野 の 生 産 者 たち
が
安曇
い農 産物を
美 味し
し
ま
け
す
届
！
お

“ 美味しい安曇野 ” を
あなたにお届けします。
冷涼な気候、豊富な水、長い日照時間、昼夜の寒暖差……。
気候風土に恵まれた安曇野では、美味しい農産物がすくすくと育っています。
本書は、そんな ” 美味しい安曇野 ” を生産者の想いとともにあなたに届けるカタログブック。
興味を惹かれた生産者や食べてみたい農産物があれば、商品を取り寄せたり、
安曇野市の直売所等で購入することができます。
現在は食材とともに、その背景にあるストーリーも一緒に味わう時代。
想いを知り努力を知った顔の見える生産者がつくる、安心・安全な “ 美味しい安曇野 ” をぜひ味わってみてください。
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春
S P R I N G

春は名のみの 風の寒さや――。
唱歌『早春賦』の歌詞のとおり、
ゆっくりと訪れる安曇野の春。
やがて初々しい緑の躍動感を感
じる頃、山々をキャンパスにひと
ときのアートが描き出されます。
「雪形」です。この雪形の現れ
を合図として、人々の農の営み
が始まるのです。

夏
S U M M E R

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。

4
5

秋
A U T U M N

懐かしさを覚える稲わらの匂い、
果樹畑から漂う甘い香り、暖色
に衣替えした山々の景色。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

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。

6
7

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

W I N T E R

変化に富んだ四季が育む “ 美味しい安曇野 ”
四季折々、様々な表情を見せる安曇野の自然から、美味しい農産物が生まれます。も
ちろんその背景には、たゆまぬ努力を続ける生産者たちの存在があります。ここでは、
本書に掲載する生産者の主な商品を一挙にご紹介。気になる商品があれば、ぜひそ
のページを開いてみてください。きっと、素敵な生産者と出会えるはず。

P49

細井ファーム

有機 JAS認定米（無農薬・無化学肥料）
価格：700円（税抜）／1kg、3,500円（税抜）／5kg

P50

P43

ナチュベリーズ安曇野自然農園

ミネストローネ

価格：1,000円（税抜）／330㎖（2人前）

津村農園

浅川さんちのお米 コシヒカリ

トマトジュース

P51

P45

安曇野市産直センター

安曇野産こしひかり「こいひかり」

安曇野・野菜BOX 100サイズ️

価格：3,500円（税込）／5kg

P52

穀屋ふりはた

安曇野産コシヒカリ

価格：4,000円（税抜）／10kg

価格：3,000円（税込）

P48

Farm 常念

有機栽培そばむき実

価格：300円（税抜）／100ｇ

Polaris メルロー

長野県

価格：2,700円（税抜）／750㎖

P32

安曇野市

価格：300円（税込）／350㎖

細田農産️

P28

合同会社 LeMilieu

キュウリ

参考価格：150円／5本～

P44

あづみのうか浅川

価格：2,500円（税抜）／5kg、1000円（税抜）／2kg

P38

安曇野 TSK FARM

P40

おまかせ野菜BOX 100サイズ

価格：不定期注文7,200円、定期便6,500円（税抜・送料込み）

P42

P22

なないろ農園️

本わさび

安曇野のいちごがたっぷり入ったジェラート

P34

わさびや游

わさびクリームチーズ

価格：1,000円（税抜）／100g

P36

ComCom ファーム

藤屋わさび農園

トウモロコシ

ステンレス製おろし板「鬼泪」

参考価格：150円／本～

西洋ナシ

参考価格：ラ・フランス（贈答用クラス）3,348円（税込）／5kg～

石田わさび農園

価格：大 1,000円（税込）／本～

信州ゆめクジラ農園

P20

帯刀りんご農園

価格：20,000円（税抜）

価格：380円（税込）／106㎖

P24

リンゴ各種

参考価格：700円／kg～

P16

帯刀農園️

贈答用リンゴ各種

参考価格：3,500円／5kg～、7,000円／10kg～

P18

NAT’s Berry field

信州安曇野フレンドファーム

いちごプレザーブ

リンゴ（ピンクレディー）

参考価格：600円（税抜）／140g

P26

長野県南安曇農業高等学校

長野県安曇野市ふるさと納税返礼品
自然の恵み ～南農で生まれた新たな命～
寄付金額：10,000円

9

P14

あらやファーム

8

参考価格：500円／kg～

P19

米山農園

旬のリンゴ（贈答用）️
参考価格：700円／kg～

［ 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

1,108㎜、日照時間 1,935 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 〜 2018 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 ］

97,761 人

（ 男 47,414 人   女 50,347 人 ）

［ 世帯数 ］

39,744 世帯
※人口・世帯数は 2019 年 3 月 1 日現在。

［ 気候 ］
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果物

本書の使い方
安曇野市の生産者や農産物をより深く知っていただき、
味わっていただくために、ぜひ本書をご活用ください。

fruit

記事

写真

表面的な記事や単なる農産物紹介
ではなく、生産者の想いや取り組
みを紹介できるよう、深掘りした
記事の作成に努めました。ぜひご
一読ください。

紹介する生産者の名前と、主な生
産物を記載。農家の屋号や農園
名、法人名等も併記しています。

さんと共にこの農園を運営する

看板が目に入ります。父の佳郎

を上っていくと、
「帯刀農園」の

リンゴ畑の中を走る室町街道

リンゴ農家の三代目
次第に興味を持った産地の未来

イルと両立できる点が良かった

って、当初は自分のライフスタ

々な趣味を持つ洋亮さんだけあ

ます」
。車やバイク、釣りなど色

際にやって良かったと思ってい

かなとは思っていましたが、実

「父の働く姿を見て、おもしろい

につないでいくため、自分たち

しているだけでなく、次の世代

たちの努力の賜物。そこに安住

は、自分の祖父や父など、先代

リンゴの産地となっているの

ルしています。「今、安曇野が

安曇野のリンゴの魅力をアピー

手リンゴ農家とともに出展し、

われる産業フェスタ。仲間の若

に友好都市・埼玉県三郷市で行

帯刀さんち のリンゴ

のは、三代目の洋亮さんです。

といいます。「それでも働いて

も頑張らなくてはと思って」。

刀農園
降帯籏
さんちのお米

帯刀農園では、約４ の畑でふ

いるうちに、農園経営とか、産

リンゴの
産地とし
ての
安曇 野を
仲間と一
緒に
盛り上げ
ていきた
い！

ったのは、なかば必然でした。

じを中心に様々な種類のリンゴ

ら毎年出展しているのが、 月

若手リンゴ農家の兄貴的な存在

地の未来とか、そういったこと

として、リンゴの産地・安曇野

を栽培しています。「最近では、

を牽引していってくれることで

しょう。

を考えるようになりました」
。

「産地を売る！」そんな想いか

産地・安曇野を次代につなぐ
若手農家の頼れる存在

地元の養豚農家とのつながりか

ます。食味が良くなるんです」
。

リンゴ農家の長男として育った

洋亮さん。農園で働くようにな

ら、有機肥料の堆肥を使ってい

ha

タイトル

「どんな人がつくっているのか」が
わかるよう、また生産者への親近
感が湧くよう、メインの写真では生
産者を大きく紹介。商品写真を大
きく掲載している場合もあります。

11

帯刀農園

帶刀 洋亮さん
リンゴ農家の三代目。高校卒業後から農園で働
く。地域の消防団にも所属し、若手リンゴ農家
とは強固な仲間意識で結ばれる。
「新規就農者な
ど、若い人たちにはどんどん外に出て、色々な人
たちとのつながりを築いていってほしいですね」
。

お取り寄せ

帯刀農園
3長野県安曇野市三郷小倉4554-5
Z0263-77-3528
X0263-77-8451

帯 刀 さんちの 主 な 商 品

買える店

安曇野スイス村 ハイジの里

贈答用リンゴ各種

3長野県安曇野市豊科南穂高5566-1
Z0263-87-0812

参考価格：3,500円／5kg～、
7,000円／10kg～

ファーマーズランド安曇野

自家用リンゴ各種

3長野県安曇野市豊科南穂高5555-1
Z0263-71-3818

三郷サラダ市
3長野県安曇野市三郷温5896-2
Z0263-76-4066

参考価格：400円／1kg～

友好都市である埼玉県三郷市の産業フェスタ
には、安曇野農業経営者の会の一員として毎
年出展。リンゴの販売ブースには、毎回長蛇
の列ができる。

17

お取り寄せ

標高の高さに加え、少ない降

水量、長い日照時間、昼夜の寒

暖差という気候条件に恵まれた

安曇野は、果樹栽培の適地。多

くの生産者が、安心・安全に配

慮した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。美味しい

安曇野の果物を召し上がれ！

13

各生産者の販売サイトや自社HP、
問い合わせ先を記載。
「主な商品」
をお取り寄せいただくことができ
ます。気に入った生産者の商品が
ありましたら、ぜひお取り寄せく
ださい。

リンゴジュース各種

ふじをメインに、つがる、シナノドルチェ、シナ
ノスイート、シナノゴールドなど10種類近くのリ
ンゴを栽培している。

価格：600円（税抜）／1,000㎖
帯刀農園でつくったリンゴのみを原料にした
ジュース。

16

買える店

市内直売所を中心に、生産者の商
品をご購入いただけるお店をご紹
介。安曇野にお越しの際はぜひお
立ち寄りください。ただし、
「主な
商品」で掲載した商品がすべて置
いてあるとは限らないため、ご注
意ください。

※本書で使用するアイコンは以下の通りです。
メールアドレス 0営業時間 1 定休日
3住所 Z 電話番号 Xファックス番号

12

主な商品

購入可能な商品を紹介。取り寄せ
たい商品がありましたら、各生産
者の「お取り寄せ」よりご注文く
ださい。
「買える店」で購入する
こともできますが、掲載した商品
がすべて置いてあるとは限らない
ため、ご注意ください。

あらやファーム

に囲まれた中に家があるのです。

おり、周囲をぐるりとリンゴ畑

郷地区のリンゴ畑の中。文字ど

あらやファームがあるのは三

えて、新しい仕事にも取り組ん

います。岳志には次の時代を考

なりました。「とても助かって

ぎとして農作業を手伝うように

た岳志さんは、３年前から跡継

んでいます」
。そんな環境で育っ

を使い、減農薬栽培にも取り組

には加工場を新設。
〝日本で一番

取り組んでいます」
。今年の９月

恵栗〟というグループをつくって

若手農家と協力し〝あづみの和

ほとんどが輸入品。新規就農の

栽培を始めました。現在、栗の

います。そこで、四年前から栗の

年々感じる気候変動の影響
リンゴと共存できる栗の栽培

体力的な負担も少ないので、年

「栗は他の作業時期とかぶらず、

家族で行う農作業。
「岳志には、いずれは自
分を追い越していってほしい」と英樹さん。

小林さんち のリンゴ

園主の小林英樹さんは、松本市

気候変動の影響を肌身で感じて

岡田地区で果樹栽培を行う農家

きれいにむける〟という関刃物を

の地へ移ってきました。「農地

次の時代に向けた取り組みとし

地の解決策にもつながれば」
。

を重ねてもできる。遊休荒廃農

栽培を両立できるのも良い点。

て、あらやファームが行っている

がまとまっていたし、傾斜もき

で」
。新しい土地での生活をスタ

のが栗の栽培です。
「年々リンゴ

つくなく、作業性が良かったの

ートさせた翌年、長男の岳志さ

使った栗むき機も導入しました。

でいってほしいですね」
。

の栽培が難しくなってきていて、

３人兄弟の長男。３年前から跡
継ぎとして、農園を手伝って
いる。
「親がやってきたことを
しっかりと受け継きながら、
新規就農者からの刺激も受け
て、仲間たちと一緒に頑張っ
ていきたいです」。

で子どもを育ててきたというこ

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（1992）
年に安曇野市三郷地区へ移住した。
「松本
のスーパーにもうちのリンゴを置いても
らっています。そうした先代から引き継
いだ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です」。

ともあって、有機肥料の鶏ふん

あらやファーム
小林 岳志さん

の三代目でしたが、 年前にこ

松本から移住して四半世紀
農園とともに育った長男

あらやファーム
小林 英樹さん

んが生まれました。「園地の中

価格：600円（税抜）／
1,000㎖
参考価格：550円／kg～
サンふじ・秋映・ミキ
減農薬・無化学肥料で栽培し （未希）ライフ＆つがる
たナシ。
の３種類。
参考価格：1,100円／kg～
甘みがあって香りが良い筑波な
どを栽培。

ナシ

和栗

14
15

参考価格：700円
／kg～
減農薬・無化学肥料で
栽培したリンゴ。

豊科店・庄内店・元町店・石芝店

3 長野県安曇野市三郷小倉 4589-4

リンゴ各種

デリシア

あらやファーム

27

小 林 さんちの 主 な 商 品
リンゴ畑の中にあるバスケットコート。岳志さんの弟さ
んが使っていたのだとか。
買える店
お取り寄せ

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
！

Z&X0263-77-7414

リンゴジュース

帯刀さんち のリンゴ

刀農園
降帯籏
さん ち の お 米

帯刀農園では、約４ の畑でふ

のは、三代目の洋亮さんです。

さんと共にこの農園を運営する

看板が目に入ります。父の佳郎

を上っていくと、
「帯刀農園」の

リンゴ畑の中を走る室町街道

いるうちに、農園経営とか、産

といいます。「それでも働いて

イルと両立できる点が良かった

って、当初は自分のライフスタ

々な趣味を持つ洋亮さんだけあ

ます」
。車やバイク、釣りなど色

際にやって良かったと思ってい

かなとは思っていましたが、実

「父の働く姿を見て、おもしろい

につないでいくため、自分たち

しているだけでなく、次の世代

たちの努力の賜物。そこに安住

は、自分の祖父や父など、先代

リンゴの産地となっているの

ルしています。「今、安曇野が

安曇野のリンゴの魅力をアピー

手リンゴ農家とともに出展し、

われる産業フェスタ。仲間の若

に友好都市・埼玉県三郷市で行

ら毎年出展しているのが、 月

じを中心に様々な種類のリンゴ

地の未来とか、そういったこと

しょう。

を牽引していってくれることで

として、リンゴの産地・安曇野

若手リンゴ農家の兄貴的な存在

を栽培しています。「最近では、

「産地を売る！」そんな想いか

産地・安曇野を次代につなぐ
若手農家の頼れる存在

も頑張らなくてはと思って」。

ったのは、なかば必然でした。

帯刀 洋亮さん

を考えるようになりました」
。

リンゴ農家の三代目
次第に興味を持った産地の未来

帯刀農園

11

地元の養豚農家とのつながりか
ら、有機肥料の堆肥を使ってい
ます。食味が良くなるんです」
。
リンゴ農家の長男として育った
洋亮さん。農園で働くようにな

3長野県安曇野市三郷温5896-2
Z0263-76-4066

16
17

価格：600円（税抜）／1,000㎖
帯刀農園でつくったリンゴのみを原料にした
ジュース。

リンゴジュース各種
ふじをメインに、つがる、シナノドルチェ、シナ
ノスイート、シナノゴールドなど10種類近くのリ
ンゴを栽培している。
友好都市である埼玉県三郷市の産業フェスタ
には、安曇野農業経営者の会の一員として毎
年出展。リンゴの販売ブースには、毎回長蛇
の列ができる。

参考価格：400円／1kg～

三郷サラダ市

参考価格：3,500円／5kg～、
7,000円／10kg～

自家用リンゴ各種

ファーマーズランド安曇野

Z0263-77-3528

3長野県安曇野市豊科南穂高5555-1
Z0263-71-3818

X0263-77-8451

贈答用リンゴ各種

安曇野スイス村 ハイジの里

帯刀農園

3長野県安曇野市豊科南穂高5566-1
Z0263-87-0812

3長野県安曇野市三郷小倉4554-5

ha

帯 刀 さんちの 主 な 商 品
買える店
お取り寄せ

リンゴ の
産
安曇 野を 地としての
仲
盛り上げ 間と一 緒に
ていきた
い！

リンゴ農家の三代目。高校卒業後から農園で働
く。地域の消防団にも所属し、若手リンゴ農家
とは強固な仲間意識で結ばれる。
「新規就農者な
ど、若い人たちにはどんどん外に出て、色々な人
たちとのつながりを築いていってほしいですね」。

州安曇野フレンドファーム
降信籏
さん ち の お 米

米 山 さんちの 主 な 商 品

買える店

米山農園

福嶋さんち の果物

お取り寄せ

三郷サラダ市

一
とが 第
守るこ
生 活を で 学びました
の
族
家
カ
アメリ
それを

3長野県安曇野市三郷温5896-2
Z0263-76-4066

Facebook:
https //ja-jp.facebook.com/
yoneyamafarm/

リンゴジュース

旬のブドウ

時期：8月中旬～9月中旬 価格：700円／720㎖
参考価格：1,000円／kg〜

旬のプルーン

旬のリンゴ

時期：8月上旬～9月下旬
時期：8月中旬～3月上旬 参考価格：700円／kg〜
参考価格：700円／kg〜（贈答品）

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

の農園は、〝美しい〟の一言。

元自衛官ならではの丁寧な仕事

ぶりがうかがえます。

愛知県出身の米山さんがリン

ゴ農家となったのは、リンゴ園

を営んでいた奥さんのお父さん

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」
。これ

からは新規就農者と昔からの農

家とのパイプ役になりたいとい

う米山さん。「作物を育てなが

ら、人も育てていきたい。そし

て、この産地を守っていけたら

と思っています」
。

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。生き物が好
きで、大学では理学部で学んでいましたが、自分で育てることのできる農
作物への興味から、大学院では農学部に。そして、アメリカの農業研修に
参加したことがきかっけで、ファーマーの道へと進む。

福 嶋 さんちの 主 な 商 品
リンゴ

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〜

サツマイモ

シルクスイート、ひめあやか

時期：10月〜４月頃まで（無くなり次第終了）
参考価格：400円／kg〜

producers/7942

赤菊芋

時期：12月～完売まで
参考価格：600円／kg～

19

農家ではなく〝ファーマー〟
奥さんと実践するアメリカ的農業

「農業を選ばれる職業にした

果樹を中心とした栽培を行ってい

い！」そう語るのは、三郷地区で

る〝ファーマー〟の福嶋さん。生

Vif 穂高
3長野県安曇野市穂高有明7751-1
Z0263-81-5656

き物が好きで、学生時代は理学部

三郷サラダ市
3長野県安曇野市三郷温5896-2
Z0263-76-4066

にいたという福嶋さんが、農業と

買える店

いう職業を選んだのは、アメリカ

での農業研修がきっかけでした。

農家は職人ではなく、経営者（＝

https://poke-m.com/

１年半に及ぶ研修で、アメリカの

ポケットマルシェ：

ファーマー）だということを直に

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7年前に独立。現在は4.6ha の
圃場で、リンゴをメインにブド
ウやプルーン、クリや野菜など
を栽培している。

学んだそうです。

米山 竜也さん

帰国後は、かつて同じ農業研

信州安曇野
フレンドファーム

米山農園

修を受けた先輩農家で３年間働

米山農園

米山さんち の果物

お取り寄せ

いたのち、独立。今年で〝ファ

ーマー〟となって６年目を迎え

ます。昨年の３月に奥さんと結

婚し、今年の５月には初めての

お子さんも誕生しました。一家

の大黒柱として〝ファーマー〟

を実践しています。

れた す 。
ま
ら採
園か 届けし
農
この 物をお
果
しい
美味

18

帯刀さんち の西洋ナシ

刀りんご農園
降帯籏
さん ち の お 米

帯 刀 さんちの 主 な 商 品

王林りんごジュース

価格：648円（税込）／1,000㎖
帯刀りんご農園産の王林を使用し
た果汁100％のジュース。甘みと
酸味のバランスが絶妙。

リンゴ

西洋ナシジュース各種

参考価格：サンふじ（贈答用クラ 価格：756〜864円（税込）／1,000㎖
ス）3,348円（税込）／5kg～
品種ごとに味わいが異なる果汁100
サンふじのほか、金星、王林、シ ％のジュース。
ナノスイート、秋映などを栽培。
自家用・贈答用あり。価格は要問
い合わせ。

西洋ナシを発送する際、
同封する案内文。
「 月
日～ 月 日」と、品種ご
とに異なる食べ頃が明記
され、保存方法や食べ方
も詳しく記載されている。

西洋
果 実 ナシ
とと とリン
もに ゴの
味わ お
って 酒
！

も政信さんは 年以上かけてデ

ータを取り、
「食べ頃」の標記を

するようになった結果、一気に売

受け継がれる先駆者精神
販売が難しい西洋ナシに挑戦

れるようになりました。

〝この味でこの値段なら〟
納得して買ってくれるリピーター

「良いものから良くないものま

で、すべてお金に換えられるよう

にする」
。
〝誤解を恐れずに言う

と〟と前置きしたうえで、そう目

そんな政信さんですが、子ど

X0263-77-4283

標を語ってくれたのは果樹農家の

Z0263-77-3531

もの頃は「果樹農家だけには絶

のこと。しかし、跡を継ぐこと

HP：http://www.obinataapplefarm.com

対にならない」と思っていたと

しかった時代に養蚕農家から転換

を意識したとき「これだけ大勢

三郷サラダ市

信さんです。果樹農家がまだ珍

した曽祖父、リンゴ栽培を中心に

てしまうのはもったいない」と

の顧客がついているのに、やめ

買える店

帯刀りんご農園

参考価格：ラ・フランス（贈答用
クラス）3,348円（税込）／5kg～
ラ・フランスのほか、ゼネラル・
レクラーク、ドワイエネ・デュ・コ
ミス、バラード、マルゲリット・マ
リーラ、オーロラ、バートレットな
どを栽培。自家用・贈答用あり。
価格は要問い合わせ。

四代目、帯刀りんご農園の帯刀政

行い地域に広めた祖父、
「自分で

ていったリピーターでした。
「Ａ

つくったものを自分で売りたい」

級品が売れるのは当たり前。で

気づきました。実際、農園には

す。そのひとつが、帯刀りんご農

すが、その影にあるＢ・Ｃ級品

と直売に切り替えた父．
．
．
．
．
．
、そ

園の主力作物となっている「西洋

でも〝この味でこの値段なら〟

そのほとんどは口コミで広がっ

ナシ」
。先代が実験的に始めたも

２０００件以上の顧客がおり、

のでしたが、当初はなかなか売れ

と納得して、自家用に買ってく

政信さんにも受け継がれていま

なかったそうです。
「熟してから

うちの強みです」
。

ださるお客さんが多いことが、

うした先駆者精神は、四代目の

ば腐ってしまうんです」
。それで

食べるものなので、一歩間違えれ

お取り寄せ

西洋ナシ

10

3長野県安曇野市三郷温5896-2
Z0263-76-4066

ファーマーズランド安曇野
3長野県安曇野市豊科南穂高5555-1
Z0263-71-3818

帯刀りんご農園
帯刀 政信さん
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。2017年に代
表に就任。

21

オビナタシードル

オビナタポワレ

価格：2,000円（税込）／750㎖、
1,200円（税込）／375㎖
帯刀りんご農園産のサンふじを主
体に、ラ・フランスを少量混醸し
たスパークリングワイン。長野県
東御市のリュードヴァンにて醸造。

価格：2,500円（税込）／750㎖
帯刀りんご農園産のラ・フランス
を100％使用し、長野県伊那市の
カモシカシードル醸造所で醸造し
たスパークリングワイン。

20

山田さんち の夏秋イチゴ

ないろ農園
降な籏
さん ち の お 米

山 田 さんちの 主 な 商 品

安曇野のいちごが
たっぷり入ったジェラート 練乳添え

価格：390円（税込）／106㎖
夏秋イチゴならではの甘酸っぱさに練乳が添
えられ、マイルドな味わい。

農園があるのは、世界かんがい施設遺産「拾ケ堰」
の名所・じてんしゃ広場のすぐ近く。

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㎖
イチゴの含有量70%のジェラート。

※6、12個パックのギフトセットの取り扱いもあり。申込はHP or TELにて
※業務用の4ℓパックも取り扱いもあり。詳細は要問い合せ。

イチゴ農家が開発した
直売所で大人気のスイーツ

今 年 の Ｇ Ｗ、安 曇 野 の 直 売

所で販売したところ、たちまち

売り切れてしまった人気のスイ

ーツをご存知でしょうか。その

商品とは「安曇野のいちごがた

曇 野 産 夏 秋 イチ ゴを ふん だん

10

っぷり入ったジェラート」
。安

（一般的なジェラートは

）
。イチゴをまるごと食べ

70
%

に使った逸品で、その含有量は

〜

ているような濃厚な味わいと甘

酸っぱさが特徴です。このジェラ

園の山田太一さん。開発にはさぞ

ートを開発したのは、なないろ農

や時間がかかったのだろうと思い

ト屋さんを紹介してくれて。自

主的に売り込みにいってくれたみ

たいです。そこからトントン拍子

に進んでいきました」
。

東京のＩＴ企業から安曇野へ
決断即行動のチャレンジャー

「これだ！」と確信したら、す

ぐに行動に移す山田さん。
「以前

は東京のＩＴ企業に勤めていた

んですが、食の根本である農業

に憧れがあって色々探していたん

野を勧められ、市役所で夏秋イ

です。そんなとき友人から安曇

チゴを紹介されて〝これだ！〟

れたのは４月でしたが、会社を

って思ったんです」
。安曇野を訪

辞めて転居し、８月１日には研

HP：http://7cf.jp
Facebook：
https://www.facebook.com/
SevenColorsField/

修をスタートさせていました。

方々やスタッフと共に新商品を

現在はイチゴが縁で知り合った

検討中。夏秋イチゴの可能性を

の新たな挑戦が楽しみです。

どんどん広げていく、山田さん

なないろ農園

きや、わずか４カ月。山田さん

自身も農業２年目の新規就農者

です。
「規格外のイチゴを食べず

に捨ててしまうことが、とても悔

イーツ好きのスタッフがジェラー

しかったんです。そんなとき、ス

お取り寄せ

15
%

から
農園 ”
チゴ 笑 顔を
イ
野の りと
安曇 卓に 彩 します！
食
け
“
お届

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、様々な作物を検討する
なかで、安曇野で夏秋イチゴを紹介される。
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2018年になないろ農園を設立した。

買える店

安曇野スイス村 ハイジの里
3長野県安曇野市豊科南穂高5566-1
Z0263-87-0812

三郷サラダ市
3長野県安曇野市三郷温5896-2
Z0263-76-4066

なないろ農園
3長野県安曇野市三郷明盛2738
Z080-6934-7716

23

農園ではジェラートの直売も行っている。拾ケ堰沿
いを走るサイクリングロードの休憩スポットとして
も最適。

22

吉武さんち の夏秋イチゴ

NAT’s
field
降籏
さBerry
んち
のお米

吉 武 さんちの 主 な 商 品
オリジナルジャムグッズ

県内の木工作家によるオリジナルグッズ。丸瓶でも角
瓶でも使いやすいジャム用スプーンをはじめ、蓋やス
プーンの置き場所に困らないスタンドなど。

N×Bスペシャルティコーヒー

参考価格：未定／15g×4パック
品質にこだわった市内のカフェ「ベルウッドコーヒーラ
ボ」とのコラボコーヒー。

いちごみるく

いちごバター

おとなジャム

参考価格：未定／140g 参考価格：未定／145g

参考価格：1,400円（税抜き）／140g
安曇野産いちご「サマープリンセス」と長野県産「日
本蜜蜂のはちみつ」のみで作ったジャム。ローストビ
ーフやチーズなどに合わせて、ワインと一緒に味わう
のがおすすめ。

いちごプレザーブ

参考価格：600円（税抜）／140g
安曇野産いちごを100％使用した、無添加・低糖度の
プレザーブスタイル。

子育てをしながら
代表を務める農業女子

市役所の農政課の窓口に訪れ

か、小さい子どもを背負った女

る多くは中高年の男性。そんなな

性は目を引きます。それが
NAT

の代表を務める吉
’S Berry field

だし、安曇野にも行ったことが

家へ見学に行き考えが変わった

なかったので」
。しかし、先輩農

のだとか。
「とても楽しそうだっ

婦でできる仕事だと思ったので。

たんです。子どもがいても、夫

子育てにも良い環境ですしね」
。

安曇野に移住してから、人の良

さ、山の美しさ、食べ物の美味

しさなど、様々な良さを見つけ

武奈津子さんです。
「パートさん

も子育て中のママが多いんです。

たといいます。農園の仕事を奈

津子さんが手がける一方、夫の和

樹さんは販売会社を設立しまし

た。
「チャレンジ精神旺盛な人な

んです。イチゴ栽培を始めたと

情報交換ができて良いですよ」
。

代表として 人のパートさんの

業務管理をこなす一方、暑い中

で働く女性への気遣いも欠かし

ません。取材時も「涼しい場所

きも、収益性の良いすずあかね

Instagram：nats_berry_field

ではなく、わざわざ栽培が大変

HP：https://www.azumino-berry.jp

を移しての取材となりました。

NAT’s Berry field

なサマープリンセスから始めたん

です。
『先輩たちがしてきた苦労

有できない！』とか言って」
。そ

を経験しないと、同じ想いを共

んなふたりは、イチゴを使った様

々な商品を開発。新しい味をぜ

ひ試してみては。

お取り寄せ

で休んでほしいから」と、場所

農家になってわかった安曇野の良さ
夫婦二人三脚で新商品を開発中

吉武さんがイチゴ農家になっ

たのは、夫の和樹さんの発案。

間もサラリーマンをやっていた人

「最初はびっくりしました。 年

29

13

夏秋いちご

参考価格：3,000円（税抜）／24玉×2パック（約650g）
販売時期：6月中旬頃～7月下旬頃まで
長野県でしか栽培できない品種「サマープリンセス」
、
市内では3軒しか栽培していない「ペチカエバー」の
ほか「すずあかね」も栽培。

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
！

買える店

安曇野ワイナリー
3長野県安曇野市三郷小倉6687-5
Z0263-77-7700

ファーマーズランド安曇野
3長野県安曇野市豊科南穂高5555-1
Z0263-71-3818

三郷サラダ市
3長野県安曇野市三郷温5896-2
Z0263-76-4066
※その他、
銀座NAGANOでも販売

25

NAT’s Berry field

ナッツベリーフィールド

「里親農家さんは農地も手配してくれたんです。安
曇野に来て多くの方にお世話になりました」
。そんな
先輩農家と同じ苦労を共有したいと、当初はサマー
プリンセスを中心に栽培を始めた。

吉武 奈津子さん

24

埼玉県出身。夫・和樹さんの
発案で、夏秋イチゴ農家にな
るべく2017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。

さい」
。そう胸を張るのは、長

す。安心してお召し上がりくだ

任をもって製造にあたっていま

「生徒は自信と誇り、そして責

るため原材料の３分の１を細か

分析などを行い、「粘度を高め

でも卒業研究として食味調査や

としての研究のほか、生徒独自

安曇野夏秋イチゴジャムは学校

努めているからです。例えば、

て常に研究を行い、質の向上に

ジュースに加工してから時間を

実現した「ブルーベリージャム」
、

凍することで滑らかな舌触りを

「りんごジャム」
、原料を一度冷

じを使い丁寧にトリミングした

秋イチゴジャムのほか、主にふ

なかでも人気の品々。安曇野夏

長野県安曇野市
ふるさと納税返礼品 2019年度版

～南農で生まれた新たな命～

自然の恵み

HP：https://www.furusato-tax.jp/

内容量：300ｇ×１本
原材料：いちご、砂糖、
ゲル化剤（ペクチン）

内容量：300ｇ×１本
内容量：300ｇ×１本
原材料：りんご（ふじ）
、 原材料：ブルーベリー、
砂糖、クエン酸
砂糖、クエン酸、ペクチン
内容量：400㎖×１本
内容量：360㎖×３本
原材料：トマト、玉ねぎ、 原材料：トマト
ニンニク、香辛料、砂糖、 （フレッシュ充填）
食塩、食酢（りんご酢）

毎年、友好都市の武蔵野市で行っている販売実
習「南農まるしぇ」
。高校生たちが育てたり、
製造した商品を元気に販売する。
安曇野地域の農業者を育成すべく、農業科と
蚕業科を置いて開校。第二農場にある「日輪
舎」は、国の登録有形文化財となっている。

南農生たち の果物

品目ある南農高校の加工品の

の返礼品として選ばれたのは、

野県南安曇農業高等学校・通称

かけて濃縮した「トマトケチャ

お取り寄せ

野県南安曇農業高等学校
降長籏
さん ち の お 米

育てた農畜産物であることはも

「南農高校」の横澤先生です。大

くする」
「砂糖漬けにして酸味を

ップ」
、無添加・無調整の「トマ

ちろんですが、学習の一環とし

正９（１９２０）年創立の、歴

抑える」といった製造方法の確

トジュース」と、どれも素材本

歴史ある農業高校
質の向上を目指し生徒も研究

史ある農業高校として知られる

立に貢献しました。

てみてはいかがでしょうか。

まれた新たな命〟をぜひ味わっ

来の味を活かし、生徒たちが自

南農高校。生徒たちが育てた農
畜産物は人気が高く、販売が行

ら製造した逸品です。
〝南農で生

われる文化祭では、あっという

今回、安曇野市ふるさと納税

人気の５品が
市のふるさと納税返礼品に

間に売り切れてしまいます。人
気の秘訣は、生徒たちが丁寧に

南農高校の主な商品

ふるさとチョイス

寄付金額：10,000円

安曇野夏秋
イチゴジャム
ブルーベリージャム
りんごジャム
トマトジュース
トマトケチャップ

26
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15

～南
農で
限定
生
10 セ まれた新
ットを
た
お 届 な命～
けしま
す！

インバレー構想」が立ち上がり、

前のこと。長野県では「信州ワ

いた斎藤さんが出会ったのは３年

経て須坂市のワイナリーで働いて

原をメインに約１ ５. の畑を管

廃農地を再生した明科地区天王

ィニヨン、ネッビオーロなど。荒

ネやメルロー、カベルネ・ソーヴ

栽培しているのは、シャルド

ワインバレー特区認定を契機に
ふたりでワイナリーを設立

（ル・ミリュウ）
」
「 Le Milieu

理し、低農薬や収量を減らして

新規就農者による小さなワイナリ

ーが生まれ始めていた頃。意気投

の栽培にも取り組んでいます。

12

とは、フランス語で「真ん中」と

いう意味。
「ワインを自分たちの

合し、いつかは自分たちのワイン

オープン。ブドウ栽培から醸造

人生の真ん中に、そしてみなさん

りは、大町市・池田町・安曇野市

まで一貫して行えるようになり

昨年の 月には念願の醸造所が

らず、ワインづくりの真ん中（＝

の一帯が「北アルプス・安曇野ワ

ました。
「支えてくれる地域の人

をつくりたいとの志を抱いたふた

本質）を貫く」
。そんな願いを込

インバレー特区」として認められ

の食卓の真ん中に」
「小手先に走

めて名付けた、塩瀬さんと斎藤さ

り。
「いつかはみなさんに恩返し

たちに感謝したい」と語るふた

社を立ち上げました。

できるよう、 Le Milieu
を地域に

根ざした継続性のあるワイナリ

ーにしていきたいです」
。

たのを契機に、平成 年３月に会

す。
「ワインは観光資源になる」

荒廃農地を再生したブドウ畑で
栽培から醸造まで一貫して行う

ん、ふたりのワイナリーの名前で

と市内のワイナリーで働いていた

塩瀬さんと、
「海外とも競えるワ

インをつくりたい」とソムリエを

30

ha

合同会社 LeMilieu

塩瀬さんと斎藤さんちのワイン

海外とも競えるワインを目指し、
ふたりで小さなワイナリーを立ち上げました！

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。

お取り寄せ

塩 瀬 さんと 斎 藤 さんちの 主 な 商 品

合同会社 Le Milieu
HP：https://le-milieu.co.jp

SPARKJOY

Z0263-62-5507

最近では、空いた時間に手伝いに来てくれる
仲間も加わった。

29

昨年の12月にオープンした醸造所。小さなワイ
ナリーだからこそ、小回りが利くという利点を活
かし、様々なワイン醸造にチャレンジしていく。

価格：722円（税抜）
／330㎖、1,560 円
（税抜）／750㎖
しっかりとリンゴの
香りがあり、柔らか
い口当たりの辛口で
すっきり飲みやすく、
優しい苦みが食事と
合う。

Polaris 竜眼
オレンジ

価格：2,430円
（税抜）／750㎖
白ワイン用ブドウの
竜眼を皮ごと仕込ん
で造ったオレンジワ
イン。酸も穏やかで
口当たりも優しい。

Polaris 竜眼

価格：2,430円
（税抜）／750㎖
切れのある酸が心地
よいメリハリのある
スタイルのワイン。
しっかり冷やして。

28

Polarisシャルドネ

価格：2,700円
（税抜）／750㎖
柔らかい酸と鼻から
抜ける香りが心地よ
く、食事と合わせや
すいワイン。

Polaris メルロー

価格：2,700円
（税抜）／750㎖
程よい骨格と穏やか
な酸のある全体的に
チャーミングな印象
のワイン。

野菜

column

安曇野の果物
収穫の時期が近づくと、安曇野では山麓の果樹園から甘い香りが漂い、鼻をくすぐります。
水はけの良い土壌、昼夜の寒暖差によって、美味しい安曇野の果物が育ちます。

ble

Vegeta

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、リ

リンゴ

ンゴ栽培の最適地。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。
リンゴ同様、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。

ナシ

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。
長野県が全国２位の生産量を誇るブドウ。特に近年は、気候変動の
影響で栽培が増えています。ブドウの王様「巨峰」のほか、人気の

ブドウ

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ブドウの栽培も拡大しています。
日本では冬に生産されるイチゴが一般的ですが、安曇野では夏から

夏秋イチゴ

秋にかけて栽培され、
「夏秋イチゴ」とよばれる四季成りイチゴの生
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。

澄んだ空気、肥沃な土壌、豊

富な水といった恵まれた自然環

境のなか、様々な野菜が栽培さ

れている安曇野。なかでも北アル

プスの湧水を使って栽培される

減農薬や有機栽培などに取り組

ワサビは生産量日本一。ほかにも

む農家も多くいます。美味しい

安曇野の野菜を召し上がれ！

31

夏秋イチゴ

30

は成実さんの息子で、現在代表

り入れていますね」
。そう語るの

要で大変でした」
。そんななか、

で、すべてが手作業。人手が必

ビの作業は機械化ができないの

回も取材を受けるなど、大きな

昨年は全国放送の情報番組で３

倍手際よく作業をしています。

だまだ現役で、作業場でも人一

が、成実さんが高齢になってき

れまでも土日に手伝っていました

を継いだのは今から５年前。そ

００年を迎えます。定さんが後

１）年頃のこと。間もなく創業１

ん。東京や大阪で行われる商談

周年収穫を目指すという石田さ

れました。今後は、畑も拡大し

陸の寿司店などとの取引も生ま

けで、東京をはじめ、東北や北

2019年、大阪で行われた農産物の商談会に初出展。試
食用に提供した自家製のワサビ漬けが好評で、バイヤ
ーがひっきりなしに訪れた。

石田さんち のワサビ

を務める四代目の定さんです。

３人いる娘さんたちから「手伝い
たい！」と申し出があり、現在
は三世代家族６人で作業をして
います。最近では娘さんが作成

１００年続くワサビ農家
情報発信で販路拡大
石田わさび農園がワサビの栽

したＨＰやインスタグラム、フェ

注目も集めました。
「特に意識し

たこともあり、勤めていた会社

会にも出展し、安曇野のワサビ

本わさび
HP：https://www.wasabiishida.com/

田わさび農園
降石籏
さん ち の お 米

注目高まるワサビの健康効果
情報番組でも紹介された生産者
近年、健康効果が注目されて
いるワサビ。そんな健康効果を

石田わさび農園の石田成実さん

培を始めたのは大正 （１９２

ていたわけではないですが、お

の魅力をアピールしています。

イスブックでの情報発信がきっか

です。成実さんは御年 歳。ま

実際に証明している生産者が、

100年続くワサビ農家の四代目。５年前
に後を継ぐ。現在は40a の畑で、正緑を
中心に栽培を行っている。

念するようになりました。
「ワサ

価格：大 1,000円（税込）／本～、
中 800円（税込）／本～
※送料別
北アルプスの豊富な雪解け水が湧く
ワサビ田で時間をかけて育つ、ツン
とした辛味と爽やかな風味の利いた
新鮮なワサビ。

ワサビ畑があるのは、明科地区の「御宝田」
とよばれる地域。北アルプスを源流とする３
つの川が合流する地点で、湧水が豊富な場所。

32
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石田わさび農園
石田 定さん

を早期退職してワサビ栽培に専

10

茶漬けとか焼肉とか豆腐とか、

92

ふだんからワサビは何気なく取

石田わさび農園

一家そろっての作業風景。時には、定さんの小
学生のお孫さんも手伝うこともあるのだとか。

石田さんちの主な商品
お取り寄せ

創業 100 年のワサビ 農家です。
家族で協力して栽培しています！

間を通じて ～ ℃と、安曇野

い？」と誘われ、一念発起。年

涼感とクリーミーなチーズとの

くワサビ畑ということもあり、ミ

のなかでも冷たい良質な水が湧

を受賞しています。
「私が新規就

賞」を受賞するなど、数々の賞
奈良県出身の松本さんがワサ

農のワサビ農家としてやっていけ

松本遊穂さんです。
「実は、創業

松本さんでしたが、奥さんの知

サビの魅力を肌身で感じていた

農場で働いていた経験から、ワ

していければと思っています」
。

ビを通じて〝温故知新〟を表現

バトンを繋いでいけるよう、ワサ

た畑や文化のおかげ。次の世代に

そして先人たちが大事に守ってき

松本 遊穂さん

穂高川水系の湧水は年間を通して11～13℃と、
安曇野のなかでも冷たいのが特徴。さらに高
品質なメリクロン苗を定植し、安定的に高品位
なワサビを育てている。

34

価格：1,000円（税抜）／100ｇ
ワサビ農家だからできた安曇野産生ワサビを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。

わさびクリームチーズ
価格：1,000円（税抜）／１本（約85ｇ）
ミシュラン２つ星の日本料理店でも使われている
生ワサビ。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ワサビ。

生ワサビ
3長野県安曇野市穂高有明8208-5
Z0263-83-7571

奈良県出身。平成25年
にワサビ畑を引継ぎ新
規就農した “ 長野県で一
番新しいワサビ農家 ”。
平成27年の第30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。

北アルプス牧場

松本さんち のワサビ

さびや游
降わ籏
さん ち の お 米

を決めました」
。ワサビ特有の清

べやすくできないかと思って開発

相性は抜群で、さらに健康効果

シュラン２つ星の日本料理店でも

奥さんの病がきっかで生まれた
「わさびクリームチーズ」
ワサビの産地だけあって、安

も期待できるとあって評判です。

使われています。また、平成 年

曇野には様々なワサビ商品があ

の全国わさび品評会では「優秀

を放つ商品が「わさびクリーム

りますが、なかでもひと際異彩

新規就農のワサビ農家
全国の品評会でも高評価

商談会でも試食提供が間に合わ

ビ農家となったのは平成 年の

して初収穫を迎える時期に、妻

人であるワサビ畑の地主さんか

るのは、以前の同僚や地主さん、

の癌が見つかったんです。癌の転

ら「畑 が あ る か ら や っ て み な

こと。それまで 年ほどワサビ

移抑制効果がある生ワサビを、

生み出したのが、わさびや游の

ないほどの人気ぶり。この商品を

チーズ」です。大阪で行われた

27

35

13

わさびや游

安曇野スイス村 ハイジの里

わさびや游

3長野県安曇野市豊科南穂高5566-1
Z0263-87-0812

HP：https://wasabiyayuu.com

25

もっと女性や子どもたちにも食

10

松 本 さんちの 主 な 商 品
買える店
お取り寄せ

11

女性や子どもも食べやすい
100％安曇野産ワサビの新しい味！

望 月さんちの 主 な 商 品

ワサビ農家の長男として生ま
れた望月さん。四代目として後

家」として、ＮＨＫで取り上げら

ワサビを世界に売り込む若手農

昨年度、「ＳＮＳを活用して

の大学の友人たちにとても珍しが

ませんでした。それよりも、多く

ていたことなので、抵抗はあり

たといいます。「ずっと言われ

を継ぐことは、なかば必然だっ

れ、県内のみならず全国放送や

られ、
〝やってみたい〟という気

ロンドンで実感した
ワサビの海外ニーズ

海外の番組でも紹介された藤屋

ば頑張るだけ、成果が出ることが

持ちが高まりました」
。
「頑張れ

藤屋わさび農園

望月さんち のワサビ

36
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わさび農園の望月啓市さん。望月

Z0263-82-2028

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。

2017年度、安曇野市とハウス食品とが共同で
行ったワサビプロモーションでは、ロンドンの
著名なシェフが農園を訪れた。
Instagram：wasabi_azumino

さんが世界に目を向けるようにな

楽しい」という望月さん。最近で

してワサビの王様・静岡産真妻に

ったのは、２０１７年度に安曇野

勝てる安曇野ブランドワサビの開

は輸出のほかにも、鮫皮と変わら

ビの価値をわかってくれるシェフ

発にも取り組んでいます。
「ＳＮ

市とハウス食品とが協力して行っ

がいて、ニーズがあることを実感

Ｓを通じて、発信力のある方々と

ない味わいが出せるステンレス製

しました」
。帰国後、インスタグ

つながることができました。みな

おろし板や練りワサビの開発、そ

ラムなどＳＮＳで情報発信したと

さん、安曇野ワサビの価値をわか

がきっかけでした。
「海外にワサ

ころ、国内はもちろん海外からも

ってくださる方ばかり。そうした

た、ロンドンでのプロモーション

感が確信に変わりました。

仲間と協力して、今後も世界に
向けて安曇野ワサビの魅力を発
信していきたいです」
。

藤屋わさび農園
望月 啓市さん
3長野県安曇野市穂高6670

安
世 曇野
界
に のワ
発
信 サビ
し
て の魅
い
きま 力を
す！

引き合いがあり、ロンドンでの実

安曇野ワサビの魅力を世界へ
若手農家の次なる挑戦

藤屋わさび農園

SNSでの情報発信がきっかけで、香港の著名
なYouTuberとのつながりもでき、香港のテレ
ビ番組でも取り上げられた。
お取り寄せ

ステンレス製おろし板「鬼泪」
わさび漬

価格：20,000円（税抜）
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。

価格：1,000円（税抜）
自家農園で栽培したワサビを、２年熟成させた
酒粕に漬け込んだ逸品。

藤屋わさび農園のワサビ畑があるのは、明科地区の
「御宝田」とよばれる地域。近くにはNHKの朝の連
続テレビ小説「おひさま」のロケ地もある。

経験から価格を決めるセンスは

いう仕事が好きですし、前職の

を広げていきました。「販売と

家となってからは自分で取引先

ていた竹下さんは、キュウリ農

その後は小諸の農業大学校で１年

その時に就農を決意しました」
。

あったので丁度いい機会と思い、

住することに。元々農業に興味が

になって、面倒を見るため私も移

しました。その１年後、母が病気

右：断面を見ると、中心の種の部分が小さく、果肉が厚いのが一目瞭然。
左：袋詰めにもこだわりが。
「袋がパリッとして、中身がしっかり見える
ように詰めています」
。

竹下さん のキュウリ

「価 格 は 生 産 者 が 決 め る べ

研ぎ澄まされているので、うま

3長野県安曇野市豊科南穂高5566-1
Z0263-87-0812

曇野ＴＳＫ ＦＡＲＭ
降安籏
さん ち の お 米

き！ だから、現在は市場への出

間、松本のキュウリ農家で１年間

市場での経験から痛感した
価格を決めることの重要性

荷はしていないんです」
。そんな

くやれていると思います」
。

を迎えます。
「面倒を見てくれる

の研修を経て独立。今年で３年目

価格へのこだわりを語ってくれ
たのは、安曇野ＴＳＫ ＦＡＲＭ
の竹下徹さん。実は５年前に農

先輩農家さんや、良い種を譲って
くれる種苗会社さん、母の友人の

母の病気がきっかけで移住
給食にも出される人気のキュウリ
大阪府出身で名古屋の市場で働

業を始める前は、市場で働いて
いました。
「市場でもセリで価格

々な人に恵まれました」
。そんな
竹下さんのキュウリは市内小中学

パートさん……。安曇野に来て色

校の給食にも出され、安曇野の子

就農したのは、母の直美さんの病
気がきっかけでした。
「２００９

どもたちからも大人気です。

いていた竹下さん。安曇野で新規

年に父が他界し、６年前に母が来

が決まるのは、ほんのわずか。

給バランスを見て価格を決める

てみて一目惚れし、安曇野に移住

９割以上は〝相対売り〟で、需

んです」
。価格決定に生産者が関

キュウリ

安曇野スイス村 ハイジの里

安曇野 TSK FARM
竹下 徹さん

与できない仕組みに疑問を持っ

※デリシア穂高店・豊科店、
その他でも販売

参考価格：150円／5本～
（※相場・品質によって価
格は大きく変動します）
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
して栽培しています。

「高付加価値の果菜類なら、小さい面積でもやっ
ていける」とキュウリを選んだ竹下さん。現在あ
る4棟のハウスは、費用を抑えるため自分で建て
たのだとか。来年より新たに6棟増設予定。

竹 下 さんちの 主 な 商 品
就農のきっかけは母・直美さんの病気。現在
は元気になり農作業を手伝っている。
買える店
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私の
キュ
ウリ
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！

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。就農してから健康的な生活にな
り、体重が15kg 減ったのだとか。

堀金地区の山麓沿いにある信州

を届けたいんです」
。そう語るのは

です。そうやって、この畑から元気

に残るひと皿に変えてくださるん

想力を掻き立て、お客様の思い出

野菜が欲しいのに……。私も、

ならない。少しずつでも色々な

となると大量に仕入れなければ

しい西洋野菜があっても、輸入

ストランのオーナーシェフ。
「欲

とりでした」
。意気投合したふた

そんな悩みを抱えたシェフのひ

代表を務める三吉雅子さんです。

そこには白いコックコートを着た人
の姿。もちろん、彼らは正真正銘

りは一緒に農園を始め、昨年に
は 名の生産者と３名のシェフ

います。箱を開けた瞬間、シェフ

まかせ野菜ＢＯＸ定期便を送って

いる農園なのです。
「週に一度、お

培し、レストラン向けに出荷して

農園の運営を担う古田俊さんで

目をつけたのが、現在、一緒に

です。そんな三吉さんの野菜に

が、ほとんど売れなかったそう

初は直売所に出していました

り始めたのは７年前のこと。当

一助になれば」
（古田さん）
。

組みが、農業の可能性を広げる

もやっていける。私たちの取り

高い作物をつくれば小さい畑で

のニーズを踏まえ、付加価値の

立ち上げました。「レストラン

からなる信州ゆめクジラ農園を

三吉さんが珍しい野菜をつく

に驚いていただきたくて、時には

した。実は古田さんは当時、レ

珍しい西洋野菜を少量多品種で栽

のシェフ。信州ゆめクジラ農園は

レストランのニーズを踏まえた
付加価値の高い野菜づくり

ゆめクジラ農園の畑を訪れると、

西洋野菜を少量多品種で栽培
畑で元気を育む農園

シェフの好奇心やお客様の感動……etc
畑で元気を育んでいます！

種類ほどの野菜を詰め込むこと

おまかせ野菜BOX
120サイズ

価格：不定期注文8,400円、定
期便7,800円（税抜・送料込み）
その日に採れた旬の野菜20品
目前後をセットにして発送。

信州ゆめクジラ農園 代表
三吉 雅子さん

※定期便は週一回の発送 ※単品の注文は要問い合わせ

北海道函館市出身。“ たまたまや
って来た ” という安曇野を「山
だけどまるで海のような宝物が
詰まった、夢が叶う場所」と感
じ、7年前から農業を始めた。

現在、試行錯誤しながら栽培している食用ほ
おづき。
「これならお皿の片隅に置けば彩にな
る」と常にシェフ目線。
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おまかせ野菜BOX
100サイズ

価格：不定期注文7,200円、定
期便6,500円（税抜・送料込み）

信州ゆめクジラ農園

12

信 州 ゆ めクジラ 農 園 の 主 な 商 品
契約しているレストランのシェフが、実際に畑に
足を運ぶこともしばしば。形や大きさなど、シ
ェフから指導を受けて野菜づくりに活かす。
「80
歳のおばあちゃん生産者も、シェフの言葉には
真剣に耳を傾けています」
（三吉さん）
。
お取り寄せ

信州ゆめクジラ農園の野菜
も。届いた野菜を見たシェフが発

30

HP：https://yumekujira.jp

ァーム
降ComCom
籏さフん
ちのお米

降 旗 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

コムさんち の野菜

て、
を 通じ
が
農 産 物 お 付き合い ！
す
の
ま
上
い
親 戚 以 と思って
ば
できれ

ナチュベリーズ
安曇野自然農園
HP：http //natuberries-shop.com/
natuberrys@gmail.com

プレミアムトマトジュース
SAKURA
価格：800円（税抜）／180ml１本、
4,200円（税抜）／180ml
５本入りギフトセット

ミネストローネ

価格：300円（税抜）／150g 、
バラ 1,800円（税抜）／kg

価格：1,000円（税抜）／
330ml（2人前）

安心・安全、おいしい、美しい
安曇野らしい有機農業を

８月中旬、降旗さんのハウス

を訪れると、そこには宝石のよ

うに輝くミニトマトが待ってい

ました。
「
〝安心・安全〟
〝おいし

い〟〝美しい〟
、この３つがナチ

ュベリーズのコンセプトです」
。

そう語る降旗さんは、以前は外

22

資系の企業でマーケティングの

仕事をしていましたが、平成

年に脱サラした後、農業大学校

や里親研修を経て独立しました。

「最も大変だったのは土づくり。

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

どを使い、肥えた土に変えまし

13

た」
。そんな土から生まれたミニ

ーツのような甘さです。今後は

トマトの糖度は ～ 度。フル

観光農園もやっていきたいとい

う降旗さん。「農業を通じて、

人に癒しを提供できたら」
。

12

有機ミニトマト

「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、
アスパラガスやタマネギ、お米などを主に栽培している。

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

ムさんの笑顔からは、楽しそう

3長野県安曇野市豊科南穂高5555-1
Z0263-71-3818

ゃない！」
。その言葉どおり、コ

ファーマーズランド安曇野

コムさんちの 主 な 商 品
アスパラガス
時期：4月～6月
参考価格：2,000円／kg

タマネギ
時期：6月下旬～7月上旬
参考価格：1,500円／10kg

Facebook：https://www.facebook.com/
hirohumi.komuro

トウモロコシ
時期：７月中旬～10月初旬
参考価格：150円／本〜

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。

43

に農業をしている様子が見て取

買える店

LINE@：@kod7228t

ナチュベリーズ安曇野自然農園
降旗 文郎さん

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

ComComファーム

と、やっぱりうれしいですね」
。

お取り寄せ

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

れています。
「直接お客さんと相

対するからこそ、安全・安心が

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

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

は人一倍気を使っています」
。

じて
を通
マト
ト
を
ニ
のミ ランド ！
ブ
す
栽培
有 機 安曇 野 いきま
して
発信

ComCom ファーム

小室 博文さん

安曇野産特別栽培米コシヒカリ
時期：10～11月 参考価格：600円
（税抜）／1kg、1,500円（税抜）／3kg
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安曇野市産直センター

安曇野ブランド農産物を
全国の消費者にお届け

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、
獣害を受けにくく中山間地の換
金作物として期待されるエゴマ
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

います。そのために保健所の許

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
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」
。

トマトジュース

津村農園

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。
価格：3,000円（税込）／1箱（100サイズ）
旬の野菜約10品目を、月・木曜の週２回発送。

津 村 さんちの 主 な 商 品
お取り寄せ

アイガモ正肉

安曇野産 の野菜

安曇野市産直センター

katatsumura@7.dion.ne.jp

津村 孝夫さん
安曇野市産直センターの
主な商品

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
Z&X0263-77-2507

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。

安曇野・野菜ＢＯＸ

有機栽培や減農薬栽培など、
安心・安全に特化した安曇野ブ
ランド農産物を定期的に供給す
るため、平成 年に開設された
安曇野市産直センター。農産物

道のプロを職員として配置し、

の流通や農業を熟知した、その

土壌診断に基づいた土づくりを
行う農家の育成や、有機栽培・減
農薬栽培に取り組む農家から安
心・安全な安曇野産農産物を全
国の消費者に発送しています。

届く「安曇野・野菜ＢＯＸ」
。週２

おすすめは、旬の野菜が自宅に

回、月１回など要望に合わせて
お届けしています。また、都市圏

おり、友好都市・武蔵野市のアン

でのＰＲ販売も積極的に行って

テナショップ「麦わら帽子」には

物の魅力を発信しています。

月に１回出店し、安曇野産農産

安曇
野
定 期 産の
的に 旬の
お届 農産
けし 物を
ます
！

津村農園
降
籏さん ち の お 米

お取り寄せ

44
45

「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地区として知られる重柳
地区を中心に、安曇野産の野菜を全国に発送
している。
安曇野市産直センターが毎月 PR 販売を行っ
ている武蔵野市のアンテナショップ「麦わら
帽子」。安曇野の農産物を目的に訪れる客も
多い。

22

津村さんち のトマト

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

HP：http://www.azumino-sanchoku.jp/
Z0263-31-0867 X0263-31-0868

米・
蕎麦

column

安曇野の野菜
朝になると、安曇野では地域の直売所に新鮮な朝採れ野菜が
ところ狭しと並び、多くの人でにぎわいます。
冷涼な気候と清冽な水により、美味しい安曇野の野菜が育ちます。

oba
Rice S

ワサビ

スイートコーン

生産量日本一を誇る安曇野のワサビ。
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ワサビ
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。

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。

タマネギ

アスパラガス

長野県のタマネギ生産量ではトップを
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。

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。

キュウリ

タマネギ

「堰」がもたらす豊富な水や冷

涼な気候によって、米や蕎麦の栽

培が盛んな安曇野。黄金色の田

んぼと白い花が咲き誇る蕎麦畑

な環境の下、代々続く農家や志

は、初秋の安曇野の風物詩。そん

を持った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・蕎麦を召し上がれ！
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ワサビ
ワサビの花

46

細 井 さんちの 主 な 商 品

買える店

有機 JAS 認定米（無農薬・無化学肥料）

信州坊主ほのか

細井ファーム

価 格：700 円（税 抜）／1kg、3,500 円
（税抜）／5kg
安全と美味しさを追求したお米。

3長野県安曇野市豊科高家781-3
（高家グラウンド北） Z0263-72-6970

HP：http //honoka.naganoblog.jp/
fwne4052@

安曇野ハーブスクエア

mb.infoweb.ne.jp

3長野県安曇野市穂高有明8109-1
Z0263-83-7782

Z090-4158-2075

代表取締役 幅谷

念
降Farm
籏常さ
んちのお米

お取り寄せ

は ば や

幅谷さんち のそば

（株）Farm 常念

フード
ーパー 食 卓に！
ス
な
日の
豊富
栄 養 き実を毎
む
そば の

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。

農家の生そば
価格：1,000円（税抜）／300g
（２人前・汁付き）
※販売は「信州坊主ほのか」のみ

安曇野案内人倶楽部カフェ
3長野県安曇野市穂高5971-1

玄米珈琲
価格：890円（税抜）／100g
自然栽培米でつくった身体想いの飲み物。

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

ら、知名度や成分ではなく、審

査員が実際に食べて評価してく

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り

候変動にも対応した〝安心・安

たいと思ったんです」
。近年の気

全・安定の農業〟を目指すべく、

お米とそばを栽培。
「そばのむき

実は、栄養満点のスーパーフー

ド。ぜひ試してみてください」
。

す！
ありま
自信 が 度 、
は
に
一
味
。
ぜひ
ださい
みてく
て
べ
食

れ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、
〝お米の４大コンテスト〟と

いわれる大会のすべてで、上位

入賞を果たしている細井正博さ

んです。まさに〝米職人〟とい

職のサラリーマン。奥さんの家で

った顔つきですが、以前は営業

農業を手伝うようになり、 年

業を始めました。
「農業を通じて

ほど前に脱サラして本格的に農

環境を守る、そして美味しいも

のをつくる！」
。そう決意して独

学で勉強し、有機栽培や減農薬

栽培のほか、有機肥料も施さな

い自然栽培を実践し、米づくり

境づくり〟に取り組んでいます。

を通じて〝生き物も育む自然環

20

細井ファーム

細井さんち のお米

幅 谷 さんちの 主 な 商 品

お取り寄せ

Farm 常念

細井ファーム
細井 正博さん

habaya.farm@gmail.com

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 の圃場でお米
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。2009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。

Z&X0263-82-1126
Z090-7808-9865

有機栽培そばむき実
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。

49

48

価格：300円（税抜）／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。

安曇野産こしひかり
「こいひかり」

細田農産

3長野県安曇野市三郷温5896-2
Z0263-76-4066

価格：3,500円（税込）／5kg

HP：http //www.hosoda-nousan.co.jp/

安曇野産こしひかり
「特選の粒」

あづみのうか浅川

買える店

三郷サラダ市

浅川さんち のお米

お取り寄せ

細 田 さんちの 主 な お 米

あづみのうか浅川
淺川 拓郎さん
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。

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

価格：2,800円（税込）／5kg

安曇野産風さやか
価格：2,300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

薬を一切使わなくて済むそうで

たのは、細田農産が早くから直

す。こうした商品が生まれてき

販に取り組んできたから。
「平成

点となりました。
〝これからの農

７年に施行された食糧法が転換

家は、自分で米を売っていかなけ

れば〟と思ったんです」
。ＥＭ菌

し」を使ったり、元宝塚女優の

で発酵させた「自家製有機ぼか

「風さやかさん」との交流を通じ

様々な取り組みを行っています。

て「風さやか」をＰＲしたりと、

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。

51

浅 川 さんちの 主 な お 米 商 品
浅川さんちのお米 コシヒカリ
価格：2,500円（税抜）／5kg、
1,000円（税抜）／２kg

玄米パンケーキミックス
価格：550円（税抜）

せんべい各種

細田 國夫さん

価格：368円（税抜）

50

ご先祖様から受け継いだ
〝食〟を支えるという使命

國夫さんの長男。2019年より代表取締
役を務める。
「安曇野 .come」にも所属。

「米づくりは自分の使命」
。そ

細田農産

細田 直稔さん

14

う語ってくれたのは、４００年

細田農産

続く農家の 代目・淺川拓郎さ

3長野県安曇野市豊科南穂高5566-1
Z0263-87-0812

んです。淺川さんの圃場がある

安曇野スイス村 ハイジの里

堀金の下堀地区は、２００年前

ほりがね物産センター
3長野県安曇野市堀金烏川2696
Z0263-73-7002

にできた拾ケ堰の恩恵を受けて、

買える店

水田が広がった地域。「水が乏

しかったこの地域に、ご先祖様

たちが水を引いてくれたおかげ

で、今のような田園地帯が生ま

れました。この風景を守り、皆

HP：http://www.asakawanokome.com

さんにお米を安定して供給する

あづみのうか浅川

ことが、使命だと思うんです」
。

細田農産

細田さんち のお米

お取り寄せ

そんな想いから、あづみのうか

浅川では、収穫祭や初夏の田ん

ぼギャラリーなど、様々なイベ

ントを開催しています。「お客

さんには、イベントを通じて農

業に関心を持ってもらい、価値

を感じてお米を食べてもらえた

らうれしいです」
。

。
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

穀屋ふりはた

降籏さんちのお米

column

安 曇野の米・蕎 麦
秋が近づくと、安曇野では黄金色に輝く水田と
白い花が咲き誇る蕎麦畑を、同時に楽しむことができます。
「堰」をはじめとする人々の営みや恵まれた自然条件により、美味しいお米と蕎麦が育ちます。

米の未来を見据えた
農業経営を行っています。

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

米

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お米が育ち

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。
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蕎麦栽培の適地

蕎麦

です。安曇野の蕎麦は、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2011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、蕎麦の郷として全国的に認知されています。

穀屋ふりはた
降籏 治喜さん
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、お米だけでも43ha の栽培面積を誇る。

上高地からの水で米を栽培
先代から受け継いだ農地

降籏治喜さんの圃場があるの

すぐそばを流れ、上高地から流

は、豊科の真々部地区。梓川が

れてくるこの清流の水を使い、

米を栽培しています。降籏さん

大きくした規模を、先代がさら

は代々続く米農家で、先々代が

に拡大。現在はお米を中心に、

の圃場で栽培しています。

大豆や麦、そばを合わせ１２０

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

も美味しいお米がつくれるよう

ル肥料を使用し、どんな気候で

工夫しています。今後は、ヒマ

ワリやナタネ、グラジオラスな

Twitter で
活動の様子が見られるよ！

ど、穀物以外の色々な作物にも

安曇野市の特産品「りんご」
「そば」
「米」
「わさび」
、
そして、すべての源である
「水」
から生まれた妖精たちが、
安曇野の農産物の魅力を PRしています。

挑戦していくそうです。

あづみの

ha

あづみ農 Twitter

お取り寄せ

穀屋ふりはた
HP：https://www.kokufuri.com

「そば」
の妖精

「りんご」の妖精

「新芽」と「水」の妖精

「米」の妖精

「わさび」
の妖精

そばっぴ

あぷふーる

みずん

らいすん

わさっぴ

降 籏 さんちの 主 な お 米

買える店

とよしな旬彩市
3長野県安曇野市豊科高家5735-10
Z0263-72-0902

安曇野産コシヒカリ
価格：4,000円（税抜）／10kg
安曇野の地にて、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。

安曇野産風さやか
価格：1,000円（税抜）／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。
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1

北アルプス牧場

Vif 穂高
3長野県安曇野市穂高有明7751-1
0８～17時（冬期は８時30分～）
1１月１～５日
Z0263-81-5656

置いてあ
りま
品が

商

置いてあ
りま
品が

私

！
す

の

私

商

！
す

の

3長野県安曇野市穂高有明8208-5
010～17時
1なし（1月第2週位〜2月は水曜）
Z0263-83-7571

山麓線沿いにある北アルプス牧場では、安曇野の豊かな自然
で育った牛たちがつくり出す、美味しい牛乳が味わえる。一

P34

番人気は、新鮮な搾りたての牛乳を原料としたソフトクリー

わさびや游
松本さん

ム。自然な牛乳の旨味がギッシリと詰まっている。

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。

美 味 し い
安曇野を訪れたのなら、ぜひ地元産の新鮮野菜が
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。ここでは、
これまで紹介した生産者たちの商品を購入できる
「“ 美味しい安曇野 ” が買える店」をご案内します。

安 曇 野

が

P18

信州安曇野フレンドファーム
福嶋さん

2

買える店

安曇野ハーブスクエア
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

北アルプスの裾野に広がるハーブ専門店。ハー
ブ、アロマセラピー関連品全搬を取り扱って

5

いる。ショップの一番人気は40種以上のブレ

ンドハーブティー。 オンシーズンはテラスか

ほりがね物産センター
の
私

P50

物や食材を使ったお手頃価格な食堂メニューが好

の
私

P49

商

置いてあ
りま
品が

私

の

あづみのうか浅川
淺川さん

安曇野で観光や視察で訪れた人に向けた現地ガ

評。朝どれの新鮮野菜を求めて、開店前には行列

イド活動に取り組んでいる案内人倶楽部。クラ

ができるほど。

フトショップ安曇野の隣に併設された「安曇野
案内人倶楽部カフェ」は、倶楽部のオフィス兼
観光案内スペース。

55

置いてあ
りま
品が

細井ファーム
細井さん

3長野県安曇野市
穂高5971-1
010～16時
1不定休
！
す

産物と豊富な手作り加工品、そして、地元の農産

安曇野案内人倶楽部カフェ

商

！
す

道の駅も併設する直売所。新鮮・安心・安全な農

置いてあ
りま
品が
商
！
す

3長野県安曇野市
堀金烏川2696
0８時30分～17時
1なし（年始のみ休業）
Z0263-73-7002

らハーブガーデンや安曇野の景観が楽しめる。

3

P49

細井ファーム
細井さん

54

8

美 味 し い

安曇野ワイナリー

商

置いてあ
りま
品が

私

6

「テロワールを存分に感じられるクリアなワイン」を目指し、
健全なブドウ栽培と丁寧な醸造を行うワイナリー。併設のショ

P24

ップでは、ワインはもちろん、自社製の「飲むヨーグルト」

NAT’s Berry field
吉武さん

のほか、安曇野の特産品や雑貨などが豊富にそろう。

安曇野スイス村 ハイジの里
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

9

三郷サラダ市

私た

ます

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、2016年にオープンした長野県

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。
P19

ちの

商品が置いてあり

P22

ます

！

P38

なないろ農園
山田さん

安曇野 TSK FARM
竹下さん

《その他の生産者さん》

P16

帯刀農園

帯刀さん

P34

わさびや游
松本さん

P50

あづみのうか浅川
淺川さん

P51

米山農園

細田農産

米山さん

リンゴ畑が広がる三郷地区にある直売所。各
た果物の宝庫で、秋ごろになると色とりどり

商品が置いてあり

内最大級のＪＡ直売所。新鮮・安全・安心な地元の

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）
1水曜（祝日の場合は翌日、８～12
月は無休）
Z0263-76-4066

種リンゴをはじめ、桃、ナシ、ブドウといっ

ちの

私た

細田さん

《その他の生産者さん》

P16

帯刀農園
帯刀さん

の果物がところ狭しと並ぶ。100％のリンゴ

ジュースや安曇野まんじゅう、手作り味噌な

P18

ど加工品も人気。

信州安曇野フレンドファーム
福嶋さん

P20

P24

帯刀りんご農園
帯刀さん

NAT’s Berry field
吉武さん

P22

なないろ農園
山田さん

7

安曇野スイス村・ファーマーズランド安曇野
3長野県安曇野市豊科
南穂高5555-1
0８時30分～17時
1無休
Z0263-71-3818

10

とよしな旬彩市

安曇野スイス村建物内に併設している農産物直売

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

商

置いてあ
りま
品が

私

！
す

の

所。安曇野インターチェンジから車で３分の場所
にある。「朝採り、安心、安全、安い」をモット

ーに、豊科地区をはじめとする地元農家が出荷し
た旬の農産物が勢ぞろいする。

有機肥料で育てた米や、昔ながらのはぜ掛け米といった安曇
野自慢の米をメインに、新鮮野菜や果物を販売している。

57

私た

ちの

商品が置いてあり

P20

帯刀りんご農園
帯刀さん

P52

穀屋ふりはた
降籏さん

56

ます

！

P42

ComCom ファーム
小室さん

《その他の生産者さん》

P16

帯刀農園
帯刀さん

豊科高家の県道316号沿いに位置する直売所。地元の農家が

が

買える店

！
す

の

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

安 曇 野

P24

NAT’s Berry field
吉武さん

“美味しい安曇野” が買える店MAP

ほりでーゆ〜四季の郷

Vif 穂高
4

1

2

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
8

安曇野ワイナリー

ほりがね
物産センター
5

たまごの駅

安曇野案内人倶楽部カフェ

9

三郷サラダ市

JAファーム
みどりの店直売所

3

あづみ野ふる里市

JA 穂高農産物直売所

安曇野の里
10

とよしな旬彩市

59

ビレッジ安曇野

安曇野スイス村
ハイジの里
安曇野スイス村・
ファーマーズランド安曇野
6

7

58

ファーマーズガーデン
あかしな

very
delicious!
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