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規格外規格外規格外規格外リンゴリンゴリンゴリンゴででででアップルパイアップルパイアップルパイアップルパイ    

由利本由利本由利本由利本荘荘荘荘のののの建設建設建設建設会会会会社社社社    地元地元地元地元産産産産をををを活用活用活用活用    

 由利本荘市の建設会社「長田建設」が、間引きのため

に剪定(せんてい)されたり、規格外で出荷できない地元

産のリンゴを農家から引き取り、アップルパイを製造販

売している。処分に困っている農家の声を聞き、役に立

ちたいとの思いから始めたが評判も上々で、同社の副

社長長田陽一さん（２９）は「農家との共存共栄を図るビ

ジネスに発展させたい」と意気込む。（石間亜希） 

 長田さんがアップルパイの開発を思いついたのは２年前。台風で落下した大量のリン

ゴが処分されるニュースを見て、何かに利用できないかと考え、地元のリンゴ農家を訪

ねた。由利本荘市内でも、熟す前に剪定(せんてい)されたり、色や大きさが規格外のリン

ゴの処分に困っていることを知った。 

 長田さんは、「地域の農家のお手伝いをしながら、手作りのおいしさを伝えたい」と、こ

れらのリンゴを引き取り、アップルパイに活用することを決めた。 

 そして昨年６月、社内に食品事業部「ホリデー」を設立。女性社員３人が、皮むきから

生地まで手作りでパイを焼き上げる。味はシナモンをたっぷりきかせた「アメリカの家庭

の味」だ。 

 引き取るリンゴの量は時期によって違うが、多い月で１５０キロになるときもある。無償

で引き取ることも多いが、対価を払ったりすることもある。 

 長田さんは「初めは農家の方も『なんで建設会社がアップルパイなんだ』とけげんな様

子で、信じてもらえなかったが、手がけたリンゴへの真剣な思いを感じた」と振り返る。 

 だが、パイの試作品を手に何度も通ううちに、硬かった農家の表情がやわらぎ、アップ

ルパイを実際に食べてもらうと、笑顔で喜んでくれた。 

 長田さんは「今のところ収支はトントン。農家の役に立ちたいと始めたが、ビジネスとし

ての将来性を感じるので軌道に乗せ、農家の方々にもっと喜んでもらえるよう頑張りた

い」と話す。 

 アップルパイは１ホール（直径２３センチ）で２８００円、ハーフサイズで１５００円。予約

生産で注文はホリデーのホームページか、電話（０１８４・２２・３６７７）で受け付ける。 

（2011年2月2日  読売新聞） 

農家から引き取ったリンゴで女性社員

が作ったアップルパイ  
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レア・アースと好奇心が生んだ「偏

光発光」とは？理系でも文系でも

なく、大切なのは好奇心⇒ 
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 検証 北海道の教育 

 ひと紀行 

 幸せの新聞 

 鉄の掲示板 

 温泉宿検索「ゆあみびと」 
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北海道 青森 岩手 宮城 

秋田 山形 福島 茨城 

栃木 群馬 埼玉 千葉 

東京 神奈川 新潟 富山 
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【ニュース】 献上リンゴ、箱詰め…岩手  (2010年11月20日)
 

【ニュース】 江刺りんご初競り、過去最高１００万で落札…岩手  (2010年11月14日)
 

【ニュース】 リンゴ、ブドウが…実りの秋に異変  (2010年10月9日)
 

【ニュース】 江刺リンゴ「紅ロマン」糖度、酸味よく高値に…岩手  (2010年9月6日)
 

【ニュース】 英国リンゴ「ブラムリー」の栽培２０周年…長野・小布施  (2010年9月5

日) 

 

【話題】 ゴクミ（後藤久美子さん）がパソコン通信するドラマ  (2月1日 10:16) 

【話題】 パソコンのクラッシュ  (1月31日 23:20) 

【話題】 （駄）ＰＣ持ってない方  (1月31日 15:31) 

【話題】 パソコンの設定のこと  (1月29日 10:51) 

【働く】 「パソコン、普通に使えます」のレベル  (2010年12月9日 13:29) 

 

野菜栽培士野菜栽培士野菜栽培士野菜栽培士のののの資格資格資格資格をををを取取取取ろうろうろうろう  www.happy-semi.com  

 本格的な野菜づくりの知識と技能が 身につき、資格が取れる通信講座。 

""""ポンパレポンパレポンパレポンパレ""""公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト  ponpare.jp  

 15分で売切れ続出!毎日が半額以上SALE リクルートの割引チケット購入サイト 

YouTube YouTube YouTube YouTube 視視視視聴聴聴聴ををををスピードアップスピードアップスピードアップスピードアップ  google.co.jp/chrome  

 Google が開発した無料ソフト "Chrome"でストレス無いYouTube 動画閲覧 

 

規格外リンゴでアップルパイ  （2月2日） 
 

「除雪に使って」寄付金続々  （2月2日）  

鈴木氏、県議選出馬へ  （2月2日）  

６地点 記録更新  （2月2日）  

さくらワイン 首都圏でも販売  （2月2日） 
 

電子白杖 4月に商品化  （2月1日） 

 

積雪 3か所で史上最高  （2月1日）  

鳥インフルエンザ 県が独自対策  （2月1日）  

ロボット対決体験  （2月1日） 
 

《ほほえみ便》老犬「ぱっくん」ありがとう  （1月31日） 
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