
半田 耕一

日光市

そば

品目名 ／ ソバ 所在地 ／ 日光市岩崎1032-5

登録番号 ／ 第１号 農場数 ／ －

農場の紹介／
GAPの考え方に基づき、安全安心に配慮したそば生産を行っています。また、地産地消の手打

ちそば店を経営し、日光手打ちそばの会の一員として「日光そばの四季物語」や独自に開発した
そばスイーツを提供しています。そばの魅力発信のため、農業・農村体験も展開中です。生産か
ら商品までこだわって作り上げたそばをぜひ御賞味ください。

生産規模 ／ 18 ha
生産量 ／ 夏そば：6t 夏秋彼岸そば：1t 秋そば：5t

(秋そばの一部を氷温寒熟そばに加工)
出荷期間 ／ 夏そば：7～8月 夏秋彼岸そば：9月（期間限定）

秋そば：11～2月 氷温寒熟そば：2～6月

連絡先 ／ TEL：0288-27-3000

生産者の顔が見える農産物の提供

【そばの花畑】

【地粉100%使用の手打ちそば】 【くるり棒を使った脱穀体験】

【調製所】

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



小島 和実

鹿沼市

こんにゃく

品目名 ／ コンニャク 所在地 ／ 鹿沼市入粟野643

登録番号 ／ 第２号 農場数 ／ －

農場の紹介／
昔からの在来種（和玉）を守って生産しています。在来種は病気にかかりやすいなど栽培が難し
い品種ですが、製品にしたときの風味や香りが良く、こんにゃく本来のおいしさが味わえます。

生産規模 ／ 88a
生産量 ／ 在来種（和玉） 18t
出荷期間 ／ 10~12月

連絡先 ／ TEL：0289-86-7652

在来種へのこだわり

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



株式会社フレッシュ園渡辺
代表取締役 渡邉 優樹

鹿沼市

いちご

品目名 ／ イチゴ 所在地 ／ 鹿沼市深津596

登録番号 ／ 第３号 農場数 ／ －

農場の紹介／
「こだわりいちご」は、当園が土作りからこだわって、独自の栽培法で育てたとちおとめです。
一粒ひとつぶつる付きのまま丁寧に摘み取り、完熟の甘さを全国にお届けしています。簡単便利
なネット通販もぜひご利用ください。

生産規模 ／ とちおとめ 78a
出荷期間 ／ 11~5月

連絡先 ／ TEL ：0289-76-3639
MAIL：http://www.freshen-watanabe.jp/

「こだわりいちご」を全国にお届け

【つる付きで収穫するこだわりいちご】

【直売所】

【調製所】

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



鹿沼市

そば

品目名 ／ ソバ 所在地 ／ 鹿沼市上奈良部町1434

登録番号 ／ 第６号 農場数 ／ －

農場の紹介／
日本の食文化を色濃く残す「そば」を生産することにより、優良食材の提供と国土の緑化保全に
努めています。そばの合理的生産方法の確立を目指し、地元を代表する日光さざれそば【栃木在
来】をはじめとした各在来品種を栽培しております。味にこだわって作りあげた安心で安全な国
産そばをどうぞご賞味くださいませ。

生産規模 ／ 30ha
生産量 ／ 春播きそば（キタワセ） 5t

夏播きそば（キタワセ、他） 10t
秋播きそば（日光さざれそば(葛生在来)、他） 20t

出荷期間 ／ 春播きそば 7月中旬～
夏播きそば 9月中旬～
秋播きそば 11月上旬～

連絡先 ／ HP：http://www.tochigi-sobanouka.com/

厳選した国産品種を栽培

株式会社花散里
代表取締役 高田 茂

【日本一を目指して】

【そば畑】

【防鳥ネットを取り付けた調整所】

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



上都賀農協梨部 とちぎGAP取得研究会

鹿沼市

なし

品目名 ／ ナシ 所在地 ／ 鹿沼市奈佐原町

登録番号 ／ 第８号 農場数 ／ 12

農場の紹介／
GAP取得に向け講習会や勉強会を開催し、衛生面の改善、出荷調整作業所の見直し、生産工程

の見える化などに取り組み、JA上都賀梨部員のうち12名でとちぎGAPの第三者確認を取得しまし
た。今後も取組の充実・拡大を図ります。

生産規模 ／ 17.8ha
出荷期間 ／ 幸水 ８月中旬～８月末

豊水 ９月上旬～９月下旬
あきづき ９月中旬～10月初旬
にっこり 10月中旬～11月中旬

連絡先 ／ 事務局：JAかみつが南部営農経済センター園芸特産課
TEL ：0289-75-3821

安全安心な梨生産

【確認証交付】

【梨園】

【調製所】

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



栃木県農業大学校 農業経営学科

宇都宮市

玄米

品目名 ／ 玄米 所在地 ／ 宇都宮市上籠谷町1145-1

登録番号 ／ 第９号 農場数 ／ －

農場の紹介／

栃木県農業大学校では、農業経営学科水稲専攻学生が、個別に課題をもって「コシヒカリ」や

「とちぎの星」などの低コスト安定栽培やスマート農業など新しい技術を取り入れた栽培技術に

取り組んでいる。

ＧＡＰについては、講義で学習し自ら農場点検を実践して、問題点や改善策についてお互い意

見を出し合い、令和元年度から「とちぎGAP」を取得し、主食である米の生産を通じて安全安心

な農業の実践に心がけている。

連絡先 ／ TEL：028-667-0711
HP  ：https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/index.html

主食である米の生産を通して学ぶ
安全安心な農業の実践

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



赤羽根 新

鹿沼市

そば

【収穫された玄そば】

【防鳥ネットが設置された調整所】【夏そばの刈り取り風景】

品目名 ／ ソバ 所在地 ／ 鹿沼市上南摩

登録番号 ／ 第19号 農場数 ／ －

農場の紹介／
蕎麦は玄そばの状態、粉の挽き方、打ち方、ゆで方で風味が変わる、奥が深い食べ物です。自

信を持って販売できる、安全安心で高品質な玄そばを供給できるよう、日々努力を重ねています。

生産規模 ／ 10ha
生産量 ／ 夏そば：3t 秋そば：6t
出荷期間 ／ 夏そば：7月 秋そば：10～12月

連絡先 ／ TEL：0289-77-2886

品質にこだわったそばづくり

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



下野市

ぶどう

品目名 ／ ブドウ 所在地 ／ 下野市柴88-22

登録番号 ／ 第21号 農場数 ／ －

農場の紹介／
栃木県下野市の農園です。高品質なぶどうを中心に、野菜、米などを生産しています。１番人

気のシャインマスカットは市のブランド認定品。お客様に喜んでいただけるよう、誠心誠意努力
致します。詳細は弊園ホームページ等をご覧ください。

連絡先 ／ MAIL  ：info@sunlightvitis.com
HP      ： https://sunlightvitis.com  
SNS等：FB、Twitter、Instagram を「諏訪農園のぶどう」で検索

人とともに自然とともに未来を育む農業を

諏訪農園
代表取締役 諏訪 光太

Ｘｖ

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



稲毛田梨団地利用組合

芳賀町

なし

品目名 ／ ナシ 所在地 ／ 芳賀町大字稲毛田1360

登録番号 ／ 第22号 農場数 ／ 7

農場の紹介／

芳賀町で新しく整備された梨団地で栽培を開始し、梨の共同育苗や機械等の共同利用、オペ

レーターによる農薬散布作業を目指しています。食の安全、労働安全や環境保全を確保するため、

共同管理の方法についてマニュアル化し、ＧＡＰに取り組んでいます。

連絡先 ／ TEL：028-677-1110（芳賀町農政課）

稲毛田梨団地から“共同防除・共同管理”をスタート！

【稲毛田梨団地利用組合の構成員】 【出荷・調製施設】

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



【高級品：スカイベリー】
大果できれいな円錐型、甘みがよい

【高設栽培】
全長100メートルのハウスは壮観

【いちごと共に成長】 【贈り物にも好まれる】

鹿沼市

いちご

品目名 ／ イチゴ 所在地 ／ 鹿沼市亀和田町1109-1

登録番号 ／ 第23号 農場数 ／ －

農場の紹介／
栃木県はいちごの生産量日本一！新品種「スカイベリー」を販売！
すべて高設栽培（高い位置でいちご狩り）を行い、いちご王国のいちご（スカイベリーを中心
に）など食べ比べできる品種が豊富です。自分の好みのいちごに出会えるかも!?
いちご作りの環境、水、減農薬はもちろん、最新の機械を使用し、高設栽培で作る「スカイベ

リー」を是非味わってみてください。
新鮮な朝採りいちごを直接発送していますので、ご自宅で美味しい状態のいちごが味わえます。

生産規模 ／ 45a
開園期間 ／ 12月下旬～5月上旬 (10:00~15:00),不定休

連絡先 ／ TEL    ：050-3702-6421 (※9:00-16:00)
MAIL  ：info@berryzfun.jp
HP      ： http://www.berryzfun.jp/（予約フォーム有り）

9種類のいちご食べ比べ＆食べ放題！

ベリーズファン
代表 鈴木 康介

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



阿部梨園

芳賀町

なし

“安全”な梨を“安心”して召し上がっていただきたい

品目名 ／ ナシ 所在地 ／ 芳賀町東水沼2669-2

登録番号 ／ 第26号 農場数 ／ －

農場の紹介／

当園では、特に特別な肥料や農薬を使っている訳ではありません。そのかわり、祖父の代から

続く優れた土地があります。そして、作業は基本とされている事を徹底しているだけです。

受賞歴

栃木県なしグランプリ 金賞

栃木県なし立毛共進会 金賞

ＪＡはが野にっこり梨品評会 県知事賞5回

芳賀町ジャンボにっこり梨コンテスト 最優秀賞4回

連絡先 ／ TEL：090-1614-0462

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）



【上都賀農業振興事務所での交付式】

鹿沼市

ブルーベリー

栃木県立 鹿沼南高等学校

品目名 ／ ブルーベリー 所在地 ／ 鹿沼市みなみ町8番73号

登録番号 ／ 第25号 農場数 ／ －

農場の紹介／
鹿沼南高校食料生産科では、｢鹿南祭｣や｢わくわくマルシェ｣等で農産物を販売しており、地域

の方々に好評である。果樹部門では本校果樹園の５ａを使ってブルーベリーを栽培し、３年生の
果樹専攻生を中心にとちぎＧＡＰに取り組んだ結果、令和３年度に登録された。総合選択制であ
り、科目｢果樹｣を選択する普通科・環境緑地科・ライフデザイン科の生徒も果樹園で学ぶことが
できる。今後もより多くの生徒に「農産物の安全」「環境保全」「作業者の安全」を意識した農
業教育を展開するとともに、ＧＡＰ教育を通じて安心・安全な農産物を提供し続けていきたい。

生産規模 ／ 5a
出荷期間 ／ 6月下旬～8月上旬

連絡先 ／ TEL：0289-75-2231
HP  ：http://www.tochigi-edu.ed.jp/kanumaminami/nc2/

ＧＡＰ教育を通じて
安心・安全なブルーベリーを提供

とちぎGAP
の第三者確認

（掲載希望農場）


