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 2020 年 6月 29日 

株式会社 GRA 

株式会社 INCJ 

NEC キャピタルソリューション株式会社 

 
東北発、イチゴ栽培×ICT を推進するアグリテックベンチャー 

GRA がシリーズ B 総額約 3.3 億円の資金調達を完了 
～新規就農者に対するアグリプラットフォーム事業の拡大と販売強化を目指す～ 

  

株式会社 GRA（本社：宮城県亘理郡、代表取締役：岩佐大輝、以下「GRA」)は、株式会社 INCJ

（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：勝又幹英、以下「INCJ」）、NEC キャピタルソリュ

ーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今関智雄、以下「NEC キャピタルソ

リューション」）を引受先とした第三者割当増資を行い、シリーズ B 総額約 3.3 億円の資金調達

を完了しましたので、お知らせいたします。なお、今回を含む GRA グループ累計での資金調達

額は総額で約 8.5 億円となります。 

 

GRA は、創業者であり同社代表取締役の岩佐氏の故郷・宮城県亘理郡山元町が東日本大震災

で大きな被害を受けたことを機に、復興支援や雇用創出に貢献するべく、スマート農業によるイ

チゴ栽培を目指して設立されたアグリテックベンチャーです。同社はイチゴ栽培に ICT を導入

して、自社ブランドの「ミガキイチゴ」を生産・販売しています。同社は、イチゴ栽培農家の暗

黙知と経験を ICT で数値化してノウハウを可視化し、データをもとに温度・湿度・日照量を定量

的に管理するハウス環境制御システムを導入しています。こうして農業経営を標準化させた結

果、イチゴ栽培への参入ハードルを下げて新規就農者を増やし、高価格で取引ができる高品質な

イチゴを栽培・供給しています。 

GRA は新規就農者に対してアグリプラットフォーム事業を展開しています。当事業は、ICT

を活用した栽培指導や経営ノウハウの共有、コストを抑えた栽培設備導入などを支援し、新規就

農者が栽培したイチゴを GRA が買い取り、開拓した販路に流通させています。販路は、百貨店・

スーパーなどを中心とした小売店や業務用途向けのレストランチェーン店があり、ミガキイチ

ゴの供給のほかミガキイチゴを用いたスパークリングワインなどの加工品を販売しています。

2018 年には、GRA の 100%子会社である株式会社いいねのもとで、ミガキイチゴを主原料とし

たイチゴスイーツ専門カフェ「いちびこ」の運営を開始し、都内を中心に 8 店舗を展開していま

す（2020 年 6 月現在）。GRA は、このように、イチゴ生産を基盤に、食品加工、流通・販売に

至るバリューチェーンとしての包括的な取り組みによって競争力を高めるビジネスモデルを作

り上げています。現在、GRA から独立した新規就農者（法人 6 社及び個人 3 名）がイチゴ栽培

を開始し、日本のイチゴ農業従事者と比較して高い売り上げを獲得するなど、安定的に収益を得

られる仕組みづくりにも貢献しています。 
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今回、GRA は、新規就農者に対するアグリプラットフォーム事業の拡大、イチゴの通年栽培

による安定供給と販売強化、そしてイチゴ生産を基盤に食品加工や流通・販売に至る包括的なバ

リューチェーンの強化を目的として、新たな資金調達を実施しました。調達した資金は、新規就

農者に対する栽培指導や販売支援の強化、技術的に難しいとされる夏から秋に栽培する「夏イチ

ゴ」の栽培設備の新設や食品加工設備の拡張、そして「いちびこ」の出店拡大に充てられます。

さらに、実店舗と EC を掛け合わせることによるリアルとデジタルを融合した新たな顧客接点の

開拓にも取り組みます。これらの包括的な取り組みにより、同社は新規就農者やバリューチェン

のステークホルダー、顧客に対してユーザーエクスペリエンスの向上を図り、国内基盤の強化を

推進します。将来的には、日本国内で確立した「ミガキイチゴ」ブランドの海外ライセンスビジ

ネスも視野に入れた事業を展開していく予定です。 

 

＜シリーズ B ラウンド引受先からのコメント＞ 

株式会社 INCJ 代表取締役社長 勝又 幹英 

「INCJ は、GRA が農業に ICT を導入することにより、農業分野における革新的なビジネスモデ

ルを創出し、日本の農業の競争力強化への貢献が期待できることから、2012 年に 3 億円の出資

を決定しました。INCJ は GRA への出資以降、コスト構造の改善や事業計画の策定と実行支援

をはじめとした経営基盤の強化を中心に支援を行ってきました。今後は、GRA が生産から販売

まで一気通貫でつなぐバリューチェーンの構築を推進し、東北発のアグリテックベンチャーと

して海外にも飛躍することを期待しています。」 

 

NEC キャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長 今関 智雄 

「NEC キャピタルソリューションは、農業分野を新事業のひとつに据え、社会課題解決に向け

て取り組みを進めています。GRA が構築しているビジネスモデルは、独自のブランド戦略を通

じたマーケットインの実践から農業バリューチェーン全体を網羅した取り組みであり、新規就

農者の支援による地域の雇用創出や農家所得の安定・向上は、地域活性化につながります。今後

は、GRA と連携し地域経済活性化のモデルを推進していきたいと考えています。」 

 

 

＜会社概要＞ 
株式会社 GRA について 
設立  ：2012 年 1 月 

代表者  ：代表取締役 岩佐 大輝 

本社所在地 ：宮城県亘理郡山元町 

事業内容  ：イチゴの生産販売、および加工品の販売 

資本金および資本剰余金の額： 734,359 千円 

URL  ：http://www.gra-inc.jp/ 
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株式会社 INCJ について 
設立  ：2018 年 9 月（株式会社産業革新機構から新設分割） 

代表者  ：代表取締役社長 勝又 幹英 

本社所在地 ：東京都千代田区 

事業内容  ：革新性を有する事業に対し出資等を行うことで産業革新を支援 

URL  ：http://www.incj.co.jp/ 

 
NEC キャピタルソリューション株式会社 
設立  ：1978 年 11 月 

代表者  ：代表取締役社長 今関 智雄 

本社所在地 ：東京都港区 

事業内容     ：情報通信機器、事務用機器、産業用機械設備、その他各種機器設備等のリ 

ース・割賦及びファクタリング、融資、集金代行業務など 

URL  ：https://www.necap.co.jp/ 
 

以上 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社 GRA 担当 上田 

電 話：0223-37-9634 

 

株式会社 産業革新投資機構 経営企画室 広報  入江、坂井 

電 話：03-5218-7202   

 

NEC キャピタルソリューション株式会社 コミュニケーション部 山下 

電 話：03-8368-8400（代）   

 

 

http://www.incj.co.jp/


【別添】 
株式会社 INCJ 

追加支援決定案件の概要 
 

１．対象事業者 

・事業者名 ：株式会社 GRA 

・設 立  ：2012 年 1 月  

・代表者  ：代表取締役 岩佐 大輝 

・所在地  ：宮城県亘理郡 

・事業内容 ：農産物の生産販売および輸出、加工商品開発販売および輸出、農業技術の 

研究開発、産地ブランド開発、新規農業者の就農支援事業、海外生産展開 

 

２．支援決定内容 

・支援決定金額 ：3 億円（上限） 

・実投資額 ：3 億円 

・支援決定公表日 ：2020 年 6 月 29 日 

・共同投資家 (シリーズ B)：NEC キャピタルソリューション株式会社 

・これまでの支援決定内容 

 シリーズ A：支援決定金額：3.5 億円（上限）、実投資額：3.5 億円 

支援決定公表日：2015 年 3 月 16 日 

プレスリリース：https://www.incj.co.jp/newsroom/assets/1426664244.01.pdf 

 

３．投資意義 

＜社会ニーズへの対応＞ 

 東日本大震災によって被害を受けた東北地方に新たな産業や雇用を生み出し、産業復興に

貢献する 

 農業就業者の高齢化などの社会課題に対して、農業と ICT を組み合わせることにより、新

規就農者の増加と生産性向上に寄与する 

 熟練職人の経験を ICT 導入によって再現性を高め、次世代への技術承継を可能にする 

＜成長性＞ 

 熟練職人の経験を ICT 導入によって可視化・数値化することにより、イチゴ栽培への参入

ハードルを下げて新規就農者の増加につなげる 

 日本発、グローバルに活躍するアグリテックベンチャーの創出を目指す 

 付加価値の高い農作物を開発・生産し、新たなマーケットを開拓する 

＜革新性＞ 

 農作物の栽培のみならず、農業従事者の育成にも ICT を活用し、農業分野における革新的

なビジネスモデルを創出するとともに、農業の六次産業化にも貢献 

 地方に眠る匠の技術やノウハウの ICT 活用による横展開モデルの成功例を生み出す 

https://www.incj.co.jp/newsroom/assets/1426664244.01.pdf
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株式会社ＧＲＡ（註）

• イチゴ・イチゴ加工品の生産・販売

• 新規就農者に対して技術指導から販売までサポート

 イチゴ栽培に必要な設備をICTを活用し標準モデル化

 ブランドコントロール（MIGAKI-ICHIGO）により高付加

価値を追求

 農業経営のICTパッケージ化により参入ハードルを下げ、新規就農者の増加につなげる
 熟練職人の経験をICT導入によって可視化することにより、農業分野における革新的ビジネスモデルを創出
 農業の六次産業化に貢献
 東日本大震災によって被害を受けた東北地方に新たな産業や雇用を生み出し、産業復興に貢献する

出資・経営サポート

出資・経営サポート・
ICT支援

出資・経営サポート

投資対象 ： 株式会社GRA
事業内容 ：イチゴ・イチゴ加工品の生産・販売、イチゴの新規就農支援パッケージの開発・販売
支援決定金額 ： 3.5億円（上限）／ 3億円（上限）
支援決定公表日 ： 2015年3月16日／ 2020年6月29日

（註）：投資時の株式会社アグリプラットフォームが2017年10月1日、株式会社GRAと合併

GRA

出資・リース支援
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