
６次産業化総合化事業計画認定一覧（栃木県）                                            H25.10.31 現在 

№ 事業名 事業の概要 事業申請者 市町村 認定年月日 

１ 

(有)那須高原今牧場における自家産原乳

及び山羊乳を利用したチーズ製造・販売

事業 

自ら生産した生乳を活用し、「那須高原の牧場産チーズ」というブランド化を目指

し、独自のチーズ加工のノウハウにより製造するチーズを、直売所や道の駅、ホテ

ル、レストラン、ゴルフ場、観光施設等への販売することにより、販売増加を目指

す。 

有限会社 

那須高原今牧場 

那須郡那須町 H23.5.31 

２ 

農業生産法人が生産した米を利用加工

し、付加価値の高い米粉ラスク及び米粉

パン等生産から流通直売までの一括事業 

自ら生産した米を活用した米粉ラスク、米粉パン等加工品の商品開発・製造・販売

を行い、多角化による経営の改善を図る。 

農業生産法人 

株式会社兼愛農場 

宇都宮市 H23.10.31 

３ 
自社生産品であるいちごと小麦を利用し

た商品開発・販売事業 

自社生産のいちごと小麦を活用したいちごシロップや飲料、カステラの商品開発と

カフェ等での販売により経営の多角化、高度化を図り、経営の改善を図る。 

有限会社 

いちごの里湯本農場 

小山市 H24.2.29 

４ 
加藤農園の手作りフルーツジャム製造・

販売 

自ら生産したリンゴの規格外品を活用したジュース、ジャム、コンポート等の商品

開発・製造・販売を行い、果樹経営の充実を図る。 

加藤 隆重 矢板市 H24.2.29 

５ 
種豚の育種、改良を目指したハム・ソー

セージ・精肉の製造・販売 

種豚の育種、改良を目指したハム、ソーセージ等の加工品と精肉、総菜の販売によ

り畜産経営の高度化、改善化を図る。 

有限会社星種豚場 那須郡那珂川町 H24.2.29 

６ 
地元産紅あずまを活用した「さつまいも

アイス」の加工・販売 

自社生産の紅あづまを活用した「さつまいもアイス」を商品開発と直売・小売やイ

ンターネット販売による経営の改善を図る 

農業生産法人 

戸崎農園株式会社 

下都賀郡壬生町 H24.5.31 

７ 
地場農産物を活用した特産品・販売によ

る６次産業化推進事業 

地場農産物を活用した漬け物（浅漬け、古漬け、キムチ）、そうざい、あげ餅、ス

イーツの新商品開発とインターネット販売により販路拡大を目指す。 

林農産加工合同会社 芳賀郡茂木町 H24.5.31 

８ 
ブルーベリー等を使用した野菜スムージ

ーの開発及びインショップ直販の展開 

自社農場のブルーベリーと露地野菜を活用した「野菜スムージー」の商品開発と季

節ごとの「こだわり農園野菜セット」の販売により販路拡大を図る。 

株式会社 

遊食ファーム研究会 

宇都宮市 H24.5.31 

９ 

ミートショップとファーマーズカフェの

新商品開発 

自家産牛肉を使用した「熟成精肉」、「焼肉」、「ローストビーフ」等の販売及び

餅加工商品・スイーツ（お菓子）の開発、ドッグフードの製造販売による事業拡大

を図る。 

農業生産法人 

株式会社前田牧場 

大田原市 H24.5.31 

10 
ふかさわ梨園の手作り万能たれ製造・販

売 

自家生産の梨を使った万能たれ（醤油ベース・ゆずベース・味噌ベース）を商品開

発し、製造・販売による経営の安定化を図る。 

ふかさわ梨園 

深澤 高俊 

大田原市 H24.5.31 
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11 
自家玄そばを利用したそば乾麺・手打ち

そば生麺の製造加工及び販売 

自家栽培の玄そばを原料にした、そば乾麺・手打ちそば生麺の製造・加工・販売に

より農業経営の安定化を図る。 

鈴木 幸一 芳賀郡益子町 H24.10.31 

12 

地産の牛乳及び、地産のニンジンを活用

したニンジンミルク及びニンジンヨーグ

ルトの開発・生産・販売 

自組合の生産した牛乳とニンジンを使用した「ニンジンミルク」、「ニンジンヨー

グルト」の商品開発・製造・販売により収益の向上を図る。 

両毛酪農業協同組合 足利市 H24.10.31 

13 

地元産100％の「餅・おこわ」商品製造・

販売による「古里の味水車食房」のブラ

ンド化 

自ら生産したもち米を使用した「切り餅」、「おこわ」の商品開発と製造・販売に

より、農業経営の安定化を図る。 

坂本 政明 栃木市 H24.10.31 

14 
自家生産大豆を活用した味噌、豆腐の新

商品開発 

自ら生産した米、大豆を使用した「味噌」、「豆腐」の商品開発・製造・販売によ

り、農業経営の改善を図る。 

岩村 文郎 那須郡那珂川町 H24.10.31 

15 
手づくりトマトピューレの製造・販売 自家生産したトマト（小玉果・規格外）を使用した「トマトピューレ」の開発・製

造・販売により農業経営の安定化を図る。 

小白井 孝治 大田原市 H24.10.31 

16 
「完熟にっこり梨」を使った地サイダ

ー・あめの新商品開発と製造・販売事業 

自家生産の梨（にっこり）を使用した「完熟にっこり梨サイダー」、「完熟にっこ

り梨あめ」を開発と販売により所得の安定化を図る。 

金田 正 芳賀郡芳賀町 H25.5.31 

17 
自家生産した安全、安心な和牛の直売事

業 

もと牛生産から肥育した黒毛和牛を活用して、精肉から直売までを行い経営の安定

化を図る。 

横尾 武男 鹿沼市 H25.5.31 

18 
ブルーベリー観光体験農園での摘み取り

販売及びジャムの製造販売 

自ら生産したブルーベリーを活用したブルーベリージャムや加工用冷凍ブルーベ

リーの製造販売及びブルーベリーの摘み取り販売を行い所得の向上を図る。 

発田 亮 大田原市 H25.5.31 

19 
和なしと人参を使用した漬けタレ、ドレ

ッシングの加工食品開発 

自家生産した和なしと人参を使用してタレやドレッシングの商品開発と販売によ

り所得の向上を図る。 

大野果樹農園 

大野 耕一 

那須烏山市 H25.5.31 

20 

タラゴンを自社栽培し、風味豊かなこだ

わりのハーブ・タラゴンドレッシングを

開発・生産・販売する事業 

自社生産したハーブ（タラゴン）を原料とした、ドレッシングの開発、製造・販売

により、経営の向上を図る。 

６月の森農業生産法人 

ブルーベリーファーム 

有限会社 

佐野市 H25.10.31 


