
なかはた農園について①

熊本県山都町にあるいちご狩り農園

夏にはブルーベリー園の開園予定

HPはhttps://nakahata-nouen.com/ ⇨

年間5000人ほどの来園

https://nakahata-nouen.com/


アクセス②

・位置：九州のほぼ真ん中「九州のへそ」に位
置
・標高：300m〜900m（準高冷地）

・熊本市内より車で1時間
最寄りIC九州中央道 北中島西ＩＣ から車

で20分



廃校に隣接した広い農園③

公式LINEで遊び方（たくさんのコンテンツ）

もチェックできます ⇨



なかはた農園のいちご④

ゆうべに・よつぼし・さがほのか・恋みのりなど
4種食べ比べ（時期によって変動）

リピーターも多く喜ばれています♪



店頭で食べれるスイーツ⑤

スムージー、ジェラート、チョコイチゴ、削りイ
チゴ、イチゴ大福店頭販売もたくさんあります！



新サービスも登場⑥

収穫したイチゴを使ったピザ作り
体験

動画も☑⇨

24人まで対応

農園サウナ

イチゴでのどを潤しながら！

1組2人〜4人まで



今回提案するプラン⑦

12月〜5月 平日限定 10名様以上に限り

40分食べ放題 定価より300円off

ピザ作りやサウナなどオプションサービスも

組合わせ可能

VOICETRA導入済（インバウンド歓迎♪）



お問い合わせはこちらまで⑧

なかはた農園

代表 中畠由博

TEL 0967－72－9222

携帯 090７３９１６３１８

Mail nakahatanouen@gmail.com

mailto:nakahatanouen@gmail.com


山の都は
ワンダーランド

百年後も、このままの風景がここにありますように

山都町 商工観光課
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1⃣ 山都町の概要
山都町は、平成17年に阿蘇郡蘇陽
町、上益城郡矢部町と清和村が合併
して誕生。県内自治体で3番目の広
さを誇ります。

九州のほぼ中央“九州のへそ”に位置
し、北は阿蘇南外輪山、南は九州脊
梁（せきりょう）の山々が連なる景
観豊かな山間の町です。

標高は200mから1700mにあり、そ
のうち200mから900mにある居住域
については、平野部との気温差は各
月平均で4度ほど低く、準高冷地の
気候で冬は雪が降ります。



2⃣ 山都町の産業
山都町は、約78%を山林・原野、約
9%を田・畑などの農用地が占めて
おり、基幹産業は農林業です。

中山間地域特有な冷涼な気候と寒暖
の差、清らかな水とミネラル豊富な
土壌を活かし、水稲や夏秋野菜（ト
マト、キャベツなど）を中心に、
茶、イチゴ、ブルーベリー、栗、椎
茸、柚子などの精算が盛んに行われ
ています。

特にトマトの販売額は13億円（令和
2年度）を超え、山都町を代表する
農産物になっている。



3⃣ 有機農業のまち山都町
有機農業推進を含む「安全安心な
農産物を生かした農業振興」を山
都町の重点プロジェクトの一つと
して位置づけています。

熊本県の推進する有機・無農薬栽
培など環境に優しい農業である
「くまもとグリーン農業」にも先
進的に取り組んでおり、熊本県内
自治体として初めて「くまもとグ
リーン農業推進宣言」を行った。

また、有機JAS認証事業者数が52
事業者で日本一となっている。



4⃣ 山都町の観光資源
山都町のシンボルとなっている通
潤橋は、1854ねん、四方を河川
に囲まれた白糸台地に農業用水を
送るために建設された日本最大の
石造りアーチ水路橋で、長さ約
76m、高さ20.2mを誇ります。今
もなお白糸台地上に約100haの水
田を潤しています。

また、旧矢部地区には、多くの滝
があり「矢部48滝」とも言われ
ている。



5⃣ 山都町の伝統芸能
山都町には、清和文楽と二瀬本神
楽があり現在も受け継がれていま
す。

熊本県指定無形文化財に指定され
ている清和文楽は、農家の人々で
構成され、純粋な楽しみとして地
域のお宮の農村舞台で奉納芝居を
上演したり、各地の行事に招かれ
たりするなどして、伝承してきま
した。現在は、奉納芝居や清和文
楽館での公演等、年に200回程公
演している。



7⃣ モデルコース ➊

食と観光をテーマとしたコース
道の駅そよ風パーク：レストランマアムでは地元食材を使ったバイキング料理が楽しめます。地元のお母さんシェフが拵える煮し

めやきんぴら、だご汁など常時20種類ほどのおかずとデザートが自慢です。
馬見原まち歩き：日向往還の宿場町として栄えた馬見原。歴史を物語る多くの史跡、建造物と風情ある石畳の街並みを散策し

ます。コロッケやドーナツ屋さん等、食べ歩きが楽しめます。
なかはた農園🍓：“農業・農村の未来をデザインし、人・地域・社会の幸せを実現します”をスローガンに活動するなかはた農

園。心を込めていちごを育てています。12月上旬～5月上旬までいちご狩りができます。

08:30                          10:00                                                    11:20〜13:00

経由 レストランマアムでランチ

福岡市内🚙🚙🚙🚙益城空港IC🚙🚙🚙🚙高森🚙🚙🚙🚙道の駅そよ風パーク🚙🚙🚙🚙

13:15〜14:30             15:00〜16:00                         16:15
石畳をのんびり散策 いちご狩り🍓

馬見原まち歩き🚙🚙🚙🚙なかはた農園🚙🚙🚙🚙通潤山荘（宿泊）またはご帰宅



7⃣ モデルコース ➋

農業と環境をテーマとしたコース
有 機 農 業 ：山都町は有機JAS認定事業者数日本一。農業と環境について学び、有機農業の重要性を学びます。
本 さ つ ま や ：山都町で収穫される山菜やジビエ、天然の鮎やヤマメなどを使った四季折々の料理で一期一会のおもてなし。
山都町フットパス：通潤用水コースは、今なお棚田を潤すこの用水と景観を体感するコース。「美しい日本のむら景観百選」

「疏水百選」「世界かんがい施設遺産」の選定を受けている山都の誇るべき近代遺産です
なかはた農園🍓：“農業・農村の未来をデザインし、人・地域・社会の幸せを実現します”をスローガンに活動するなかはた農

園。心を込めていちごを育てています。12月上旬～5月上旬までいちご狩りができます。

08:30                          10:30      10:45〜11:30         11:45〜12:45

環境について考えます 地元の有機野菜を使ったランチ

福岡市内🚙🚙🚙🚙中島西IC🚙🚙🚙🚙有機農業視察🚙🚙🚙🚙本さつまや🚙🚙🚙🚙

13:00〜15:00                           15:15〜16:15                         16:30
円形分水から通潤橋まで歩きます。約5k/2h いちご狩り🍓

山都町ﾌｯﾄﾊﾟｽ通潤用水ｺｰｽ🚙🚙🚙🚙なかはた農園🚙🚙🚙🚙農家生活体験（宿泊）またはご帰宅



7⃣ モデルコース ➌

企業向けチームビルディングを目的としたコース
農 林 業：山都町は、総面積の72%を山林が占める中山間農山村地域。住民の約40%が第一次産業に従事しており、その中でも

多くの女性が農業に従事され地域農業を支えている。
「一日の作業スケジュールを設定し、共通のゴールを目指す。協力し合い、高い成果を生み出せる」状態にする。

なかはた農園🍓：“農業・農村の未来をデザインし、人・地域・社会の幸せを実現します”をスローガンに活動するなかはた農
園。心を込めていちごを育てています。12月上旬～5月上旬までいちご狩りができます。

08:30                          10:30      11:00〜12:00 途中休憩 13:00〜15:00
昼食は、地元食材を使用したお弁当

福岡市内🚙🚙🚙🚙中島西IC🚙🚙🚙🚙山都町内で農林業体験・援農・サポート

15:15〜16:15                       16:30
いちご狩り🍓

🚙🚙🚙🚙なかはた農園🚙🚙🚙🚙農家生活体験（宿泊）もしくはご帰宅



7⃣ モデルコース ❹

訪日向け歴史文化体験コース
清 和 文 楽 ：170程前、山都町旧清和地区に訪れた人形芝居の一座から人形を買い求め、技術を習ったのが始まりと言

われています。
「清和文楽」人形芝居は、現在熊本県に残る唯一の人形浄瑠璃です。
清和文楽館では、午前中お芝居の観劇※定期公演は午後から。その他貸切等あり。
午後から,人形遣いの体験等、裏方の体験プログラムを提供。
清和物産館では、特別メニューの昼食あり。

なかはた農園🍓：“農業・農村の未来をデザインし、人・地域・社会の幸せを実現します”をスローガンに活動するなかはた農
園。心を込めていちごを育てています。12月上旬～5月上旬までいちご狩りができます。

08:30                          10:30      11:15〜12:15 12:15〜13:30 13:30〜15:00
昼食は、地元食材を使用したお弁当

福岡市内🚙🚙🚙🚙中島西IC🚙🚙🚙🚙道の駅清和文楽邑 清和文楽館 清和物産館

15:15〜16:15                       16:30
いちご狩り🍓

🚙🚙🚙🚙なかはた農園🚙🚙🚙🚙農家生活体験（宿泊）もしくはご帰宅



農家
飲食店
経営者 農家 農家 農家 農家 農家 農家 農家 農家 大学教員

受入れチーム

地域おこし会社『株式会社 山都でしか』
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事業の三本柱

株式会社 山都でしか

【経営理念】

～豊かな山都を『農』でデザインする～

人材育成

山都でしかできないワクワクを！
～持続可能な未来のために！～

地産地食 ブランドつくり



農泊推進事業

～体験コンテンツ作り～



農泊推進事業

～ハウスレストラン～



オンライン

体験イベント



町内小中学校向け
の食育活動



ホテル日航熊本との食育事業
～ホテル日航やまとファーム立ち上げ
～
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