Company History
1982 ／11

昆吉則が新宿区下落合 3-9-3 にて、個人営業で農業を主体とした編集および広告代理業務開始

1987 ／4

資本金 400 万円にて株式会社を登記

1989 ／2

新宿区高田馬場 4-30-19 に移転

1992 ／2

創業 5 周年

1993 ／1

昆吉則著『あたりまえの農業経営（財団法人富民協会）』発行（1993/1 発行、富民協会、1993）

1993 ／5

経営と技術と商品の情報誌

1993 ／10

第 1 回「季刊農業経営者セミナー〜田んぼ畦ぎわ勉強会〜」開催（茨城県美浦村および牛久市）

1994 ／2

第 2 回「季刊農業経営者セミナー〜不作のあとに問い直す田づくり・土づくり〜」開催

1994 ／5

第 1 回「農業経営者のための実践土壌肥料学セミナー」開催（千葉県／雪印種苗株式会社）

1995 ／2

季刊『農業経営者』が隔月刊『農業経営者』に（通刊第 9 号より）

1995 ／10

資本金 1,000 万円に増資

1996 ／3

シンポジウム「府県における畑作野菜経営の可能性」開催（東京都新宿区／ BIGBOX）

1996 ／7

海外農業セミナー「カリフォルニアでの大規模稲作経営」開催（滋賀県大津市／琵琶湖グランドホテル）

1996 ／11
1996 ／12

新宿区高田馬場 4-18-12 で昆吉則が代表取締役にて㈱農業技術通信社・設立

季刊『農業経営者〜耕しつづける人へ〜』創刊

シンポジウム「アメリカ向け米輸出を企画する理由」開催（東京都／科学技術館）
『農業経営者』実演シンポジウム「野菜の生産と流通が変わる！」開催（茨城県土浦市）

1997 ／2

創業 10 周年

1997 ／12

誌上開店「農業経営者の店」

1998 ／2

異業種協同による畑作野菜流通のための「経営実験プロジェクト」発足（実演会：茨城県牛久市 高松氏農場）

1998 ／6

隔月刊誌『農業経営者』が月刊『農業経営者』に（通刊第 29 号より）

1998 ／6

経営実験プロジェクト会議第 1 回研究会開催（実演会：茨城県真壁郡、検討会：茨城県結城市）

1998 ／8

別冊『祝！第 29 回全国農業機械展示会号』発行

1999 ／3

別冊『北海道農業機械フェア記念号』発行

1999 ／7

資本金 2,000 万円に増資

1999 ／8

実演研究会「水田地域での畑作野菜経営の創造」（山形県藤島町）

1999 ／9

視察ツアー「アグリテック '99

2000 ／3

月刊『農業経営者』創刊 50 号（2000 年 3 月号）

2001 ／3
2001 ／5

イスラエルハイテク農業経営視察ツアー」企画

株式会社インフォマートと業務提携（農通インフォマート）
『農業経営者』公式サイト（www.farm-biz.co.jp）開設

2002 ／5

創刊 10 周年

2002 ／6

本誌連載「メイド・イン・ジャパンからメイド・バイ・ジャパニーズへ〜西オーストラリアからアジアを目指せ（第１回）」スタート

2002 ／6
2002 ／9
2002 ／10
2002 ／10

オーストラリア州西オーストラリア州政府と MOA（提携関係の合意）
「農通コンサルティング」サービス開始
Made by Japanese 検討視察ツアー「西オーストラリア農業投資環境視察ツアー」企画
『農業経営者』、韓国『農耕と園芸』と提携

2002 ／11

別冊『農薬は誰のため？

2003 ／2

Made by Japanese 検討視察ツアー「第 2 回西オーストラリア農業投資環境視察ツアー」企画

2003 ／2

韓国農機園芸資材発掘・農業経営視察交流ツアー「国の壁

2003 ／2

農業経営は〜原料供給者から食品メーカーへ〜 「農通」食品施設プランナー企画開始

2003 ／6

月刊『農業経営者』営業代行サービス開始

2003 ／8

西オーストラリア州農業投資セミナー「第 1 の農場は北半球、第 2 農場は南半球／西オーストラリア州 農業・食品加工投資機会のご案内」

2003 ／8

別冊『農薬は誰のため？

2003 ／11

西オーストラリア州投資機会セミナー〜第 1 の農場は北半球、第 2 農場は南半球〜開催（大阪府／マイドーム大阪）

2004 ／5

月刊『農業経営者』創刊 100 号

2004 ／6

通刊 101 号

2004 ／7

資本金 3,000 万円に増資

2004 ／10

ポテトビジネス新発想・創造メディア『ポテカル』創刊（発行 : カルビーポテト㈱、編集 : ㈱農業技術通信社）

2005 ／8

昆吉則が内閣府規制改革推進会議農業専門委員に任命される

2005 ／11

農業機械資材の検索・商品サイト「Eooo ！（エオー）」（www.eooo.jp）の運営を開始

2005 ／11

Made by Japanese 検討視察ツアー「ウルグアイ日本米生産を検討するツアー」企画

2006 ／2

農業経営者主催シンポジウム『脱・敗北主義の日本農業

2006 ／5

Made by Japanese 検討視察ツアー「イスラエル農業視察ツアー」企画（イスラエル大使館経済部と共催）

2006 ／7

農機専門誌の権威、独『プロフィ（profi）』誌／農業経営・マーケット専門誌、英『ファーマーズウィークリー（FARMERS WEEKLY)』と提携

2006 ／12

昆吉則監修『強い農家はこう考える〜大規模農家の経営展望〜』発行

2007 ／2

創業 20 周年

2007 ／4

別冊『GAP 全国会議 2007in 青森 開催記念 No.125 特集（別刷）』発行

2007 ／7

1 号』発行
を越え、日韓の農業経営者が出会う」企画

〜あなたの農場の " 東京営業所 " です〜

2 号』発行

月刊『農業経営者』リニューアル

東京都新宿区高田馬場 3-18-25

コメ産業水田ビジネスの経営戦略』開催（東京都新宿区／ BIGBOX）

第五康洋ビル 9F に移転

2007 ／8

『農業経営者』読者の会 定例セミナー開始

2008 ／2

『農業経営者』読者の会

第 1 回「なぜ我々は、農業ではなく、農場を語るのか」（講師／昆吉則）

第１回全国大会開催

テーマ「日本農業のイノベーション」（初日：幕張セミナーハウス、二日目：和郷園・風土村、柏みらい農場）

2008 ／2

Made by Japanese 検討視察ツアー「ドバイ贅沢市場視察ツアー」企画

2008 ／3

みんなの農業商品クチコミサイト

2008 ／8

月刊『農業経営者』創刊 150 号

2008 ／12

ポテトビジネス新発想・創造メディア『ポテカル』創刊 50 号

2009 ／2

農業総合専門サイト『農業ビジネス』（agri-biz.jp）開設と同時に、定期購読者向け「プラチナ会員」制度開始

2009 ／2
2009 ／3

Eooo ！掲載商品 6,500 突破

Made by Japanese 検討視察ツアー「ロシア沿海州視察ツアー」企画
『農業経営者』読者の会

第 2 回全国大会開催

テーマ「日本農業の NEXT STAGE」（二日目：シンポジウム

世界を虜にするニッポン農業〜先駆者たちから学ぶ、

農産物輸出と Made by Japanese の戦略〜）（TKP 田町ビジネスセンター）
2009 ／3

第1回

2009 ／3

農業が身近になる、ファーム・コミュニケーションマガジン『Agrizm（アグリズム）』0 号発刊

2009 ／7

農業が身近になる、ファーム・コミュニケーションマガジン『Agrizm（アグリズム）』創刊

2009 ／7

Agrizm 創刊記念トークイベント（東京都中央区／アップルストア銀座）

2009 ／9

A-1 グランプリ

2009（東京都／ TKP 田町ビジネスセンター）

別冊『これ一冊でわかる GAP 導入・実践集』発行

2010 ／2

『農業経営者』読者の会

2010 ／3

『日本 GAP 協会

第 3 回全国大会開催

テーマ「未来のための原点回帰〜増収、適地適作、開拓者精神〜」（東京都／晴海グランドホテル）

公式解説書〈シリーズ 1〉農場管理を

見える化

し、食の安全を確保する JGAP』発行

2010 ／3

オーストラリア州ヴィクトリア州と提携

2010 ／2

専務取締役 浅川芳裕『日本は世界 5 位の農業大国』（講談社プラスアルファ新書、2010/2/20 発行、講談社、2010）

2010 ／3

Made by Japanese 検討視察ツアー「オーストラリア・オートリバー灌漑／開発地区投資視察ツアー」企画

2010 ／3

Made by Japanese 検討視察ツアー「オーストラリア農業視察ツアー in Victoria」企画
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