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P R O F I L E

生産者と消費者を繋ぐ
青果物を未来まで支え続けるFarmind
「国内外の生産物が安全であり、
豊かであり続けるための環境づくりに手助けをし、
それを食する消費者にその成果物を届ける
手助けをする」ことを約束します。

青果流通の常識を、
おいしさと鮮度を、変えていく。
もっとおいしく、もっとフレッシュに。
生産者のつくる喜びと、消 費者のおいしい笑 顔をつないでいくために。
私 たちファーマインドは、国内外の果物・野菜を求める形でご提 供し、
おいしさあふれる健康的な食生活をサポートする青果の総合流通企業です。
ファーマインドとは、産地と生産者の想いを食卓 にお届けする意味も込めて、
Farm（農場）
とMind（ 想い）
を合わせて名づけたもの。
日本で唯 一の青果の全国コールドチェーンネットワーク、
全国14ヵ所の青果専用センターなど、青果流通事業の総合力をフル活用し、
新鮮でおいしい果物や野菜を安心・安全にお客様にお届けしていきます。
「国内外の生産物が安全であり、豊かであり続けるための環境づくりに手助けをし、
それを食する消費者にその成果物を届ける手助けをする」ことを基本テーマに、
ファーマインドは新しい 挑 戦を続けます。
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生産者から消費者まで、青果流通のすべてのプロセスをフルカバー
「生産者と消費者を繋ぐ」ファーマインドグループの総合青果流通プラットフォーム
すべての青果商材での

生 産 者

コールドチェーンネットワークを

消費者ニーズ

青果専用センター

生産

海上

青果物の生産

物流

ズ
リアー
ュキャ
レッシ
▼フ

正確な情報（需要）

▶北海道産直センター
（

全国規模の物流ネットワークを構築しています。

調 達・開 発

すべてコールドチェーンでつながり、青果物に特化した温度帯物流が可能。

国内外から青果物の調達、商品の開発

ック
物流

Farmind Philippines Inc、
コムレイド

トラ

▶ファーマインド、

ン
ライ
日本
▼全

販売管理システムほか

日本各地に14拠点の青果専用センターを運営、

I Loveファーム ）

▶ファーマインド

ITシステム開発/
提供

実現する全国14拠点の

加 工・保 管・入 出 庫

マーケティング
サービス

品質劣化を防ぎ、
いつでも鮮度の高い商品を
広域に流通させることができます。

市場分析、企画、
デザイン
▶ファーマインド

追熟、
リパック、
カットフルーツ加工、庫内ロジスティクス
▶ファーマインド

受 発 注・営 業・販 売

札幌センター
大館センター

受発注オペレーション、営業、市場卸売・仲卸
▶ファーマインド、
TOKA、
ファーマインド新筑豊青果、
ファーマインドトレードサービス

郡山センター

店 頭 販 促・消 費 者 対 応
フィールドマーチャンダイジング、試食販売、
お客様センター

上尾センター
長野センター

生産者の思い

八千代センター

千葉センター

▶ファーマインド
広島センター

正確な情報（供給）

青海センター

福岡センター

消 費 者

名古屋センター
神戸センター
宮崎えびの支部

追熟
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川崎センター

カットフルーツ

リパック
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流通加工

Processing
フレッシュなおいしさを、消費者が求めるカタチで。
すべての青果商材に対応した加工能力を持っています。
追熟加工

カットフルーツ加工

独自システムでの工場管理と加工技術。

鮮度を第一に、
衛生管理も万全。

追熟加工のすべての工程をコンピュータで一括管理するとともに、

より安全で新鮮なカットフルーツをお届けできる体制を整え、

熟練技術者の綿密な検品を経て、品質の安定した適熟バナナを出荷。

さまざまなフードサービスのニーズを満たす

さらに、工場内も配送時もバナナに適した温度等を維持し、

キャパシティとクオリティを備えています。

最もおいしい状態で店舗にお届けできる体制を整えています。

ファーマインドのカットフルーツは、

この追熟加工技術と徹底した管理による品質と食味が認められ、

安全面・品質面の高さで選ばれています。

ファーマインドはバナナ追熟加工で国内最大シェア
（約１/３）
を誇っています。
さらに、
この技術をアボカドやキウイ、洋梨などにも応用し、
追熟加工のバリエーションを広げています。

リパック加工
PB商品などさまざまな形態に対応。
野菜の1/2カットなどの小分け包装やシール貼りなど、
さまざまなリパックのニーズにお応えします。
プライベートブランド
（PB）商品にもきめ細かく対応。有機JAS小分け認証も取得し、有機農産物も対応可能です。
温度管理された工場から、高品質・安全な商品をお届けします。

バナナ、
アボカドなど追熟が必要な青果物は
当センターへ入荷後、
最新鋭の設備と
独自に開発したコンピュータプログラムにより
店頭で最適な熟度になるように加工されます。
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青果専用センター事業

Center
ファーマインドの青果専用センターが、
高い鮮度での物流や流通加工の効率化を支援します。

PC プロセスセンター機能

TC トランスファーセンター機能

バックヤード代行

品質保持・各センターからの各店配送機能も保有

バックヤード機能をアウトソースすることで、店舗作業を軽減でき、

各センターともに、青果物の特性に合わせた複数の温度帯で管理を行い、

人員配置や店舗スペースの効率を高めることが可能です。

30ｋｍ圏内の各店へ、必要な商品を必要な量だけ、新鮮な状態で配送します。

衛生管理・温度管理されたセンター内の環境で、
鮮度・品質が均一な商品に加工し、店舗運営の合理化をお手伝いします。

仕分け機能
追熟加工

ローコストと正確性を実現するための仕分け機能を有しています。
鮮度が大事な青果物において、合理的でスムーズな物流を実現します。

バナナやアボカドなどを独自の追熟技術とノウハウで、
最適な熟度でお届けします。全国標準化された商品をご提供します。

入荷検品機能
リパック加工

数量検品と合わせて品質を事前検品し、品質報告を行い店舗ロスの低減を実現しています。

袋詰めやトレーを使ったパッキングなど、
さまざまなリパック加工が可能。
お客様のニーズに沿った商品形態で、
高品質・安全な商品をお届けできます。

コールドチェーン

商品管理機能

配送機能

一般的に青果物は流通の過程で何度か外気にさらされ、
鮮度・品質が落ちる

入荷・加工・出荷まですべてのデータを一元管

①全国1,500の流通チャネルを利用して、
共同配送

ことがあります。ファーマインドなら、
荷受けから保管・加 工、出荷まで適切な

理することで無駄を省き、
問題の顕在化、
原因

②青果センターとして、
各店配送

温度帯で一元管理。コールドチェーン物流ネットワークにより、青果物を

の明確化を実現します。
また、
施設の安全管理

③全国のセンター間を結んだ、
広域流通

鮮度が高いままお店にお届けできます。

についても、
万全な警備・運営体制と監視カメ
ラによるサポートを行っています。
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センター出荷後もコールドチェーンを保ち、
届先までの品質を維持します。
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商 品 紹 介 / ファーマインド

Products
フルーツをもっともっと身近に。
消費者が求める青果物を多彩にお届けします。

カットフルーツ

バナナ

より食べやすく、手軽においしく、食べたい量を。
パインやシトラス、
キウイのほか、
スイカなどの季節商材も含めて、

むろ

自家室で最適熟成。だからファーマインドのバナナはおいしい！

さまざまなカットフルーツ商品をラインナップ。

濃厚な味わいの濃味バナナや、有機栽培商品をより身近にするオーガ

これらは、衛生管理の行き届いたカットフルーツ工場にて

ニックバナナなど、いろいろなバナナを取り揃えています。

カット＆パックし、
お届けしています。

さらにフィリピン産だけではなく、エクアドルやメキシコからも

また、商品のご提供だけではなく

バナナを直輸入するなど、充実のラインナップをご用意。

どのカットフルーツ商品をどう組み合わせて品揃えするか、

ファーマインドは日本のバナナ加工 屋として、日本国内の消費者のために

といった商圏やお店に合わせたMDプラン提案の

園地の生産物を全てまるごと仕入れる直接契約も始めています。

取り組みも合わせて行っています。

バナナの専門家、ファーマインドがお届けするバナナは、
おいしさ・品質へ のこだわりが 違います。
メキシコ
フィリピン
エクアドル

シトラス
世界からお届けする、シトラスのラインナップ。
手で皮がむける人気果実をはじめ、本場のオレンジや

アボカド

グレープフルーツ、皮まで味わえるレモンなど、
柑橘の新しい魅力とおいしさをお届けしています。

「アボカドは食べごろが分かりにくい」
という声が消費者から数多く寄せられます。
ファーマインドは、買ったその日に食べごろになるように独自ノウハウで追熟した
「食べごろアボカド」
をご提供しています。

加工食品（ドライフルーツ・焼いも）

食味を左右するオイルコンテンツ
（油分）
と品質にこだわって産地および原料を厳選。
ファーマインドの追熟加工技術で色味・硬度をきめ細かく管理して、
最適な熟度でお届けします。

ひとくちサイズで新食感の半生ドライフルーツや、

また、消費者ニーズに応える提案型商品として、

とろけるおいしさの冷製焼いもなど、

いつまでに食べればよいかがひと目でわかる
「食べごろ目安日付きアボカド」
も商品化しています。

いつでもどこでもすぐ食べられる
メキシコ産
食べごろ目安日
2月12日まで

自然そのままのヘルシースイーツを続々と商品化。
果物・野菜をもっと身近にする提案を続けています。
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ブ ランド ＆ 取 り 組 み

Originality

青果物の供給不足に対するファーマインドの取り組み
農業従事者と耕地面積が年々減少し、農業者の高齢化や後継者不足も背景として、
今後、国産青果物の供給不足が懸念されています。
そうした現状に対して、ファーマインドは、課題解決のためのさまざまな取り組みをはじめています。

果物・野菜の新しいおいしさを
多彩に提案！
ま

日本・台湾・韓国との相互供給体制
台湾と青果物輸出入の相互協力

み

台湾の政府系農業開発公社と連携して、
台湾産青果物を日本の食卓へ。

「真の実」シリーズ

食味と品質に定評のある台湾産にんじん、
レタスなど、
さまざまな品目
をお届けします。もちろん、国産青果物の台湾への輸出も推進して

消費者が求める食べごろ状態のフルーツや、売場での

いきます。

選ぶ楽しさを広げるワンランク上の野菜など、新しい

韓国との協力体制も構築

おいしさやクオリティを提案するのがファーマインドの

青果物に関して韓国との協力体制も整え、韓国産のパプリカやミニ

「真の実（まのみ）」シリーズです。

トマトなどを日本で販売。さらに、年間供給可能なトマトなどの

食べごろ熟成の洋梨、糖度センサーで選別したりんご、
希少な蜜柑やストレート果汁など、消 費 者 が 求 めるおい
しさを 多 彩 にラインナップ。一年を通して、全 国から、
おいしい果物・野菜を選りすぐってお届けします。

３つの条件のいずれかにあてはまるものだけ！
食べごろ熟成加工

適熟

糖度センサー商品など

味評価

地域限定品など

希少

業務用商材の取扱いも含めて、取扱品目を拡大していきます。

こだわりのおすすめ青果ラインナップ。
売場に欠かせない定番アイテムのなかで、
ファー
マインドが厳選した果物や野菜、青果加工品など

日本と韓 国 、台 湾との
相 互供 給 体 制 の 構 築

日胆ファーム

北海道
産直センター
拠点

・ブロッコリー
・ホワイトコーン
・イエローコーン

全国５つの生産拠点で日本最大の露地栽培を行う
「北 海 道 産 直 センター 」を 経 営 統 合 。主な生産品目は
ブロッコリーで、日本の季節に合わせたリレー栽培を
行っています。今後は生産拠点を増やし、生産品目も
拡大させていく予定です。

五島ファーム

おだかファーム

・ブロッコリー

・ブロッコリー

笠岡ファーム
・ブロッコリー ・カリフラワー
・カボチャ

宮崎ファーム

をバラエティ豊 か にラインナップ。
プロの目で
選び 抜かれたおいしさと品質をお届けします。

台湾

生産事業への参入による供給体制強化
日本最大の野菜の露地生産事業
北海道産直センター

オリジナル商品

韓国

いちご、りんご、ぶどうの生産事業も

・ブロッコリー ・ロマネスコ
・枝豆
・カリフローレ

※一部商品を抜粋

国内青果物の安定供給を実現するため、いちご、り

J Aタイアップ品
JAや産地と連携で、
ラインナップ拡大中！
青果商品の魅力を高めて、消費者に選ばれる

んご、ぶどうなどの生産にも取り組み始めています。
今後もグループ各社と連携しながら産地・生産品目
を拡大し、鮮度・食味・品質のよい果物・野菜を継続
的に提供していきます。

商品づくりをめざして。ファーマインドでは、JAや
産地とのタイアップを通じて、糖度選別りんごや
市田柿小分けパックなど、新たな商品化を推進
しています。
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Marketing Support
畑の想いをそのまま消費者へ。
食卓からの声をダイレクトに生産者へ。
生産者と店舗、消費者を結ぶ総合MDサービス。
店舗に密着して消費者に商品価値を伝える。店頭販促の課題を解決する専門集団、
フィールドマーチャンダイザーを中心に、売場づくりや企画デザイン、試食販売などをトータルにプロデュース。
生産者と消費者をつなぐ架け橋となるために、
トータルなマーケティング&MDサービスをご提供しています。

マーケティング＆デザイン

FMD/ 販促 / 消費者対応

青果専門

店頭重視

消費者の声

消費者動向や売場動向をふまえ、効果を最大化するトータルな
マーケティングサービスをご提供します。

ポスター

その中で果物や野菜を魅力的にアピールするラベルやPOPデザイン、
キャンペーンやノベルティなど店頭販促企画をご提案します。

リーフレット

パッケージ

フィールドマーチャンダイジング
全国10拠点の大消費地を中心に、
約150チェーン、2,500店舗の売場を巡回するフィールドマーチャンダイザーが、
豊富な実績とノウハウで、店頭販促及び商品開発を支援します。

豊富な実績と独自の教育システムで育成した、食品・青果物中心の

売場調査・分析

大手量販店

数十社 のＰＯＳデータ

2,500店舗 の

月間平均
実売場データ

食品・青果物専門販売宣伝スタッフ
対面販売専門スタッフを用意。全国どのエリアでも対応可能です。

全国10万人以上 の
個人消費者データ

全国主要都市の地域別所得データと
世帯人数分布データ

さまざまな提案を行っています。
消費者の声をベースにして、
店舗、
小売店、
ここまで多彩で有効なデータを取り揃えられるところが、
私たちの強みのひとつ。

消費者の窓口代行サービス

豊富なデータを元に、効果的な商品開発・MD提案を実施します。

店舗巡回・売場サポート
定期巡回時には、商品陳列にこだわり、
ＰＯＰ等の販促ツールを取り付ける等、

長年のお客様対応で培ったノウハウとプロの対話力。食品業界の消費者対応を劇的に改善します。

すべての会話を記録

店頭での商品訴求力を高める売場づくりを実施。

過去のクレーマーも瞬時に判明

さらに、売れ行き・品質などの情報収集を行うと同時に、商品の導入促進に向けた提案活動も

クレーム商品回収も全国対応

合わせて行います。

対話力に優れたオペレーター
食品の消費者対応に高い専門性を発揮
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情報インフラ／ e ビジネス

IT Infrastructure
情報インフラの整備、多彩なeビジネスサポートを通じて、
正確で効率的な青果流通を実現します。
情報システム

消費者コミュニティ
（食宣伝.com）
「食宣伝.com」
は、
メーカーと消費者をつなぐ食品専門のコミュニティサイ
トです。

複雑な青果市場の情報を伝達するための理想的なプラットフォームとして、
インターネットにいちはやく着目。

全国の食品メーカーを対象とし、
メーカー、
小売店、
消費者が情報を共有することで、

受発注の効率化やトレーサビリティの向上を目指す複数のシステムを

商品のファンを増やします。

企画開発し、提供しています。
青果流通において発生する 曖昧さ を的確に吸収し、
正確かつ効率的な情報伝達を実現する複数のシステムを
開発・提供しています。
ユーザのニーズに合わせたカスタマイズ、運用サポートも
実施し、生産性の向上やコスト削減に貢献しています。

ファーマインドショップ

http://www.rakuten.co.jp/farmind/

ファーマインドが選りすぐったおいしい果物や野菜を
気軽にお求めいただけるよう
「ファーマインドショップ」
を楽天市場にオープン。
真の実（まのみ）
ブランドの希少な果物・野菜なども、
ネット通販でお求めいただけるようになりました。
人気のフルーツやお得な限定セットなど、
魅力的なラインナップを取り揃えています。

荷割システム

販売管理システム

受発注システム

荷割データを連携・共有し、
出荷の精度と作業
効率アップ。荷割情報をいつでもどこでもリア
ルタイムで確認できます。

青果流通における多様な取引・加工に対応し、
在庫管理・販売管理業務の効率化を実現する
システムです。

スーパーなど小売業者向けのオンライン受発注
システムです。操作性にすぐれ、通常複雑になり
がちな受発注業務を簡素化します。

クラウドシステム
15

上記のシステムのすべてを、
インターネット環境があればすぐにご利用いただける、
サーバー等の初期投資が不要のクラウドシステムでご提供しています。
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グループ

Group
青果流通総合プラットフォームを支える
ファーマインドのグループ会社
全日本ライン株式会社

株式会社フレッシュキャリアーズ

全国物流ネットワークを構築したトラック物流

冷蔵・冷凍貨物の海上運送業、
主に、輸入青果物（バナナ・キウイフルーツ）等の海上貨物輸送

〒101-0032
東京都千代田区岩本町３丁目
１１番６号
PMO秋葉原８F

〒103-0023
東京都中央区日本橋３丁目４番６号
ニューカワイビル７F

株式会社ファーマインドトレードサービス

日本最大の露地栽培（主にブロッコリー）を行う
農業法人の運営管理/経営指導、青果物販売

首都圏の中央市場や地方卸売り市場に拠点を有する青果仲卸

〒007-0829
北海道札幌市東区東雁来九条
３丁目２番２０号

〒143-0001
東京都大田区東海３丁目２番６号

株式会社TOKA

ファーマインド新筑豊青果株式会社

青果物及びその加工品の販売並びに
販売の受託（広島市中央卸売市場・東部市場）

青果物及び
その加工品の販売並びに販売の受託（飯塚市地方卸売市場）

〒736-0082
広島県広島市安芸区船越南
５丁目１番１号

〒820-0111
福岡県飯塚市有安958番地18

コンピューターによる商品取引システムの企画、
開発、
運用及び販売

〒820-0111
福岡県飯塚市有安958番地18

社名

株式会社ファーマインド（英文名 Farmind Corporation）

本社

東京都千代田区神田和泉町1番地 神田和泉町ビル

設立

2006年 12月1日
※2015年 7月1日にフレッシュMDホールディングス株式会社、
株式会社フレッシュシステム、
フレッシュリミックス株式会社、
アインバンドホールディングス株式会社の4社が合併し、
株式会社ファーマインドに商号変更

TEL.03-5821-7676
（代表）

資本金

3,570百万円
（2020年12月末現在）

事業内容

青果物の輸出入及び販売、青果物の追熟、
リパック、
カットフルーツ加工、
庫内ロジスティクス、
マーケティングサービス提供、
お客様センターの運営、
システム開発ほか

■事業所・出張所・センター
本社
［事業所・営業所］
札幌事務所
神戸事務所
［センター・支部］
札幌センター
青海センター
福岡センター

仙台出張所
福岡事務所

千葉出張所

横浜事務所

名古屋事務所

大阪事務所

大館センター
川崎センター
宮崎えびの支部

郡山センター
長野センター

千葉センター
名古屋センター

八千代センター
神戸センター

上尾センター
広島センター

■沿革

株式会社北海道産直センター

株式会社コムレイド

会社概要

Farmind Philippines Inc.
フィリピンを拠点として、さまざまな青果関連システムを開発・提供

16F 6750 Oﬃce Tower Ayala
Makati City 1226 Philippines

1991年 2月

青果流通のプロセスセンターとして、㈱フレッシュシステム設立

2000年 11月

インターネットを利用した青果流通情報サービス提供を目的として、
フレッシュリミックス㈱設立

2001年 7月

生産者と中間流通業者の受発注取引を支援するシステム
「Fan's」
の開発開始

2003年 8月

ISO9001マネジメントシステム認証取得

2003年 12月

自社ブランドバナナの販売開始

2005年 5月

フィリピンに子会社Freshremix Asia Corporation（現Farmind Philippines Inc.）
設立

2005年 9月

ISO22000マネジメントシステム認証取得

2006年 12月

㈱フレッシュシステムとフレッシュリミックス㈱による共同株式移転によりフレッシュMDホールディングス㈱(現当社)設立

2008年 1月

スーパーなど小売業者向け受発注システム
「eON」
の開発開始

2008年 4月

青果流通における販売管理システム
「N-system」
の開発開始

2012年 3月

新筑豊青果㈱
（現ファーマインド新筑豊青果㈱）
、
㈱コムレイ
ドを傘下に有するアインバンドホールディングス㈱を子会社化

2013年 1月

日本最大の追熟加工規模を誇る神戸センター竣工（全国初の埠頭連動型コールドチェーンを実現）

2013年 5月

㈱TOKAが事業営業開始（東果広島青果㈱から卸売事業を譲受）

2014年 2月

子会社の首都圏仲卸5社が合併し、㈱フレッシュトレードサービス
（現㈱ファーマインドトレードサービス）
へ商号変更

2014年 10月

自社ブランドカットフルーツ、業界初の食べごろ目安日つきアボカドの販売開始

2015年 2月

プレミアムブランド
「真の実（まのみ）
」
の販売開始

2015年 4月

青果物の輸送を手掛ける全日本ライン㈱を子会社化

2015年 7月

フレッシュMDホールディングス㈱、㈱フレッシュシステム、
フレッシュリミックス㈱、
アインバンドホールディングス㈱の4社が
合併し、㈱ファーマインドに商号変更

2015年 12月

チルド焼き芋の販売開始

2016年 10月

バナナの調達についてフィリピン政府と基本意向書締結

2017年 6月

メキシコ産有機栽培バナナの販売開始

2017年 7月

オリックス㈱と資本業務提携

2017年 10月

台湾の政府系農業開発公社である台農發股份有限公司と青果物の輸出/輸入の相互協力に関する基本合意書締結

2018年 5月

日本最大の野菜露地生産を行う㈱北海道産直センターを子会社化

2019年 12月

青果物の輸入販売会社JWM Asia Japan㈱を完全子会社化
（2021年4月に吸収合併）

2019年 12月

Mizuho Gulf Capital Partners Ltd と資本業務提携

2021年 1月

八千代センターを開設し、現在の青果流通センター全国14拠点体制を構築

2021年 3月

レインフォレスト・アライアンスCoC認証取得

2021年 4月

台湾パイナップルの調達について台湾行政院農業委員会と基本意向書締結

2021年 6月

青果物の海上輸送を行う㈱フレッシュキャリアーズを完全子会社化

2021年 8月

全国農業協同組合連合会と業務提携

1日5皿分（3 5 0 g）以 上の野菜と2 0 0 gの果物を食べましょう。
ファーマインドは、野菜と果物で健康増進を図ることをテーマとした「5 a day運動」を応援しています。
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