を得て、当組合で検討し、生産・加工した後に日本

へ輸出したいと考えている。当組合と信頼を深めてビジネスパートナーとして長く取引ができればと考えている。 
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㊷ PE_エスキベル農畜産物生産者協会 

ペルー国 
リマ県 
ウアラウ市 

㊷エスキベル農畜産物生産者協会 APAE 

飼料用とうもろこしを中心に野菜を生産 

 

        

 

 

記入：2021/1/9, Juan Nakama 

[1] 組織の概要 

組織名 エスキベル農畜産物生産者協会 

APAE: Asociación de Productores Agropecuarios de Esquivel 

代表者名 Juan Nakama 

組合員人数 21 人 職員人数 5 人 

設立年 2013 年 8 月 年間売上 350,000.00 US ドル 

組織紹介 当協会は首都リマから 75 ㎞離れているウアラウ市に位置している。 

2013 年に 15 人の日系農家によって設立されました。主にアーティチョークの生産及び販売を中心とし

て活動していた。アーティチョークの加工を開始し、ヨーロッパを中心として輸出している。現在はコロナ

禍でアーティチョークの生産が著しく減少したため、ペルー市場用の栽培のみに切り替え、飼料用とうも

ろこし、野菜、ニンニク、ジャガイモなどの作物で多様化を図っている。 

また試験的に灌水施肥などを行っており、いずれは組合員全員にこの灌漑手法を広め、より質の高い

農産物の生産を目指したいと考えている。 

当協会の目的は会員の活動の効率化を図り、農業技術指導を行って競争力を高め、マーケットシェア

を確立すること、他、天然資源の保護、環境保護にも取り組んでいる。Fair Trade 認証を所持し、環境

を破壊しない、幼少年労働者を雇わない、禁止されている農薬を使わない、労働安全を守ることを常

に心がけている。そのため、認証を受けた化学品のみを使用している。基本的には会員で運営され、

会員の技術向上、機械化を目指して日々努力している。また、高付加価値の商品を生産することによ

って販売を促進させ、会員の利益向上を図ってさらに会員の増加にも努めている。 

住所 Calle Morales Bermudez 219, Huaral, Lima Perú 

電話番号 947968246, 979341559 

E-mail junafus@yahoo.com    juanishizawa@gmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) 飼料用とうもろこし 130ha 6500t 2020 

(2) ニンニク 20ha 240t 2020 

(3) にんじん 15ha 750t 2020 

(4) ジャガイモ 30ha 1050t 2020 

(5) アーティチョーク 5ha 80t 2020 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) 飼料用とうもろこし 年中 年中   

(2) ニンニク 5 月/6 月 12 月   

(3) にんじん 3 月/8 月 7 月/12 月   

ロゴ                        協会員                         位置 

リマ 

mailto:junafus@yahoo.com
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(4) ジャガイモ 年中 年中   

(5) アーティチョーク 3 月/6 月 8 月/1 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) その他 

溶液灌水 

すべての

作物 

水資源の不足 

 

灌漑システムを農協全てに普及させる。 

(2) 鮮度保持 アーテ ィ

チョーク 

ニンニク 

加工業者の注文の不確実性、また収穫さ

れた製品と加工製品の非常に大きい差

額。 

輸出向けに加工工場を設立する。 

(3) 農業資材 ・

道具 

収穫機 

播種機 

人材不足、高給 農業機材の導入。 

3-3 関心のある技術・製品 

灌漑技術 

農業機材 

3-4 日本企業への期待 

より良い種まきができる技術  
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㊸ PE_ペルー日系人協会カニェテ 

ペルー 
リマ県 
カニェテ市 

㊸ペルー日系人協会カニェテ APJ CAÑETE 

みかん・ぶどう・アスパラガスをメインに生産 

             

 

 

 

 

 

記入： Mario Ysagawa 

[1] 組織の概要 

組織名 ペルー日系人協会カニェテ 

APJ Cañete: Asociación Peruano Japonesa de Cañete 

代表者名 Mario Ysagawa Gusukuma 

組合員人数 40 人 職員人数 6 人 

設立年  年間売上  

組織紹介 リマ首都圏に位置するカニェテは、リマ中心部より南に位置し、太平洋の海岸にも近い場所に位置して

いる。カニェテでの日系人の組織は、ペルー日系人協会（APJ）のみ存在する。 

【農協を設立しない理由】かつて日系ではないが、ぶどうの組合はあったが解散してしまい、日系人も

そのことから組合というものへの信用がない。各農業者の考え方が異なるのでまとめることが難しく、組

合という組織に関する情報が全くない。主に、各生産者は輸出会社と契約し、出荷している（キロ単位

の契約なので、品質に関する意識もなく、選果も行っていない。 

【各農業者が抱える課題】上記に挙げた課題以外にも以下のことも解決が必要。1).出荷先の業者か

ら値段が叩かれており、取引価格が減少する一方である、2).気候変動（みかんの実が熟さず、落ち

る）、3).新しい品種を取り入れることができない（リスクを懸念）、4).品質管理、5).労働者不足、6).病害

虫、7).生産性の低下の解決方法についても模索している。 

【その他】Inversiones Agricolas QUILMANA SAC.という企業を、4 年前に日系人が設立した。ブルーベリ

ーを生産し、95%をチリへ輸出。残り 5%が国内消費。チリを通して日本へも輸出している。地域の 5 人

の生産者（そのうち 2人が日系人）とグループを作り、肥料等の共同購入・パッキング等を行っている。 

出荷物には各生産者の名前を付け、問題があったときに対応できるようにしている。チリの輸出会社と

ペルーの銀行からの融資を受け、栽培を開始。現在は、ブルーベリーの収穫の際に手で掴むとブル

ーベリーに跡がつき、痛むことがあるため、収穫用の機械に関心がある。JICA の研修で、ブラジルのカ

ッポンボニート農協にじゃがいもとトマトの研修に参加したことがある農業者がいた。 

住所 Calle Almirante Grau 618 San Vicente – CAÑETE 

電話番号 954846907 

E-mail presidencia.apj2018@gmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) ぶどう 45ha 1,350t 2019 

(2) みかん 25ha 1,500t 2019 

(3) アスパラガス 60ha 1,080t 2019 

(4) ブルーベリー 10ha 80t 2019 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) ぶどう 8 月-9 月 2 月-3 月   

(2) みかん  4 月-5 月  6 月-8 月 

リマ 

ロゴ                              施設                          位置  
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Primosole 種 W.Murcott 種 

(3) アスパラガス 3 月 3 月-4 月 10 月 10 月-11 月 

(4) ブルーベリー 1 月 7 月-12 月   

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) ブルーベリー チリ 72t 

(2) みかん アメリカ  

(3) アスパラガス アメリカ  

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1)   

 

[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 輸出 みかん、

アスパラ

ガス、 

ブルーベ

リー 

現在輸出業者を通してアメリカを中心に

輸出している。 

日本への輸出に関心がある。 

(2) 農業機械 農産物 機械を導入して、生産効率を上げる必要

がある。 

トラクターや果樹用の消毒剤噴霧器の導

入。 

(3) 洗浄 みかん 収穫したみかんの洗浄や袋詰めをする業

者がなく自分達で行っている。 

洗浄や袋詰めをする機械の導入。 

3-3 関心のある技術・製品 

気候変動、品質管理、病害虫、機械化 

 

3-4 日本企業への期待 
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㊹ CO_フルーツアンデス社 

コロンビア国 
バーレデルカウカ州 
カリ市 

㊹フルーツアンデス社 Fruit Andes 

新鮮な熱帯フルーツの生産 

     

 
記入：2021/2/5, C.I. FruitAndes 

[1] 組織の概要 

組織名 フルーツアンデス社 

Sociedad de Comercialización Internacional Fruit Andes S.A.S. 

代表者名  

組合員人数 3 人 職員人数 5 人 

設立年 2018 年 年間売上 100,000 US ドル 

組織紹介 当社は熱帯フルーツを生産し国内外に販売を行っている。 

主要生産物はグルパ（紫パッションフルーツ）、MD２パイナップル（ゴールデンパイナップル）、パッショ

ンフルーツ、ドラゴンフルーツ等である。 

住所 Cali, Valle del Cauca - Colombia 

電話番号 +57 320 363 6264 

E-mail akuratomi@fruitandes.com 

ウェブサイト www.fruitandes.com (作成中) 

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) グルパ（紫パッションフルーツ） 13ha 100t 2020 

(2) ゴールデンパイナップル 60ha 300t 2021 

(3) ハス・アボカド 100ha 60t 2021 

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1) グルパ（紫パッションフルーツ） 2 月 7 月 10 月 2 月 

(2) ゴールデンパイナップル 年中 年中 年中 年中 

(3) ハス・アボカド  2 月- 7 月  9 月- 12 月 

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1)    

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 

農産物加工 

グルパ、マンゴー、サワーソップ、グアバ、ライムキューブ等の果物の、添加物

や水を含まない果実 100％の冷凍パルプ（国内で販売しておりいずれは輸出

も視野に入れている。） 

 

  

ロゴ                             農場                            位置 

ボゴタ 
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[3] 日本企業とのビジネス 

3-1 日本企業との取引状況 

 

3-2 ニーズのある分野・課題 

 分野 対象 課題 解決策 

(1) 土壌 有機物 フザリウムとカビ 有機薬品の使用。 

(2) 鮮度保持 天然保護

剤 

新鮮な果物の長時間の輸送と、残った果

物の管理。 

オーガニック製品 

(3) 精密農業 技術 各生産物の課題の特定とその管理に必

要な機材が高い。 

各生産物の管理に低コストな機器を導入

する。 

3-3 関心のある技術・製品 

溶液灌水、精密施肥、有機肥料に関する技術。 

3-4 日本企業への期待 

高価値プロジェクトの開発と市場開発のためのパートナーの模索。 
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㊺ MX_イアグロス社  

メキシコ国 
チアパス州 
アカコヤグア市 

㊺イアグロス社 iAgroS 

ラテンアメリカ初の日系移住地での果物生産・加工 

 

 

 

 

 

    

記入：2021/2/5 

[1] 組織の概要 

組織名 イアグロス社 

iAgroS: Impulso Agroalimentario Sustentable SPR de R.I. 

代表者名 Galileo Kioshiro Komukai Ramos 

組合員人数 5 人 職員人数 5 人 

設立年 2014 年 年間売上  

組織紹介 私たちは家族経営の会社で、主に果樹を生産している。 

当社の商品を広めるためには農協や生産企業との連携が必要不可欠だと考えている。 

商品としては新鮮な果物に加え、長年穀物、種苗、飲料、缶詰、ゼリー、コーヒー、ココア、チョコレー

ト、冷凍パルプ、ドライフルーツ、などの加工品も扱っている。 

当社はメキシコ製品に関心のある日本企業とビジネスをしたいと考えている。 

また、私たちは様々な商品を生産できる施設を保有している。 

住所 Calle Durango S/N Barrio Rio Grande. 

電話番号 +52 918 110 7771 

E-mail G.KOMUKAI16@gmail.com 

ウェブサイト  

本邦研修参加  

 

[2] 組織の活動 

2-1 主要生産物 

 作物 生産面積 生産量 データ年 

(1) マンゴー    

(2) ランブータン    

(3) マンゴスチン    

(4) コーヒー    

(5) カカオ    

2-2 栽培カレンダー 

  作物 植付/剪定(1) 収穫(1) 植付/剪定(2) 収穫(2) 

(1)      

2-3 農産物・加工品の輸出 

  作物・製品 輸出先（国） 量 

(1) マンゴー カナダ、アメリカ  

(2) ランブータン カナダ、アメリカ  

(3) マンゴスチン カナダ、アメリカ  

2-4 農業生産以外の活動 

 トピック 内容 

(1) 農産物加工  

(2) 農業資材・機械  

ロゴ                       農場                          位置 

メキシコ 
シティ 
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[3] 日本企業とのビジネス

3-1 日本企業との取引状況

3-2 ニーズのある分野・課題

分野 対象 課題 解決策 

(1) 加工（カット・

乾燥） 

果物、 

コーヒー、

カカオ

資金不足のため、ドライフルーツ、冷凍パ

ルプなどの加工食品を製造できていな

い。

当社と連携して、商品を加工し、輸出する

ための設備投資に関心ある企業を模索。 

(2) 鮮度保持 果物 資金不足のため、インフラ設備や冷蔵機

材による保管ができない。また、物流、そ

して輸出もできない状態である。 

冷凍及び冷蔵商品の購入に興味がある

企業とビジネスをしたい。 

(3) 輸出 （農産

物・加工品） 

果物、野菜、

穀物、種子、

加工品 

過去に国際商社との苦い経験があり、輸

出に関して二の足を踏んでしまう。 

しかし日本企業は信頼があるので、魅力

的だと考えている。 

新しい食料供給元としてメキシコの食品に

関心のある企業とのつながりを希望する。

日本市場のニーズに合わせた品質を責

任もって提供したいと考えている。 

3-3 関心のある技術・製品

乾燥機、ハサミ、果肉取り機、選別機、洗浄機、冷蔵庫、クーラー、冷凍庫 

3-4 日本企業への期待

日本の市場に私達の農産物を輸出したいと考えている。必要な手続きや形式を遵守しお互いにとって良いビジネス関係

を築きたいと考えている。 


