
コンテナファーム投資

テンフィールズファーム株式会社

〒511-0502 三重県いなべ市藤原町上相場754

三重県いなべ市に続き明和町今夏 ！販売予定



► テンフィールズファーム株式会社

設立 ：2019年

：〒511-0502 三重県いなべ市藤原町上相場754 

テンフィールズファクトリー株式会社 100% 子会社

► テンフィールズファクトリー株式会社

最高経営責任者（ＣＥＯ） ：市川 裕

最高執行責任者（ＣＯＯ） ：郡司島 紗世

最高顧客市場分析調査責任者（ＣＦＯ）：殿部 政達

設立 ：2002年

資本金 ：4,000万円

本社 ：〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目7けいはんなプラザラボ棟9階

現地法人：フィリピン

他、全国に支店を展開

従業員数：152名（アルバイト含む）

平均年齢：26.4歳

お問合せ：0774-66-6994 / 0774-66-6995（FAX） HP: http://10-ff.com/
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会社案内

http://10-ff.com/
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利回り12.2％

ご提案
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スキーム紹介

¥

¥

菌床しいたけ
リーファーコンテナ
(2連棟一基)投資

コンテナ内で安定した農業を行い、生産物を販売
する。販売利益からコンテナオーナー様に還元す
る。

・軽作業で完結する
・安定した生産が可能

コンテナオーナー

12%以上の高利回りで収
益を還元できる。

弊社

投資 農業
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【投資金額】

1,250万円（税抜）
一基

一式

一式

・コンテナユニット

・基礎工事

・設備設置工事

※輸送費別途（実費）

スキーム紹介
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【年間収支】

153万円（税抜）
・売上ー菌床コストー管理費

⇒570万ー255万ー162万

利回り12%
約8年で回収!!



スキーム紹介

菌床買取り契約（20年間）

コンテナオーナー
菌床（新品）

￥170（税抜）

コンテナオーナー

菌床（使用後）

￥380(税抜）
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2

約2.2倍で買取り
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※販売後、オーナーが、菌床を
テンフィールズファーム㈱へ
貸し出す契約。



安定経営が可能な理由

・収穫量は、過去10年遡っても、年間70,000t前後で

安定しており、大きな動きはない

・価格も、年間を通して、900～1,000円/kgから大きく

くずれがない（冬は高くなる傾向）

出典：農林水産省統計、東京都中央卸売市場日報 市場統計情報
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コンテナ＝「小さな植物工場」

・面積が狭く(約60㎡/基)、閉ざされているため、
空調管理が容易

・自然災害から植物を守ることができる

しいたけ＝生産量と価格が安定

エビデンス

生産量

価格平均



実績

いなべファーム43基

三重県いなべ市大安町南金井字東中尾2806-3 
三重県いなべ市大安町南金井字東中尾2806-8

地目：畑 総面積：8,924㎡

リーファーコンテナ

□コンテナ内の温度を一定に保つ為のこだわり

・効率性をUPさせるため、40ft(フィート)のコンテナ を連結
させ、1基とする

・コンテナは、生鮮食品の輸送等に使用される
リーファーコンテナを採用

写真：工場で待機する連結前のコンテナ
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実際に菌床から栽培されている

しいたけ

完売完売



販売予定

〒515-0354 三重県多気郡明和町行部４１１－２ 〒515-0346 三重県多気郡明和町前野1256

〒515-0346 三重県多気郡明和町前野1356

☑75基販売予定
三重県多気郡明和町



販売予定区画図面



► 菌床しいたけの販売

ブランド（地元生産）を確立して販売

・JA（農協）

・施設近辺のスーパー、直売所、道の駅、飲食店にて積極的に営業

・市場へ販売（卸市場）

・ＥＣ販売etc

・加工（海外販売）

・弊社飲食（羊とビール）

・弊社ダーツ提携Bar/飲食店

・弊社イージーオーダー提携飲食店
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販路計画



椎茸販売事例

三重県スーパーS様にて販売予定（13店舗展開）

1日30袋(200g)売れる=年間1店舗あたり2.19tの売り上げ

1袋(200g)✖30袋✖365日＝2.19t(年間売上)

スーパー1店舗で1コンテナの約1/4の卸先を確保

十分な卸先を確保

年間9t収穫
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収支シュミレーション



対象

椎茸市場

しいたけの栽培が盛んではない、
遊休農地が多いエリア（生産量ランク上位6位までを赤としています）

計画中の施設ー INABE FARMー

三重県いなべ市大安町南金井字東中尾2806-3
三重県いなべ市大安町南金井字東中尾2806-8

に、2連棟1基を44基、設置予定

以下、省略
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出典 農林水産省の資料を基に作成



保険内容

・コンテナ、コンテナ内設備・盗難・損傷

保険カバーの構成
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損害保険
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仮押さえ ご契約 資材発注 工事開始 竣工 栽培開始

・申込金
契約金の2割

・契約金
契約金の1割

・着手金
契約金の4割

・残金
契約金の3割
・コンテナ輸送費

・初回菌床購入費
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契約フロー

2週間 3ヶ月 1ヶ月 最大６ヶ月随時

※試験栽培
3ヶ月を含む



◆煮物にも炒め物にもスープの具にも使えます。良質なダシを取ることも可能です。
◆生でも乾燥でも、栄養価が高く、身近で美味しい食材です。
◆しいたけは、日本で一番身近なきのこです。
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生産物の紹介～しいたけ～
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私たちの想い
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解決したい課題

□課題

遊休農地、耕作放棄地、荒廃農地等が全国で急増
（以下、遊休農地で統一）

⇒管理に労力やコストがかかり、地権者の負担になっている

⇒管理を怠り、荒廃が進むと再生は難しい...

◇なぜ放っておけないのか？

1. 雑草や害虫被害が増加する危険

2. 悪質な不法投棄が増加する危険

3. 野生動物の行動圏が広がり、害獣被害が増加する危険
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全国の遊休農地面積

９７,８１８ha⇒東京23区の約1.5倍
出典 農林水産省資料より



農業施設を全国にスピード展開し、
遊休農地から新たな価値を創造する！！

【生まれる3つの価値】
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ターゲット7.2

「2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける

再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる」

コンテナの屋上に自家消費型太陽光発電設備を備え、

PPAモデルを導入することで、目標達成に貢献

※PPAモデル・・・15pで図解 ぜひご覧ください

社会貢献



NEXT VISION
～PPAモデルとは～
・Power Purchase Agreementの略 自家消費型太陽光発電

・電気の供給者と需要者が、直接契約をする電気の受給契約
・諸外国ではPPAモデルが主流
・仕組みは、工場屋根等に、第三者が太陽光発電所を設置し、発電した電力を工場のオーナーへ販売するというもの

すでに発生している電気代よりも安く価格を設定することでビジネスが成立する
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オリジナルスキーム

・私たちは、コンテナの屋根に太陽光発電所を設置します

・そこで、太陽光発電所のオーナーを募ります

⇒コンテナオーナーは電気料金を削減でき、太陽光発電所のオーナーには収益が還元されます

電気

電気料金
(支払い)

電気料金
(受取り)

設備費用
(負担)

コンテナオーナー 太陽光発電所オーナー

電気料金削減 収益還元

ENERGY



ＺＯＺＯ前社長の前澤友作さんが【総額100億円】10億円を10人の起業家に投資
する 前澤ファンドを設立。 ４３３
１件の応募がある中、社会貢献度、ビジネスモデルが評価され、1次審査を通過
いたしました（1次通過４８５件）

News！！



付録
テンフィールズファクトリー株式会社について
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テンフィールズファクトリー株式会社

最高経営責任者（代表） ：市川 裕

最高執行責任者 ：郡司島 紗世

最高顧客市場分析調査責任者：殿部 政達

最高人事責任者 ：的場 亮樹

設立 ：2002年

資本金 ：4,000万円

本社 ：〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1丁目7けいはんなプラザラボ棟9階 他、全国に支店を展開

現地法人：フィリピン

従業員数：152名（アルバイト含む）

平均年齢：26.4歳

お問合せ：0774-66-6994 / 0774-66-6995（FAX） HPh: ttp://10-ff.com/



テンフィールズファクトリー株式会社

会社沿革

2002年
6月テンフィールズファクトリー創業
8月レンタルサーバー事業開始

2003年

8月ホームページ作成事業開始

10月ダーツ販売・レンタル事業開始

2005年
10月ダーツカフェ事業開始 第一号店「ダーツカフェガーデン生駒店」がオー

プン

2007年

12月テンフィールズファクトリー株式会社として法人化

2009年
5月 ネイル事業開始 第一号店「ネイルソファ生駒店」がオープン

2011年
8月メディア事業開始

2011年
レンタルサーバー事業・HP作成事業がWEB事業部として統合

2012年
１月太陽光発電事業開始

2014年

海外事業開始 関東・名古屋に支店を開設

2015年

広島支店開設 リフォーム事業、ヤギレンタル事業開始

2016年
不動産事業開始

2017年
フィリピンに現地法人「10Fields Factory japan」を設立

人材開発事業・ホテル事業が開始

大阪支店開設

2018年

エンジニアリング事業開始

オーダーメイド家具＋FINO立ち上げ

2019年
インドネシア支店 開設

北海道 稚内営業所 開設

2020年

風力発電事業 コンテナファーム事業（農業法人テンフィールズファーム設立）

飲食店ビールと羊 梅田オープン

+FINOカフェ奈良オープン

2021年予定

長期滞在向けホテルヴィラ +FINOホテル（京都オープン)
太陽光自立型ＰＰＡモデル
セルフオーダーシステム（テンフィールズTEC設立）
フードデリバリーサービス”トドケル”



テンフィールズファクトリー株式会社

事業紹介

専門店「ビールと羊」



テンフィールズファクトリー株式会社

事業紹介

カフェ「+FINO HOME CAFE」



テンフィールズファクトリー株式会社

新規事業紹介

セルフオーダーシステム「Easy Order」



テンフィールズファクトリー株式会社

事業紹介

太陽光発電システム「PPAモデル」


