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魅力ある農業創りを目指します

当社では、食の根幹部分である農業に特化し高品質で安心安全な

農産物・食品を一元管理し高品質で常にご提供できるように、生産

者・加工業者・メーカーとの連携を取り九州産のにんにくを始め、各地

の特産品・農産物などを安定的に供給できる体制を確立しています。

また、近年のにんにくの高騰化、供給不足に対する解決策としてアイ

ピーシーでは新たなにんにくの産地づくりの取り組みを行っています。

安定供給の面での貢献と安全で高品質、そして野菜作りに熱心な生

産者と共に2019年度も九州管内各地にて新たな生産者と共に、に

んにくの産地づくりを行っております。

Company

沿革と概要

2015年9月 IPC（個人事業主）にて創業

2018年11月 九州豊穣倶楽部株式会社設立

資本金 100万円

代表取締役 深川 剛

業種 小売り・卸売り

所在地 佐賀県伊万里市立花町854-1

TEL

FAX

0955-25-8159

0955-25-8157

事業内容 農産物・食品・加工食品卸、販売

web http://www.ipc-imari.jp

E-mail ipcimari@ipc-imari.jp

代表者挨拶

弊社は2015年9月2日に創業いたしました。国内食料
自給率の低下、そして地方創生と農業従事者の高齢
化や弊社が所在する町も若者が減り市街地はかつての
にぎわいは少なくなってきています。

そうした中、始まりは少人数ではありますが、何とか一地
方から農業で元気な町作りを起こすきっかえになればと
試行錯誤を繰り返し出来上がったのが主力商品である
「伊万里パールにんにく」です。

まずはこの伊万里パールにんにくの生産、販売を足掛か
りに地域の生産農家様とも手を取り合い稼げる農業、
魅力ある農業造りを行い地域貢献をと考えております。

IMAGE

微力ではありますが、この
伊万里パールにんにく生
産工場を第一弾とし一
農業商社として、共に戦
う仲間と元気よくパワフル
にこの世の中に少しでも
変化を起こせるきっかけ
作りが出来ればと思いま
す。

IPC代表 深川剛
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製品づくりへのこだわり

＊産地にこだわる

国内で生産されているスプラウトにんにくの

大半は中国産の露地物にんにくを使用して

いますが、伊万里パールにんにくの原料とな

る元種（種にんにく）は、近年問題となっ

ている産地偽装や農薬汚染を考え、国内

で栽培された九州産をはじめとする国内産

露地物にんにくに限定し、生産を行っていま

す。（産地証明提出可能）

＊環境にこだわる

通常はビニールハウスなどを利用して生産さ

れていますが、伊万里パールにんにくは日照

時間や天候不順、災害、土壌を介しての

農薬汚染、病原菌や害虫の侵入など、

様々な問題を解決する為に専用の生産工

場を設け、24時間365日を通じて植付け

から出荷までを一元管理しています。

＊只今、特許出願中＊

＊水にこだわる

良質な水を安定してにんにくに与えるために、

伊万里パールにんにくでは、安全が担保さ

れた伊万里の水道水（有田川より取水）

を栽培用の1次水として使用し、それを専

用の栽培水に精製し使用しています。また、

栽培水は定期的に殺菌処理しています。

＊技術にこだわる

スプラウトにんにくは、露地物にんにくの2次

栽培であるため、1年を通しての安定供給

が難しいのが一般的です。しかし、弊社では

独自に開発した特殊な製法に加え、日々

の生育環境データをとり、季節ごとの栽培環

境作りに反映させているため、通年での安

定生産が可能となっております。

味に自信あり！

伊万里パールにんにく（スプラウトにんにく）
国内で生産された露地物にんにくを使い生産されたスプラウトにんにくで

す。専用工場内で24時間管理の下、このにんにくのために生成された

専用栽培水で育っています。風味はそのまま、食後の匂いは2,3時間

後には消えていきます。見た目、味ともに一流料理人が認めた逸品で

す。

新たな業務用食材に
調理方法としては、丸ごと天ぷらなど加熱調理として使えます。イ

タリア料理・中華料理・日本料理などでのご使用に向いております。

また、生でお召し上がる場合は一度3分ほど茹でて頂ければサラ

ダ等にてお使い頂けます。

天ぷら ホイル焼き 煮物

・業務用はブランチ済の冷凍真空パックがございます。
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製品づくりへのこだわり

＊品質にこだわる

何よりも安全でなければならいと考え収穫し

たにんにくの選別から商品作りの各工程の

中で品質基準を作り自信を持って皆様にお

届けできる体制を築いております。（産地

証明提出可能）

また、お客様にお届けする商品にロットナン

バーを割り付け、商品から生産圃場までを

一元管理出来る体制を築いております。

＊只今、特許出願中＊

＊独自に開発した熟成設備

黒にんにくの熟成方法は各メーカーで様々

な方法を確立されていますが、一般的に高

温、多湿の中での発酵・熟成が行われてい

ます。

当社で行う熟成方法は極力、生のにんにく

の栄養素を壊さない為に低温・乾湿の中で

長時間の発酵・熟成を行っており、出来上

がった黒にんにくはベトベト感はなく甘さが際

立つ芳醇な味に仕上がっております。

この様な商品を作る為に設備会社様に依

頼し、コストパフォーマンスに優れた当社のオ

リジナル熟成装置を開発頂いております。

こだわりの味と品質

九州産発酵熟成黒にんにく
佐賀県北西部を中心に各地の契約生産者が丹精込めて生産した

にんにくを全量買い上げをし、当社独自の製法にて長期間専用熟成

釜にて発酵熟成を行っています。

黒にんにくに使う原料は芳醇な甘みと香りを持つ嘉定種（かてい

しゅ）にんにくを使用しております。

黒にんにく用のにんにく生産
にんにくにはそれぞれ品種があり、品種ごとに適した栽培地及び栽

培方法があります。当社では嘉定種（かていしゅ）にんにくに特

化し独自の生産方法をマニュアル化し生産者への技術の提供を

行っております。

にんにくの収穫風景 選別・熟成風景

天ぷら ホイル焼き 煮物



Products

生の風味をそのまま残しました

スプラウトにんにくのチップ
低温でじっくりと１日をかけて乾燥させ生の

風味と栄養分を そのまま残しました。コク

味を増しローストをしっかり効かせた 一品

です。料理の風味付けや隠し味にお使いく

ださい。

普段の料理の隠し味に

スプラウトにんにくのパウダー
スプラウトにんにくのチップを粉状にしました。

調味料と混ぜて使用することで味とコクを

引き立たせる一品と なっています。

原種由来のパンチが効い
た業務用九州産にんにく

九州産むきにんにく
『九州産むきにんにく(大中小込み)』は、

九州産のにんにくを一粒一粒丁寧にむい

たものです。

業務用として一度で大量にお使いいただ

けるお客様にオススメです。

焼肉、ラーメン、韓国料理、
中国料理などの業務用に！

すりおろしにんにく
『九州産冷凍すりおろしにんにく』は、

面倒な皮むきもすりおろしも必要ない、

解凍するだけで、すぐに使える業務用

すりおろしにんにくです。

業務用として一度で大量にお使いいた

だけるお客様にオススメです。

無添加にんにく100％の商品です。

パンチの効いた露地物にんにく

九州産にんにく（嘉定種・平戸
早生・ホワイト種）九州の肥沃な土

地と大自然豊かな中で育った新物にん

にくを 取り扱っております。当社にて主

に取り扱いしているにんにくは 古くから

九州管内にて栽培されてきた「嘉定

種」と呼ばれる 原種に近い８片種のに

んにくです。皮はほんのり赤く、有効成

分の アリシンは他のにんにくより豊富に

含んで、にんにく本来の成分が ギュッと

詰まっています。辛味と臭いが強く、少

し小ぶりな 野性味が溢れたにんにくで

す。

甘みのある豊かな果汁

伊万里梨幸水・豊水
西日本有数の生産量を誇る伊万里

は豊かな果汁と歯ごたえが特徴 でトン

ネル栽培の「幸水」は７月上旬からの

出荷をスタートし 7月下旬からお盆前

まで、お盆過ぎから９月中旬までが

「豊水」 の出荷となり時期により色々

な品種の味を楽しめます。



Products

大粒のあま～いぶどうです

巨峰
ひと粒ひと粒、丁寧に丹精込めて育て

られた大粒の「巨峰」 は甘みがギュッと

詰まっており高品質です。 ８月上旬か

ら９月下旬までの出荷となっております。

緑黄色野菜の優等生

九州産明日葉（あしたば）
｢今日摘んでも明日にはもう芽が出てく

る｣と言われるほど、生命力の強い植物

です｡あしたばはβカロテンを豊富に含ん

でいます。βカロテンには抗酸化作用が

あり、免疫を高める働きがあるとされま

す。

蜜が出る程の甘さが特徴

安納芋
焼き芋にすると蜜が出るほどの甘さが特

徴の安納いもは しっとりとした食感と甘

さが認められ、全国的に人気が高まって

います。

名前の由来は「はるか」に優れる

紅はるか
名前の由来は、食味やいもの外観が既

存品種よりも「はるか」に優れる いること

から来ています。 糖度は特に優れてい

て、しっとりと甘く繊維が多いのが特徴で

す。 当社では鹿児島県で生産されたさ

つま芋を取り扱っております。

日向トウキは民間薬「神の草」

日向当帰
日向当帰（ヒュウガトウキ）は古くは

「神の草」として旧薩摩藩の住民が江

戸時代から密かに愛用していた民間

薬でした。従って古くからこの地域に自

生していた植物であると考えられてい

ます。現在、日向当帰の根は医薬品

に認定されていますが、日向当帰の

葉にも素晴らしい成分が含まれている

ことが判り、健康食品やサプリメントと

して注目され、いくつかの大学や研究

グループでたくさんの研究成果が発表

されています。

クレオパトラも使っていた奇
跡の木

モリンガ
ここ数年、美容や健康に敏感な人た

ちの間で人気が高まっている のがモリン

ガです。 別名「ミラクルツリー（奇跡の

木）」とも呼ばれる ワサビノキ科の植

物で、その栄養価の高 さは世界保険

機構（WHO) にも認められています。

生葉、茶葉、パウダー、育苗用苗を取

り揃えております



アイピーシー（伊万里パワフルカンパニー）
〒848-0027
佐賀県伊万里市立花町854番地1
TEL/FAX 0955-22-1175
URL http://www.ipc-imari.jp/
E-mail  ipcimari@ipc-imari.jp
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