
ふくしま・やまつり・農業法人会情報誌



結んで開いて、
また結んで手を打って。

ふくしまの一番南に位置する矢祭町。
真っ白な霧に覆われた朝
日が射し霧が徐々に薄れていくと、
露がきらきらと光り景色をみずみずしく見せる。

ここに根をおろした、いくつかの農業法人が
互いに切磋琢磨し、時には手を結び前に向かっている。
そんな地道な取り組みが、都市部の人も惹きつけている。
「矢祭時間」第4号では、その様子を紹介する。

やまつりまち
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新しい物をいち早く

2018年、稲作作業の受託を主な業務にしている

(株)矢祭興産では、この夏いち早くドローンを導

入した。矢祭町は近年カメムシの害虫被害が増え

ており、適切な時期の防除が必要になっていた。

ドローンによる空中防除のメリットは、人工衛星

の位置情報活用により正確に散布出来ることだ。

また、コントローラーを扱う操縦士と場所を確認

する2人だけで操作ができるので、軽労働で済み

しかも時間が短縮出来る。同じ矢祭町農業法人会

の(有)でんぱたでも同時期にドローンを導入して

おり、矢祭町における水田の防除作業の転換期を

迎えたようだ。

(株)矢祭興産は、現在40才の鈴木秀典さんが平成

26年に設立した。今は正社員2名と繁忙期に3名の

作業員を加え、33ヘクタールもの広大な田んぼの

作業を切り盛りしている。33ヘクタールは東京

ドームで7個分にあたる面積で、主食用米と飼料米

を約半々に作っている。

1年を通して稲作に関わる作業は様々あり、天気

によって左右されるので臨機応変に対応しなけれ

ばならない。植物が相手なので季節の移り変わり

に添って動き、時には待った無しだ。

1年間の作業の流れは、年初めから3月までは堆肥

を振って耕運する。寒さの厳しい中地味な作業だ

が土作りには大事な要素だ。春のお彼岸の頃には

ハウスで稲苗を8,000枚ほど育て始める。5月に入

ると田んぼに水を引き代掻きをして、1年で一番

忙しい田植え期を迎える。時期が遅くても大丈夫

な飼料米の田植えが終わるのが6月中旬だ。ひと

段落しつつも水の管理や畔の草刈り、ドローンの

空中防除が真夏の暑い最中での作業となる。9月

に田植えに次いで忙しい稲刈りを迎え、10月から

翌年1月にかけて稲刈りの時に田んぼに残してお

いた稲わらを収集する。稲わらは畜産農家へ持っ

て行くと牛の餌となる。ここから牛の堆肥を頂く

循環の流れは、始めて13年となった。

責任感とチャレンジ精神

代表の鈴木秀典さんは、2人の姉がいる末子の長男

として、物心つく頃から自然に家業の農家を継ご

うと思ったそうだ。一度は町を出て外を見てみた

いと思い2年間東京で農業を学んだ。そのまま東京

で就職し町に戻ってこない若者が多い中、鈴木さん

は卒業後は実家に戻り農業をやっていこうと決め

ていた。矢祭町の友人との繋がりが深かったのも

戻ってくる理由のひとつだった。

実家の稲作を手伝い、20代の頃はアイデアを形に

したく色々試してみた。海洋深層水が注目されて

いた頃は、海の水を大量に汲んできて田んぼに撒

いた。海水のミネラルが土に良い影響を与え、美

味しい米を作れると思ったからだ。小売する際の

セールスポイントにもなると考えた。

このまま親を頼りにするのはどうかと独立したい

気持ちが高まり、36才の時に会社を設立した。経

営者として従業員をかかえていく責任を持つ決意

を持ったうえだ。

それから5年経つが、今はまず足元を固める時期

だと考えている。だが、いずれは自社で堆肥工場

を建て、畜産農家で余っている牛糞から堆肥を作

りたい。また地域の産業廃棄物（食物残さ）も受

け入れて堆肥にすれば地域貢献にもなる。

ゆくゆくは、地元の人がこの事業を引き継いでも

やっていけるような企業に育てたい。

中学生の息子さんには、自分で会社を興して、父

の会社を吸収できるくらい大きくして欲しいなと

笑いながら話す父の顔があった。

夢を語りながら、シビアに利益を生む方法を模索

する姿に、経営への意識の高さを感じた。稼ぐこ

と儲けることに、しっかり取り組みながら実は、

地域の人の繋がりや町の発展を望んでいる。その

姿に若い人達は、自分達もこの矢祭町でやってい

けると勇気づけられることだろう。

農作業受託型農業

鈴木秀典さん（代表）

yamatsuri kousan

(株)矢祭興産

農業生産法人・株式会社 矢祭興産

　963-5201

福島県東白川郡矢祭町大字中石井字黒助 301-1

　0247-46-4123  　0247-46-4123

　hejio415@gmail.com
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鈴木さん自身も農作業要員として動く

充分乾かした稲わらを集めて丸く固める。1つが約100～150㎏となる。
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Yokohama Sogo High School Yamatsuri Town

2018年は約10名の学生が募集に応じ、8月に
農業体験として、矢祭町にてブルーベリー収
穫やカーネーション苗の植付け、蕎麦の種蒔
きを行った。

1. (有)でんぱたブルーベリー園で早朝から
ブルーベリー収穫。全体に紫色に熟した実を選んで摘んでいく

2.  (株)グリーンルーツの金澤大樹さんより植物の説明を受ける。香りを確認中
3. 矢祭園芸にてカーネーション苗の植付け。小さなポットに1本ずつ植える、根気のいる作業

4.  (有)甚右衛門にてピザ作り、高信甚一郎さんよりピザ生地作りのアドバイスを受ける
5.  生徒同士で、横総祭（文化祭）と矢祭マルシェで出す加工品を検討

6.  ブルーベリーと柚子のジャムづくり、(有)でんぱたの青砥淳子さんと小渕英子さんが作り方を伝授
7.  そばがきと、ブルーベリージャムを使った料理の試作

種ま
くひとびと

蕎麦の種
番外編

矢
祭
の
柚子

を使った生徒の手作りジ
ャ
ム

JR根岸駅前の「矢祭マルシェ」にて
横浜総合高校の生徒たちによる
加工品の販売

矢祭町の山村開発センターにて
横浜総合高校「キャリア教育」の報告会

横浜総合高校の文化祭〈横総祭〉での、農業体験店

矢祭園芸での作業後に記念撮影

横浜総
合高校と

矢祭中学
校の生徒・先生たちの作品

Wakud
oki矢祭

にて駅前
美術展
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きと塩むすびのお昼ごはん
はじまりは2017年の夏、横浜市立横浜総合高校の小市聡先生が(有)でんぱたのブルーベリー園でのジョブキャンプを、見学のため矢祭町を訪れたこと
だった。ジョブキャンプは横浜にあるK2インターナショナルグループが、若者に就業体験させたいと毎夏5～10名の青年達を連れてきていた。
2018年の春には横浜総合高校の校長に就任した小市先生が主導して【キャリア教育】を矢祭町で実施することになり、今年度にかけて高校生と町とで
相互交流をはかることとなった。横浜総合高校は午前・午後・夜間の3つの部をもつ定時制高校で約1,200名の生徒数を誇る。普通科目の他、エンジニア、
ビジネス、生活文化の専門科目も選択して学ぶことができる。【キャリア教育】は農業体験にとどまらず、地域の現状を知り、課題を見つけ解決案を提案し
て実践していく。矢祭町では矢祭町農業法人会の(有)でんぱた、(有)甚右衛門、(株)グリーンルーツが参加し、矢祭町議員の中からも賛同者が協力をした。
　

はじまりは2017年の夏、横浜市立横浜総合高校の小市聡先生が(有)でんぱたのブルーベリー園でのジョブキャンプを、見学のため矢祭町を訪れたこと
だった。ジョブキャンプは横浜にあるK2インターナショナルグループが、若者に就業体験させたいと毎夏5～10名の青年達を連れてきていた。
2018年の春には横浜総合高校の校長に就任した小市先生が主導して【キャリア教育】を矢祭町で実施することになり、今年度にかけて高校生と町とで
相互交流をはかることとなった。横浜総合高校は午前・午後・夜間の3つの部をもつ定時制高校で約1,200名の生徒数を誇る。普通科目の他、エンジニア、
ビジネス、生活文化の専門科目も選択して学ぶことができる。【キャリア教育】は農業体験にとどまらず、地域の現状を知り、課題を見つけ解決案を提案し
て実践していく。矢祭町では矢祭町農業法人会の(有)でんぱた、(有)甚右衛門、(株)グリーンルーツが参加し、矢祭町議員の中からも賛同者が協力をした。
　

10月中旬に約10名の学生が再び矢祭町を訪れ8月に種蒔きをした蕎麦の収
穫を手伝った。また矢祭町産の蕎麦とブルーベリー、柚子を使ったジャムや
料理を試作した。10月27日・28日に横浜総合高校にて催された文化祭、「横
総祭」には農業体験店として、ブルーベリーと柚子のジャムを販売。そのジャ
ムをサイダーやパンケーキ、ガレットに添えた。また蕎麦粉を使ったそばが
きもふるまった。

横浜根岸にて毎月1度開かれる「矢祭マルシェ」では、ふだんは矢祭町の「も
ったいない市場」のスタッフが、農産物や加工品を出張販売している。11月に
は特別に横浜総合高校のブースも登場し生徒たちがマルシェに立ち、実際
に接客して自分達の作ったジャムやサイダーを販売した。
12月には呼びかけに集まった町民の前で、今回の「キャリア教育」の意義と
内容を小市校長先生と生徒たちが報告した。
3月には横浜の弘明寺商店街にて「横総大感謝祭」を実施、生徒たちによる矢
祭米の販売を行う予定だ。

(有)でんぱたの鈴木正美さんによる矢祭町の現状、地域の特性や特
産品の講義を受け、生徒たち同士で矢祭町をもりあげるためにはど
うしたら良いかを検討した。様々な提案が出され、
特産品を加工し横浜で販売して魅力を
アピールしていくことになった。

(有)でんぱたの鈴木正美さんによる矢祭町の現状、地域の特性や特
産品の講義を受け、生徒たち同士で矢祭町をもりあげるためにはど
うしたら良いかを検討した。様々な提案が出され、
特産品を加工し横浜で販売して魅力を
アピールしていくことになった。

10月中旬に約10名の学生が再び矢祭町を訪れ8月に種蒔きをした蕎麦の収
穫を手伝った。また矢祭町産の蕎麦とブルーベリー、柚子を使ったジャムや
料理を試作した。10月27日・28日に横浜総合高校にて催された文化祭、「横
総祭」には農業体験店として、ブルーベリーと柚子のジャムを販売。そのジャ
ムをサイダーやパンケーキ、ガレットに添えた。また蕎麦粉を使ったそばが
きもふるまった。

横浜根岸にて毎月1度開かれる「矢祭マルシェ」では、ふだんは矢祭町の「も
ったいない市場」のスタッフが、農産物や加工品を出張販売している。11月に
は特別に横浜総合高校のブースも登場し生徒たちがマルシェに立ち、実際
に接客して自分達の作ったジャムやサイダーを販売した。
12月には呼びかけに集まった町民の前で、今回の「キャリア教育」の意義と
内容を小市校長先生と生徒たちが報告した。
3月には横浜の弘明寺商店街にて「横総大感謝祭」を実施、生徒たちによる矢
祭米の販売を行う予定だ。
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フランス・パリに向け
矢祭米、矢祭米せんべい輸出へ

タイ・バンコクへの輸出事業3年目、現況と今後の展望

矢祭米はペットボトルタイプ、矢祭米せんべいと豆菓子が

フランス・パリの“KIOKO”へ向け輸出された。

バンコクにある近代的な高層ビルと複合ショッピングセンター 左からバンコクの貿易会社Yo＆Francisc Co,Ltd.渡部洋さん、(有)でんぱたの鈴木正美さん

左 /芋煮会に参加の女性

ビンゴゲームで矢祭米をゲット

バンコクのFujiスーパーで陳列販売された

矢祭米コシヒカリ。タイ語でポイントを

説明したポップでアピール

おにぎりを握ってくれたバンコク在住の福島県人会

女性のみなさん

矢祭町農業法人会の会員2名は、2018年8月フランス、パリのオペラ座

近くにある“KIOKO”(キオコ)という日本食材店を訪れた。“KIOKO”

は、このパリの店で日本から輸入した米、豆腐、日本酒や日本独自の

調味料である味噌、醤油、だし、和菓子やおかきなど多数取り揃えて

販売している。また、フランス国内へ日本食材を卸売りもしている。

店舗はコンビニエンスストアと同じ位の面積が2フロアあり、客層を

見るとフランス人の利用の方が多いようだ。昨今フランスでの日本ブ

ームの影響で、日本食はSUSHI(寿司)以外にもすき焼き、天ぷら、う

どんそば、ラーメンまで知れ渡っている。ヘルシーな日本食のイメー

ジが定着しているため定期的に日本食を楽しむフランス人は増えてい

るそうだ。

今回、パリに赴くきっかけになったのは、“KIOKO”の藤本浩次郎マ

ネージャーから(有)でんぱたへのメールだった。日本の田舎らしいブ

ランドを探していて、福島県主催の「ふくしまフードフェア」の商品

案内を見て、(有)でんぱたの矢祭米せんべいに興味を持ったそうだ。

その後、矢祭農業法人会で輸出事業の補助金を得てパリへ出張できる

運びとなった。

藤本マネージャーとの商談で、矢祭米せんべいを試食してもらい高評

価を得て、矢祭米コシヒカリや米菓、豆菓子もアピール。輸出入の諸

業務は、横浜にある“KIOKO”の親会社が窓口になることを確認。

帰国後に親会社の担当者と連絡を取り合い、2018年11月末に矢祭町

(有)でんぱたより、矢祭米コシヒカリ(ペットボトル)、矢祭米せんべ

い(2種)、豆菓子(2種)をパリに向け発送した。2019年1月

にパリの“KIOKO”の店頭に並んだ。またフランス

全国の小売店へ営業もかけてもらえることに

なった。コンテナ便での輸出に1ヶ月半はか

かるため、賞味期限の長いものに限られるが、

今までにない市場へ今後も商品の追加を

アピールしていきたい。

パリの街を歩くとお肉屋や、パン屋などの小規模な個人経営の専門店

が多く残っている。パリの政策として、スーパーなど大型店舗を出店

させないようにしていると聞いた。店員と客が会話を交わして買い物

をしていく様子は、以前多くあった日本の町の商店街を思わせた。

今回もバンコクにて催される福島県人会の芋煮会にご招待いただき矢祭町

農業法人会、会員3名で参加した。

矢祭米を提供し、前回同様女性たちにおにぎりを結んでもらった。その他

さんまの塩焼きやけんちん汁などがふるまわれ、50名近くの　　　　　　

老若男女が楽しい時間を過ごした。参加者たちへ矢祭米を　　　　　　　

アピールしていくと、すでに知っている方が多くスーパー　　　　　　　

で矢祭米を選んで購入しているという。宅配もできるよう　　　　　　　

になれば、ぜひお願いしたいとの声も多くいただけた。

また、ここで日系企業の食品バイヤーの方と出会い、今後　　　　　　　

バンコクでの食料品新規店舗オープンの計画が進んでいる

ため、矢祭米の取り扱いも検討してもらえることとなった。

矢祭米コシヒカリで作った

おにぎりをふるまった

藤本マネージャーに試食して頂き、

非常に美味しいと評価された矢祭米

せんべい

←醤油などの和風

調味料を吟味する

フランス人女性

Bonjour Paris สวัสด ีBangkok

パリの“KIOKO”店舗前にて

左から(有)でんぱたの鈴木正美さん

“KIOKO”マネージャーの藤本浩次郎さん

　　　　　　　　　　　　　2016年から始まった矢祭町産農産物のタイ・バンコクへの輸出事業。2017年は矢祭米コシヒカリを詰めた2㎏袋のパッケージ                               

　　　　　　　　　　　　　でコンテナ船にて輸出した。関連書類の準備や防疫検査などに苦労したが、バンコクの貿易会社「Yo＆FrancisclCo,Ltd」

の渡部洋さんの協力を得て、バンコクのFujiスーパーへ納品することが出来た。

2018年11月、5回目に訪れたバンコクで実際に矢祭米が店頭に並んでいるのを見たときは、感慨深いものがあった。矢祭米は魚沼産コシヒカリに次ぐ価格

となっており、高級ラインに入る。生産者の写真やタイ語での説明のPOPを掲示し、美味しい福島の米、矢祭米をわかり易く伝えている。

渡部さんとの商談で今後は店頭販売にプラス、宅配販売も始める提案がなされた。バンコクをはじめタイには経済発展に伴い富裕層が多く、またバンコ

　　　　クだけでも日本人が3万人以上も暮らしていて、美味しい日本の米や日本を感じられる食品の需要は高まっているはずだ。コストを考えると日本

　　　　　　からの輸出はコンテナ船が条件となるので生鮮食品は難しい。賞味期限が長く常温保存が可能な、日本のふるさとならではの手作り味噌や

　　　　　　　や手作り梅干しなどを矢祭米とともにバンコクへ輸出し、バンコクで宅配専用箱にセット。タイの各地へ、現地のヤマト便を使った宅配

　　　　　　　　を考えている。まずは矢祭町産のもので調達し、今後漬物や菓子など、アイテムを広げていく予定だ。

福島県人会 芋煮会 タイ出張メンバー①

タイ出張メンバー②

タイ出張メンバー③

下 /参加者全員で記念撮影
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【店舗情報】　うどん・おでん久丸　
〒164-0011
東京都中野区中央 1-38-1 アクロスシティー 103
　03-3365-4344
　http://www.hisamaru.com/
東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線「中野坂上」駅から徒歩 1分

「東京で矢祭産の農産物や加工品を販売している。矢祭もったいない市場
という名前で。年間 100 回くらいやってるよ。かれこれ 10 年前から…」
このお話を農家の店タカシンの高信社長に伺ったのが、仕事の関係で初め
て矢祭町を訪問した 2017 年 6 月のことです。
それから矢祭もったいない市場に行きました。私が訪れた武蔵小山での販
売は大盛況。ここまで人を惹きつける矢祭の農産物ってすごいなと心から
思いました。新しい開催場所として会社周辺の施設を紹介させていただい
たこともあります。社内や取引先に案内して、新鮮で美味しい野菜が買え
てよかったと喜んでいただけました。
最近では夏に日本一予約のとれない日本料理店・賛否両論の笠原さんをは
じめとするチーム笠原の皆さんと甚右衛門農場を訪問。収穫体験やバーベ
キュー、川釣り、カヌーなど矢祭を満喫しました。冬は地酒〈南郷〉で知ら
れる (株 )矢澤酒造店の酒蔵を見学する予定です。矢祭町でこれから新しい
取組みが生まれる予感がします。

好きです !
矢祭応援隊

首都圏に暮らしながら
矢祭町を応援してくれる

ひとたちがいる。

小川  尚德 さん   ogawa hisanori 株式会社  タテノコーポレーション　肥料部

私は東京中野坂上で飲食店を経営しております。
矢祭町との出会いは、目白大学の学園祭にでんぱたの鈴木さん、アートポッ
プマシコの増子さんが野菜の即売会に参加されており、その打ち上げに当
店にご来店されたのがきっかけです。
数日後、でんぱたの鈴木さんから矢祭町のお米が届きました。食べて正直
吃驚しました。つやつやで粘り気が強く、ほんのり甘みを感じるお米でし
た。魚沼産のコシヒカリが有名ですが、矢祭町のお米も決して引けを取り
ません。お米が美味しいという事は、水が美味しいという事なので、野菜
も美味しい訳です。
私は、すっかり矢祭町に魅了されました。
これからも中野坂上で、矢祭町のお米と野菜を沢山のお客様にご提供した
いと思います。

田島 久丸 さん   tajima hisamaru うどん・おでん　久丸

とても気さくに『これ使ってみてください。』とでんぱたの鈴木代表から、
とても大粒で個性のあるブルーベリーをいただきました。ブリジッタとい
う品種のブルーベリー。
お米もそうですが、料理人として素敵な食材に出会うとテンションが上が
ります。その生産者にまつわるストーリーが良い風に絡むとなおさらです。
私より上の世代の方で話をしていて、ワクワク感が伝わってくる方は、あ
まりいません。鈴木代表からはワクワク感がビシビシ伝わってきます。
店舗近隣の横浜総合高校の生徒らに農業体験ができる環境を提供し “農業 ”
を若い世代に広めようと努めておられるようで、今後農産物を消費者に届
ける効率的な仕組み作りやそれを采配できる人材等の後進育成に繋がれば
良いと思っております。
今取り組んでおられる “6 次産業 ” に後進育成等を加味し、矢祭町発の
“7 次産業 ”の構築を期待しています。

藤岡  宣仁 さん   fujioka yoshihito BISTRO Indigo jam　 ビストロ インディゴ ジャム

「矢祭と横浜を結ぶ農業体験の実施」

横浜市立横浜総合高校は本年度矢祭町にて３回の農業体験をさせていただ
きました。きれいな空と川、森に囲まれた環境の中での体験は横浜の生徒
には新鮮であり、農作業は自己の存在感を認識し、心を癒すものでした。
生徒たちはこの体験中に農作業だけでなく地域振興についての観光提案、
収穫したブルーベリーやそばによる商品開発、さらに横浜での販売など
６次産業の体験までできました。
これらの成果はすべてご協力いただいた矢祭の皆様の温かさによるものと
深く感謝いたしております。この体験活動を今後も継続し、矢祭と横浜の
交流を深めていく所存です。これからもよろしくお願いいたします。また、
開発商品「ジャム餃子」にご期待ください。

小市 聡 さん   koiti satosi 横浜市立横浜総合高等学校　校長

私たちは横浜で生きづらさを抱える若者の支援をしています。東日本大震
災の後、私たちはつながりのある石巻で支援をしていました。福島の問題
はとても大きく、何をすればよいかと考えている時、でんぱたの鈴木さん
との出会いがありました。それから鈴木さんが矢祭からいろんな人を横浜
に連れてきてくれたり、私たちも子どもや若者を連れて矢祭に遊びに行き
ました。「自然がきれいな田舎なんてどこにでもある、大事なのは人との
つながり」と話してくださったのが記憶に残っています。それから毎年少
しずつ行き来を続け、今、私たちの寮やお店のお米はすべて矢祭米です。
また、毎月「矢祭もったいない市場」を開催していただき、おいしい野菜
や果物を届けていただいています。人とのつながりが地域をつなぐ事を実
感し、矢祭のみなさんとの出会いを心から感謝しています。

岩本  真実 さん   iwamoto mami K2インターナショナルグループ　NPO法人ヒューマンフェローシップ代表理事

【店舗情報】　BISTRO Indigo jam
〒232-0061
神奈川県横浜市南区大岡 2-26-21
　045-315-6545
　https://indigojam.thebase.in/
　https://www.facebook.com/bistroindigojam/
横浜市営地下鉄「弘明寺」駅から徒歩３分左端が小川さん、左から 3番目は甚右衛門の高信祐介さん、

右端が高信甚一郎さん、右から 3番目が賛否両論の笠原さん



株式会社 グリーンルーツ

　963-5113  

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿 8

　0247-47-2201  　0247-47-2534

　mail@greenroots.jp

　http://greenroots.jp/

  https://www.flowerbiz.jp/

　https://www.facebook.com/green.roots/
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農業生産法人・有限会社 そらの社

　963-5118  

福島県東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷 134-3

　0247-34-1388  　0247-34-1388

　sorano@onyx.dti.ne.jp

グリーンルーツ
種苗資材の輸出入販売など

花の品種権利を販売することを主軸とし、海外勤務の経験をいかして、
シクラメンなどを試験管でクローンを増やし育てる権利を輸出販売し
ている。また花の売り先を増やすため、出張販売や展示会、商談会にも
積極的に参加している。花だけではなく、矢祭町の特産品も合わせて紹
介していて、矢祭米や矢祭町産柚子、鮎は煮凝りに加工して販売した。
ディスプレイにもなるかぼちゃや、トウモロコシなども栽培し、リゾット
に合うイタリア米の栽培なども手掛ける。「まず、やってみる」の精神で
フットワーク軽く、様々なことにチャレンジしている。

やまつりファーム

　963-5118  

福島県東白川郡矢祭町大字戸塚字戸塚 51

　090-1496-1219  　0247-34-1388

　egg831@docomo.ne.jp

やまつりファーム
全て国産の養鶏

全て国産にこだわった卵を生産している。鶏は希少価値の高い純国産鶏、与えている飼料は地元の飼料米を中心に
すべて国産のものを使っている。特徴的なのは、生米ぬかやおからを3日かけて発酵させて作る、自家製発酵飼料。
これを与えることで鶏の健康にも良く、うまみの多い卵となる。

矢祭町農業法人会
会員・商品紹介

そらの社
土耕栽培でのいちご生産

生産しているいちごのほとんどを土耕栽培で育てていて、その約80％を「とちおとめ」が占める。管理した
り収穫するのに比較的楽な水耕栽培ではなく、土を耕し畝（ベッド）を立てて苗を植える土耕栽培は、土
に含まれる微生物が良く働くため、いちごの味に深みやコクを与えるといわれている。

⒈  土耕栽培のハウス内
⒉  いちご1パック￥300～600（サイズや時期による時価）
⒊  収穫したばかりのとちおとめ

⒈ 自然な色の黄身
2. 鶏舎内
3. たまご10個入パック 250円前後
4. たまご6個入紙パックは、(有)でんぱたにて販売

1.  食虫植物（左/サラセニア 右/ハエトリグサ）　
2.  種類の多い多肉植物　
3.  クレマチス　
4.  観賞用トウモロコシ　
5.  シクラメンのハウス内

〔小売り〕 催事販売、ネットショップ
 【フラワービズ】 https://www.flowerbiz.jp
〔卸売り〕 卸売りが主体、輸出販売

〔小売り〕 11月下旬～5月末までは事務所にて販売、地方発送も可能
〔卸売り〕 卸売りが主体、近隣の和洋菓子店など

〔小売り〕 リオンドール矢祭店・塙店
                 太郎の四季（ JA矢祭 農産物直売所）、 田舎すだち（棚倉町 農産物直売所 ）
                 魚宗（矢祭町）、 118号線沿い敷地内の自動販売機
〔卸売り〕 卸売りが主体、県内洋菓子店など

味が濃くて
おいしいと評判 !

インテリアのポイントにも
なるトウモロコシ。

乾燥させて加熱すれば
ポップコーンとして楽しめる。

白身に弾力があり、
たまごかけごはんが

美味。

室内で育てやすいと
近年ブームの多肉植物。

個性的な見た目がかわいい。

代表の金澤大樹さん

そらの社の創業者4名、左から菊池秀男さん、金澤孝幸さん（代表）、塙宗一さん、立花洋さん

左から息子の鈴木智博さん、父で代表の鈴木幹康さん
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農業生産法人・有限会社 甚右衛門

　963-5118  

福島県東白川郡矢祭町大字東舘字田川 1-1

　0247-46-2234  　0247-46-2240

　jin1@lime.plala.or.jp

　jinemon831.wix.com/jinemon

　https://ja-jp.facebook.com/jinemon831

甚右衛門
トマト主体の野菜生産

イタリア産種から育てたトマトや、パクチー、空心菜など、イタリアンやタイ料理の食材向けに特化した野菜
づくりをしている。野菜本来の力を引き出すために有機的な土作りを目指す。
また本格的ピザ窯を設置し、地元の人の交流や町外からの人を呼び込む場として、収穫した野菜を使った
ピザを焼き、バーベキューを楽しむ食農体験ができる。

1. 生で食べられるミニキャロット
2. イタリアン ミニトマト150ｇ 1パック￥200
3. 食農体験でのひとこま、収穫した野菜をバーベキューで
4. 特製のトマトピューレを使った手作りピザ
5. 薪で火をおこし十分暖まったピザ窯
6. 空心菜 1束￥200
7. パクチー 1束￥200

〔小売り〕 FamilyMartタカシン矢祭店（時期で取り扱い品種は変わります）
〔卸売り〕 卸売りが主体、首都圏のレストランや総菜チェーン店など

タイ人のシェフの
お墨付き、香りのよいパクチー

イタリアン ミニトマト
色どり豊かで、食卓が
明るくなります

矢祭米コシヒカリ
100％使用した

お米の味がちゃんとする
おせんべい。

フランス・パリでも
販売を開始しました！

農業法人・有限会社 でんぱた 

　963-5118  

福島県東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷 12-1

　0247-46-2571    0247-34-1425

　agri-net@denpata.com    

　http://www.denpata.com

　https://ja-jp.facebook.com/denpata

でんぱた
矢祭米の生産販売

矢祭の名前を冠したコシヒカリを広めていくため、国内外にアピール活動に力をいれている。東京
や横浜をはじめ、海外はタイのバンコクやフランスのパリへの販売を実現させた。精米は特にこだ
わっており、低温で摺り上げて徹底的な選別をして安心で安全な米に仕上げている。
自家農園で収穫したブルーベリーは、ブルーベリージャムに加工しており、矢祭米せんべいや米菓
とともに手軽な矢祭土産として喜ばれている。

1. 矢祭米2㎏ ￥1,000
2. 矢祭米5kg ￥2,300
3. 矢祭米ペットボトル1.8kg ￥1,000
4. 矢祭米せんべい
　＜ザラメ・醤油味＞￥324 
5. 米菓
　＜ブルーベリー・ゆず＞￥370
6. 豆菓子100g
　＜黒糖＞￥380 ＜あげ塩＞￥480
7. お茶うけに美味しい矢祭米せんべい
8. 自家農園で収穫したブルーベリー 
　冷凍500ｇ ￥650
9. 自家製ブルーベリージャム110g￥550

〔小売り〕 リオンドール矢祭店・塙店・棚倉店・浅川店、 事務所にて
　　　　「もったいない市場」の首都圏への出張販売
　　　   ホームページでのネット販売    
               Amazonにてネット販売（矢祭米・矢祭米せんべい）
〔卸売り〕 近隣・首都圏の飲食店や介護施設など、輸出販売も

矢祭町産の大豆
を使用。素材を

いかした豆菓子です。

矢祭町農業法人会
会員・商品紹介

代表の鈴木正美さん

左から兄で代表の高信甚一郎さん、弟の高信祐介さん

　　
　　

オレンジ色は
アムス、黄色が
テルダムという
ミニキャロット

です。

オレンジ色は
アムス、黄色が
テルダムという
ミニキャロット

です。

2018年より
タイ・バンコクでも
販売されています。
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