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カゴメ株式会社のご紹介 
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◆ 創業119年、一貫して「野菜」という自然の恵みが事業基盤。 

◆ 野菜摂取量の向上は人々の「健康寿命の延伸」に繋がるということをベースに、 

多様の企業活動を展開。 

◆ 野菜を中心とした総合研究所を保有、全国に管理栄養士57名を配置。 

◆ 1972年より食育支援活動を開始。「カゴメ劇場」では延べ約350万人が観覧。 

◆ 23の県・市などの自治体と協定を締結、商品提供や食育活動などを通じ、地域 

の健康増進や農業振興を支援。 



カゴメが日本に供給している野菜量 
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1,371 万㌧ 

日本国内の 
野菜消費量 

329 万㌧ 

日本国内の 
緑黄色野菜消費量 

56.7 万㌧ 

カゴメの 緑黄色野菜供給量 

58.2 万㌧ 

カゴメの 野菜供給量 

出典：農林水産省「食料需給表」（H28年度概算値） 

カゴメの供給量はH28年販売実績を基に算出 

＊淡色野菜＋緑黄色野菜 

日本の緑黄色野菜消費量の17.2％、野菜消費量の4.2％をカゴメが供給 
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カゴメの長期ビジョン 

5 



6 

カゴメがヘルスケアビジネスを始めた背景 

■ 「野菜の会社」として社会とつながり野菜摂取を推進、 
  カゴメの存在意義の向上と日本人の健康寿命の延伸に 
  貢献する。 

企業としての持続的成長 
 ・新しい収益モデルの確立 
 ・現状のビジネスへの収益貢献 

企業の社会的価値の向上 
 ・社会問題を解決できる企業 
 ・野菜≒カゴメ≒健康のイメージ定着 



カゴメのヘルスケアビジネス 
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カゴメ管理栄養士(社員)によるプロジェクトチーム 

~ 野菜の彩りで、毎日のカラダとココロを笑顔に ~ 

 ♪ Happy Wellness ♪ 



主なコンテンツ 

8 

■ 「カゴメ健康サポートプログラム」 
  管理栄養士ラボによるセミナー＋実践プログラム 

■ 管理栄養士ラボによるレシピ監修 

■ 管理栄養士ラボの研修・講演活動、食イベント 



「カゴメ健康サポートプログラム」の概要 
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食と健康のプロ カゴメ管理栄養士が、野菜摂取の重要性や食生活改善の 

正しいコツとワザを、楽しく、分かりやすく、みなさまに伝授します！ 

 ◆ 食事管理はビジネスマナー！ 

 ◆ 生活習慣病を知る 

 ◆ ３つのお皿（赤・黄・緑）で栄養素を学ぶ 

 ◆ 1日・1食の食べる量、食べる順番を学ぶ 

 ◆ “ベジハンド®”で、野菜350g以上を体感 

 ◆ 野菜の簡単な摂り方を伝授 

 ◆ 「3ベジ提案」「5ベジ上手」「リセット法」などを提案 

 ※ 確認テストによる理解度測定付き 

目標：受講いただいた方の、食生活関する「意識」と「行動」を改善させる 



「カゴメ健康サポートプログラム」の実績 
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・2017年サービス提供開始 
・2018年10現在まで、74回開催 
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受講者数 
5000名突破 



エビデンスの取得計画 
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・現在、神奈川ME-BYOリビングラボ実証事業として、 
 「カゴメ健康サポートプログラム」が野菜摂取の意識や行動に 
 与える効果を検証する臨床研究を実施中・・・ 



ヘルスケアビジネスとエビデンス 
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・「カゴメ健康サポートプログラム」に関し、エビデンスを 
 取得しようと考えた理由 

１．モノビジネスにおけるエビデンスの効果を 
   認識しているため 

２．セミナーをビジネスとして成立させるための明確な 
   価値を提示するため 



モノビジネスにおけるエビデンスの効果 
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・カゴメトマトジュースの事例 



ビジネスとして成立させるために必要な価値 
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CSR・マーケティング活動 

基本無料 
or 実費のみ 

有料 

お客様にお金を払っていただけるに値する明確な「価値」を示す 
ことがビジネス継続として必須と考えた。 

カゴメ健康サポートプログラム 

・カゴメは、長年CSR活動、マーケティング活動の 
 一環として、「研究者や管理栄養士による講演活動」、 
 「食育支援活動」を実施してきた・・・ 



カゴメ健康サポートプログラムの「価値」 
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カゴメ健康サポートプログラムの「価値」 

受講者の食生活が改善する行動変容が起こること 

その結果、受講者の健康状態が改善する 



「価値」を示すために必要なエビデンス 
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「カゴメ健康サポートプログラム」がヒトの野菜 
摂取に関する意識、行動に与える影響を検証した 
エビデンスを提示する。 

カゴメ健康サポートプログラムの「価値」を示す 



エビデンスとは何か？ 
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■ エビデンス（evidence） 
  →科学的根拠（広辞苑）   
  →再現性、普遍性が担保されていること 

科学的に確かな方法で 
検証されたデータから 

導かれた結論 

個人の感想・体験 

自社調べ 

権威者、専門家 
の意見 



エビデンスの重要性 
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■ 自社製品・サービスのためだけではなく、ヘルスケア 
  産業全体を活性化させるために重要 

今このあたり？ 

・谷間をいかに作らないか？ 

・いかに早く安定期にもっていくか？ 

Jackie Fenn et al, Mastering the Hype Cycle: How to Adopt the Right Innovation at the Right Time, 2009 

hype cycle（ハイプ・サイクル） 



エビデンスを取得するには？ 

19 

■ エビデンス（evidence） 
  →科学的根拠（広辞苑）   
  →再現性、普遍性が担保されていること 

■ 最も確実なのは、査読付き雑誌に、論文として 
  掲載されること。 
  ※学会発表や特許請願するだけではエビデンスとしては不完全 



エビデンス取得の方法 
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■ 最も確実なのは、査読付き雑誌に、論文として 
  掲載されるには？ 

■ 論文を書けるような臨床研究の計画を立てて、 
  データを取り、得られたデータを評価する。 
 
 ☑ あなたの商品・サービスはどのような成果が期待できるのか？ 
   それはなぜ起こると考えるのか？ 
 ☑ どのようなデータを出せば、その成果の有無について万人が 
   納得してもらえるのか？ 
 ☑ 実際に得られたデータから、期待された成果が得られたと判断 
   できるか？ 



エビデンス取得に必要なリソース 

■ 専門家（学術機関） 
  ・仮説の妥当性へのアドバイス 
  ・研究計画や評価方法の妥当性へのアドバイス 

■ フィールド 
  ・商品やサービスの効果を検証するために協力してくれる人や集団 

■ 体制 
  ・研究計画の倫理審査（研究倫理審査委員会）等 

■ 資金 
  ・ある程度の投資 
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体制 
倫理審査委員会 
研究計画の審査 

公的制度の有効活用 

・リソースを自前で用意することが困難・・・ 

■ 例えば・・・「神奈川ME-BYOリビングラボ実証事業」 

・公的制度を有効活用することで、ある程度のリソースを確保可能 

フィールド 

神奈川県内の企業・住民 

専門家 

東海大学を中心とした 
県内の大学 
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今後のヘルスケアビジネスの市場規模 

23 事業構想大学院大学 HPより 

・市場規模は今後も拡大する見込み 



ヘルスケアビジネスに関する政策 
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・ヘルスケアビジネスの市場形成・拡大を後押しする政策 

経済産業省 商務情報政策局 「ヘルスケア産業の育成について」より 



今後のヘルスケアビジネス 

25 経済産業省 商務情報政策局 「ヘルスケア産業の育成について」より 

・一方で、その内容を評価される可能性も・・・ 



最後に 
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■ 医療  
 Evidence Based Medicine 

■ ヘルスケアビジネス  
 Evidence Based Public Health 
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御清聴ありがとうございました。 


