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みつめる
わたしたちは、
みつめます。
農業を通じて、
いのちの尊さを。

イノチオグループ代表

そだてる

つなぐ

わたしたちは、
そだてます。

わたしたちは、
つなぎます。

農業の担い手、
そしてこれからの

農業の魅力を、

農業のあり方を。

人へ地域へ、
そして未来へ。

いのちに感謝し、いのちを育む
弊社は、お客さまから「困ったときにはイノチオに聞くといい」
と言っていただける農業のファーストコールカンパニーを目指し
て創業 112 年を迎えることができました。改めてお客さまはじめ、

わたしたちの約束
1909 年の創業から 100 年以上農業関連事業に携わる中で、農業と

お世話になった方々に感謝申し上げます。

はいのちを支え、いのちを育てる仕事だと考えてきました。その思

近年、大災害、農業従事者の高齢化や後継者難、労働不足などの

働き方の指針としてきました。

いを社是「いのちに感謝し、いのちに育む」として掲げ、会社の方針、

影響で、食料の安定生産・供給に大きな影響が出始めています。
一方で、IoT や AI、ドローン、DX、ロボティクスの研究開発も加速し、
スマート農業が注目されています。また、ゲノム編集など新たな
技術開発も始まりました。
私たちイノチオグループは改めてお客さまの真の声に耳を傾け、

イノチオフィロソフィ

真剣に向き合い、これまでの社会常識に囚われず、最新の技術・サー
ビスを積極的に取り入れ、永続可能な農業経営を支援し、循環型
社会の実現に貢献してまいります。創業より守り積み重ねてきた
社是、生きとし生けるものすべての「いのちに感謝し、いのちを

社是

いのちに感謝し、いのちを育む。

育む」。この原理原則を大切にし、「いのちをつなぐ」という使命
の下、お客さまはじめ、ステークホルダーの皆さまから共感いた
だける企業集団を目指します。

ミッション

全社員一人ひとりの成長としあわせ

1

持続可能な循環型社会の実現

２

ミッション達成に向かって
全社員一人ひとりの成長としあわせ

持続可能な循環型社会の実現
HOLDINGS

イノチオグループは中期経営計画に SDGs の視点を取り入れ、

グループの経営管理

「環境保全型農業」「持続可能なバリューチェーン」「未来志向の社

マーケティング

風づくり」など５つの重点方針を経営の柱に位置付けました。

診断分析・研究開発

事業活動を通じ、お客さまをはじめとする農業者や地域社会の持続
可能な発展と、全従業員の暮らしを支える経営を進めていきます。
AGRI

5 つの重点方針

PLANTCARE

農業ハウス事業

農薬・肥料の販売

栽培システム・資材の販売

スマート農業の普及推進

営農サポート

栽培・防除技術の提案

物流事業

環境保全型農業

環境負荷の少ない農業用施設の開発、農薬・肥料の適
正使用、適正な農業生産工程管理（GAP）の普及など
を進め、環境と人に配慮した農業の実現を目指します。

持続可能な
バリューチェーン

マーケティング機能を高めて農産物の付加価値を創造
し、消費者に安全・安心を提供するとともに生産者の
生産性を高めて持続可能な農業を創造します。

未来志向の社風づくり

経営効率を高めるデジタル技術の導入と普及、社員の
健康づくりやダイバーシティなどを促進し、全従業員
が安心して働ける職場づくりを進めます。

農業イノベーション

ICT、人工知能（AI）、ビッグデータ、遺伝子情報など
先端のアグリテックを駆使したスマート農業を推進し、
次世代の農業ビジネスを創造します。

グローバル
パートナーシップ

海外パートナーとの連携により、花き育種の世界ブラ
ンド構築や、アジアでの食と農のバリューチェーン創
造などを進め、世界の農産業振興に貢献します。

FLOWERS

FARMS

花きの品種開発

農業モデルの構築

切花・種苗の生産・販売

圃場研修
農産物の生産・販売

５つの専門分野で農業を総合支援
イノチオグループは４つのビジネスユニットとホールディングスカ
ンパニーで構成されています。

SDGs 推進本部長

石黒 康平からのメッセージ

アグリ・フラワー・プラントケア ビジネスユニットはお客さまを
支援する中核事業で、農業のさまざまな面にわたって事業を展開し
ています。一方、生産者と同じ目線のファームビジネスユニットは

SDGs 推進本部では、SDGs 志向型経営の実践に向け、SDGs をベースとした経営戦略の

新しい時代の農業を支える技術・人財を育成し、市場と生活者に農

策定、グループ各社・各部門の事業目標への落とし込み、社員一人ひとりの意識向上のた

業の魅力を届けます。ホールディングスは４つのビジネスユニット

めの社内浸透を行っております。2021 年には脱炭素経営促進ネットワークへの入会、ま
た環境省の「中小企業等向け SBT・再エネ 100％目標設定支援事業」により、農業を取り

を統括し、各ユニット間でのシナジー効果を生み出しています。

巻く産業の脱炭素化に向けた取り組みを開始しました。ステークホルダーの皆さまと共に
持続可能な農業を実現してまいります。
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農業ハウス事業

ハウス内環境

スマート農業で作物に適切な環境を実現

お客さまの栽培作物に最適な農業用ハウスを栽培方法、コスト、自然環境
など多方面から検討しご提案します。ハウス本体だけでなく、環境制御シス

気候変動によって毎年変化する栽培環境。経験と感覚に頼らず、変化

テムや自動灌水システムなどのスマート農業システムもラインナップ。

と環境を見える化することで作物にとって最適な栽培環境づくりをサ

農業資材、農薬、リフォームなどアフターフォローでもサポートします。

ポートします。

Hoogendoorn 社
高性能環境制御システム
「IIVO」

培地重量センサ
「Slab sight」

農業ハウス建設

多様なニーズに応えるハウスラインナップ
自社設計・製造・施工・管理・アフターサービスによる徹底した
サポートでお客さまの育てる作物や栽培環境に最適で高品質な農

ハウスラインナップを
ホームページで確認

inochio.co.jp/
products/greenhouses/

環境制御システム
「AERO BEAT」
灌水制御システム

業ハウスを提案します。

施設内加湿

「AQUA BEAT Ex」

「ミストシステム」

栽培に必要な資材・システムを提供
栽培システムから農薬・肥料まで、栽培に必要な資材を提供します。
オリジナル商品の他、国内外の他社製品も取り扱っています。
ドリームフィールド

丸型ハウス D-1

屋根型ハウス

遮光剤「Q シリーズ」

SANTAROOF
栽培用培地
「ココ培地」

SANFIELD

SANTAFE

Bosman Van Zaal 社製大型温室

イチゴ高設栽培システム
「ストロベリーハイポ」

「ロックウール」

内張りカーテン
「なつみスクリーンシリーズ」

ハウスリフォーム

ドリームフィールド
低コスト耐候性ハウスの New モデル

既存のハウスの悩みも解決
台風や地震などの自然災害への対策、今あるハウスの機能拡張

基本仕様で自然災害に耐え得る強度を保ちながら部材を削減する

など、お客さまの抱える悩みを解決します。イノチオ製ハウス

ことで採光率 66% を確保。一般的なビニールハウスと比較して大

だけでなく、他社製ハウスのリフォームも対応します。

きく開く天窓（開口部 104cm）が、従来の２倍の換気量を実現
することで、夏の高温対策にも期待できます。ドリームフィール
ドは、明るさと涼しさを兼ね備えた、最新型ビニールハウスです。
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農薬・肥料事業

栽培・防除技術の提案

エビデンスに基づいた栽培提案

ICM（総合的な作物管理）事業として、IPM 植物保護（天敵、微生物農薬、
バイオスティミュラント、一般農薬）、土壌環境管理（有機肥料、特殊配合肥料、

診断分析を活用して土づくりから植物の成長過程に合わせ

土壌改良材）を行い、土壌と植物の健康を守るとともに、スマート農業の普及

病害虫管理
（IPM）
植物活性化

た栽培支援、病害虫予防まで、総合的な作物管理（ICM）

支援による効率化を提案し、地域の持続可能な農業生産を支援します。

プランを提案します。
化学農薬だけでなく天敵や微生物を組み合わせた総合的な
病害虫管理（IPM）技術、植物本来の力を引き出すバイオ

ICM
土づくり

スティミュラント、独自の有機質肥料や土壌改良材を活用

環境整備

した土づくり提案を通して、生態系に配慮した環境保全型

農薬・肥料の販売

農業の実現をサポートします。

作物管理に必要な商品を提供

自社オリジナル「有機肥料」

農薬から資材まで、農業に必要な商品の販売を行ってい

安心・安全・使いやすさにこだわった有機肥料を開発・

ます。また、ICM（総合的作物管理）をあわせてご利用

販売しています。微生物の力で、作物が吸収しやすい

いただくことで、お客さまの圃場により最適な資材を提

分子量まで分解した発酵肥料とすることにより、地力

案します。

向上を促し、作物自体の旨みと香りを引き出します。

イノチオ中央農業研究所
イノチオ中央農業研究所では農業に関わるさまざまな
技術や商品の研究・開発に取り組んでいます。栽培現

桜桃病害虫防除体系

場の声を聞き、人と農業と環境のより良い未来を切り

りんご病害虫防除体系
さくらんぼ病害虫防除体系

拓くために、土壌・病害虫の診断・分析や栽培・防除技術、
資材の開発を行っています。

殺菌剤

殺虫剤

作物別

inochio

inochio セイレーン

病害虫防除暦

キクッチャ

フロアブル

秋津洲

乳酸卵殻

ボカシ大王エコ

生産者向けサービス

分析・診断で安定栽培を実現

スマート農業の普及推進事業

詳細、その他のサービス

安定した栽培には作物の状態や栽培環境を把握することが

ドローンの販売・教習施設の運営

についてはこちらから

重要です。診断分析サービスを通して、お客さまの栽培課

bunseki.inochio.co.jp

題に的確な対策を提案します。

農業用ドローンなど、各種スマート農業資材を取り扱っ
ています。また、愛知県豊橋市、山形県天童市の２拠点
にてドローン免許取得のための教習所を開設しています。

主なサービス
農業用ドローン AGRAS T10

土壌分析

ドローンによる請負防除
ドローン事業について

農業用ドローンによる除草剤の散布、農薬の散布などの
請負防除を実施し、生産者や管理者の労力低減の提案を
行っております。
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詳しくはホームページで

inochio-plantcare.co.jp/
services/drone

土壌状態に基づいた施肥設計

病害虫診断

適切な防除内容を提案

農産物を生産するためには、土壌の状態を把握

病害虫や生育障害の他、気候変動や抵抗性病害

することが重要です。土壌の化学性分析から得

虫の発生により、防除内容は変化します。病害

られたデータと、栽培現場での経験をあわせて

虫の診断と防除提案によって、作物ごとの対策

総合的に判断し、効率的な施肥提案を行います。

をサポートします。
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生産・流通事業

営農サポート事業

高い生産性で計画的に、かつ異なる施設環境と栽培方法で品質の良い

営農コンサルティングとして、営農プランニング・アドバイザーサポート・

トマトやキク苗を生産しています。顧客ニーズに合った商品を提供す

圃場研修の３つのサービスを展開し、農業ビジネスの最先端で培ったイノチ

ることで持続可能な農産業ビジネスモデルを目指しています。

オグループのノウハウをお伝えします。

持続可能な農業モデルの構築

技 をみがくサポート

生産拠点 イノチオファーム

P

PLAN

A

営農プランニング（事業開始前）

ACTION

持続可能な農業モデルの実現へ向けて、４つの拠点で自ら生産をしています。高品質な

お客さまのご要望と立地等の条件に基づいて、ハウスの

農産物の計画的かつ安定生産を実現するために、運営管理方法を統一し、データ活用と

形状や圃場レイアウトなど農場を総合的に設計し、作型

週単位で PDCA サイクルを運用。GAP（適正な農業生産工程管理）への取り組み、植物
由来素材パックや FSC 認証の出荷資材の採用など、環境保全型農業を実践しています。

イノチオファーム田原

イノチオファーム豊橋

イノチオファーム名古屋

D
DO

C

CHECK

伊那さくらファーム

や作業計画、事業収支の試算、事業計画策定をお手伝い
します。

アドバイザーサポート（事業開始後）
訪問サポート

グローバル GAP 認証

グローバル GAP 認証

ASIAGAP 認証

WEB サポート

専門スタッフが訪問し、栽培管理データ・作業進捗・病害

メールにて各種調査データの情報提供と相談受付を行いま

虫発生状況など、目視での情報もあわせ、圃場運営管理の

す。また、生育状況にあわせ、お客さまの栽培方針に合っ

アドバイスをします。

た環境制御機器の使い方をアドバイスします。

人 を育てるサポート

流通・販売

生活者が求める農産物を提供

キク苗の生産・販売

圃場研修
農業ビジネスを成功させるためのポイントを生産現場で体

顧客志向の商品開発でニーズに対応した価値を創造し、

キクの親株を毎年開花選抜し、大型圃場で一括生産する

得します。５つの専門コースと総合体験から選択し、各研

クレームをゼロにするための品質向上に取り組んでい

ことで品質を均一にし、生育・開花の揃いが良い穂木を国

修３〜 6 日で学びます。

ます。また、自社農場と契約生産者が栽培する高品質

内生産者へ届けています。また、種苗メーカーより花苗の

な農産物を自社流通で販売しています。

委託生産も請け負っています。

営農サポートについて
詳しくはホームページで
inochio.co.jp/business/
eino-support/

農業の世界スタンダード、GAPを推進
農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確
保するための生産工程管理（GAP）を推進しています。自社農場で
野菜で元気 GABA
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熟うま

きら姫

のノウハウを活かし、お客さまの GAP 認証をサポートしています。
イノチオファームで GAP の講習を受ける高校生
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花き事業

グループ概要

世界三大切花のキク・カーネーション・バラを扱っています。
優れた品種と種苗の提供に加え、自社圃場で培った栽培ノウハウ
を活かし、技術面でも生産者をサポートしています。

持株会社

イノチオホールディングス株式会社

グループ売上高

311億円（202２年3月期）

本

社

〒441-8142 愛知県豊橋市向草間町字北新切95

従 業 員 数

1013人 （派遣社員・パートアルバイトを含む）

創

業

1909年 （明治42年）

グループ会社数

21社 （海外拠点 2社）

代

表

代表取締役社長

ウ ェ ブ サ イト

https://inochio.co.jp

石黒 功

沿革

キク事業
品種開発、種苗の生産・販売を行っています。

1909 創業者 石黒利平が愛知県田原市に

これまでに 6000 品種以上を開発し、世界約

セイフェスト

10 ヶ国の生産者に品種の権利や種苗を販売。

2015 イノチオみらい（株）、イノチオキャピタル（株）、
イノチオホールディングス
（株）
設立

「石黒薬局」
を開設

イノチオグループとして組織再編

2020 年ジャパンフラワーセレクション

また、愛好家向けのキクの販売にも携わって

アグリパーク南陽（株）がグループ入り

フラワー・オブ・ザ・イヤー受賞

います。

イノチオグループ ロゴ

（最高賞）
創業者 石黒利平

カーネーション事業

石黒薬局

日本農事（株）がグループ入り

1917 石黒製薬所 開設（現イノチオプラントケア）

2017 イノチオ東北（株）設立

過マンガン酸カリの製造方法を発明

品種開発、種苗の生産・販売を行っています。

イノチオ中央農業研究所を開設

1921 農薬製造・販売事業を開始

取扱品種数は約 500 品種。イスラエルの育

（株）設立（後にイノチオホールディングス・イノチオみらいに合併）
2016 イノチオつなぐ

1937 硫酸ニコチンの製造方法を発明

種会社 BREIER & SON 社との共同育種事業

2018 川合肥料（株）グループ入り

によりオリジナル品種を届けています。
カーネーションの選抜

ラオスの Advance Agriculture Co. ,Ltd. がグループ入り

1970 イシグロ農材（株）設立（現イノチオアグリ）

（後にラオス法人K.P Companyと合併契約し、Inochio K.P Lao Co.,Ltd.となる）

石黒綜合運輸（有）設立（現イノチオ物流）

バラ事業

硫酸ニコチン

1984 ホームセンター・ドラッグストア事業拡大

2019 オランダのFloritec Holding B.V. がグループ入り
イノチオ・フジプランツ
（株）、
イノチオ・スズキヤングプランツ
（株）

（後に２０００年代に事業譲渡）

設立（フジ・プランツ（株）のカーネーション事業を継承）

1991 イシグロ農芸（有）設立（現イノチオ農芸）

海外ブリーダーの品種の選抜および国内個人

イノチオ中央農業研究所

育種家が開発した品種を国内のバラ生産者へ

1998 金子鋼機（株）が グループ入り （後にイノチオアグリに合併）

販売しています。また、オリジナル品種の開

2005 イシグロ農芸 トマト生産農場を開設

発にも取り組んでいます。

（有）
セラマム（後に（株）フローラ世羅に商号変更）
2008 （有）精興園、

SDGs志向型経営を宣言
ランドサイエンスがグループ入り
2020 （株）
オランダ農業ハウスメーカーBosman Van Zaal社と業務提携

がグループ入り

バラの受粉作業

2009 （株）加村農薬がグループ入り（後にイノチオプラントケアに合併）

生鮮ミニトマトで初の機能性表示食品、
「野菜で元気GABA」販売開始

2010 グループ 創業１００周年

Floritec Holding B.V.

イノチオ精興園の菊「セイフェスト」
が
ジャパンフラワーセレクションで
「フラワー・オブ・ザー・イヤー」受賞

花き事業海外拠点

オランダに拠点を置き、キク・セロシア・アスターの育種開発とウガンダの

100周年イベント

農場で生産した種苗の販売を行っています。農業大国オランダで培った育種
開発力と販売ネットワークを活かしてグローバル展開をしています。また、
イノチオ精興園との共同開発で生産地に適した品種を生み出しています。
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2012

山形日紅（株）、
（株）
ひまわりがグループ入り

（後にイノチオ東北に合併）

野菜で元気 GABA

2021 イノチオ精興園（株）１００周年
2022 （株）エノモト農材がグループ入り
（株）
はれるとがグループ入り

セイフェスト

12

グループ会社一覧
プラントケア ビジネスユニット

アグリ ビジネスユニット
イノチオアグリ株 式 会 社

農業ハウス事業、営農サポート、栽培システム・農業資材の販売

本社

〒441-8142

電話

0532-48-4511

愛知県豊橋市向草間町字北新切 95
代表者

代表取締役

石黒 信生

ホールディングス

農薬・肥料の販売、スマート農業の普及推進、栽培・防除技術の提案

本社

〒441-8519

電話

0532-25-5611

代表取締役

農林水産法人、関連する企業への投資業

グループ会社の経営管理、診断分析・研究開発

愛知県豊橋市若松町字若松 146
代表者

イノチオキャピタル 株 式 会 社

イノチオホールディングス株 式 会 社

イノチオプラントケア株 式 会 社

村上 昭一

本社

〒441-8142

電話

0532-48-5711

愛知県豊橋市向草間町字北新切 95
代表者

代表取締役

石黒 功

イノチオ物 流 株 式 会 社

川合肥 料 株 式 会 社

I n o c h i o K . P L a o C o . , Ltd .（ラオス拠 点）

本社

〒441-3415

本社

〒438-0068

本社

Kamkok Village, Thateng, Sekong, Lao PDR

電話

0531-22-0880

電話

0538-35-6450

電話

+856 30 456 7713

有機資材の製造および販売

農業用施設建材および資材、建築建材の輸送

愛知県田原市神戸町大坪 17
代表者

代表取締役

中神 東進

〒501-0531

0585-34-3590

岐阜県揖斐郡大野町大字上磯 49-3
代表者

代表取締役

静岡県磐田市前野 2226
代表者

代表取締役

山口 健

小川 文博

本社

〒683-0853

電話

0859-34-1211

代表者

代表取締役

久米 寛二

農業の労務管理システム agri-board の製造・販売・サポート
〒581-0803

大阪府八尾市光町 1-39-1 八尾ターミナルホテル北館 3 階

Email info@haleruto.com

代表者

代表取締役

岩本 佑太

フラワー ビジネスユニット
イノチオ精 興 園 株 式 会 社

キク・バラの品種開発、種苗生産および販売

ファーム ビジネスユニット

本社

〒726-0002

電話

0847-40-0201

広島県府中市鵜飼町 531-8
代表者

代表取締役

石黒 康平

イノチオアグリ株式会社

2

山形・天童・朝日・最上事業所

1

宮城事業所

３

福島事業所

３

福島事業所

7

静岡事業所

4

関東事業所

8

掛川事業所

5

千葉事業所

9

若松事業所（本社）

7

三島事業所

10

安城・尾張事業所

8

浜松事業所

11

岐阜事業所

9

高師事業所（本社）
、大清水・田原・渥美・豊川事業所

12

岸和田事業所

本社

〒441-8142

本社

〒729-6716

13

和歌山・田辺事業所

電話

0532-32-0117

電話

0847-39-1300

愛知県豊橋市向草間町字北新切 95
大門 弘明

広島県世羅郡世羅町長田 10410-2
代表者

代表取締役

大内 啓介
8

イノチオ・フジプランツ株 式 会 社

イノチオ農 芸 株 式 会 社
〒441-3426

0531-23-0201

愛知県田原市大久保町黒河原 269
代表者

代表取締役

14

古橋 友雄

本社

〒444-0412

電話

0563-73-6881

愛知県西尾市一色町生田竹生新田 1-309
代表者

代表取締役

石黒 康平

アグリパーク南陽 株 式 会 社
農産物の生産および販売

本社

〒455-0858

電話

052-303-8621

イノチオ・スズキヤングプランツ株 式 会 社

10

代表取締役

鵜飼 真

本社

〒444-0412

15

電話

0563-72-3112

愛知県西尾市一色町生田竹生新田 1-309
代表者

代表取締役

10

西尾・尾張事業所

16

福岡事業所

9

イノチオ物流株式会社

11

株式会社エノモト農材

12

株式会社はれると

イノチオ・フジプランツ株式会社、

13

本社

〒441-8142

電話

0265-73-1730

キク・セロシア・アスターの品種開発、種苗生産および販売

愛知県豊橋市向草間町字北新切 95
代表者

代表取締役

大門 弘明

本社

Van Hemessenkade 7, 2481 BG Woubrugge, Holland

電話

+31 172 518 963

代表者

5

11

14

10
12

9

8

7

13

16

イノチオ精興園株式会社、イノチオフローラ株式会社

石黒 康平

F l o r i te c H o l d i n g B .V.（ オランダ拠 点）

農産物の生産および販売

4

6

15

田原試験農場

ファーム ビジネスユニット

伊 那さくらファーム株 式 会 社

1

2
3

イノチオ・スズキヤングプランツ株式会社

カーネーションの苗生産および販売

愛知県名古屋市港区西茶屋 3-205
代表者

株式会社ランドサイエンス

フラワー ビジネスユニット
9

大清水工場、田原工場

川合肥料株式会社

カーネーションの品種開発、生産および販売

農産物・苗の生産および販売 、花き苗の輸入と販売

電話

金田 良弘

inochio.co.jp/company/group/

イノチオプラントケア株式会社

キクの切花生産および販売

農産物の生産および販売、農業経営者育成事業

本社

代表取締役

各事業所の詳細は

石黒 康平

アグリ ビジネスユニット

イノチオフローラ株 式 会 社

代表取締役

代表取締役

代表者

ホームページで確認できます。

プラントケア ビジネスユニット

イノチオみらい 株 式 会 社

代表者

代表者

愛知県豊橋市向草間町字北新切 95

国内拠点所在地

鳥取県米子市両三柳 2864-10

株 式 会 社はれると
本社

0532-48-5711

農産物の生産及び販売

農薬・肥料、農業資材、種苗などの販売

農業ハウス事業、農薬・肥料、農業資材、種苗などの販売

電話

〒441-8142

電話

株 式 会 社ランドサイエンス

株 式 会 社 エノモト農 材
本社

本社

Jeroen Ravensbergen

6

伊那さくらファーム

9

イノチオみらい株式会社、イノチオ農芸株式会社、
イノチオファーム豊橋、イノチオファーム田原

10

ホールディングス
9

イノチオホールディングス株式会社
イノチオキャピタル株式会社
イノチオ中央農業研究所

アグリパーク南陽株式会社（イノチオファーム名古屋）
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