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どこまでも高く澄み渡った青い空の下、
黄金色に彩られた田園には、

60 掲載商品一覧

たわわに実った稲穂が頭を垂れています。

48 お酒

山麓の果樹畑では果実が色づき、

54 “ 美味しい安曇野 ”が買える店

ほのかに漂う甘い香りが鼻をくすぐります。

38 米・蕎麦

実りの季節を迎えた安曇野は、

26 果物

一年で最も美しい姿で私たちを魅了します。
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本書は、そんな美しい安曇野で育った農産物が
ぎっしりと詰まった一冊。

を、

冷涼な気候、豊富な水、長い日照時間、昼夜の寒暖差……。
恵まれた気候風土で育った 美味しい安曇野
あなたにお届けします。

美味しい安曇野 を
“
あなたにお届けします。
この地を訪れなければ食せなかった味が、
今では気軽にお取り寄せできる時代。
コロナ禍の影響もあり、インターネットなどを活用した通信販売は、
農産物の分野でも急速に広まっています。
お取り寄せは、特別から身近な行為へと変わりつつあるのです。
通信販売はまた、生産者との距離もぐっと近づけてくれました。
農家となった背景や農業に対する姿勢、日々の栽培の様子など、
多くの生産者が自ら情報を発信しています。
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”
想いを知り努力を知った顔の見える生産者がつくる、

野菜

”

を

8

“

安心・安全な 美味しい安曇野

プロローグ

“

ぜひお取り寄せして味わってみてください。

安曇野の四季／安曇野市概要
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“

春

春は名のみの 風の寒さや――。
唱歌『早春賦』の歌詞のとおり、

がて初々しい緑の躍動感を感じる

ゆっくりと訪れる安曇野の春。や

頃、山々をキャンパスにひととき

「雪形」です。この雪形の現れ

のアートが描き出されます。

を合図として、人々の農の営み
が始まるのです。

夏
照りつける太陽とは裏腹に、
爽やかな風が頬をくすぐる安曇
野の夏。澄み渡った空からは豊
富な日の光が降り注ぎ、雪解け
水が染み込んだ大地からは冷た
い水が湧き出します。作物たち
は、その力を吸い込んですくす
くと育っていくのです。

秋

懐かしさを覚える稲わらの匂

暖色に衣替えした山々の景色。

い、果樹畑から漂う甘い香り、

深まりゆく安曇野の秋は、目で
も鼻でも感じることができます。
もちろん、口でも。収穫の喜び
を伝える祭りに足を運べば、農の
恵みをいただくことができます。

冬

張り詰めるほどに澄み切った
空気が、勇壮な山々の稜線をく
っきりと際立たせる安曇野の冬。
その美しい光景は決して見飽き
ることがありません。降り積も
った雪の下で、草木は力を蓄え
ます。厳しい冬の寒さが、次の
一年の実りを育むのです。
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［ 市の花 ］

安曇野市

日本一の生産量を誇り、特産品である

わさび

「わさび」。清涼な水に育まれ身を寄せ
合って咲く白い花は、安曇野市の美し
い自然のもとで人々が支えあっていく
象徴としてふさわしい花である、とし
て市の花に選ばれました。

概

安曇野市は長野県のほぼ中央部に位置し、

［ 市の木 ］

北は大町市、松川村、池田町、生坂村、筑北村、

けやきは、安曇野では屋敷林などに使
われ市民にも親しまれています。大地

けやき

南は松本市に隣接しています。西部は雄大な
北アルプス連峰がそびえ立つ中部山岳国立公

にしっかり根を張り、幹や枝が天に向
かって堂々と伸びる姿から、安曇野市

園の山岳地帯であり、海抜 3,000 ｍ級の象徴

の発展の象徴としてふさわしい木であ
る、として市の木に選ばれました。

的な山々があります。北アルプスを源とする
中房川、烏川、梓川、高瀬川などが犀川に合
流する東部は、海抜 500 ～ 700 ｍの概ね平

［ 市の歌 ］
安曇野市歌
水と緑と光の郷

坦な複合扇状地となっています。

安曇野市を全国の皆さんに知っていた
だくとともに、市民の皆さんに永きに

作 詞 保岡直樹
作 曲 飯沼信義
（桐朋学園大学名誉教授）

要

この地域は平均気温 11.8℃､ 平均降水量

わたって愛着を持っていただきたいと
いう考えから、歌詞を公募し、市民投

1,101㎜、日照時間 1,934 時間という典型的
な内陸性気候であり、日照時間が長く、雨が

票により決定しました。

少ないという地域特性は、美味しい農産物を

［ 友好都市 ］

生産できる大きな要素となっています。
※数値は 2007 〜 2019 年の平均。

［ 面積 ］

331.78㎢
［ 広ぼう ］

東西
南北

※海外の姉妹都市としてクラムザッハ（オーストリア共和国チロル州）があります。

［ 農業 ］

25.9 ㎞
21.0 ㎞

［ 人口 ］

97,368 人

（ 男 47,265 人   女 50,103 人 ）

［ 世帯数 ］

40,071 世帯
※人口・世帯数は 2020 年 4 月 1 日現在。

［ 気候 ］
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玉ねぎ

玉ねぎ

わさび
わさびの花

9
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澄んだ空気、肥沃な土壌、

キュウリ

豊富な水といった恵まれた自然環境のなか、

スイートコーン
収益性が高く、比較的労働力を軽減
できる農作物であることから、市の
重点作物として栽培が進められてい
るスイートコーン。安曇野で栽培され
ているのは、大変甘いイエロー系品
種の「ゴールドラッシュ」などです。

さまざまな野菜が栽培されている安曇野。

le

b
Vegeta

なかでも北アルプスの湧水を使って

栽培されるわさびは生産量日本一。

ほかにも減農薬や有機栽培などに

取り組む農家も多くいます。

アスパラガス
長野県が全国２位の生産量を誇
るアスパラガス。栽培管理が難
しい品目ですが、安曇野では市
の重点作物として品質の向上と
収穫量の確保に努めています。
甘みが多いのが特徴です。

美味しい安曇野の野菜を召し上がれ！

長野県の玉ねぎ生産量でトップ
を誇る安曇野では、主に「ネオ
アース」
「甘70」などの品種が栽
培され、甘くて食味が良いのが
特徴です。６月には収穫祭「玉
ねぎ祭り」が行われ、県内外か
ら毎年多くの人が訪れます。

野菜

わさび
生産量日本一を誇る安曇野のわ
さび。一年を通して水温が変わ
らない、北アルプスの雪解け水
で栽培されるわさびは、ツンと
した辛味とさわやかな風味が特
徴。捨てるところがなく、芋以
外にも葉や茎、花、根なども食
されています。

に実家の農園に就農するまで、

の流れが何よりも大切。ドロー

ることも。
「わさび栽培には湧水

新機器が作業の効率化に貢献す

企業で働いていた潤一朗さ

も生まれました。平成 年３月

もともと絵を描いたりするのが好きで、
高校卒業後はデザインや美術を学ぶため
オーストラリアに留学。その後 IT 企業に
てデザイン業務を担当。キャラクターデ
ザインや広報用の動画編集作業等に携わ
っていた。平成31年からは父・卓郎さん
が始めたわさび栽培を引継ぎ、YouTube
での動画配信も積極的に行っている

しょうか？ 多いものでは約 万

チャンネルをご存じで
YouTube

「 WASABI CHANNEL
」という

れています。
「今後はさらに多く

きに培われた編集技術が生かさ

ん。現在の動画制作には、そのと

して、水がうまく流れるように

ンボ（油圧ショベル）を使ったり

ンで上から畑を見たり、小型のユ

わさびユーチューバー登場！
動画で発信するわさびの魅力

安曇野黒岩わさび園
黒岩 潤一朗さん

回もの再生回数を誇るこのチャ

世界中の

の方々とのコ
YouTuber

の飲食店さんや地元の人たち、

使った作業によって、耕作放棄

調整しています」
。実際に機械を

されていたわさび畑を復活させ

野黒岩わさび園の広報担当・黒

ンネルを運営しているのは、安曇

たり、長野県のわさび品評会で

かもしれません。

のわさび栽培に革命をもたらす

培。潤一朗さんの取り組みが日本

を手作業に頼っていたわさび栽

もしています。これまで、すべて

最高賞の県知事賞を受賞したり

岩潤一朗さんです。
「最初は趣味

盛り上げていきたいですね」
。

機械を導入したわさび栽培
荒廃わさび田の復興にも一役
わさび栽培はまだ始めたばか
りですが、撮影用に購入した最

価格：大980円（税込）／本
県の品評会で最高賞を受賞したこともある生わさ
び。中650円、小420円もある

わさび
価格：3,900円（税込）／１ケース（72本）
新鮮な湧き水で育てた、信州安曇野産の上質な
わさび苗。植えやすいプラグ式

わさび苗
耕作放棄され、葦などが生
え放題となっているわさび畑
（上）
。小型ユンボなどを使っ
た機械作業を行い（右上）
、き
れいな湧水が流れるわさび畑
として復活させた（右）
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31

を使って安曇野やわさびを
Tube

程度だったんですが、やっている
うちにどんどん面白くなって。
わさび栽培や作業機械の動画を
積極的に配信するようになりま
した」
。そうした動画がきっかけ
で、全国各地の飲食店との取引

安曇野黒岩わさび園
オンラインショップ

黒岩さんちの
わさび

ラボ動画も企画しています。 You

90

黒 岩 さんちの 主 な 商 品
父で代表の卓郎さん
（中央）と母のよう子
さ ん（右）
。元 々 は
トマトの水耕栽培な
どを行っていたが、
40年前に卓郎さんが
わさび栽培をスター
ト。実は卓郎さんも
息 子 さん の 影 響 で
YouTube を始め、自
分のチャンネルも持
っている
潤一朗さんが開設したYouTubeチャンネル。わさ
び栽培や農業機械のほか、趣味であるスケートボ
ードの動画などをアップしている
お取り寄せ

I
T

安曇野黒岩わさび園
Yo u T
u
盛り上 b e で 安曇
野を
げ てい
きたい
！

参考価格：10,000円／kg
無農薬栽培で育てたわさび。海外の輸入事
業者からも高評価を受けている。一本取り品
種のみ採用しているため、大きいのが特徴

令和元年５月頃から始めたInstagram。仕事風景など
の写真を英語の文章とともに投稿している。こうした
情報発信がきっかけで、海外との取引も生まれた

海外でもわさびは栽培されて

は高いのだとか。
「新しい食材に

いますが、やはり日本産の需要

敏感な海外の料理人は、すでに

歴史ある農園を引継ぎ法人化
海外輸出の取り組みも
「海外の人に安曇野のわさびを

ます。これからは〝安曇野わさ

日本のわさびの魅力に気づいてい

び〟の魅力を伝えるとともに、

な想いで海外輸出に取り組むの
は、株式会社 清澤の代表・井口

消費者にももっと知ってもらいた

もっと知ってもらいたい」
。そん

勝也さんです。明治後期～大正

いですね」
。令和元年からは

栽培を行っていた清澤わさび園。

的に行うようになりました。
「イ

を使った情報発信も積極
agram

Inst

初期の頃から、大規模にわさび

園主の親戚筋である井口さんは、

ンスタがきっかけで、直接の取引

大変ですが、その分利益も大きい

も生まれています。事務作業は

ので」
。反応がダイレクトに返っ

人化、代表に就任しました。海
外輸出の取り組みを始めたのも、

外は日本に比べて農薬に関する意
識が高い。弊社が無農薬で栽培

てくるのも直接取引の利点。
「海

した。ドイツへの輸出を皮切り

しているのも、評価を受けている

引き合いがあったのがきっかけで

に、食品会社と一緒に商談会に参

り組みを学ぼうと、同業者も勉

理由だと思います」
。そうした取

ちょうどその頃。
「食品会社から

加して、フランスやデンマークな

ランド力向上を牽引しています。

駆者として、安曇野わさびのブ

強に来るのだとか。海外輸出の先

どにも輸出しています」
。

高まるわさびの海外需要
〝安曇野産〟を売り込むために

12
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わさび
の
もっと海 可 能 性は 無 限
外 の多
くの人
知って
に
もらい
たい

年程前から手伝うようになり、
27

平成 年からは農園を引継ぎ法

12

株式会社 清澤
井 口 さんちの 主 な 商 品

井口さんちの
わさび
わさび

お取り寄せ

株式会社清澤
井口 勝也さん

株式会社 清澤

わさび農園を手伝ううち、大きな取引で実績
を上げ、農園を引き継ぐことに。海外とのや
り取りには、英語で返信。テレワークでの打
ち合わせや意見交換も行っている。モットー
は「固定観念からの脱却」。ちなみに普段サ
ッカーのユニフォームを着ているのは、胸ス
ポンサーの「ETHIAD 航空」が井口さんのわ
さびを運んでいるため

虫取り紙を活用することでわさびの無農薬栽培に成功。虫の習性を観察し、コロニーなど虫の出や
すい場所に集中的に設置している

安曇野のわさびの魅力を
世界に発信していきます！
お取り寄せ

藤屋わさび農園

望月さんちの
わさび

買える店

わさびや游

安曇野スイス村
ハイジの里
P54

わさびや游

松本 遊穂さん

北アルプス牧場

奈良県出身。平成25年
にわさび畑を引継ぎ
新規就農した “ 長野県
で一番新しいわさび農
家 ”。平成27年の第30
回全国わさび品評会
で「優秀賞」を受賞。
第32、33回でも「奨励
賞」を受賞した

P56

新規就農のわさび農家
全国の品評会でも高い評価

「実は、創業して初収穫を迎え

る時期に妻の癌が見つかったん

です」
。わさびクリームチーズ開

発の経緯についてそう切り出し

てくれたのは、わさびや游の松

本遊穂さんです。
「癌の転移抑制

効果がある生わさびを、もっと

女性や子どもたちにも食べやす

くできないかと思って」
。わさび

特有の清涼感とクリーミーなチ

ーズとの相性は抜群で、さらに

10

健康効果も期待できるとあって評

働いたのち、平成 年に新規就

25

判です。 年ほどわさび農場で

農した松本さん。
〝長野県で一番

新しいわさび農家〟ながら、平

成 年の全国わさび品評会での

「優秀賞」をはじめ、数々の賞を

受賞。ミシュラン２つ星の日本料

われています。

理店でも松本さんのわさびが使

27

安曇野わさびの魅力を世界へ
若手農家の挑戦

を活用してわさびを世

界に売り込んでいる藤屋わさび農

園の望月啓市さん。世界に目を向

けるようになったのは、平成 年

度に安曇野市と食品会社とが協

力して行ったロンドンでのプロモ

ーションがきっかけでした。
「海

外にわさびの価値をわかってくれ

29
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望 月さんちの 主 な 商 品

買える店

藤屋わさび農園

ステンレス製おろし板
「鬼泪」

価格：22,000円（税込）
ステンレスを掘り起こす特許
技術を駆使し、諏訪の企業と
共同開発したステンレス製の
おろし板。１日に３枚しか製
造できない限定品

Instagram

わさびや游

るシェフがいて、ニーズがあるこ

とを実感しました」
。帰国後、 In

などで情報発信したと
stagram

ころ、国内はもちろん海外から

実感が確信に変わりました。
「頑

も引き合いがあり、ロンドンでの

張れば頑張るだけ、成果が出る

輸出のほかにも、鮫皮と変わら

お取り寄せ

藤屋わさび農園

ことが楽しい」という望月さん。

ない味わいが出せるステンレス製

おろし板や練りわさびの開発、

わさびクリームチーズ

価格：1,200円（税込）／100g
わさび農家だからできた安曇野
産生わさびを100％使用したク
リームチーズ。安心・安全の無
添加で、独自の配合・製法によ
る少量生産の限定商品

開発にも取り組んでいます。

女性や子どもも食べやすい
100％安曇野産わさびの新しい味！

価格：1,080円（税込）／本
ミシュラン２つ星の日本料理
店でも使われている生わさ
び。年間を通じて11～13℃の
冷たい湧水でゆっくりと育っ
た辛味の強い良質なわさび

昭和11年創業の藤屋わさ
び農園の四代目。学生時代
は卓球に打ち込み、全国大
会でベスト16になった。現
在は専務取締役を務める

そして安曇野ブランドわさびの

松 本 さんちの 主 な 商 品
生わさび

藤屋わさび農園
望月 啓市さん

P57

わさび漬

価格：1,080円（税込）
自家農園で栽培したわさび
を、２年熟成させた酒粕に漬
け込んだ逸品

松本さんちの
わさび
15
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Column

石田わさび農園

安曇野わさび

わさびの希少性や健康効果を
ＰＲしていきます！

の

石田さんちの
わさび

ひみつ
安曇野を代表する特産品のわさび。
わさびが栽培されるようになった歴史や最近の話題、
市の取り組みなど、安曇野わさびのひみつをお教えします。
歴史

取り組み

荒廃わさび田の復旧事業

梨の排水から生まれた！

湧水量の低下や後継者不足などに
より、生産量は減少傾向にある安

安曇野でわさびの栽培が始まったのは
明治初頭。当時は梨が栽培されていま

市などが協力して行っているのが、
荒廃わさび田の復旧事業です。平

用の掘割に、たまたま苗を植えたとこ
ろ、非常に良質なわさびが育ち、栽培

曇野のわさび。その対策のひとつ
として、地元の若手わさび生産者と

したが、豊富な湧水は梨にとっては病
害の原因。その対策として造った排水

成29年度には使われなくなったわ
さび田約700㎡を、令和元年度には
約550㎡を復活させました。

が広まったといわれています。
栽培

豊富な湧水による
平地式栽培法
安曇野では水の湧く砂地に苗
を植える方法（平地式）なの

女子目線で魅力を発信する
安曇野の〝わさび農業女子〟

安曇野のわさび農家には、お

もしろい若手が続々と増えてい

きていますが、なかでも珍しいの

が〝わさび農業女子〟
。石田定さ

んが代表を務める農園で働く、

長女の佳代さん、次女の早紀さ

んです。ふたりがわさび農業女

収穫

子となってから特に力を入れて

しての情報発信。
「大王わさび農

【 6〜9月】

【 3〜4月】

【 9〜10月】

石 田 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

買える店

石田わさび農園

ファーマーズガーデン
あかしな
本わさび

食べチョク

多年草のため年中収穫で
きますが、この頃が最盛期

いるのが、ＨＰやＳＮＳを活用

場のこと以外に、安曇野わさび

のことを知っている人が意外と

少なくて。近頃の女子並みには

毒素排出、アンチエイジング効果等があるといわれています。

栽培スケジュール
【 翌年 6〜7月】

インスタはやっていたので、そ

シアネート」の殺菌作用、
「イソチオシアネート」の血栓予防効
果のほか、特に注目を集めるのが「6-MSITC（通称６メチル）
」
という成分。強い抗酸化作用があり、ガン予防や花粉症改善、

止となりましたが、令和２年度にはプロ
モーション動画を制作。世界に向けて安
曇野わさびの魅力を発信しています。

れを使ってＰＲしています」
。Ｈ

近年、わさびの機能性が注目を集めています。
「アリルイソチオ

長女。県内で働いていた
が、平成28年から石田わさ
び農園で働く。小学生のふ
たりの男児の母

し、販路開拓にも貢献。寿司店

注目が集まる健康効果！

度のロンドンを皮切りに、平成30年度は
香港・シンガポールでプロモーションを
実施。令和元年度はコロナ禍によって中

次女。市内で働いていたが、
出産を機に退職し、平成30
年から石田わさび農園で働
く。２才の子の母

Ｐでも上位検索されるよう工夫

話題

を集めています。安曇野市では平成29年

法は湧水豊富な安曇野でしか
できない独自の方法なのです。

石田わさび農園
松田 佳代さん

などとの取引も生まれました。

和食ブームが世界を席巻するなか、日本
独自の食材であるわさびも世界的な注目

「今後はイベントにも参加して、

水を使う方法（渓流式）で栽
培されています。平地式栽培

海外販路開拓事業

安曇野わさびをＰＲしていきた

流す方法（畳石式）
、中国地方
では湧水ではなく山中の渓流の

取り組み

い」と意気込んでいます。

に対し、静岡では山中の湧水を
畳石でつくったわさび田にかけ

石田わさび農園
吉元 早紀さん

夏越し

開花

わさびは暑さに弱いため、
黒い遮光シートで覆って夏
を越します

白くて可愛らしい小さな花
は、
「市の花」にもなって
います
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定植

育てた苗を石や砂でつくっ
た畝に植えていきます。春
に植える場合もあります

参考価格：
大1,000円／本～、
中800円／本～

P54
※2〜3月（花の時期）
のみ販売

16

茎わさび

参考価格：
500円／kg
※送料別

線で農業を行っていることに気づ

投稿を見ると、消費者に近い目

出す」という栽培方針でした。

学んでいるとき、慣行栽培で使

けど、やはり怖い――」
。農業を

安曇野には叔父さんの家や農地が

東京で生まれ育った野口さん。

先輩農家と立ち上げた
農産物卸会社で取引拡大へ

「自分のことを知ってもらって、

われる農薬を目の当たりにして

きます。
「農薬は必要なもの。だ

その上で食べてもらえるのがうれ

た農産物や日々の農作業のこと

ログなどを通じて、自らがつくっ

た野口雄貴さん。 Instagram
やブ

葛藤のなか、試行錯誤の果てに

難しさも分かりました。そんな

ると、農薬を使わずに栽培する

独立して実際に農業を行ってみ

誘われ、農産物卸会社「新秀」

年３月には、そうした先輩農家に

にのってもらっています」
。令和２

や先輩農家さんには、今でも相談

初に学ばせていただいた農家さん

色々な人の助けがありました。
「最

ありましたが、独立にあたっては

などを発信しています。
「情報発

農薬や化学肥料を使わず、地元

たどり着いたのが、
「できるだけ

そう感じた野口さん。その一方、

信がきっかけで生まれた販路もあ

微生物農法を取り入れて、野菜

に取り組んでいます。

した。県外への出荷や若手支援

の立ち上げメンバーにもなりま

の本来の美味しさを最大限引き

の有機物を使った循環型農業や

者の目にも留まって大きな販路が

もそうですが、首都圏の卸売業

ります。市内の消費者や飲食店

に東京から移住し、農業を初め

しい！」
。そう語るのは、７年前

情報発信で販路開拓
東京から移住して新規就業

のぐちファームの代表。３人の子どもの
父親で、子どもが生まれたのがきっかけ
で、東京からの移住を決意。
「東京ではで
きない仕事をしたい！」と漠然と考える
なで、農業と出会った。１年半、松本の
農家で働いたのち独立。セロリやナスを
中心に、さまざまな野菜を栽培している

できました」
。そんな野口さんの

18
19

スタッフの川添さん。大きな身体で、力仕事
はもちろん繊細で丁寧な作業をこなす
妻の由美華さん。農作業の写真をInstagram
に投稿している雄貴さんとは別に、野菜を使
った料理の写真などを投稿している

野口さんちの
野菜
のぐちファーム
野口 雄貴さん

3,500円（税込）／
１箱（100サイズ）
旬の野菜が詰まったのぐち
ファーム自慢の厳選野菜セ
ット（４～５人分）
。季節に
応じて、約10種類の野菜が
お任せで届く

P54

野口さんちの主な商品
買える店

安曇野スイス村
ハイジの里

３人兄弟の長男。小学生に
なってからは、農作業も積
極的に手伝っている（？）
お取り寄せ

のぐちファーム

のぐちファーム
「野口のつくった野菜が欲しい！」
そう言ってもらえるのが励みです

季節の野菜セット
ポケットマルシェ ＯＷＬ

安曇野 TSK FARM
コムさんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

LINE@

私の
きゅ
うり
は
果肉 種 の部
食 味 が 大き 分 が 小
もバ
く
さく
、
ッチ て、
リで
す！

アスパラガス
時期：4～6月
参考価格：2,000円／kg

玉ねぎ

時期：6月下旬～7月上旬
参考価格：1,500円／10kg

ポケットマルシェ

トウモロコシ

時期：７月中旬～10月初旬
参考価格：150円／本〜

農家民宿「こむちゃんハウス」として、
修学旅行生の農業体験や宿泊の受入も
行っている

時期：12月
参考価格：1,000円／kg

お客さんの安心のため
顔の見える〝直販〟を大切に！

安曇野の元気な農家として、

テレビ番組でも多数取り上げら

れている〝コムさん〟こと小室

博文さん。コムさんのモットー

は「楽しくなかったら、仕事じ

安曇野 TSK FARM
竹下 徹さん
大阪府出身。小さい頃から植物に
興味があり、大学では生物工学を
学ぶ。名古屋の荷受会社で果物担
当として５年間働いたのち、農業
の道へ。小諸の農業大学校で１年
間、松本のきゅうり農家で１年間
の研修を経て平成29年に独立した

価格を決めるセンスで販路開拓
給食にも出される人気のきゅうり

「価格は生産者が決めるべき！

だから、現在は市場への出荷は

の竹

していないんです」
。そう語るの

は、安曇野

下徹さんです。大阪府出身の竹

下さんが安曇野で新規就農した

のは、先に移住していた母・直

安曇野 TSK FARM

きゅうり

※デリシア穂高店・豊科店、
その他でも販売
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美さんがきっかけでした。
「急に

買える店

安曇野スイス村
ハイジの里

P54

コムさんちの
野菜

T
S
K
F
A
R
M

竹 下 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

tall41302@
gmail.com

ComCom ファーム

母が病気になって。看病のため

に来たんですが、以前から興味

のあった農業をやってみようと思

って」
。かつて名古屋の市場で働

生産者が関与できない仕組みに

いていた経験から、価格決定に

疑問を持っていた竹下さん。農

家となってからは、市場で研ぎ

澄まされた〝価格を決めるセン

ス〟を武器に、自ら営業して販

路を開拓しています。市内小中

学校の給食にも出され、安曇野

の子どもたちからも大人気です。

安曇野 農業を通
じて
を元気
にして
いきた
い！

ムさんの笑顔からは、楽しそう

「大地を耕し、自然を愛
す」をモットーに、安曇
野の大自然をフル活用し
た農業を営む。トウモロ
コシのほか、アスパラガ
スや玉ねぎ、お米などを主
に栽培している

玉大黒

ゃない！」
。その言葉どおり、コ

に農業をしている様子が見て取

れます。
「農業は天候に左右され

るものだから、大変な部分はあ

るけれども、自分が育てた野菜

を〝美味しい！〟と言って食べ

と、やっぱりうれしいですね」
。

てくれるお客さんの笑顔を見る

だからこそ、市場へも出荷する一

方、最近では直接販売に力を入

対するからこそ、安全・安心が

れています。
「直接お客さんと相

第一。
〝コムさんに頼めば安心〟

と思ってもらえるよう、安全に

は人一倍気を使っています」
。

ComCom ファーム

小室 博文さん

竹下さんちの
きゅうり
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参考価格：150円／5本～
（※相場・品質によって価格は変動）
品種は寒さに強いプロスバー、病気に強くボリュームのあ
るクラージュ2など。初期防除に努め不必要な予防を省く
ことで、農薬の使用は通常よりも７割程度減らして栽培し
ている

じて
マトを 通
のミニト
有 機 栽 培 野ブランドを
安曇
！
いきます
発 信して

津 村 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

ナチュベリーズ
安曇野自然農園

降旗さんちの
ミニトマト

トマトジュース

津村農園
katatsumura@7.

価格：300円（税込）／350㎖
無農薬栽培の安曇野産トマト
100％のジュース

津村農園

dion.ne.jp

津村 孝夫さん

Z&X0263-77-2507

アイガモ正肉

香川県出身。三重県の農業法人で９年
間過ごしたのち、青年海外協力隊員と
してアフリカ・ザンビアへ。帰国後、
安曇野に移住。現在は、合計2ha ほど
の圃場でエゴマや酒米、加工用トマト
のほか、小麦、大麦、大豆を栽培

青年海外協力隊の任期を終え
安曇野で営む循環型農業

「無農薬や有機農業に取り組

が魅力的でした」
。青年海外協力

む、志の高い農業者がいること

隊の任期を終え、次の移住先と

して安曇野を選んだ理由をこう

教えてくれたのは、三郷地区で

〝農のある暮らし〟を営む津村孝

夫さんです。津村さんが農業者

仲間とともに生産しているのは、

金作物として期待されるエゴマ

獣害を受けにくく中山間地の換

や、加工用の有機トマトなど。ア

イガモ農法でつくる酒米も栽培

し、冬には酒蔵で酒造りを行い

ます。
「アイガモは、役目が終わ

ったら精肉・冷凍して販売して

可も取得しました。農業をやる

います。そのために保健所の許

のではなく、
〝農のある暮らし〟

を楽しんでいます。こうした暮

らしの魅力を伝えていけたら」
。

ナチュベリーズ安曇野自然農園
降旗 文郎さん
安曇野市出身。東京で働いていた際、
都市生活者が農業や自然に癒しを求め
ていることを感じ、「自分がその架け
橋になりたい」と脱サラ。農業大学校
やミニトマト農家での里親研修を経て
平成24年に就農した。今後は、法人化
や6次産業化を見据える

プレミアムトマトジュース
SAKURA

Vif 穂高
P54
（東京・神奈川・名古屋）
、
信濃屋代田食品館ほか

にて販売

価格：800円（税込）／180ml１本、4,600円
（税込）／180ml５本入ギフトセット、4,600
円（税込）／490ml２本入ギフトセット

ミネストローネ

価格：1,300円（税込）／330ml
（4人前）

有機ミニトマト

価格：300円（税込）／150g、
2,000円（税込）／１kg

津村さんちの
トマト
23

安心・安全、おいしい、美しい
安曇野らしい有機農業を

降旗さんのハウスを訪れると、

うに輝くミニトマト。「
〝安心・

そこに待っていたのは宝石のよ

安全〟
〝おいしい〟
〝美しい〟
、こ

の３つがコンセプトです」
。そう

企業でマーケティングの仕事を

語る降旗さんは、以前は外資系

していましたが、平成 年に脱

経て独立しました。
「最も大変だ

津村農園

22

降 旗 さんちの 主 な 商 品

買える店

※成城石井

食べチョク

サラ。農業大学校や里親研修を

ったのは土づくり。土壌診断を

行い、自家製ぼかし肥料などの

有機物や天然鉱物などを使って

お取り寄せ

ナチュベリーズ安曇野自然農園

多様な微生物が共生する土に変

12
13

えました」
。そんな土から生まれ

たミニトマトは糖度 ～ 度。

フルーツのような甘さです。最

近では都市部の高級スーパーに

も販路が広がり、著名人からの

注文も入るのだとか。
「農業を通

じて人に癒しを提供できたら」
。

志ある
仲 間と
無 農 薬 つくった
トマトジ 栽 培の
ュース
です

価格：2,500円（税込）／1羽分
（半身分×2パック）
合鴨農法で飼育した鴨の肉。
1羽分を冷凍パックにして発送
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が、定期的に安曇野の野菜を届け

た」
。そんな状況に活路を開いたの

生産者の野菜。「みなさん後期

量だけれども丁寧な農業を行う

産直センターが扱うのは、少

い。そんな人たちの助けになれ

いに自分で通販なんかはできな

高齢者（笑）
。安曇野には元気な

いことを心配しましたが、
「調理し

ば」
。全国各地から届く感謝や喜

が１ ５.倍に増えたんです。なかに

たときの軟らかさが段違いで、食

「私たちの使命は、農産物を通じ

ターで働く矢島悦子さんです。産

べやすいんです。すべて食べきれ

お年寄りの農業者がいっぱいい

直センターは「安曇野ブランド農

びの声を励みにしている生産者

るんです。でも若い人たちみた

産物を全国の消費者に届ける」と

ます」との返事。
「人とのつながり

も多いのだとか。「今後は、今

は〝増量して毎週送ってくれ〟と

いう理念のもと平成 年に設立。

が希薄になったときだからこそ、

以上に農家の顔が見える取り組

いうお客さんもいて」
。食べきれな

販売

みを行っていきたい。安曇野の

首都圏や友好都市での

架け橋になれれば」
。

生産者と全国の消費者をつなぐ

農産物を通じて人の温かみに触れ

年を経た令和２年、新型コロナが

を行ってきましたが、設立から

直撃します。
「すべてのイベントが
中止となり、産直センターそのも

扱うのは丁寧に作られた野菜
生産者と消費者とをつなぐ

たい。そんな想いも感じました」
。

胸を張るのは、安曇野市産直セン

る「野菜

」でした。
「注文

安曇野市産直センター
矢島 悦子さん

て都市と農村をつなぐこと！」そう

コロナ禍で見えた
農産物を届けることの意義

安曇野産の
野菜

のの存在意義が見えなくなりまし

価 格：3,000 円（税 込）／
１箱（100サイズ）
旬の野菜約10品目が入った
お任せＢＯＸ。第１～４の
月・木曜から発送日を選
べ、月１回からの注文が可
能（最大で月８回）。お客
さんの要望から１箱5,000
円コースも新設。希望者は
要問い合わせ

コロナ禍で往来の自粛要請が行われる前までは、毎月PR
販売を行っていた武蔵野市のアンテナショップ「麦わら帽
子」
。ほかにも、友好都市のイベントなどに参加して安曇野
の農産物をＰＲしていた
「安曇野の里」の一角にある産直センター。
市内でも湧水が豊富な重柳地区にあり、安曇
野の里には湧水の水汲み場もある
令和２年８月22日に、ビレッジ安曇野で初め
て開催した「安曇野の里 軽トラ朝市」

安曇
全国の皆 野の元気を
さんにお
届けします
！

10

22

P
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安曇野市産直センター

安曇野 野菜ＢＯＸ

安曇野市
産直センター

安 曇 野 市 産 直 センターの 主 な 商 品
お取り寄せ

夏秋いちご

27

26

標高の高さに加え、少ない降水量、

夏秋いちご
日本では冬に生産されるいちごが一般的ですが、安曇野で
は夏から秋にかけて栽培され、
「夏秋いちご」とよばれる四
季成りいちごの生産が盛んです。主にケーキ等の製菓の材
料として重宝され、単位面積あたりの収入が比較的大きい
ことから、取り組みやすい農産物のひとつとして、新規就
農者も多く栽培しています。

長い日照時間、昼夜の寒暖差という

梨
りんご同様、果物栽培に適した安
曇野の自然を最大限に活かし、
盛んに栽培が行われています。
主に栽培されているのは赤梨の
３品種。肉質がち密で多汁、糖
度が高く酸味も少ない「幸水」
、
酸味と甘味のバランスが絶妙で
さわやかな味の「豊水」
、酸味が
少ないため甘味がとても強く果
汁も多い「南水」です。さらな
る普及拡大を目指し、新品種の
導入も研究されています。

気候条件に恵まれた安曇野は、果樹栽培の適地。

fruit

多くの生産者が、安心・安全に配慮した

果物

美味しい果物を育てています。

工夫を加えた果物の加工品の品ぞろえも豊富。

ぶどう
長野県が全国２位の生産量を誇るぶどう。特に近年は、気候変動の影響で栽培が増
えています。ぶどうの王様「巨峰」のほか、人気の種なし品種の栽培も拡大していま
す。房にボリュームがあり味が濃く酸味と甘味のバランスが良い「ピオーネ」や、皮
ごと食べられる「ナガノパープル」などです。また、ワイン特区にも認定された遊休
荒廃農地等を利用してワイン用ぶどうの栽培も拡大しています。

美味しい安曇野の果物を召し上がれ！

りんご
標高500～700ｍに位置し、肥沃
な土壌と国内有数の日照時間、
昼夜の寒暖差や降水量の少なさ
という気候風土に恵まれた安曇
野は、りんご栽培の最適地。そ
うした自然条件の良さに加え、
剪定や摘果、有機肥料など、生
産者が一年を通して手をかけて
育てることで、全国に誇る品質
を実現。市場でも抜群の評価を
受け、ブランドとして認知され
ています。

まるちゃん農園

中 島 さんちの 主 な 商 品
参考価格：2,500円／3kg（8月中旬～）

「ちゃんと育てる農家
と、ちゃんとおいしい
老舗の、心とからだ
が喜ぶ洋食」をテー
マに、松本の洋食店
「おきな堂」が中心と
なって立ち上げたプロ
ジェクト。まるちゃん
農園も“ちゃんと育て
る農家 ”のひとりとし
て参加している

参考価格：1,900円／3kg（8月下旬～）

中生種

参考価格：2,500円/3キロ箱（９月中旬～10月中下旬）

アルプス乙女

参考価格：100円／100ｇ（約２～３個）
（10月中旬頃）

ふじ家庭用

100％りんごジュース

参考価格：1,900円／3kg（11月中下旬～）
価格：660円（税込）／1ℓ
ふじで絞ったジュース。隠し味に甘みと ふじ贈答用
香りが魅力のりんご「はるか」が入ってい 参考価格：2,800円／3kg（11月中下旬～）
る。可愛らしいラベルは、地元・三郷地域 はるか（贈答用のみ）
に住むデザイナーが制作したもの
参考価格：3,500円／3kg（11月下旬～12月上旬）

目を引く美しい畑
２軸で伸びるりんごの木

りんご畑が広がる三郷小倉地

区。その中でも、ひと際目を引く

のがまるちゃん農園・中島誠二さ

んの畑です。１本の台木から２本

の軸が伸びる美しい樹形が目を

引き、
「この畑のりんごを買いた

い！」と言ってくるお客さんもい

25

るのだとか。
「バイアキシスとよ

ばれる栽培法です」
。平成 年冬

法のひとつとして紹介されている

に海外の文献で世界の主要な栽培

今でも時間を見つけては海外

の研究論文に目を通し、世界の

栽培動向に触れている中島さん。

海外の文献から学ぶようになっ

農業法人での出来事がきっかけで

たのは、大学卒業後に就職した

した。
「実は経営者の方と思いっ

きりぶつかってしまったんです。

栽培や就農に対する考え方が合

わなかった。でも、それで決意

ができました。ゆかりのない土

地で、新規就農という厳しい環

境で生き残っていかなければなら

ないのだから、自分が信じる方

法でやっていこうと」
。そうして

や 年。今では若手の面倒を見

平成 年に農園を立ち上げ、は

たり、視察を受け入れる立場で

す。
「安曇野には苦労しながらも

頑張っている若手農家がたくさん

いる。そんな彼らのためにも、生

産者に優しく高品質な果実が生

産できるよう、栽培手法をさら

に進化させ、伝えていきたい」
。

16

つがる

のを見つけ、
「これは面白い！」

ました。
「おそらく日本で導入し

と思い、翌春から試験栽培を始め

たのは、うちが最初。ただ、今で

はもっと合理的な手法に取り替え

進月歩です」
。

られてきていて。技術は本当に日

生産者にも優しい
希望ある農園を目指して

16

中島さんちの
りんご

シナノリップ

Chant Table

美味しいりんごを作れるように
日々努力しています

お取り寄せ

まるちゃん農園

V-trellis（V-トレリス）

1970年代半ば頃から果樹の生産性向上のため利
用された栽培法。傾斜しているため、木の下内
側に光が届きやすく15～20％程度生産性が向上
するといわれる。まるちゃん農園では、バイア
キシスなどと組み合わせて検証中

29

Bi-Axis（バイアキシス）

Bi＝ふたつの、axis＝軸という意味。生産性向上
のためイタリアで十数年前から商業利用されはじ
めた。樹幅が薄くなるためバランス良く光が届き
やすい、苗木の費用が安い、働き手の負担が減
る……など、さまざまなメリットが期待される

まるちゃん農園
中島 誠二さん
京都府出身。北海道の酪農学園大学を卒業後、
信州大学理学部に編入。農業法人に在籍した
のち、平成16年に自らの農園を立ち上げた。
モットーは “ 旬を直送 ”。2.1ha の畑で約20種
類のりんごを栽培している

28

埼玉県から移住した
ハードボイルドなりんご農家
「車、酒、女（猫）
」をこよなく
愛し、ハードボイルドを地でいき

家で研修を始め、平成 年に独

ジュースが使われており、それが

ブリーズ」に宮本さんのりんご

きっかけで東京や横浜にも販路

ら安曇野市内の大規模りんご農

立して農園を立ち上げました。

が広がりました。また、クラフ

（猫）
」は、すべて今の仕事につな

宮本さんが愛する「車、酒、女

みやもとファームの宮本清さん。

松本の飲食店にもよく通ってい

酒〟好き。飲み歩きが好きで、

ー協会にも所属するほどの〝お

そんな宮本さんは、バーテンダ

していますが、仕事の疲れを癒し

１ ６. の畑をほぼひとりで管理

えて甘さを残した味で」
。現在は

くりたいですね。二次発酵を抑

す。
「今後は自分でシードルをつ

珈琲などの商品も生まれていま

を提供し、アップルエールや林檎

トビールのお店やカフェにも材料

がっています。埼玉県出身で自動

ました。そうした「飲み営業」

てくれるのが〝女（猫）
・美樹〟

飲み営業で販路開拓
続々と生まれるコラボ商品

〝車〟シートの製造会社で働いて

が多くあります。そのひとつが、

によって、取引につながったお店

ながら、りんごを栽培している、

のツーリングが趣味で、長野県に

いた宮本さん。二輪自動〝車〟

何度も訪れるうち、風景や自然

本のオリジナルカクテル「松本

クバー「 MAIN BAR COAT
」
。松

松本を代表するオーセンティッ

き取り、一緒に暮らしています。

を兄弟猫・ファルコンとともに引

の存在です。保護されていた美樹

価 格：2,500 円 ／5kg、4,000 円 ／10kg
（税込・送料別）

気温が低い、降水量が少ない、昼夜の
寒暖差が大きいといった安曇野の気候
に加え、独自の減農薬（一般量の約半
分）に取り組んで栽培したりんご

手際よく、黙々
と作 業 をこな
していく宮本さ
ん。撮 影 の 日
（８月）も朝５
時からの作業だ
ったのだとか

30
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みやもとファーム
宮本 清さん

ようになりました。平成 年か

三郷サラダ市

価 格：3,500 円 ／5kg、6,500 円 ／10kg
（税込・送料別）

季節のりんご（家庭用）

りんごの種類ごと、異なる味
わいが楽しめるジュース。
「Tsugaru」
「Piccolo」
「Angel’s
Share（天使のわけまえ）
「
」宮
本S」
「宮本G」
「The GRANNY
SMITH」
「宮本 無添加 ふじ」
の７種
※販売は業務用のみ
※価格は応相談

P55

宮 本 さんちの 主 な 商 品
Facebook

宮本さんちの
りんご

の良さに惹かれ、移住を考える

ha

季節のりんご（贈答用）
りんごジュース各種
（180ml）

愛猫の美樹とフ
ァルコン。縁側
でいつもくつろ
いでいる
買える店

松 本のお 店でも
うちのりんごを
味わうことが でき
ます

20

お取り寄せ

埼玉県出身。平成20年に移住し、研
修先の農家でりんご栽培について
学んだのち、平成24年に独立して
開園。お酒が好きで、BACCA とコ
ラボしたアップルエールは、クラ
フトビールの審査会「ジャパン・
グレートビア・アワーズ2020」で
銀賞を受賞。必要最低限の農薬で
済むよう、剪定などを工夫しなが
ら減農薬栽培に取り組んでいる

24

みやもとファーム

信州安曇野
フレンドファーム
お取り寄せ

小 林 さんちの 主 な 商 品

買える店

あらやファーム

りんご各種

三郷サラダ市

参考価格：700円／kg～
減農薬・無化学肥料で栽培したりんご

価格：600円（税込）
サンふじ・秋映・ミキ（未希）ライフ＆つがるの３種類

Z&X0263-77-7414

P55
※デリシア豊科店、
庄内店、
元町店、
石芝店などでも販売

和栗

参考価格：1,300～1,500円／kg
甘みがあって香りが良い筑波な
どを栽培

梨

参考価格：500円／kg～
減農薬・無化学肥料で栽培し
た梨

りんご畑の真っただ中に立つ家
農園とともに育った長男

あらやファームの家が建つの

は、りんご畑の真っただ中。そ

んな珍しい家とともに育ったの

が小林岳志さんです。「以前も

松本で果樹栽培を行っていまし

たが、良い農地だったので平成

４年に安曇野へ移ってきて、こ

の家を建てました。その翌年、

岳志が生まれたんです」
。そう

語るのは岳志さんの父で、園主

の英樹さん。「園地の中で子ど

もを育てるということもあり、

有機肥料の鶏ふんを使い、減農

薬栽培にも取り組んでいます」
。

園地の中で元気に育った岳志さ

信州安曇野
フレンドファーム
福嶋 宏史さん
札幌市で生まれ、埼玉県で育ち、中学３年
生からは松本市に。大学院時代は農学部に
在籍。国際農業者交流協会の研修でアメリ
カへ。“ 経営のためなら作目を切り替えるの
も厭わない ” ファーマーの姿勢に共感し、安
曇野で実践。３ha の畑で、りんごのほか、
梨や桃、栗、枝豆、トウモロコシ、サツマ
イモなどの栽培を行う

お客さんとのつながりを大切に
農業経営を行うファーマー夫婦

「農業を選ばれる職業にした

果樹栽培を主に行う〝ファーマ

い！」と語るのは、三郷地区で

ー〟の福嶋宏史さん。１年半に

及ぶアメリカでの研修で、農家

33

は職人ではなく、経営者（＝フ

ピンクレディー

時期：12月〜５月頃まで（無くなり次第終了）
参考価格：500円／kg〜

三郷サラダ市
P55

３人兄弟の長男。平成29年から跡継ぎと
して農園を手伝っている。
「松本のスー
パーにもうちのりんごを置いてもらって
います。そうした先代が築いてきた販路
も大切にしながら、未来に向けた取り組
みも行っていきたい」

小林さんちの
りんご

ァーマー）だということを直に

りんご

Vif 穂高
P54

あらやファーム

学びました。一方、販売面を担

福 嶋 さんちの 主 な 商 品

買える店

ポケットマルシェ

あらやファーム
小林 岳志さん

うのは、食品会社のマーケティ

ング部門で働いていた妻・子真

さん。農産物に手紙を同封した

り、予約販売の際には作物が育

単に商品のやり取りに留まらな

っていく様子を写真で送ったり、

い、お客さんとのつながりを大切

お取り寄せ

にしています。
「インターネット

の通販サイトを活用しています

が、大切にしたいのはお客さん

とのリアルなつながり。私たちの

を訪れてほしい」
（子真さん）
。

受け 継
いだ
未 来 へ ものを 大 切
にしな
向けた
行って 取り組 み がら
も
います
！

果物をきっかけに、ぜひ安曇野

果樹農家の三代目として松
本市岡田地区で８年間農業
を行ったのち、平成４年に
安曇野市三郷地区へ移住。
「気候変動の影響で、年々
りんごの栽培が難しくなっ
てきています。そこで、5年
前から栗の栽培を始めまし
た。若手農家と協力し〝あ
づみの和恵栗〟というグル
ープをつくって取り組んで
います」

んも数年前から跡継ぎとして農

園を手伝うようになりました。

「親がやってきたことをしっかり

と受け継ぎながら、同世代のり

んご農家の仲間と一緒に産地を

盛り上げていきたいです」
。

あらやファーム
小林 英樹さん

福嶋さんちの
果物

わったら
通 販で 果 物を味
来てください！
ぜひ 安曇 野にも

首都圏の食品会社で働いたのち、
仕事と家庭を両立できる農業の生
き方に魅力を感じ、平成30年３月
に宏史さんと結婚。翌年５月には
初めての子どもを出産。
「子や孫
の世代にも、安曇野の豊かな自然
環境を受け継いでいきたい」と、
令和２年度からは安曇野の農業
農村振興計画推進委員も務める

りんごジュース

長野県安曇野市
3
三郷小倉 4589-4

信州安曇野
フレンドファーム
福嶋 子真さん

梨

豊水、南水

時期：９月中旬〜12月頃まで（無くなり次第
終了）参考価格：500円／kg〜

サツマイモ

シルクスイート

時期：10月〜４月頃まで（無くなり次第終了）
参考価格：400円／kg〜
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米山農園
お取り寄せ

買える店

帯刀りんご農園

三郷サラダ市

米山 竜也さん

果樹農家の四代目。兄や
姉が家を出たため、跡を
継ぐことを決意し24歳の
ときに就農。平成29年に
代表に就任

１００年続く果樹農家の四代目
西洋ナシやお酒を販売

大正時代から続き、安曇野の

果樹栽培の礎をつくった帯刀り

んご農園。その四代目となるの

が帯刀政信さんです。子どもの

頃は「果樹農家だけには絶対に

が、口コミで広がっていった２０

元自衛官の仕事ぶりが伝わる
整えられた美しい農園

「
〝いつだれが来ても、園地がき

れいであること〟を心掛けてい

るんです」と語るのは、元陸上

自衛官の米山竜也さん。寸暇を

惜しんで作業に勤しむ米山さん

自衛官ならではの丁寧な仕事ぶ

の農園は、
〝美しい〟の一言。元

りがうかがえます。愛知県出身

たのは、りんご園を営んでいた

の米山さんがりんご農家となっ

奥さんの父の死がきっかけでし

た。
「亡くなる前に〝娘と家族を

頼みます〟と言葉をもらったこ

とで、跡を継ぐ意思が固まりま

した」
。最近では新規就農支援へ

オビナタポワレ

にりんごを届けるなど、りんご

参考価格：サンふじ（贈答用クラス）
4,000円／5kg～
その他品種、自家用・贈答用あり。
要問い合わせ

の協力のほか、地元の子ども園

りんご

栽培の魅力発信にも力を入れて

ジュース各種

価格：650～870円（税込）／1ℓ
りんごや西洋ナシのジュース

います。
「作物を育てながら、人

西洋ナシ

参考価格：ラ・フランス（贈答用ク
ラス）3,300円／5kg～
その他品種、自家用・贈答用もあ
り。要問い合わせ

も育てていきたい。そして、こ

帯 刀 さんちの
主な商品

の産地を守っていけたら」
。

西 洋ナシのお 酒
果 実とともに味 わっ
て！

ならない」と思っていたそうです

００件以上もの顧客がいることを

知り、
「やめてしまうのはもった

決意しました。現在、農園の主

いない」と思って跡を継ぐことを

力作物となっているのが「西洋ナ

シ」
。完熟時を見極めにくい商品

ですが、 年以上かけて採取した

データをもとに、
「食べ頃」の標

記をして販売しています。そんな

西洋ナシはもちろん、西洋ナシを

１００％使用したお酒「オビナタ

ポワレ」や、農園産のりんご等を

使用した「オビナタシードル」は

農園の人気商品となっています。

10

愛知県出身。
「人の役に立ちた
い」との想いから、陸上自衛官と
なる。食堂と農園を経営してい
た義父の死により、義兄が食堂
を継いだことから、農園を継ぐた
め就農を決意。平成22年に移住
し、２年間の里親研修を経て独
立。現在は4.6ha の圃場で、りん
ごをメインにぶどうやプルーン、
栗や野菜などを栽培している

帯刀りんご農園
帯刀 政信さん

P55

米山さんちの
果物

りんご栽培の魅力を伝え
この産地を守っていきたい！

米山農園

価格：2,500円（税込）／750㎖

オビナタシードル

価格：2,000円（税込）／750㎖

帯刀りんご農園

米 山 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

買える店

Facebook

三郷サラダ市

旬のぶどう

P55

旬のプルーン

時期：8月中旬～9月中旬 時期：8月上旬～9月下旬
参考価格：1,000円／kg〜 参考価格：700円／kg〜

帯刀さんちの
西洋ナシ

旬のりんご（贈答品） りんごジュース
時期：8月中旬～3月上旬
参考価格：700円／kg〜

35
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価格：700円／720㎖

吉 武 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

買える店

ハグハンド

三郷サラダ市
P55
安曇野ワイナリー
P57
梓川サービスエリア
（上り）
P57
NAT's Berry field
P57

ふるさとチョイス

おうちイチゴ

参考価格：
540円／1パック～
販売期間：6～10月中旬頃
まで ※時期によって変動
いちごプレザーブ

参考価格：756円／140g

いちごみるく

参考価格：756円／140g

なないろ農園

安曇
野
“ 食 卓 のいちご
農園
に彩
お 届 りと笑 から
顔
けし
ます を ”
！

なないろ農園

山田 太一さん
東京都出身。IT 企業に18年間勤めるも、学生
時代、コックとして働いていた経験から「食
にかかわる仕事がしたい」と思い、農業を志
す。野菜や果樹など、さまざまな作物を検討
するなかで、安曇野で夏秋いちごを紹介さ
れる。事業計画を立て「ビジネスチャンスあ
り！」と移住・就農を決意。１年２か月の研
修を経て平成30年になないろ農園を設立した

山田さんちの
夏秋いちご

いちごバター

参考価格：864円／145g

ダブルベリー

※その他、
銀座NAGANOでも販売

参考価格：864円／140g

おとなジャム

参考価格：1,514円／140g

農園の代表を務める農業女子
農家になって安曇野の良さを実感

の代表を務
NAT’S Berry field

奈津子さん。いちご農家になった

めるのは、子育て中のママ・吉武

29

のは夫の和樹さんの発案でした。

「びっくりしました。夫は 年間

もサラリーマンをやっていた人だ

し、安曇野にも行ったことがなか

ったので」
。しかし、先輩農家へ

見学に行き考えが変わりました。

子どもがいても夫婦でできる仕

「とても楽しそうだったんです。

事だと思ったので。子育てにも良

てから、人の良さ、山の美しさ、

い環境ですし」
。安曇野に移住し

食べ物の美味しさなど、さまざ

まな良さに気づいたといいます。

さんの業務管理をこなす奈津子

現在は代表として 人のパート

さん。
「パートさんも子育て中の

きて良いですよ」
。

ママが多いんです。情報交換がで

13

70

いちご農家だからできる
たっぷり入ったいちごジェラート

いちごの含有量なんと ％！

濃厚でありながら、夏秋いちご

ならではの、すっきりとした甘

酸っぱさが特徴です。商品名は

「安曇野のいちごがたっぷり入っ

たジェラート」
。一般的なジェラ

ートは多くても ％程度といわ

安曇野スイス村
ハイジの里
P54
ほりがね物産センター
P55

OWL

れるなか、これほどたっぷりと安

曇野産のいちごを使えるのは、開

発したのが生産者だからです。

「規格外のいちごを捨ててしまう

のが悔しくて。そんなとき、ス

37

イーツ好きのスタッフがジェラ

吉武さんちの
夏秋いちご

ート屋さんを紹介してくれたん

埼玉県出身。夫・和樹さんの
発案で、夏秋いちご農家にな
るべく平成29年に安曇野へ移
住。里親農家で１年間研修をし
たのち独立した。子どもを育
てながら農園の代表を務める

です」
。そう語るのは開発者であ

吉武 奈津子さん

ん。トントン拍子で話が進み、

買える店

ナッツベリーフィールド

20

山 田 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

なないろ農園

NAT’s Berry field

NAT’s Berry field

る、なないろ農園の山田太一さ

わずか４カ月で商品化に成功し

たのだとか。販売を開始して以

降大好評で、現在では横浜のカ

フェなどでも提供されています。

チャ
レ
子 育 ンジ 精
てし
神
な が 旺 盛な
ら頑
夫
張っ と一 緒
てい
に
ます
！

三郷サラダ市
P55
なないろ農園
P57

安曇野のいちごがたっ
ぷり入ったジェラート
価格：380円（税込）／106㎖

安曇野のいちごがたっ
※6、12個パックのギフトセットも ぷり入ったジェラート
取扱あり。申込はHP or TELにて（練乳添え）
※業務用の4ℓパックも取扱あり。
価格：390円（税込）／106㎖
詳細は要問い合わせ

夏秋いちご

参考価格：100円／100g〜
販売時期：6～11月

いちごとすぐりとミントのジャム
参考価格：756円／130g

36

清らかな空気の中で育てられた、美味しい米をイメージ

米
広大な田園地帯が広がる安曇野は、信州を代表する米どこ
ろ。このような田園地帯へと導いたのが200年前の「拾ケ
堰」の開削でした。奈良井川を水源とした全長15kmの水路
がもたらす豊富な水、稲の光合成を促す長い日照時間や昼
夜の寒暖差により、旨味がぎっしり詰まった美味しい米が
育ちます。また、雨が少なく冷涼な気候によって病害虫の
発生が抑えられるため、農薬の使用を最小限にした安心・
安全な米づくりができるのです。

そば
標高500～700mに位置する安曇野は、標高の高さに加え、
水はけの良い土壌、昼夜の寒暖差が大きいという気候条件
に恵まれたそば栽培の適地です。安曇野のそばは、実が締
まり、風味が良いのが特徴となっています。また、安曇野は
平成23年NHK 朝の連続小説「おひさま」の舞台となり、主
人公がそば畑を自転車で走るシーンや、そば店を営んだこ
とも相まって、そばの郷として全国的に認知されています。

39
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「堰」がもたらす豊富な水や冷涼な気候によって、

oba
S
e
c
i
R

米やそばの栽培が盛んな安曇野。

◀︎ 安曇野.comeによる
「風さやか」紹介動画

黄金色の田んぼと白い花が咲き誇るそば畑は、

や周知用フラッグの設置など、
「風さやか」普及のための
取り組みを行っています。

初秋の安曇野の風物詩。

繊細な味わい。 冷めても、もっちりとした食感で美味し
く食べられます。安曇野市では、オリジナル米袋の制作

そんな環境の下、代々続く農家や志を持った

にくい、病気に強いといった特徴があります。食べると、
旨味や甘味がありながら、あっさりしていてしつこくない

生産者が丹精込めて作物をつくっています。

美味しい安曇野の米・そばを召し上がれ！

して名付けられた「風さやか」は、長野県農業試験場が
13年の歳月をかけて開発し、平成25年3月に品種登録さ
れた長野県オリジナル米です。夏期の高温に強い、倒れ

米・蕎麦

長野県オリジナル米
「風さやか」

東さんちの
お米

くの人がかかわり、命の源を感

収穫するなど、いろいろな形で多

す、植える、育つ手助けをする、

めて商品。食べるだけでなく、耕

「農産物がつくられる過程まで含

や価値を伝えようとしています。

産物をとおして、農業の持つ意義

子さんご夫妻は、安心安全な農

名のとおり、東稔丈さん、加奈

ま〟
」といった意味も込めた農園

「ごちそう〝さま〟
」
「おかげ〝さ

して」を意味する「サマサマ」
。

マレーシア語で「どういたしま

農業の多面的価値を伝えたい
多くの人がかかわれる農園に

自然
安 心 豊か
安 な安
育て 全な 曇 野
てい 農 産 で
ます 物を
。
さまさまファーム
東 稔丈さん

たのは平成 年のこと。それま

そう語る稔丈さんが農業を始め

じられる農園にしていきたい」
。

で、自分がやりたいことをやって

い。それでも、環境の良いところ

ないなかでの就農は、やはり厳し

大阪府出身。愛知県の自動車部品
会社に勤務し、設計の仕事を担
う。平成28年に安曇野へ移住。研
修期間を経て平成30年に独立。
農薬や化学肥料に頼らない農業
に力を入れている

いた縁で安曇野に移住しました。

ていましたが、お兄さんが住んで

では愛知県で車部品の設計をし

るのは、米や野菜の無農薬・無

そんな稔丈さんが取り組んでい

暮らしていけるのは幸せです」
。

化学肥料栽培。
「自分がアトピー

らえるような農産物をつくりた

敏感な人でも安心して食べても

ということもあり、化学物質に

「最初は兄の仕事を手伝ってい

いと思って」
。平成 年には、同

やりたいことをやっている幸せ
安心安全な農産物を

たんですが、たまたま家の向か

働いていた加奈子さんと結婚。想

じく都市部から移住して農家で

いを同じくする奥さんとともに、

があったので、親元就農させてい
ただきました」
。２年間の研修を

二人三脚で取り組んでいます。

いの人が農業をやっていて。興味

経て独立しましたが、現実は厳
しいといいます。
「農地や機械が

40
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大豆

お米
参考価格：450円／350㎖、1,000円／1000㎖
人参特有のえぐみがなく、自然な甘さを感じ
られるジュース。人参嫌いの子どもや養生中
の方に大人気。贈り物としての対応も可能

参考価格：700円／kg
援農なども取り入れて栽培している大豆。品
種は長野県野菜花き試験場が育成した「ナカ
センナリ」。自然な甘さが特徴で、味噌、豆
腐や醤油作りにおすすめ

参考価格：ササニシキ600円 /kg、		
コシヒカリ600円/kg、シラケモチ600円/kg
ササニシキはアレルギー体質の方にもおすすめ。
シラケモチは幻の古代米。コクのある旨味と良
い香りが特徴

お米はコシヒカリ、ササニシキ、シラケモチ、
そして酒米の美山錦を栽培。その他、お米を含
めた一部の農産物は無農薬・無化学肥料で栽培

人参ジュース

よろづや いっかく
P56
Instagram
Facebook

31

東 さんちの 主 な 商 品
買える店
お取り寄せ

29

さまさまファーム

ポケットマルシェ 食べチョク

Vif 穂高
P54

あづみのうか浅川
細 井 さんちの 主 な 商 品

買える店

お取り寄せ

細井ファーム

有機 JAS 認定米（無農薬・無化学肥料）

安曇野ハーブスクエア
P56

価格：700 円（税込）／1kg、3,500 円
（税込）／5kg
安全と美味しさを追求したお米

安曇野案内人倶楽部
P56

農家の生そば

のらねこ屋
P56

ポケットマルシェ

価格：1,100円（税込）／300g
（２人前・汁付き）※販売は信州坊主ほ
のか、ポケットマルシェのみ

信州坊主ほのか
P57

お米を食べることで、
田園風景を守る
一員になってもらえたら

玄米珈琲

あづみのうか浅川

安曇野スイス村
ハイジの里
P54

浅川さんちのお米 コシヒカリ
価格：2,700円（税込）／5kg、
1080円（税込）／2kg

玄米パンケーキミックス
価格：550円（税込）／250g

あげもち各種
価格：350円（税込）

43

ご先祖様から受け継いだ
〝食〟を支えるという使命

「米づくりは自分の使命」
。そ

う語ってくれたのは、４００年

続く農家の 代目・淺川拓郎さ

んです。淺川さんの圃場がある

堀金の下堀地区は、２００年前

水田が広がった地域。
「水が乏し

にできた拾ケ堰の恩恵を受けて、

買える店

田んぼテラス
michikusa
P57

細井さんちの
お米

14

浅 川 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

ほりがね物産センター
P55

細井ファーム

かったこの地域に、ご先祖様た

今のような田園地帯が生まれま

ちが水を引いてくれたおかげで、

した。この風景を守り、みなさ

んにお米を安定して供給するこ

とが、使命だと思うんです」
。イ

ベントや食を通じて農業に関心

を持ってほしいと、収穫祭や初

夏の田んぼギャラリーなど、さ

まざまなイベントを開催。令和

２年８月にはキッチンカーを

活用した直売コーナー「田んぼ

」もオープン
michikusa

させました。

松本市出身。営業職のサラリーマンをしなが
ら奥さんの家の農業を手伝ううち、本格的に
農業をしていこうと決意。現在は８ha の圃場
で米やそばを栽培。長野県有機農業推進アド
バイザーでもあり、有機農業の指導もしてい
る。平成21年からは、そばとおにぎりのお店
「信州坊主ほのか」をオープン。農業をするか
たわら、自ら厨房に立ち、そばを打つ

テラス

細井ファーム
細井 正博さん

環境を守る、美味しい米をつくる
〝米職人〟のこだわり

「こだわってつくったお米だか

査員が実際に食べて評価してくれ

ら、知名度や成分ではなく、審

るコンテストで勝負したかったん

です」
。そう語ってくれたのは、

れる大会のすべてで、上位入賞

〝お米の４大コンテスト〟といわ

を果たしている細井正博さんで

り！
自信あ
味には 一 度 、
。
ぜひ
ださい
みてく
て
べ
食

浅川さんちの
お米

400年続く農家の末っ子として生まれる。子どもの
頃から農業に興味をもち、平成18年に14代目とし
て就農。平成27年に法人化し、代表を務める。平
成29年からはトヨタ「カイゼン方式」を導入。平
成30年３月には JGAP の認証も受けた。
「安曇野 .come」にも所属

価格：890円（税込）／100g
自然栽培米でつくった身体想いの飲み物

す。まさに〝米職人〟といった顔

ラリーマン。奥さんの家で農業を

つきですが、以前は営業職のサ

手伝うようになり、 年ほど前

めました。
「農業を通じて環境を

に脱サラして本格的に農業を始

守る、そして美味しいものをつく

る！」
。そう決意して独学で勉強

か、有機肥料も施さない自然栽

し、有機栽培や減農薬栽培のほ

培を実践し、米づくりを通じて

に取り組んでいます。

〝生き物も育む自然環境づくり〟

20

あづみのうか浅川
淺川 拓郎さん

42

細田農産

価格：4,320円（税込）／10kg
上高地から流れる冷たい清流の水で、丹精込めてつ
くった美味しいお米

P55

買える店

穀屋ふりはた

とよしな旬彩市

安曇野産コシヒカリ

代々続く米農家。平成15年に法人
化し、現在取締役会長を務める

國夫さんの長男。令和元年より代表取締
役を務める。
「安曇野.come」にも所属

わせ１２０ の圃場で栽培して

を中心に、大豆や麦、そばを合

は代々続く米農家で、現在は米

米を栽培しています。降籏さん

れてくるこの清流の水を使い、

科の真々部地区。上高地から流

は、梓川がすぐそばを流れる豊

降籏治喜さんの圃場があるの

上高地からの水で米を栽培
先代から受け継いだ農地

細田農産

います。コストを考えた効率の
良い栽培方法として、苗を植え
るのではなく、水田に直接種籾
を播いていく「直播栽培」も積
極的に取り入れているほか、オ
リジナル肥料を使用し、どんな
気候でも美味しい米がつくれる
よう工夫しています。最近では
ホップ栽培やインターネットで
の通販も始めた降籏さん。
「新し
いことにも挑戦しつつ、
〝米づく

ブレずにやっていきたい」
。

りを通じて農地を守る〟ことは

価格：3,500円（税込）／5kg

価格：2,800円（税込）／5kg

唯一無二の「鯉農法」
〝自分でお米を売る〟ために
「うちはコシヒカリだけでも７
種類の商品があるんです」
。そう
語るのは、三郷の明盛地区を中
心に米を栽培する細田農産の細
田國夫さん。なかでも特徴的な
のが、鯉が泳ぐ水田で栽培した
お米「こいひかり」
。鯉が泳ぐこ
とで雑草が根付かなくなり、農

価格：2,300円（税込）／5kg

降籏さんちの
お米

薬を一切使わなくて済むそうで
す。こうした商品が生まれたの
は、細田農産が早くから直販に取
り組んできたから。
「平成７年に
施行された食糧法が転換点とな
りました。
〝これからの農家は、
自分で米を売っていかなければ〟

させた「自家製有機ぼかし」を

と思ったんです」
。ＥＭ菌で発酵

使ったり、元宝塚女優の「風さや
かさん」との交流を通じて「風

ざまな取り組みを行っています。

さやか」をＰＲしたりと、さま

安曇野産こしひかり
「特選の粒」
食べチョク
ＯＷＬ

細田 直稔さん

細田農産

細田 國夫さん

安曇野産こしひかり
「こいひかり」

三郷サラダ市
細田農産

細 田 さんちの 主 な 商 品
買える店
お取り寄せ

44
45

代々続く米農家で、規模を
拡大した祖父から数えて三
代目。安曇野の若手米生産
者グループ「安曇野 .come」
にも所属している。豊科の
真々部地区のほか、熊倉に
も圃場があり、米だけでも
43ha の栽培面積を誇る

安曇野産風さやか

P55

穀屋ふりはた

穀屋ふりはた
降籏 治喜さん

米づく
り
安曇 野 を 通じて
守って の農 地を
いきた
い！

ha

細田さんちの
お米
。
たい
くり
をつ
の
で
のも
無 二 んな想い います 。
唯一
そ
して
培
を栽
お米

降 籏 さんちの 主 な 商 品
お取り寄せ

価格：1,080円（税込）／2kg
安曇野の地にて丹精込めてつくった長野県オリジナル米

安曇野産風さやか

お取り寄せ

買える店

あかしな農産物加工交流ひろば

えべや

Farm 常念

えべやでは、弁当
や総菜、餅などの
商品を製造。近く
の直売所で販売
している

ファーマーズガーデン
あかしな
P54

（株）Farm 常念

は ば や

代表取締役 幅谷

若い世代に伝えたい
昔ながらの農家の食文化

かつては台所に一緒に立ち、親

から子へ、姑から嫁へ受け継がれ

ていた「農家の食」
。近年は核家

族化の影響もあり、そうした伝

承が途絶えつつあります。そんな

なか、昔ながらの食文化を伝えて

いこうと活動しているのが「あか

しな農産物加工交流ひろば えべ

や」です。餅や弁当・惣菜の商品

製造や味噌・豆腐の加工を行うほ

か、伝統食の料理教室や体験講

座も行い、地域や世代を越えた

交流を進めています。平成 年

にオープンしましたが、現在、

運営の中心を担っているのは二

代目の〝若い〟メンバー。
「えべ

やは、
〝地域の女性たちが生き生

きと働ける場所を！〟と、先輩

たちが立ち上げたもの。その想い

を受け継いで、伝統や文化を若

い世代に伝えていきたい」
。

荒廃農地をなんとかしたい！
常念岳に抱かれた農家の想い

安曇野市のシンボル・北アル

プス常念岳を間近に望む穂高の

久保田地区、ここに幅谷さんの

主な圃場があります。
「常念岳の

麓で農業をしていきたい。そん

な想いを込めて〝 Farm
常念〟と

いう社名にしました」
。それまで

は兼業農家だった幅谷さんです

が、地域に増えつつある荒廃農

26

地をなんとかしたいと思い、平

成 年に会社を設立し、本格的

に農業をやっていくことを決め

ました。
「ヨーロッパに負けない

くらい美しい安曇野の良さを、

農業を通じ守っていくひとりにな

岡山 きみ子さん（上段左端）
惣菜部門の部長。灰焼き風おやきや五平餅、ふかしまんじゅ
うやお弁当など、契約した生産者から仕入れる地元の素材を
使い、“おかあさんの味 ”を伝える商品製造を行っている

気候変動にも対応した〝安心・

味噌部門の部長。長い経験を活かして味噌加工を行う。地場
産の素材を活かした昔ながらの味噌の味を守り続けている

りたいと思ったんです」
。近年の

望月亮子さん

安全・安定の農業〟を目指すべ

松枝 明子さん（下段右）
副組合長兼交流部門の部長。交流部では、七夕まんじゅうや
お正月料理などの料理体験のほか、五か用水ウォーキングな
どの体験講座も行う

く、米とそばを栽培。
「そばのむ

5,000円（税込・送料込）／１箱（80サイズ）
安曇野の美味しいものをお届け。お米（3kg）のほか、
お餅、味噌、切り干し大根、干し芋、塩こうじなど手
づくりの品を詰め込んだお歳暮用セット

ド。ぜひ試してみてください」
。

えべや安曇野便（お歳暮セット）

き実は、栄養満点のスーパーフー

組合長。先代の宮下典子さんから引き継いた二代目。
「現在
35名ほどいる組合員と一緒に、伝統や文化を大事にしなが
ら、長く、楽しく続けていきたい」

幅谷さんちの
そば

お弁当の製造風
景。阿吽の呼吸に
よるチームワーク
と素早い身のこな
しで、注文数を手
際よく作っていく

えべやの 主 な 商 品

平林 千代さん（下段中央）

く ら お

倉夫さん

大学卒業後、大手電機メーカーに
就職。その後、代々続いた実家の
農業を兼業ながら平成2年に引継
ぐ。平成26年に法人化し Farm 常
念を立ち上げ現在に至る

安曇野スイス村
ハイジの里
P54

28

ード
パーフ
なスー の食 卓に！
富
豊
栄養
を毎日
むき実
そば の

幅 谷 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

Farm 常念

あかしな農産物加工交流ひろば

Ebeya

有機栽培そばむき実

えべや

https://www.farm-jyonen.com/

おかあさんたちの
味
47

標高500～700mに位置する安曇野は、標高の
高さ加え、水はけの良い土壌、昼夜の寒暖差
が大きいという気候条件に恵まれた、そば栽
培の適地。実が締まり、風味が良いのが特徴

46

価格：330円（税込）／100g
胚芽がたっぷり入ったそばのむき実。農薬を使わず、
有機質肥料を使って栽培した。白米に混ぜて炊いた
り、おかゆや雑炊にして食べるほか、煎ってそば茶に
したり、サラダ等各種料理のトッピングにも最適

ワイン（ワイン用ぶどう）

安曇野市明科七貴の天王原はもともと約15haの桑園でし

ワイン用ぶど
う畑に生まれ
変わった

olic
Alceorhage
bev

ビール（ホップ）
昭和初期まで長野県は日本の
ホップ生産量の大半を占め、
安曇野でも栽培されていました
が、次第に輸入品に押され、
安曇野では50年ほど前から生
産が途絶えていました。近年、
クラフトビールの盛り上がりを
受け、産地復活に向けた取り
組みが始まっています。

半世紀ぶりにホップ栽培を復活
「安曇野産ホップを生産する会」の取り組み
一時のブームを超え、すでに定着した感のあるクラフトビ
ール。安曇野市でも株式会社エイワがクラフトビールの
製造を行っています。ホップ栽培復活の取り組みは、エ
イワが地元産ホップを使用した商品開発を市に相談した
ことからスタートしました。地域活性化を図る市内の農業
者が「安曇野産ホップを生産する会」を立ち上げ、平成
28年から遊休農地を活用しホップ栽培を開始。先進地で
ある岩手県遠野市への研修や技術指導を経て、平成29年
に初収穫を迎えました。同じくビールの原料となる二条大
麦の栽培も始め、平成30年、ついに安曇野産原料を使用
したクラフトビールが完成。令和元年にはホップの新ブ
ランド「あづみのホップ」を立ち上げました。
大正時代に長野県で誕生した
品種「信州早生」のほか、10
種類ほどのホップが栽培され
ている

49

48

酒蔵数・ワイナリー数ともに全国２位と、

約10haの荒廃
農地を開墾

酒造りが盛んな長野県。

ぶどうの産地形成・６次産業化が着実に進んでいます。

ここ安曇野でも豊富な水や農産物を活かし、

安曇野ワインバレー特区が認可されたのを受け、11月に
新しいワイナリー「合同会社Le Milieu」が設立。県の
日本アルプスワインバレー構想に沿って、新しいワイン用

さまざまなお酒が造られています。

農地が開墾。平成30年度末までに約12,000本のぶどう苗
が定植されました。また、平成30年３月に北アルプス・

近年では、荒廃農地を活用した

設立され、農地再生への取組が始まりました。平成25～
29年度には多くのボランティアの協力のもと、約10haの

取り組みも見られます。

決しようと、平成25年に「明科地域の農業を守る会」が

お酒を飲むことは地域貢献にもなるのです。

たが、養蚕業の衰退に伴って長年耕作されず、有害獣が
生息する荒廃農地となっていました。こうした状況を解

美味しい安曇野のお酒を召し上がれ！

平成30年に「北アルプス・安曇野ワインバ
レー特区」として認定された安曇野では、遊
休荒廃農地等を利用して、ワイン用ぶどうの
栽培が拡大しています。北アルプスを望む
西向きの斜面は日照時間が長く、水はけも良
いため、良質なぶどうが育ちます。

お酒

荒廃農地がワイン用ぶどう畑に変身！
明科天王原農地再生事業

有限会社 斉藤農園

斉 藤 さんちの 主 な 商 品

斉藤さんちの
クラフトビール

安曇野エール

干しいも

お米

価格：500円
（税込）／200g
甘味の強い品種を
用い、乾燥し過ぎ
ないように注意し
ながら天日乾燥し
て仕上げた干し芋。
柔らかい仕上がり
が特徴

価格：2430円
（税込）／5kg
土づくりを大切に
行い、発酵鶏糞や
籾殻など施し、極
力化学肥料を用い
ない栽培方法で育
てた米

価格：660円
（税込）／330ml
すべて安曇野産の原
料を使って醸造した
クラフトビール。苦
味が少なく香り豊か
で飲みやすいのが特
徴。ホップの収穫時
期には、期間限定で
フレッシュホップで醸
造した商品も販売

かつてはホップ栽培が盛んだ

ったという長野県。ここ安曇野

市でも 年ほど前まで栽培され

ていましたが、輸入品に押され

４年を経て完成した
オール安曇野産のクラフトビール

麦芽、水、そしてホップ……

完全に生産が途絶えていました。

資料を参考にしたりして、なん

「いざやってみると、とても大

とか栽培してきました」
。そうし

すべて安曇野産の原料で仕込んだ

をもちかけられたのがきっかけで

た試行錯誤を重ね、今では「安

クラフトビールが誕生しました。

す」
。そう語るのは「安曇野産ホッ

曇野版」ともいえる栽培体系を

変。経験者がいないのですべて

プを生産する会」代表の斉藤岳雄

確立することができました。完

その名は「安曇野エール」
。取り

さん。堀金地区で米や麦、そばな

成した「安曇野エール」は、苦

が手探りでした。それでも、ホ

どを大規模に栽培する斉藤農園の

味が少なく香り豊かな味わい。

組みを初めて４年、ようやく完成

専務です。
「近くにあった荒廃農

「ふだんはビールを飲まないとい

saitoh@janis.or.jp

ップ栽培が盛んな岩手県遠野市

地をなんとかできないかと思って

う女性にも、ぜひ味わってほし

斉藤農園あぐりす

まで勉強に行ったり、 年前の

いたんです。
〝せっかくなら特色あ

いですね」
。今後は、安曇野産の

Web Shop AGURISU

す。
「飲み会の席でホップ栽培の話

るものを〟と考えていたところに

りんごや夏秋いちごの果汁を使

買える店

した１００％安曇野産のビールで

話をもちかけられたので、ふたつ

ったフルーツエールも商品化し

ていきたいと意気込んでいます。

返事で引き受けてしまいました」
。

ゼロから始めた
安曇野でのホップ栽培

お取り寄せ
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令和2年８月から
は、フレッシュ
ホップを使った
商品の販売も開
始。午前中に収
穫したホップを
その日のうちに
醸造する
「安曇野産ホッ
プ を生 産 する
会」が令和元年
に立ち上げた新
ブランド「あづ
みのホップ」の
ロゴマーク

P57
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ール で
フトビ
のクラ きたい！
産
野
安曇
てい
10 0 % を 盛り上げ
地域

有限会社 斉藤農園
斉藤 岳雄ん
米や麦、そばを栽培するほか、自家栽培・自家製粉のそばを提供する店「斉
藤農園 あぐりす」を運営する斉藤農園の専務。スイスへの農業研修を経て、
平成9年に就農。平成28年から荒廃農地を活用してホップ栽培を始め、現在
は17a の畑で「信州早生」
「カスケード」
「センテニアル」
「マグナム」などの
品種を栽培している。「安曇野産ホップを生産する会」代表も務めている

50

ワインバレー特区認定を契機に設立
自分たちならではの一本を
田町・安曇野市の一帯が「北ア

いていた斎藤さん。大町市・池

薬や収量を減らしての栽培にも

一貫して行えるのが特徴。低農

理しており、栽培から醸造まで

特技／丸かじり

出没する時期／９月下旬より新米販売
身長／収穫前の稲丈くらい
体重／米半俵くらい
特技／相手に合わせながら、主張する

あづみの

「そば」の妖精

を目指し、 た！
えるワイン
まし
海 外とも競 ナリーを立ち上げ
なワイ
さ
小
で
り
ふた

取り組み、自分たちならではの一

体重／りんご 70 玉くらい

ワイン

区」として認められたのを契機

らいすん

ha

塩瀬さんと
斎藤さんちの

ルプス・安曇野ワインバレー特

身長／りんごの木の半分くらい

30

「ワインは観光資源になる」と

出没する時期／
サンつがる：８月下旬〜９月中旬
りんご三兄弟：10 月上旬〜下旬
（シナノスイート・シナノゴールド・秋映）
サンふじ：11 月上旬〜 12 月下旬

本を追求しています。
「支えてく

「米」の妖精

あぷふーる

に、平成 年３月にふたりでワ

出没する時期／いつか、どこかで。

「りんご」の妖精

市内のワイナリーで働いていた

みずん

ださるみなさんに恩返しできる

「新芽」と「水」の妖精

イナリーを立ち上げました。荒

安曇野の農産物の魅力を PR しています。
Twitter で
活動の様子が見られるよ！

塩瀬さんと、
「海外とも競えるワ

そして、すべての源である「水」から生まれた妖精たちが、

たワイナリーにしていきたい」
。

安曇野市の特産品「りんご」
「そば」
「米」
「わさび」、

よう、 Le Milieu
を地域に根ざし

あづみ農
Twitter

廃農地を再生した明科地区天王

ひみつ

インをつくりたい」とソムリエ

の

原をメインに約１ ５. の畑を管

安曇野ゆるキャラ

を経て須坂市のワイナリーで働

Column

合同会社 LeMilieu

合同会社 Le Milieu
斎藤 翔さん

合同会社 Le Milieu
塩瀬 豪さん

安曇野市出身。ソムリエの資格を得て飲食店で働い
ていた際、信州産のワインを味わい「これなら海
外ワインとも競える」と確信し、造り手へ転身。
須坂市や安曇野市のワイナリー勤務を経て独立

小諸市出身。沖縄でダイビングのインストラクタ
ーをしていた経験から、地域資源を活かした観光
に興味を持つ。長野県ではワインが観光資源にな
ると考え、９年間のワイナリー勤務を経て独立

塩 瀬 さんと
斎 藤 さんちの
主な商品

そばっぴ

出没する時期／
そばの花：夏そば ７月上旬〜中旬
秋そば ９月中旬〜下旬
身長／そばの丈くらい
体重／そば 170 玉くらい
特技／三角形を作る、描く

「わさび」の妖精

わさっぴ

出没する時期／
わさびの花：２月中旬〜４月中旬
わさびの芋：通年
身長／３年もののわさびくらい
体重／わさびの芋 100 本くらい
特技／控えめに主張できる

53

お取り寄せ

買える店

合同会社 Le Milieu

酒一番どんぺり
P56
蔵紀行（エルサ安曇野内）
P56
Le Milieu 直売所
P57
※その他、
セブンイレブンインター北店
でも販売
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Fes．
Chardonnay

価格：2,200円（税込）
／750㎖
微炭酸。レモンなどの
柑橘系の酸味がある
レモンサワー風ワイン

Polaris RyuGan Orange

価格：2,700円
（税込）／750㎖
長野県固有種の竜眼
ぶどうを使用したオレ
ンジワイン。酸も穏や
かで口当たりも優しい

SPARKJOY

価格：1,560円（税込）
／750㎖
優しい泡と穏やかな
酸味、ほのかな苦味
が特徴。フルーツビ
ールを思わせる

1
6

美 味 し い 安 曇 野が
安曇野を訪れたのなら、ぜひ地元産
の農産物が豊富な直売所を訪ねてみ
ては。市内には特色あふれる数多く
の直売所が点在しています。ここで

5

は、これまでにご紹介した生産者たち
の商品を販売している「“ 美味しい安
曇野 ” が買える店」をご案内します。

買える店

4

6

2

3

5

3

4

2

安曇野スイス村
ハイジの里

ファーマーズガーデン
あかしな

1

とよしな旬彩市

三郷サラダ市

ほりがね物産センター

豊科高家地区の県道316号沿いに位
置する直売所。地元の農家が有機
肥料で育てたお米や、昔ながらの
はぜ掛け米といった安曇野自慢の
お米をメインに販売。そのほか、
季節ごとの新鮮野菜や特産の果物
もそろいます。

りんご畑が広がる三郷地域にある直
売所。各種りんごをはじめ、桃、
梨、ぶどうといった果物の宝庫で、
秋ごろになると色とりどりの果物が
並びます。100％のりんごジュース
や安曇野まんじゅう、手づくり味噌
など加工品も人気。

道の駅も併設する直売所。新鮮・安
心・安全な農産物と豊富な手づくり
加工品、そして地元の農産物や食材
を使ったお手頃価格な食堂メニュー
が好評。朝どれの新鮮野菜を求め
て、開店前には行列ができるほど。

地産地消の拠点として、また地域や
JA に関する情報の発信基地として、
平成28年にオープンした長野県内最
大級の JA 直売所。新鮮・安全・安
心な地元の農畜産物が豊富にそろう
ほか、金沢から届く海産物なども人
気。

JA 松本ハイランドが運営する直売
所。山形村の長芋や生坂産ぶどう、
ハイランド産スイカほか、地元の新
鮮な農産物が豊富にそろいます。地
元で親しまれている “ 灰焼おやき ”
も大好評。

穂高温泉郷の入口にある直売所。信
州の伝統野菜である「穂高いんげ
ん」や「有明かぼちゃ」のほか、新
鮮野菜や自然酵母を使用したパン等
の手作り加工品が大好評。併設の食
事処「味彩館」は、地元食材を使っ
たメニューが豊富。

3長野県安曇野市豊科高家5735-10
年末年始
0９～17時 1火曜、
Z0263-73-0902

3長野県安曇野市三郷温5896-2
0８時30分～17時（12～３月は９～16時30分）
、
年末年始
1水曜（８～12月は無休）
Z0263-76-4066

3長野県安曇野市堀金烏川2696
0８時30分～17時 1１月１～７日
Z0263-73-7002

3長野県安曇野市豊科南穂高5566-1
0９～18時 1毎月１日（土・日曜、祝日は営
業）
、
１月１～４日 Z0263-87-0812

3長野県安曇野市明科七貴5856-3
、
年末年始
0８～17時 1月曜（祝日は営業）
Z0263-61-1230

3長野県安曇野市穂高有明7751-1
0８時30分～17時
1１月１～５日 Z0263-81-5656
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Vif穂高

7
11

生産者の直営店
生産者が自ら運営する直営店。
商品をつくった生産者と直に触れ合うことができます。

16

Le Milieu 直売所

14

ワイナリーに併設された直売所。不定期
営業のため事前連絡がおすすめ。

9

3長野県安曇野市明科七貴4671-1
0９～16時 1不定期で営業 Z0263-62-5507

17

12

8

㊥藤屋わさび店
昭和28年開店のわさび漬製造販売の専門
店。生わさびや加工食品を販売。
3長野県安曇野市穂高6670
0９～19時 1不定休 Z0263-82-2028

18

15

斉藤農園あぐりす

10

農産物販売や自家栽培・製粉そばの提供
を行うコミュニティーショップ。

13

0長野県安曇野市堀金烏川5696-5
011～15時 1月曜・第４日曜 Z0263-71-1560

19

田んぼテラス michikusa
令和２年８月のオープン。スムージのキッチ
ンカーに直売コーナーを併設。
3長野県安曇野市堀金烏川4162-1
011～15時 1木・日曜 Z0263-73-1195

20

なないろ農園
拾ケ堰沿いにある農園で夏秋いちごジェ
ラートの直売も行っています。
14

3長野県安曇野市三郷明盛2738
09～15時 1不定休 Z080-6934-7716

21

安曇野ワイナリー

NAT's Berry field
田園地帯の中にある農園。夏秋いちごや
ジャムの販売を行っています。
3長野県安曇野市三郷明盛3864
010～15時 1不定休（12〜4月は火・水・木曜）
Z0263-75-3097

22

信州坊主ほのか
江戸時代の郷倉を活用した農家レストラン。
そばや米が味わえます。
3長野県安曇野市豊科高家781-3（高家グラウンド北）
011時30分～13時45分（売り切れ次第終了）
1月・火曜 Z0263-72-6970

57

15

11

13

蔵紀行

7

9

よろづや いっかく

酒一番 どんぺり

北アルプス牧場

ワイナリー併設のショッ
プにはワインや安曇野の
特産品がそろいます。

エルサあづみ野内にある
酒の専門店。信州各地の
銘酒・ワインが豊富。

穂高神社の鳥居元にある
お店。安曇野産の無農薬
農産物加工品等を販売。

日本名門酒会加盟の酒の専門
店。地酒や地ワイン、全国各
地のお酒がそろいます。

安曇野の自然で育った牛
たちがつくり出す美味し
い牛乳が味わえます。

3長野県安曇野市三郷小倉6687-5
0９～17時（冬期９～16時） 112月
31日～１月１日 Z0263-77-7700

3長野県安曇野市三郷温2716-1
010～20時 1なし
Z0263-77-8182

3長野県安曇野市穂高5971-3
011時30分～17時 1火曜
Z090-9386-6901

3長野県安曇野市穂高有明10011
010～20時 1元旦
Z0263-83-7345

3長野県安曇野市穂高有明8208-5
010～17時 11月第２週位～２
月の水曜 Z0263-83-7571

梓川ＳＡ（上り）
安曇野マルシェ

10

長野自動車道の SA。信州
や安曇野の素材を活かし
た商材が多数そろいます。

のらねこ屋

季節を感じる風景、自家
焙煎珈琲と台湾や中国の
お茶が楽しめるカフェ。

安曇野
案内人倶楽部カフェ
現地ガイド活動に取り組
む安曇野案内人倶楽部の
オフィス兼観光案内所。

ハーブやアロマテラピー
関連品全般を扱う専門店。
テラスからの景観も人気。

3長野県安曇野市豊科高家972-5
024時間営業 1なし
Z0263-72-8816

3 長野県安曇野市豊科南穂高241-1
010～17時 0日・月・火曜
Z0263-88-7754

3長野県安曇野市穂高5971-1
010～16時 1 不定休 ※細井
ファームの商品は予約のみの受付

3長野県安曇野市穂高有明3109-1
010～17時 1火・水曜（祝日の場
合は変更あり） Z0263-83-7782

12

56

8

安曇野
ハーブスクエア

“美味しい安曇野” が買える店MAP

ほりでーゆ〜四季の郷
7

1
8

安曇野ハーブスクエア

北アルプス牧場

ファインビュー室山

Vif穂高

14

安曇野ワイナリー

18

斉藤農園あぐりす
9

酒一番 どんぺり

ほりがね
物産センター

5

蔵紀行

（エルサあづみ野内）

13

たまごの駅

4

三郷サラダ市

19

21

あづみ野ふる里市

JAファーム 田んぼテラス
みどりの店 michikusa

㊥藤屋わさび店

NAT's Berry ﬁeld

10
17

安曇野案内人倶楽部カフェ
11

よろづや いっかく

なないろ農園
20

JA 穂高農産物直売所

安曇野の里
6

Le Milieu 直売所

ビレッジ安曇野

とよしな旬彩市
とよしな旬彩市

3

のらねこ屋

安曇野スイス村
ハイジの里

12

信州坊主ほのか
22

15

梓川ＳＡ
（上り）
安曇野マルシェ

59

16

58

2

ファーマーズガーデン
あかしな

わさびや游

わさびクリームチーズ

時期に応じて、
「ゴールドラッ
シュ」
「ホワイト
レディー」など
を栽培

参考価格：150円／本～

まるちゃん農園

P28

りんご各種

ナチュベリーズ安曇野自然農園

みやもとファーム

P30

津村農園

P23

Mail:
katatsumura@
7.dion.ne.jp

P32

オーストラリア
原産で、会員し
か栽培できな
い希少な品種
のりんご

参考価格：500円／ kg 〜

安曇野市産直センター

P24

安曇野 野菜ＢＯＸ

61

のぐちファーム

季節の野菜セット

わさび

価格：大 980円（税込）／本

株式会社 清澤

P18

価格：3,500円（税込）／１箱（100サイズ）

安曇野ＴＳＫ ＦＡＲＭ

きゅうり

わさび

P12
無農薬栽培の
わさび。一本取
り品種のみ採
用しているた
め、大きいのが
特徴

参考価格：10,000円／ kg

藤屋わさび農園

P20

わさび漬

初期防除に努
め不必要な予
防を省くこと
で、農 薬 の 使
用は通常よりも
７割減

参考価格：150円／５本～（※相場・品質によって変動）

P10
県の品評会で
最高賞を受賞
したこともある
生わさび

旬の野菜が詰
まったのぐちフ
ァーム自慢の
厳選野菜セッ
ト（４～５人分）

旬の野菜約10
品目が入った
お任せＢＯＸ

価格：3,000円（税込）／１箱（100サイズ）

安曇野黒岩わさび園

P16
安曇野産本わ
さび。小～特大
までサイズあ
り。茎や葉も取
り扱いあり

無農薬栽培の
安曇野産トマ
ト 100％ ジ ュ
ース

価格：300円（税込）／ 350㎖

りんご
（ピンクレディー）

本わさび

参考価格：大 1,000円／本〜

トマトジュース

恵まれた安曇
野の気候のな
か、独 自の 減
農薬に取り組
んで栽培した
りんご

価格：3,500円（税込）／ 5kg

石田わさび農園

JAS 認 定 の 生
食用有機ミニ
トマトのみでつ
くった無添加ト
マトジュース

価格：4,600円（税込）／ 490㎖２本入り

季節のりんご（贈答用）

信州安曇野フレンドファーム

P22

Mail:
tall41302@
gmail.com

P14
自家農園で栽
培したわさび
を、２年熟成さ
せた酒粕に漬
け込んだ逸品

価格：1,080円（税込）

60

ここまで掲載した生産者の商品をまとめてご紹介！ 気軽にお取り寄せください。

参考価格：1,900円／ 3kg ～

安曇野産生わ
さびを100％使
用したクリーム
チーズ。安全・
安心の無添加

価格：1,200円（税込）／ 100g

プレミアムトマトジュースSAKURA

シナノリップ、
つ が る、ア ル
プス乙女、ふじ
（贈答用・家庭
用）
、はるか他

P15

掲載商品一覧

P21

トウモロコシ

野菜

果物

ComComファーム

細井ファーム

有機JAS認定米（無農薬・無化学肥料） P43

お米のほか、手
づくりの品を詰
め込んだお歳
暮用セット

価格：5,000円（税込・送料込）／１箱（80サイズ）

安全と美味し
さを追求した
お米

価格：700 円（税込）／ kg

P44

独 自の「鯉 農
法」による、有
機肥料100％・
農薬不使用の
コシヒカリ

価格：3,500円（税込）／ 5kg

有限会社 斉藤農園

P50

安曇野エール

穀屋ふりはた

安曇野産コシヒカリ

すべて安曇野
産の原料を使
って醸造した
クラフトビール

価格：660円（税込）／ 330ml

合同会社 LeMilieu

P52

P45

Farm常念

長野県固有種の
竜眼ぶどうを使
用したオレンジ
ワイン。酸が穏
やかで口当たり
も優しい

価格：2,700円（税込）／ 750㎖

Z&X

026377-7414

参考価格：700円／ kg ～

米山農園

P34

旬のりんご

早生～晩生種
まで、さまざま
なりんごを旬
の時期にお届
け

参考価格：600円／ kg

P46

帯刀りんご農園

P40

あづみのうか浅川

その他品種、自
家 用・贈 答 用
各種あり。要問
い合わせ

参考価格：ラ・フランス（贈答用クラス）3,300円（税込）／ 5kg ～

浅川さんちのお米 コシヒカリ

P42

なないろ農園
安曇野のいちごがたっぷり入った

ジェラート

特別栽培米。
米ヌカを主体
とした有機肥
料を90～100％
使用

価格：2,700円（税込）／ 5kg

P35

西洋ナシ

身体に優しい
お米。アレルギ
ー体質の方に
もおすすめ

胚芽がたっぷ
り入ったそば
のむき実。白米
に混ぜたり、サ
ラダ等のトッピ
ングにも最適

価格：330円（税込）／ 100g

63

さまさまファーム

お米
（ササニシキ）

上高地から流
れる冷たい清
流 の 水 で、丹
精込めてつく
った美味しい
お米

有機栽培そばむき実

減 農 薬・無 化
学肥料で栽培
したりんご

参考価格：700円／ kg 〜（贈答品）

価格：4,200円（税込）／ 10kg

Polaris Ryu-Gan Orange

P33

りんご各種

販売時期：
６月中旬～７月
下旬頃まで

参考価格：540円／１パック～

細田農産
安曇野産こしひかり
「こいひかり」

あらやファーム

P37

おうちイチゴ

米・蕎麦

お酒

※写真はイメージ

NAT’s Berry field

P36

6、12個パック
のギフトセット
や業務用の4ℓ
パックも取り扱
いあり

価格：380円（税込）／ 106㎖
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掲載商品一覧

あかしな農産物加工交流ひろばEbeya

えべや安曇野便（お歳暮セット） P47

very
delicious!

発行元

安曇野市農業再生協議会
〒 399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地
安曇野市農林部農政課マーケティング担当内
Z0263-71-2000（代表）、0263-71-2430（直通）
X0263-71-2507

※記事データは令和２年 10 月現在のものです。
※販売品目・料金等は変更される場合がありますので、ご注意ください。
※本誌掲載の記事及び写真の無断使用を固く禁じます。

