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日本アドバンストアグリ株式会社

滋賀県長浜市末広町617-1

2006年4月

6,500万円

植物工場システムの設計施工
機能性野菜の生産販売
健康食品・健康茶の製造販売
ナチュラル食品原料（着色料）の製造販売
EC（通販）

滋賀銀行
関西みらい銀行
商工組合中央金庫

2006年4月
　　会社設立
　　長浜バイオ大学と機能性野菜の共同研究開始
2006年6月
　　植物工場を稼働
2008年5月
HEFL照明の開発・販売を始める

2008年7月
　　植物工場システムの販売を開始
2010年11月
　　ストレス負荷型栽培によりツブリナの生産を開始
2011年5月
　　ツブリナの販売を始める
2012年2月
3波長型ワイドバンドLED照明の販売開始

2013年4月
　　グラシトールの販売開始
2013年5月
　　グラシトールがモンドセレクション金賞を受賞
2013年10月
　　塩性プルピエ(ロザリナ)の販売を開始
2015年12月
新型3波長型ワイドバンドLED蛍光管タイプ、 

　　バータイプを発売(UL/CSA認証)
2016年7月
　　3波長型ワイドバンドLED フラットパネルタイプの販売を開始
　　(IP66 防水/防塵、調光対応)
2016年10月
「アグリのしあわせ健康茶」の販売を開始

2017年5月
　　グラシトールがモンドセレクション5年連続金賞受賞
2017年9月
　　青のナチュラル食品原料の販売開始 
2019年9月　 
　　青のナチュラル原料が
「一般飲食物添加物（着色料）」として許可される 

2019年10月 
本格的に青の食品原料・食品に特化したＥＣ事業を

　　楽天・アマゾンにて始める 
2021年4月
「びわ湖ブルー」プロジェクトを始める 

　　機能性表示食品「グラシトールプレミアム」販売開始 

日本アドバンストアグリ㈱
長浜工場

・ 機能性野菜事業

野洲事業所
・ 健康食品事業
・ ナチュラル着色食品原料事業
・ EC（通販）事業

水口事業所
・ 植物工場システム
・ LED照明事業

日本アドバンストアグリ㈱
長浜工場
〒526-0063
滋賀県長浜市末広町617-1
TEL 0749-53-0101

野洲事業所
〒520-2362
滋賀県野洲市市三宅457
TEL 077-598-0337
FAX 077-588-6122

水口事業所
〒528-0057
滋賀県甲賀市水口町北脇1750-1
TEL 0748-62-2233
FAX 0748-62-2234



機能性表示食品
「グラシトールプレミアム」

アイスプラント
（ツブリナ）

ピニトール

アグリの
しあわせ減糖茶

グラシトール

植物工場システム・LED照明事業 アグリ生活　健康食品事業 

3波長型ワイドバンドLED 

私たち日本アドバンストアグリは、長年に渡る経験を基に、
お客様の要望を的確に形に致します。栽培システムの
設計施工から機能性野菜の栽培・販売、健康食品向けの
原料事業（農業の六次産業化）に至るまで、一貫して自社
で展開しています。 
最新の技術と実績によって、次世代農業をリードし続けて
います。 

近年、健康食品の領域においてエビデンスが確かな製品が求めら
れています。私たちは、人々の健康と美容に役立つ製品開発に努
力し、産学連携を通じて、植物のもつ本来の力の調査や分析、機能
性に関する科学的な評価を行うなど日々の研究を進めています。 
植物工場産の機能性野菜「ツブリナ」のパウダーと「ピニトール」の
サプリメント「グラシトール」は2013年の初出品以降、5年連続で
「モンドセレクション金賞」を受賞しています。 
「ツブリナ」の乾燥物や血糖値に効果が良いとされる植物を利用した
「しあわせ減糖茶」も好評です。 「ピニトール」は、順天堂大学での健康者での

ヒト試験で「食後血糖値の緩和」と、安全性が
確認されています。 現在、 「ピニトール」を含む「グラシトール
プレミアム」は機能性表示食品として、消費者庁から許可を得て、
2021年 4月に販売開始となります。 
植物工場、有機農業の農産物から有益な成分を見い出し、機能性
表示可能な健康食品の原料開発に力を入れていきます。 
これが、私たちが目指す「農業から美容と健康を科学します。」
へのミッションへと繋がっていきます。 

ツジコー社が製造したナチュラル食品原料（着色料）を利用した食品
原料と食品の販売をEC.(通販)事業として進めています。
EC. (通販)として、楽天、アマゾン、ヤフー、Qoo10、Kitchen Brothersに
出店しています。特に、青色の食品に特化し、“幸せを呼ぶ青いシリ－ズ
のチョコレート・ラングドシャ・ラテ”を販売しています。その他、
バタフライピー、ハイビスカス、ホーリバジルなどを利用したハーブ
ティーや食品をナチュラス原料で着色に利用するための殺菌パウダー、
エキスパウダーなど独自の商品の販売を行っています。
今後は、ナチュラル原料を混ぜ合わせたカラフルパウダーを利用した
ファッショナブルな食品開発を進めていきます。

ナチュラル食品原料（着色料）事業 

 安心安全なナチュラル食品原料 「Japan Blue」 
「Japan blue」の青いナチュラルパウダーは、インドの予防医学であるアーユルヴェーダ
の植物「バタフライピー」の花のパウダーです。ツジコー社がもつ独実の技術で生産
する過程において見つかりました。この青いパウダーを科学的に調査したところ、
退色性、耐熱性、pH特性、安全性、機能性などにおいて非常に優れ、 ナチュラルな
着色原料として利用できることがわかりました。 
バタフライピーの花の微細なパウダーを世界に向けて紹介していきます。世界の
食品産業は、今まさに合成着色、添加物着色からナチュラル着色に移行する時期で
あり、「バタフライピーに係るリーディングカンパニー」を目指していきます。 
R（ハイビスカス）G（マルベリー）B（バタフライピー）が揃うことにより、クレヨンのような
多彩な色の食品原料に期待がかかります。退色性に課題がある緑のクロロフィルの
代替えとして 、バタフライピーとターメリックの混色による緑パウダーも期待されます。 

滋賀県を象徴する青い「びわ湖」…　青は、幸せを呼ぶ色。 
「滋賀県を幸せでいっぱいにしよう」プロジェクトを進めています。青い食品、陶器、
ガラス器、和装、衣料など… 滋賀県の地域活性化に努力していきます。 

3波長型ワイドバンドLEDは、植物工場
内での作業性を重視し白色を基調とし
ているため、RGB波長を幅広く含みな
がらも、植物の生育状況・品質を確実
に認識できます。 
栽培品種に応じて、最適な光環境をご
提案致します。 

植物育成に特化したLED照明と、
自社開発の制御技術で
幅広いニーズにお応えします！ 
・ 植物栽培システムの設計施工 

・ 植物育成用照明の開発販売 

・ 環境/循環制御システムの設計施工 

・ 植物工場事業に係るコンサルティング 

アグリ生活　ＥＣ.（通販）事業 

植物栽培システム（試験的導入規模/量産規模） 
LED照明単体から量産規模栽培システムまで、ワンストップでお客様のニーズに沿ったご対応が可能です。 

栽培/機能性野菜 
これまで50品種以上の栽培経験があります。
（顧客依頼によるテスト栽培含む） 
ストレス負荷栽培により、機能性成分の含有量を高めるという
当社独自の栽培技術は、高性能な健康食品原料の生産にも
応用され、植物工場へ新たな付加価値を産み出しています。 

アイスプラント「ツブリナ」には、
インスリン抵抗性を緩和する
「ピニトール」が含まれ、血糖値調整
や不妊治療に効果がみられる抗
糖化成分です。ストレス負荷栽培
において、「ツブリナ」に含有する
「ピニトール」が増加することが産学
連携の研究により見出しました。 

楽 天

植物工場アグリ
公式サイト

Mama's Farm
公式サイト

Japan Blue
https://biwako.org

Biwako Blue
https://biwakoblue.org

ナチュラル食品原料
カタログ

Kitchen
Brotherアマゾン ヤフー Qoo10

緑パウダー
バタフライピーとターメリック（ウコン）混色 バタフライピー原料の種類と用途

バタフライピーホール

バタフライピーパウダー バタフライピエキスーパウダー

■■■バタフライピーホール バタフライピーカット ■■■バタフライピーカット水出用 水出用

推奨用途 推奨用途
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