
ＪＡなす南水稲請負部会ＪＧＡＰ推進部

那須烏山市

米

品目名 ／ コメ（玄米） 所在地 ／ 那珂川町白久10（団体事務局）

登録番号 ／ 090000015 農場数 ／ 9

農場の紹介／
「ＬＥＴ‘Ｓ ＥＮＪＯＹ 農業！安全で安心なお米を消費者の皆さまに届けよう！！」を経営

方針に掲げ、自然豊かな那須烏山市のほ場で日々お米作りに励んでいます。私たちは法令を遵守
し、継続的に農業工程を改善することで、取引先をはじめ、消費者、地域から信頼される農場を
目指します｡
八溝山系の山々に囲まれ、那珂川水脈で育った安全・安心でおいしいお米を是非ご賞味下さい。

生産規模 ／ 96.6ha（主食用米63.2ha、飼料用米33.4ha）
生産量 ／ 470.9ｔ（コシヒカリ84.8ｔ あさひの夢82.1ｔ なすひかり41.1ｔ

とちぎの星23.7 ゆうだい２１ 9.2ｔ その他9ｔ 飼料米221ｔ）
出荷期間 ／ 9～12月

※併せてご覧ください！！
ＪＡなす南YouTube https://www.youtube.com/channel/UCECwgNEcvifvRk4Qfd7faGA

連絡先 ／ 那須南農業協同組合 営農部
TEL：0287-96-6170

自然のチカラ、お米の地から。とちぎ米！！

（掲載希望農場）

JGAP

https://www.youtube.com/channel/UCECwgNEcvifvRk4Qfd7faGA


栃木県高冷地GAP認証取得部会

日光市、那須町

ほうれんそう

品目名 ／ ホウレンソウ 所在地 ／ 那須塩原市黒磯幸町3番9号

登録番号 ／ 090000016 農場数 ／ 6

農場の紹介／
標高600~1200mの高冷地で夏穫ほうれんそうを生産しています。
葉肉が厚く、みずみずしく、えぐみが少ないほうれんそうです。

生産規模 ／ 25ha（３～５回転）
生産量 ／ 830t
出荷期間 ／ ５月中旬～11月下旬

連絡先 ／ 事務局：栃木県開拓農業協同組合 園芸部
TEL ：028-667-8381

高冷地の恵み 夏穫ほうれんそう

【高原ほうれんそう】

（掲載希望農場）

JGAP



栃木県立栃木農業高等学校 本校農場

栃木市

いちご

品目名 ／ イチゴ 所在地 ／ 栃木市平井町911

登録番号 ／ MIC-S-090000017 農場数 ／ －

農場の紹介／

本校は創立115年の歴史を持つ県内唯一の単独農業高校である。令和元年度より植物科学科、

動物科学科、食品科学科、環境デザイン科の4つの学科として新たにスタートした。

令和元年よりJGAP認証に向けて活動を開始し令和2年1月にイチゴでJGAP認証を取得した。生

徒たちはGAPを通して栽培とともに、安心・安全そして持続可能な農業を学ぶことができる。

連絡先 ／ TEL  ：0282-22-0326
MAIL：tochiginogyo@tochigi-edu.ed.jp
HP    ：http://www.tochigi-edu.ed.jp

栃農INNOVATION 

ユネスコスクールで探求×SDGsの実践

（掲載希望農場）

JGAP

mailto:tochiginogyo@tochigi-edu.ed.jp
http://www.tochigi-edu.ed.jp/


大村トマト園

芳賀町

トマト

品目名 ／ トマト 所在地 ／ 芳賀町下高根沢５７

登録番号 ／ 090000019 農場数 ／ －

農場の紹介／
栃木県の芳賀町で営んでいるトマト農家です。緑肥を導入し、土壌の薬剤処理を行っていませ

ん。また、化学肥料を5割以上削減、農薬の5割削減を目指しています。土作りにこだわり、人間
の五感を満足させるようなトマトづくりを目指しています。
美味しいトマトをご賞味ください。

連絡先 ／ TEL  ：028-677-0423
MAIL：katsuhisa0914@gmail.com

食卓の脇役ではなく、主役になれるトマト

（掲載希望農場）

JGAP

mailto:katsuhisa0914@gmail.com


株式会社 敷島ファーム那須第１～５牧場

那須町

肉用牛 生体

品目名 ／ 肉用牛 生体 所在地 ／ 那須町大字高久丙1796 他

登録番号／
L090000002 株式会社敷島ファーム那須第１牧場
L090000003 株式会社敷島ファーム那須第２牧場
L090000004 株式会社敷島ファーム那須第３牧場
L090000005 株式会社敷島ファーム那須第４牧場
L090000006 株式会社敷島ファーム那須第５牧場

農場数 ／ －

農場の紹介／

常時約1万頭を飼育（内、栃木県内は約4000頭）する敷島ファームでは、肥育や次世代繁殖の

全てを自社産子牛のみから育て上げる生育完全一貫生産体制、「敷島生まれ、敷島育ち」を実践

しております。

子牛・繁殖・肥育すべての工程をJGAP・農場HACCPの認証範囲とするため、栃木県内５牧場

に加え、北海道の自社牧場もJGAP（L010000016）・農場HACCP認証を取得しております。そ

のため、食肉市場へ出荷する黒毛和牛はもとより、肥育素牛についてもJGAP、農場HACCP牛と

なっております。

飼育・衛生環境、食の安心・安全・品質への徹底した取り組みや姿勢は、JGAPや農場HACCP

の認証審査においても高い評価を受けております。

連絡先 ／ TEL：0287-76-3512（畜産事務所）
HP：http://www.shikishima-farm.jp/

敷島生まれ、敷島育ち

（掲載希望農場）

JGAP



宇都宮大学農学部附属農場

品目名 ／ 乳用牛・生乳、肉用牛 所在地 ／ 真岡市下籠谷４４３

登録番号 ／ L090000007 農場数 ／ －

農場の紹介／
宇都宮大学では、乳牛の飼養管理について、行動学的及び栄養学的なアプローチで牛の健康と快

適性を向上させ、生乳の質の向上を図ってきました。さらに、放牧によるアニマルウェルフェアの
向上にも取り組み、乳質の向上との両立を目指してきました。その結果、近年は、乳量は一日当た
り30kg前後と平均的なのですが、年間平均の乳脂肪率が4.5%前後、無脂固形分率が9.0％前後と高
い乳質で、かつ春から秋の放牧シーズンには、放牧乳特有の高いβカロテンとビタミンＥ濃度と特
徴的なアミノ酸組成に由来する豊かな風味の生乳を生産しています。2015 年より、両毛酪農業協同
組合(足利市) と連携して、宇都宮大学で生産された生乳だけで製造された牛乳「純牧」を生産・販
売してきました。

今回、宇都宮大学農学部附属農場における乳牛飼養管理及び生乳生産工程がJGAP 認
証された結果、「純牧」は日本で2例目の「JGAP認証された農場産の牛乳」となり、
初めての「JGAP農産物ロゴマーク」が貼付されて流通する牛乳となりました。

連絡先 ／ TEL：0285-84-2424
MAIL：ynagao@cc.utsunomiya-u.ac.jp
HP：http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/farm/index.html

真岡市

乳用牛・生乳、肉用牛

宇都宮大学牛乳「純牧」が
日本初の「JGAPシール付牛乳」として新発売

（掲載希望農場）

JGAP

http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/farm/index.html


英真株式会社 ｰふせや梨園ｰ

宇都宮市

なし

品目名 ／ ナシ 所在地 ／ 宇都宮市針ヶ谷町1221-1

登録番号 ／ 090000020 農場数 ／ －

農場の紹介／
地域の皆さまから遠方のお客さままで、梨で笑顔になっていただけるよう、ジューシーな美味

しい梨づくりに励んでまいります。

受け継がれた技術を大切にしながら、未来に必要な農業へと変化していくことを、
これからも楽しみながら進めていきます。

連絡先 ／ TEL  ：028-654-0622 
MAIL：fuseya748.tochigi@gmail.com
HP    ：https://www.fuseya748.com/

～農業は楽しく！新しいことはワクワク！～

（掲載希望農場）

JGAP

mailto:fuseya748.tochigi@gmail.com


株式会社 ベリーズバトン

真岡市

いちご

品目名 ／ イチゴ 所在地 ／ 真岡市古山1305

登録番号 ／ 090000022 農場数 ／ －

農場の紹介／
私たちは世界に誇る栃木のいちごを次世代にバトンを継ぐために、いちごづくりの伝統を守り、

時代に沿った農業へと進化していきます。GAPに取り組むことで品質を向上させ、消費者へ信頼
を届けます。農業は地域あってのもの。いちご王国栃木の更なる成長をめざして地域全体にこの
流れを広げていき、日本一の産地としての発展に力を尽くしています。

連絡先 ／ TEL  ：0285-81-3595
MAIL：arai.strawberry15@gmail.com

「世界中にワクワクとハッピーを届けたい」

（掲載希望農場）

JGAP



株式会社 スズテック

宇都宮市

豆苗

品目名 ／ 豆苗 所在地 ／ 宇都宮市平出工業団地44-3

登録番号 ／ 090000023 農場数 ／ －

農場の紹介／
1991年に豆苗の無農薬栽培システムを開発し、登録商標「若摘み豆苗」の商品名で通年栽培を

行っています。2019年にアグリ事業部を立ち上げ、年間生産量120トンの目標達成に向け生産を
強化しています。

農薬や肥料を使用せず水耕栽培で生産している豆苗は、安全安心な上栄養価も高く和洋中いず
れにもマッチする食品です。苦味がなく上品な甘味と香りのある「若摘み豆苗」で宇都宮市内の
百貨店・スーパー・直売所の他、横浜中華街でも多く使われています。葉がしっかり開き柔らか
いためサラダでの利用がおすすめです。根をカットしていますのでご家庭では廃棄になるところ
がなく、開封後すぐに食べることができます。

連絡先 ／ TEL  ：028-664-1111
MAIL：info@suzutec.co.jp
HP    ：http://www.suzutec.co.jp

無農薬で栽培する「若摘み豆苗」

（掲載希望農場）

JGAP


