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会社概要

会社名：株式会社ナカツネ
所在地：〒204-0003
　　　　東京都清瀬市
　　　　中里 5－６－９－１階
設立日：平成 7年 5月 9日
操業日：平成 12年 11 月 3日
資本金：1000 万円
代表取締役：中村　吉成
事業内容：自然食品（無添加・有機・特別栽培の農産物
　　　　　（それに準ずるもの）の販売・ギフトなど

代表取締役：中村　吉成

社長の想い

人と食。二つの字を合わせて食。食を通じて、人の体に良く、
食を通じて、食卓を良くして食を通じて人とのつながりをもっ
と良くして豊かになる事に貢献して参ります。

いつも美味しい食材を供給いただきありがとうございます。
【仕入れ先様一覧：順不同】

いつも食材の販売にご協力いただきありがとうございます。
【販売先様一覧：順不同】



AKINAI-VEGE とは
商いのための農産物は飽きないことが大事

株式会社ナカツネは
無添加物食材・有機・特別栽培農産物（それに準ずるもの）を
扱っております。

健康食品取扱店様、スーパーマーケットのバイヤー様で
生産者の顔が見える農産物にご興味がある方はぜひお声がけください。

生産者である農家さんたちの皆様のアツい思いがこもった逸品を、一番
美味しい「旬」の期間に、売り場にお届けします。スポットや催事の話
題作りにも最適な、ストーリー性のあるこだわりの農産物です。

こんなお悩みはありませんか？
売り場がマンネリと店長に言われてしまう

お客様の要望に応えられないことがある

売り場づくりの企画を考える時間が無い

競合店との差別化ができない

話題性のある食材がわからない

テレビや新聞、雑誌、ラジオに加え
LINE や Facebook、Twitter などWebサービスの進化とスマートフォンの普及によって
人が接する情報量は 1996 年から 2006 年の 10年間でで 530倍
さらにその後の 20年で「6450 倍」と言われています。

情報が爆発的に増える中、どの情報を信頼すればいいかが肝心です。
特に「食」に関しては流行にも敏感で、なかでも
誰が作った野菜なのかどんな思いで作ったのかという事に関心が高まっています。
関心の高さは売れ行きと比例すると言っても過言ではないでしょう。

株式会社ナカムラは北海道から九州まで
各地の農家さんと密接に連絡を取り合っていますので、話題の商品の育成がどうなっているのか、
いつ入手できるのかなど即戦力になるリアルタイムでのリサーチができます。
そんなコマワリの良さが市場の仲買人や大手の商社には無い利点なのです。

ストーリー性のある魅力的な野菜が次々と店頭に並んだらどうですか？
商品ごとの POPも書きやすいと評判です。
POPはお客様への理解を深めるのにとても有効です。
お客様が立ち止まり POPを読んで理解を示し、献立を考える助けにもなります。

「商い」は「飽きない事」と言いますが、アキナイ -ベジは飽きない売り場を作ります。
売り場の企画でお困りの方、ご興味がある方はぜひご相談ください。



AKINAI-VEGE
株式会社ナカツネ

お世話になっております
全国の農家方々
当社では日本全国北は北海道から

南は九州まで１軒１軒お会いし

各農家様との絆を大切にしております。

そして大切に育てられた農産品を預かり

こだわりを持つ消費者の皆様へ

お送りしております。
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1.北海道：藤田農園さん
2. 青森県：まさひろ林檎園さん
3. 福島県：渡辺果樹園さん
4. 新潟県：グリーンアース津南さん
5. 栃木県：いちごベリーズファンさん
6. 山梨県：堀河農園さん
7. 神奈川県：オーガニックファームさん・にこにこ農園さん
8. 長野県：佐久産直センターさん
9. 岐阜県：セッキーファームさん・野村農園さん
10. 和歌山県：井辺さん・しもつコープファームさん
11. 兵庫県：Tー PLUS
12. 熊本県：水の子会さん
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Memo Memo
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Memo北海道
藤田農園

じゃがいも・にんじん等
北海道　藤田農園　農薬・化学肥料不使用玉ねぎ・じゃがい
も（男爵・きたあかり）かぼちゃ　アーゼロン菌と電子水を
有効活用し、農作物を自ら強くして、病気にかかりにくくす
る事で農薬不使用を実現しております。一番のおすすめは、
きたあかり。ふかして、塩かけてオリーブオイルにつけて食
べたら絶品です。

AKINAI-VEGE 生産者の方々をご紹介します
藤田さん 青森県

まさひろ林檎園
りんご

工藤さん

福島県
渡辺果樹園

梨

渡辺さん夫妻

新潟県
グリーンアース津南

魚沼こしひかり

津南生産者皆様

栃木県
いちごベリーズファン

鈴木さん 山梨県
内藤農園　

桃

真壁さん

神奈川県三浦市
山森農園

桃

山森さん神奈川県
にこにこ農園

じゃがいも・金時草など（少量多品種）

井上さん

りんご農薬・化学肥料 5割減　農家を継ぐ気は全くなく、上
京し運送会社に就職。　年の瀬に故郷のりんごを配達する事
が多くあり故郷の懐かしさに触れ、家族を連れて青森へ。継
ぐ決心をして現在に至ります。一番のおすすめは葉とらずサ
ンフジ。外見見た目は劣りますが味重視です。

農薬 3割減・化学肥料不使用、本人で 4代目。みずからの怠
慢で、1年間の実りを全滅し出稼ぎに出た事があった。あの
苦い経験を忘れないと誓いご夫婦で　頑張っております。そ
の頑張りで皇室献上・経済産業大臣賞など数々の賞を受賞す
るまでになりました。

魚沼こしひかり　農薬 3割減・化学肥料不使用朝夕の寒暖差
があり、冬は豪雪地帯と過酷な気候風土だからだせる味。米
食味検定協会からダイヤモンド賞を受賞経験のある桑原健太
郎代表が送る魚沼こしひかりをぜひご賞味ください

農薬・化学肥料不使用　もともと養護学校の教師。障害のあ
る子供たちの雇用の受け皿になりたいと農家に転職。まさに
農福連携を実現。特に変わったじゃがいもは多くあり好評で
す。

青首大根・紅芯大根・人参　ＪＧＡＰ認証　亡き先代は目指
した弁護士をあきらめ、人生の復活をかけ農家を継ぐ事に。
周りと違う事をしたいと特別栽培の農法に取り組んでおりま
した。その遺志をご子息がしっかり引き継ぎ 6年目。農家を
あこがれの職業にしていく事が夢だといいます。　今ではＪ
ＧＡＰ認証取得。　　　　　　

農薬 3割減・化学肥料不使用　家を継ぐつもりで一旦は親元
をはなれ、植木職人に。木の勉強をしたかったそうです。今
はそれがとても役に立っています。結婚し、奥様の熱心な健
康志向の影響で、極力体に害のない農法を追求され現在に至
ります。

いちご
エンジニアからいちごの生産者へ転職した代表の鈴木さん。
同じものつくりでも直接消費者へ販売し反応を知り、それを
自分のモチベーションとしたいと一念発起。　　　　　　　
スカイベリーという大粒のいちご。
贈答用やいちごをかぶりつきたい子供にも大人気！
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Memo Memo
長野県
佐久産直センター（果物部）

りんご（さんフジ他）・プルーン

佐久産直
センターの方々

長野県
佐久産直センター（野菜）

トマト

関口さん

岐阜県
セッキーファーム

富有柿

関谷さん

岐阜県
野村農園

少量多品種

野村夫妻

兵庫県淡路島
Ｔ－ＰＬＵＳ

玉ねぎ

和歌山県
しもつコープファーム

みかん
奥野さん

熊本県
水の子会
柑橘（ポンカン・不知火・甘夏・パール柑）　

柑橘部門会
皆さん

熊本県 水の子会 玉ねぎ

北原夫妻

AKINAI-VEGE 生産者の方々をご紹介します

りんご農薬 3割減・化学肥料不使用。
例年農薬 3割減ですが、5割減を目指しています。見た目は
劣りますが、味重視の逸品。佐久だけにサクッとした食感が
たまりません。

トマト農薬５割減・化学肥料不使用
他に就職することなく、小さい頃から父の背中を見て継ぐも
のだと思って育ちました。純粋な青年です。26歳若い！

除草剤不使用　富有柿発祥の地岐阜県瑞穂市。一端は東京に
出て就職をしましたが、周りの人達の自分の故郷岐阜の知名
度の　低さに落胆し、知名度を高めるために脱サラして就農
を決めました。

奥様が嫁いだころ、農薬使用した事で体調不良になった事を
きっかけに極力農薬を控えた農法に切り替えました。その事
で、　自分の畑の生態系がこれほど多く復活するのかと目の当
たりにし極力環境にやさしい農法を夫婦で続けております。

農薬・化学肥料各 5割減。もともとパナソニックで働いてい
たが、玉ねぎ農家へ転職。実家の周りの畑が耕作放棄地になっ
ていくのを見過ごせない。　　小さかった頃の原風景を取り
戻し、蘇らせようと思い現在に至ります。前職で培った収穫
後味のデーター分析をかけ検証して提案に生かす徹底ぶり。

もともと農家の地位向上を目的とした活動団体で農業をやりな
がら署名運動などをしていましたが、自分たちの手で販路拡大
を目指すと立ち上がりました。その有志のお一人奥野さん。

農薬 7割減・化学肥料不使用　水俣病の教訓から、水は命の
根源。地球上全ての生物は水の子供。そこから水の子会と名
付けました。総勢 70名。木にも 1本 1本に愛情栽培と書か
れた短冊をつるしながら　環境に配慮した栽培を心がけてい
ます。

農薬・化学肥料不使用熊本八代の干拓地で
育った玉ねぎは水にさらさなくてもほんの
り甘くみずみずしい味です。

Memo
熊本県 水の子会
他産地の蓮根と比べ地中深く根をはる当産
地の蓮根は、収穫は困難を極め、見た目が
劣りますが、ミネラル・鉄分・タンニンを
多く含むといわれる古代蓮根です。

蓮根部

あかね蓮根
農薬・化学肥料不使用



AKINAI-VEGE 生産者の方々をご紹介します

熊本県 水の子会（蓮根部）蓮根加工品　　　　　　　

（蓮根飴・れんこんうどん）水の子会の生産者がつくる古
代蓮根を使った加工品。水の子会代表の上村さんがこの
古代蓮根に心底ほれ込み開発しました。

岐阜県 つるむらさきうどん　　
つるむらさきうどん屋さんを経営する社長杉山さん。
地元商工会の会長さんです。つるむらさきのねばりが整
腸作用や免疫効果にも期待がもてるそうですよ。この独
特のねばりをつなぎにしてうどんに仕上げました。杉山さん

東京都 菊田商店　　　　

菊田商店の煮豆化学合成添加物不使用熟練の職人が手間
暇かけて煮炊きした煮豆。やわらかすぎず絶妙な歯ごた
え。自然な甘さにに仕上げました。創業 90年。
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ギリシャクレタ島
エクストラバージンオリーブオイル　　　　　
クレタンテイスト250ｍｌ

地中海に浮かぶクレタ島。長寿の
島として知られる島です。そのク
レタ島で収穫したオリーブのみを
原料にしたオリーブオイル。ほん
のりフルーツの香り、味はまろや
かで和食にもあうと好評です。



AKINAI-VEGE
株式会社ナカツネ

所在地：〒204-0003
　　　　東京都清瀬市
　　　　中里 5－６－９ １階
TEL:042-497-1131

本パンフレット製作監修、著作権の所有：一般社団法人地域資源活用の会
本誌は共同・協業販路開拓支援事業の一環で製作されました。

食と人と
の交差点
TSUMUGI

魅力ある商品生産！
地方企業の紹介パンフレットシリーズは
一般社団法人地域資源活用の会
地方企業紹介WEB「TSUMUGI」より
電子パンフレットをダウンロードできます。

企業紹介ページへ　↓


