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（社  名）  有限会社ユニオンファーム 
（住  所）  茨城県小美玉市中延 
（事業概要） １．有機農産物の生産および販売 
             ２．新規就農者育成によるフランチャイズ農場の展開 
          ３．水稲の生産および販売 
            ４．参入企業への生産業務受託 
（構  成） ※２０１５年６月現在 
 役員 ３名 ・ 正社員 ９名 ・ 嘱託社員 １名 ・ パート １９名（事務系含む）   
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農業生産法人 



統一ブランド 

The business overview 

新規就農者育成事業 農産物生産事業 農産物生産受託事業 

研修生受入 

農場研修 

独 立 

第三者農業継承 

製販連携事業者 

リタイア農家紹介 

低リスク就農 

経営資産の散逸防止 

統一ブランド 

有機野菜事業 米事業 企業参入支援 

技術指導・従業員派遣 

参入障壁緩和 
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（沿  革） 
２０００年９月  非農家出身者（出身母体：アイアグリ㈱）で農業生産法人を設立 
２００１年１２月 有機ＪＡＳ認定取得 
２００４年１０月 「フランチャイズ農場事業」開始 
２００５年４月  研修受入開始 
          第１期研修生受入 
２００６年４月  ＪＧＡＰ認証取得 
          第２期研修生受入 
２００７年４月  フランチャイズ農場第１号 設立（第５農場） 
         第３期研修生受入 
     ５月  生産計画管理導入 
    １０月   野菜成分分析開始（硝酸イオン・糖度・抗酸化力） 
２００８年４月   第４期研修生受入 
    １０月  栽培履歴管理・経営管理システム導入 
２００９年５月  防除手段として天敵資材導入（中央農研と共同研究） 
     ４月  第５期研修生受入 
         「水稲事業」展開 
２０１０年５月  新パックハウス稼動（有機野菜事業） 
         第６期研修生受入 
２０１１年３月  第７期研修生受入 
     ４月  東日本大震災被災（原発事故による実害・風評被害） 
         水稲鉄コーティング直播試験導入 
２０１３年５月  「新規参入企業コンサルティング・運営委託事業」開始 
          第１案件：住化ファーム茨城（住友化学子会社） 
     ８月  新ライスセンター稼働（水稲事業） 
     ９月  玄米の香港向け輸出開始 
２０１４年２月  記録的な大雪により６，０００㎡の栽培施設が倒壊 
     ８月  ＩＣＴ活用技術開発プロジェクト始動 
     １０月 大雪による倒壊した栽培施設がすべて復旧 
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（農場） ｔｏｔａｌ ３１,４００㎡（３１４ａ）  ※２０１４年６月現在 
 ・第１農場（直営）  ハウス ２,０００ ㎡  ※１９９９年１０月設立・２０１４年４月建替 
 ・第２農場（直営）  ハウス ８,１００ ㎡  ※２０００年１０月設立・２０１４年１０月建替予定 
 ・第３農場（直営）  ハウス ５,０００ ㎡  ※２０１５年１１月竣工予定 
 ・第４農場（直営）  ハウス ８,８００ ㎡  ※２００５年１月設立 
 ・第６農場（ＦＣ）   ハウス ３,３００ ㎡  ※２００８年５月設立 
 ・第７農場（ＦＣ）   ハウス ５,０００ ㎡  ※２００９年３月設立・２０１０年４月増設 
 ・第８農場（直営）  ハウス ３,９００ ㎡  ※２００９年６月設立・２０１４年４月増設 
 ・第９農場（ＦＣ）   ハウス ５,４００ ㎡  ※２０１０年３月設立・２０１１月１月増設 
 ・第１１農場（ＦＣ）  ハウス ４,３００ ㎡  ※２０１２年４月設立・２０１５年１１月増設予定 
 
 
 ２０１４年現在 ４．１ｈａ   
  直営農場 ２２,８００㎡（２．２ｈａ）・ＦＣ農場１８，０００㎡（１．８ｈａ） 
                            （ＦＣ農場数 ４農場） 
２０２０年までに １０ｈａ  まで拡大 
直営農場 ６０,０００㎡（６．０ｈａ)・ＦＣ農場４０,０００㎡（４．０ｈａ） 
                            （ＦＣ農場数 ７農場） 
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品目名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
みず菜
小松菜
チンゲンサイ
ほうれん草
春菊
レタス
グリーンリーフ
ミニトマト
エンサイ（くうしんさい）
モロヘイヤ
とうもろこし

若手ニューファーマーたちが作った 
有機ＪＡＳ認定の有機野菜 １１種類のラインナップ 
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農業生産法人 

有機農産物の日本農林規格 
第２条 
有機農産物は、次のいずれかに従い生産することとする。 
 
 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成

された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の
性質に由来する農地の生産力（きのこ類の生産にあっては農
林産物に由来する生産力を含む。）を発揮させるとともに、 
農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培
管理方法を採用したほ場において生産すること。 
 



ユニオンファームグループの機能分担 
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直営農場 ＦＣ農場 

ＦＣ農場 

ＦＣ農場 

ＦＣ農場 

販 売 先 

・生産基準、品質基準、使用資材基準 
・直営農場は新品目、新技術のモデル実践 
 農場 

・効率的な顧客創造と売上拡大 ・幅のある品揃えの調達が可能 
・品質のばらつきがなく納品 

・自社フィールドマンが農場を巡回し、 
 栽培指導・計画管理指導 
・直営農場での開発技術を水平展開 

「元気野菜」専用予冷・包装施設 

「元気野菜」生産の栽培指導 

・直営・ＦＣから収穫された原料を 
 一括して包装・梱包 
・統一の品質基準で選別・出荷 
・機械化により集約 
 効率運営 

「元気野菜」の栽培 

・資材についてはグループ全体 
で仕入契約 
・農業資材調達コストの低減 
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◆水 菜 
（周年供給：６０００～９０００Ｐ／週） 
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◆春 菊 
秋冬（１０月下旬～３月下旬）：２０００～３０００Ｐ 
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◆ほうれん草 
周年供給：３０００～５０００Ｐ 
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◆モロヘイヤ 
夏（７月～９月）：２０００～２５００Ｐ 
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原則として当日出荷分の 
収穫を手作業で行ないます。 
 
手袋をして土や枯れたり、
痛んだりした茎・葉を取り
除き、専用のコンテナに 
まとめます。 
 

包
装
作
業
場
へ 
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外観から内観へ 
 農産物の栄養価の激減・硝酸態窒素汚染 
  
     “科学的根拠を重視” 
      数値で問題を把握し、わかりやすい形で確実な 
      挑戦をする 
  
農産物製造業の社会性 
 食品事業者としての責任・継続性 
 
     “安全性の追求”と“収益性” 
 
      「安全」は農産物の最低限の価値。実現の 
       程度と相手によって評価は変わる。 
       相対取引の中で事業の継続性＝儲け続け 
       られることは不可欠。 
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は 

 ・ 日本の農業の未来を創造します 
 ・ 地域への貢献を積極的に行います 
 ・ 農業の近代化をめざします 
 ・ 伝統を重んじながら革新を推進します 
 ・ エビデンスのある農産物生産を推進します 

Union farm 
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