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合資会社羽生惣吾商店の事業を紹介するこの企画。
今回は、グループ会社である「株式会社惣アグリフーズ」をご紹介します。
耕作放棄地を開拓し、農業によって地域を活性化しようと奮闘する彼ら。
その姿に、次世代を担う若手たちが触発され、活動の輪が広がる日も近いのではないでしょうか？
有機肥料で育てた安心・安全で美味しい蓮根を、皆さんもぜひご賞味ください！

読者の皆さんに向けて
メッセージ

環境を守りつつ、耕作放棄地を再生して、安心・安全な
農作物を育て、次の世代にバトンタッチできるように、
当社も成長してまいります。そして、農家が廃れず、農業
が地元で活性化できるよう支援できる企業として、一役

買えるような存在になりたいと思います。農家の苦労と
魅力を知る者として、若い世代を積極的に雇用できるよ
う努力していきますので、よろしくお願いいたします！

会社 HP：https://happy-lotus.jpn.org/

自ら研修に参加し、田んぼへの入り方から、収穫方法や出荷方法に
至るまで、ゼロから教わりました。蓮根は米と違い、種の販売もない
ため、自分たちで種を育てるところから始まります。１年目は種作り
のための圃場作り、種作りをして、2020年より本格的に蓮根を植
え、今年度から収穫に漕ぎ着けました。
何も知らない状態だったため、覚えることは多くありましたし、体力
的にも非常に大変でしたが、荒れ地が生まれ変わり、活性化するこ
とで「住民に喜んでもらいたい」という一心で頑張っております。

川の上流で栽培し、山からの恵みの絞り水が常に流れ落ちている圃場のため、水環境
が非常に良いことが特徴です。また、山間の微生物が豊富で栄養のある土により、糖度
と栄養価が高くなっています。農薬や化学肥料も一切使わず、近隣の養豚場からの豚糞
と、合資会社羽生惣吾商店から出る米糠を混ぜた有機肥料により、安心・安全なものを
お届けできることが最大の強みです。蓮根の多くは、化学肥料によりサイズを大きくで
きる反面、水質汚染が問題になっています。その点、当社の蓮根は、環境保護にも貢献
できているのではないでしょうか。

世界では薬草として扱われ、アレルギー体質の改善として漢方にも入るなど、栄
養価が高く繊維質も豊富で、血圧の高い方やお通じを期待される方には特にお
すすめです。旬は秋口から始まり、その頃は水分豊富でシャキシャキ感が楽し
め、サラダとしても最高です。冬は水温低下により糖が蓄えられてホクホク感が
でるため、季節によって様々な調理法が楽しめるバリエーション豊富な野菜と
して、お求めいただけたら嬉しく思います。

合資会社羽生惣吾商店として、千葉県香取市伊地山地区から米の集荷
をするなかで、地域の高齢化や担い手不足により、耕作放棄地が増え
ている実情を知りました。水田は山間部の棚場に位置することもあり、
若手の方が耕作放棄地を何とか減らそうとするも難航。社長の羽生に
相談がきたことがきっかけです。
米作りができる環境か圃場を見に行くも、水田の深さと狭さの観点で
大型機械を搬入することも難しく、米作りには適さないと判断しました。
この水田を活用できる農作物として、近くに栗山川という二級河川が流
れていることから蓮根に思い当たり、取り組みを開始しています。しか
し、香取市には蓮根の生産者がいなかったため、蓮根栽培で有名な茨
城県稲敷市にある生産者へ受け入れ実習を依頼。ノウハウを得るため
に１年間の研修をさせていただきました。

事業紹介
～株式会社惣アグリフーズ～
事業紹介
～株式会社惣アグリフーズ～

蓮根栽培に向けて

事業立ち上げ時に苦労したことは、外部のよそ者に耕作
放棄地を貸していただくまでの、信頼関係の構築です。圃
場近くにいた方への挨拶はもちろん、夏場の草刈りは高
齢者には大変なため、借りた圃場以外の通路や農道の草
刈りを手伝うことで、徐々に受け入れていただけたように
思います。その後、本気の取り組みを感じていただけた地

域の方から、耕作放棄地の取り纏めも依頼され、区長には
地主を集めた説明会を取り計らっていただきました。通常
は、このように協力いただくことは難しいと思いますが、行
政と地域の方々の協力のおかげで、耕作放棄地を一手に
受け持てるようになり、非常に感謝しています。

新たな取り組みを始めるため

他の蓮根との違い

蓮根の魅力
取り組み開始の経緯

耕作放棄になってしまった水田を活用
し、土地の再生事業として、オーガニッ
ク蓮根を栽培しています。私は、圃場
現場での責任者として、栽培から出荷
までを担っていますが、2019年に蓮
根作りを開始するまでは、米作りの経
験しかありませんでした。

業務内容
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❶担当している仕事内容
❷仕事をするうえで大切にしていることや意識していること
❸株式会社惣アグリフーズの魅力

質問
出身：日本

取締役（担当役員）
お お さ か          か ず よし

大坂 和義さん

❶地域の耕作放棄地を再生さ
せ、その土地を利用して、蓮根
の生産から販売までを一貫し
て行っております。 環境に優
しく、安心・安全な有機栽培の
認証を取得して、地域発の「未
来につながる、持続可能な農
業」の実現に努めています。

❷農業を行うなかで地域の方とのコミュニケーション、
仕事をするなかで社員同士のコミュケーションを大
切にしています。

❸私たちは言語、生活習慣も異なる色々な国の人たち
と一緒にチームを組んで仕事をしています。お互い
を理解し、助け合い、ともに喜怒哀楽を分かち合う
ファミリーカンパニーです。

出身：日本
 お が わ             しょうた

小川 将太さん

❶蓮根圃場の管理から出荷まで
を担当しています。

❷早く仕事を覚えられるように、
毎日行った作業を日記に記録
しています。

❸入社して４か月が経ちました。皆さんが分かりやすく
作業を教えてくれたり、助けてくれたりすることがあ
りがたく、とても居心地が良い会社です。

出身：ネパール
　 　 　 　 ア ディカリ 　 　 　 　 　 　 　 　 ア ル ズ ン

ADHIKARI ARJUNさん

❶蓮根圃場で蓮根を掘って、出荷
まで行っています。

❷仕事を早く覚え、特定技能の試
験に合格し、将来的にはリー
ダーとして新しく入社した人に
も教えられるようになりたいと
思っています！

❸社員の皆さんが優しく、一緒に
働いてとても楽しいところです。

出身：ベトナム
ズ オ ン  　 　 　 　 　 　  バ ン  　 　 　 　 　 　 ミン

DUONG VAN MINHさん

❶現在、蓮根収穫のリーダーとして現場で作業の指示
を行っています。（特定技能試験に合格し、手続きの
ため一旦帰国しますが、また戻ってきますので、よろ
しくお願いします。）

❷一つひとつの作業を効
率良く、短時間で行える
ように意識をしながら
頑張っています。

❸国籍や年齢が違います
が、社員皆で助け合うこ
とができるアットホー
ムな会社です。 

株式会社惣アグリフーズ株式会社惣アグリフーズ

メンバー紹介メンバー紹介
個性豊かな株式会社惣アグリフーズのメンバーをご紹介します。
大切にしていることや会社の魅力など、熱い思いを伺いました！



K.B.A NEWS ～新入部員紹介～

❶出身チーム　❷中学校　❸意気込み質問項目

羽生惣吾商店の社長が監督を務める香取ベースボールアカデミー。
そんな野球チームのニュースを紹介するのがK.B.A NEWSです！

今回は、新しく加わる12名の仲間を一挙に紹介します。
皆さんの熱い意気込みにぜひご注目ください！

❶神栖マリーンズ
❷神栖第三中学校
❸全員で力を合わせて
全国制覇します！

安藤 翔さん
あんどう      つばさ

❶山田マリーンズ
❷小見川中学校
❸レギュラーをとり、
試合で活躍します！

木内 千陽さん
 きうち            ちあき

❶佐原ウィナーズ
❷小見川中学校
❸２年でシニアに入り、
全国制覇します！

木谷 幸続さん
 きたに          ゆきつぐ

❶富浦オーシャン
❷旭第一中学校
❸ピッチングでチームを助け、
全員で全国制覇を目指します！

佐藤 槍飛さん
  さとう           そうひ

❶佐原ジュニアナイツ
❷佐原中学校
❸試合に出て活躍できる
ように努力します！

玉井 陽さん
 たまい       ひかる

❶香取リトルリーグ
❷佐原中学校
❸ポニーでもシニアでも
全国制覇します！

天海 琉叶さん
てんかい        りゅうと

❶香取ファイターズ
❷香取中学校
❸全国制覇を目指して
頑張りたいと思います！

徳永 慎太朗さん
とくなが       しんたろう

❶共和琴田スポーツ少年団
❷旭第二中学校
❸２年生でシニアに上がり
たいと思います！

平野 陽詩さん
ひらの           ひなた

❶佐原ウィナーズ
❷佐原中学校
❸全国制覇します！

福田 旺志郎さん
ふくだ        おうじろう

❶香取リトルリーグ
❷小見川中学校
❸全国制覇します！

前川 星那さん
まえかわ           せな

❶椎柴高神スポーツ少年団
❷銚子西中学校
❸全国制覇します！

村岡 拓実さん
むらおか         たくみ

❶水郷アニマルズ
❷佐原中学校
❸一生懸命練習し、
強い選手になります！

柳田 遥希さん
やなぎた         はるき


