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２－（２）CJPFタスクフォースとプロジェクト運営による評価項目の実装

1、モデル事例選定の観点の抽出・決定

モデル事例を「食・食文化」、事業タイプ、時流・風潮など複数の観点で抽出し、CJPF官民連携プラットフォームのタスクフォースメンバーにて今年度、
12のモデル事業の事例を選定。
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「食・食文化」の特徴1 事業タイプ2

• 単一型商品・サービス
1つの「食・食文化」の商品・サービスを中心
に、成功しているモデル事例

• 複合型商品・サービス

複数の「食・食文化」の商品・サービスを中
心に、成功しているモデル事例

単一型
商品・サービス

複合型
商品・サービス

時流・風潮のタイプ3

高価格帯

低価格帯

• 歴史伝統を守り続ける商品・サービスの
モデル事例

• 現代型（ポップアート）に置き替えられた
商品・サービスのモデル事例

• モデル事例の提供価格帯の幅

成功モデル事例となりうる観点を抽出A 事例の選定B

Aの観点を元に、

CJPF官民連携プラットフォーム
・CJPF共同会長
・知財事務局
・ディレクター
・事務局
にて、30案件以上の事例を選定。

観点について、CJPFタスクフォース
メンバーにて妥当性を協議

事例の選定

CJPF主要メンバーへの承認

事例の確定C

令和3年度事業

12のモデル事業

を選定

※次頁に記載。
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２－（２）CJPFタスクフォースとプロジェクト運営による評価項目の実装

1、モデル事例（CJ プロジェクト事業モデルケース）の実施主体となるアクティブな人材・関連企業名簿（令和3年度）

事例No 事業者 代表者 所在地 事業・成功概要

1 NARISAWA 成澤由浩氏 東京都
日本の里山にある豊かな食文化と先人たちの知恵をNARISAWAの創作料理のフィ
ルターで表現。未来の叡智として「里山キュイジーヌ」を生み出し、日本の里山文化
を、食と共に味わう経験として高付加価値化に成功。

2 桝田酒造/白岩酒造 桝田隆一郎氏・リシャール・ジョフロワ氏 富山県
富山を代表する酒造「桝田酒造店」と、ドンペリニヨン醸造醸造責任者のリシャール・
ジョフロワ氏が、新たな日本酒の形として、富山の自然の恵みを最大に活かしたシャ
ンパーニュのアサンブラージュ製法の日本酒を開発。

3 和多屋別荘 小原嘉元氏 佐賀県
温泉旅館再生とフードデザイン戦略を実現。緑茶ガストロノミーや、ワーケーションを
複合した地域ブランディングなど（“ティーツーリズム” “茶泊” “茶話”）、新しい食・
旅の在り方を創出し、地方創生を実現。

4 ザ・リッツ・カールトン日光 細谷真規氏・早坂心吾氏・田中基規氏 栃木県
日本最古のリゾート地奥日光を舞台に、近距離ガストロノミー（フードトリップ）として、
地産地消の食材のみにこだわった自然派料理や座禅リトリートを展開。地域創生と
同時に、新時代のラグジュアリー観光を実現。

5 GREENCOLLAR 大場修氏・小泉慎氏・鏑木裕介氏 山梨県
高品質の日本生葡萄を、日本・ニュージーランドの2拠点で栽培する新たな戦略を取
り、通年栽培を実現。アジア欧米へのJAPANブランドの展開だけでなく、新たなライ
フスタイル（雇用創出）の提言も行い農業に革新を提供。

6 ちば醤油 飯田恭介氏・佐々木優大氏 千葉県
発酵食品の可能性として醤油文化を海外展開。創業以来、170年同じ木桶で製造し
醤油の伝統を継承しながらも、オーガニック・ハラールの商品開発や、海外での発
酵・醸造の人材育成など世界の食文化との融合を実現。

7 KURABITO STAY 田澤麻里香氏・井出平氏 長野県
旅行会社でツーリズムとお酒のプロとしてキャリアを積んだ田澤氏が、故郷長野県の
酒造店と日本酒ツーリズムサービスを創出。創業330年の酒蔵に滞在し、酒造りが出
来、「蔵人になれるまち。」としてブランディングに成功。

8 オタフクソース 洪輝星氏・白神道空氏 広島県
コロナ禍で対面営業手法が奪われる中、「現地の人とつながる」方法として、海外向
けオンライン料理教室やSNS活用を導入し、海外売上前年比1.4倍を達成。日本のコ
ナモン文化の新たにリブランディングに成功。

9 Matoborwa Co. Ltd. 長谷川竜生氏 タンザニア
素材の甘みと旨味を活かして作る日本の特産物・プラントベース食物の干しいもの
技術を、芋を主食とするタンザニアへ輸出することに成功。現地のさつまいもの育て
方など高品質な商品改善や新興国の経済にも寄与。

10 虎屋 黒川光晴氏 東京都
宮廷文化から受け継がれる和菓子を改めて付加価値化。自然との共生やプラント
ベースを軸に、文化という共通の価値観を大切にするフランスで高級スイーツとして、
スポーツ界ではアスリートスイーツとして人気も拡大。

11 出羽三山 斎館 伊藤新吉氏 山形県
出羽三山のお参りを、ジオ・ガストロノミー戦略と山伏文化に起因したお山の知恵の
精進料理で新たな体験として提供。ユネスコ食文化創造都市にも認定。慶應研究所、
山形大学、イタリアの食科学大学とも人材育成を実現。

12 里山十帖 岩佐十良氏 新潟県
メディアの一線で活躍した、代表の岩佐氏が、現代の移住定住、デュアルライフの先
駆けとなる「地方を主役」にした持続可能な民家保存 里山十帖を開業。地産地消を
体験する等リアルメディアの事例創出にもいち早く成功。
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２－（２）CJPFタスクフォースとプロジェクト運営による評価項目の実装

1、モデル事例選定の観点の抽出・決定

モデル事例 取材の実施

• 取材依頼書・取材インタビューシートの送付
• 訪問取材・オンライン取材 2つの方法で実施
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