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バトゥ市青果物のサプライチェーン再構築と福島との共同ブランディング事業案件化調査
企業・サイト概要





提 案 企 業 ：株式会社銀嶺食品
提案企業所在地：福島県福島市
サイト ・ C/P機関 ：東ジャワ州バトゥ市、
ジャカルタ

地元農産物を活かす6次産業化「福島モデル」展開

インドネシア国の開発課題
• バトゥ市では農産物の生産、集荷、流通、加工までのサプラ
イチェーン全体を俯瞰した上での農産物の統一的な品質管
理、生産・集荷・加工の仕組みが確立されていない。
• 多数の仲介業者の介在による複雑かつ高コストな伝統的流
通プロセス（卸売機能が脆弱）
• 不衛生な卸売・小売市場による生産・加工・小売販売のネッ
トワーク化ができていない

中小企業の技術・製品
•
•

食品加工・販売事業での蓄積を活かしつつ、地域農業に
おいて最大の組織であるJAと包括的な提携による地元農
産物を活用したスイーツ等、6次化商品の開発・販売力
6次産業化の「福島モデル」によって、地域の様々な農産
物を受け入れる体制を構築。産業を越えて包括的業務提
携を結び、農産物の生産から加工、販売までを一体化した
6次産業化のアプローチ方法を開発している。

調査を通じて提案されているODA事業及び期待される効果
•
•

本調査により検討されたバトゥ市の農産物のブランディングスキーム、統合的品質管理を活用し、バトゥ市の農
産物の統合的な品質管理体制の構築のODA案件を計画する。
バトゥ市がモデルとなり、インドネシアにおいて今後高まる安全・安心な農産物へのニーズに対して応えられる
国内の各産地の農産物のサプライチェーンの統合的な品質管理の普及が期待される。

日本の中小企業のビジネス展開
バトゥ市の公社（PT.BWR）と6次化事業向けた農産物の統合的サプライチェーン及びバリューチェーン構築に係る技
術支援提携契約を締結し、同公社への技術支援サービスと開発した品質管理及びブランドラベルスキームの運用
を最初ビジネス展開とし、その後加工品の開発、商品化へと展開していく。
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Feasibility Survey for the Development of Integrated Supply Chain of Agro-product in Batu city
by introducing joint branding scheme with Fukushima.
SMEs and Counterpart Organization





Name of SME：Ginray Co. Ltd.
Location of SME：Fukushima city, Fukushima Pref., Japan
Survey Site : Batu city, East Java province
Counterpart Organization： Batu city, and PT BWR, Jakarta

The ”Fukushima Model” sixth industrialization

Concerned Development Issues

Products and Technologies of SMEs

• Integrated quality management with overview of the
entire supply chain of agricultural products on production,
collection and processing has yet been established in
Batu City .
• Complex and expensive traditional distribution process
(vulnerability of the wholesale industry) due to the
intervention of many intermediaries.
• The network of production, processing, and retail sales by
producers, wholesale and retail markets has not been
established, with its lack in sanitation.

• The “Fukushima Model” was achieved by developing and
commercializing the sixth industrialization in Fukushima city
(such as sweets utilizing local fruits), in cooperation with the
largest regional agricultural organization JA Fukushima Mirai
with Comprehensive Business Alliance.
• The “Fukushima Model” enabled its system to accept
various local agricultural products. Developed the approach
to integrate the production of agricultural products to
processing and sales, in cooperation with other industries by
making a comprehensive business tie-up.

Proposed ODA Projects and Expected Impact
 We will study to build ODA project on integrated quality control system of agricultural products in Batu city by
utilizing this surveys resorts on branding scheme and integrated quality management of agricultural products in
Batu city.
 The Batu model is expected to expand its integrated quality management of the local agricultural products
supply chain to other areas in Indonesia, where demand for safe and secure agricultural products are growing.
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