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株式会社トヨタエンタプライズ 

 

  

ニュースリリース

 

本年 11 月 2 日、春日井市西尾町に新たに整備された農業公園 

「あい農パーク春日井」がオープンします。 

本年３月、当社（代表企業）、岩間造園株式会社、株式会社 TONZAKO デザインの 3 社で構成した  

「T・I・T ふれあい農園共同体」が、指定管理者に選定されました。特に、3 社それぞれが持つ強みや連

携面が評価されたものです。 

あい農パーク春日井の運営コンセプトは、「みんなが楽しみ、みんなで育む農業公園」です。幅広い世

代の方が作物の栽培や様々な体験を通じて「農」の素晴らしさを感じ、その体験を他者へ伝えることで成

長する。また、「農」に関心のない人も、ビギナーファーム（収穫体験農園）やカフェの利用、イベント

参加を通じて「農」に関心を持つ入口にしてもらう。そんな農園を目指します。 

なお、11 月 2 日（土）、3 日（日）は開園祭として、特別なイベントを開催予定です。 

 

＜施設の内容＞ 

施設名 内容 利用料金(税込) 

ビギナーファーム 

収穫体験農園

(野菜・果樹) 

収穫の体験に加え、運営スタッフから作物の育て方や

美味しい収穫時期を学ぶことができる。 

【栽培作物】 

野菜：サツマイモ・玉ねぎ・キャベツ・白菜・ 

レタス等 

果物：ミカン・カキ・レモン・ブルーベリー等 

※果樹は 2021 年 4 月オープン予定 

1,000 円/組 

※1 組 4 人分を目安と 

した収穫袋にて体験 

アクティブファーム  

農業体験農園 

実際に畑を借り、5 か月間(4～8 月、10～2 月)の   

プログラムを通じて農作物の栽培過程を学ぶことが

できる。 ※2020 年 4 月オープン予定 

12,000 円/10 ㎡(５か月) 

フリーファーム 

貸し農園 

1 区画 30 ㎡の貸しスペースを 1 年契約で借り、   

好きな作物を好きな時期に栽培することができる。 

※2020 年 2 月オープン予定 

15,000 円/30 ㎡(年間) 

カフェコンタット 

喫茶コーナー 

ヘルシーさや食育をテーマに、新鮮な野菜や果物を使

用したメニューを味わえる。 

飲食代 

バーベキュー 

スペース 

青空の下、緑に囲まれたロケーションでバーベキュー

が楽しめる。食材や貸出備品もあり、手ぶらで気軽に

利用できる。 

150 円/3 時間 

300 円/1 日 

※1 人当たりの場所代 

※備品・食材代別途 

その他 調理等が可能な多目的室やシャワー室がある。 多目的室 

600 円/30 分 

シャワー室 

100 円/15 分 

 



 ＜開園祭概要＞ 駐車可能台数 約 200 台 11 月 2 日、3 日は会場内駐車場のほか臨時駐車場を用意し、 

会場まで臨時バスが運行                 ※開門 9 時、閉門 16 時 

 イベント内容 内容 実施時間 備考 

① 開園記念式典 あいさつ、テープカット・記

念植樹・市内保育園/中学校に

よる演奏 

11/2 10 時～11 時 ― 

② 野菜の収穫体験 サツマイモやその他の野菜を 

収穫(当日受付) 

11/2 ①11 時～ ②12 時 30 分～ 

③13 時 45 分～ ④15 時～ 

11/3 ①10 時～ ②11 時 30 分～ 

   ②13 時～ ④14 時 30 分～ 

500 円/組(税込) 

※1 組 4 名分を目安 

とした収穫袋にて体験 

③ トラクター 

試乗体験 

本物の大型トラクターに乗っ

て実際に畑の中を走行(当日受付) 

11/2 11 時～、11/3 10 時～ 無料 

④ パフォーマンス、

トークショー 

市内高校による吹奏楽の演奏

や書道パフォーマンス、ビン

ゴ大会等を実施 

11/2 11 時～15 時 30 分 

11/3 10 時～15 時 30 分 

2 日間で 10 個の 

ステージを開催 

⑤ オープニング 

マルシェ・  

キッチンカー 

キッチンカーや市内の大学、

多治見市の団体等が集まり、

マルシェを開催 

11/2 11 時～16 時 

11/3 10 時～16 時 

全 18 店 

⑥ サボテン   

寄せ植え教室 

市内サボテン農家による寄せ 

植え体験(当日受付) 

11/2 11 時～16 時 

11/3 10 時～16 時 

500 円/人(税込) 

 

⑦ 簡単おやつ  

作り教室 

米粉を使ったおやつ 

作り教室を実施。(当日受付) 

11/2 ①11 時～ ②12 時 30 分～ 

   ③14 時～ 

11/3 ①10 時～ ②11 時 30 分～ 

   ③13 時～ ④14 時 30 分～ 

2 人 1 組 500 円(税込) 

 

＜株式会社トヨタエンタプライズ 会社概要＞ 

 代表者 代表取締役社長 高瀬 由紀夫               
本社所在地 名古屋市中村区名駅四丁目 4番 10号 

設立年月日 1952年 10月 23日 
主な事業内容 施設運営管理、人材派遣、 

セキュリティサービス、 
自動車研究開発評価支援 ほか 

資本金 1億 2000万円（トヨタ自動車 100％出資） 

従業員数 4,230人（2019年 3月末時点） 
URL http://www.toyota-ep.co.jp/ 

 

＜岩間造園株式会社 会社概要＞ 

 代表者 代表取締役  岩間 紀久裕 
本社所在地 名古屋市瑞穂区中山町 6-3-2 

設立年月日 1967年 4月 1日 
主な事業内容 公園工事・庭園工事・土木工事の設計・

施工・管理 ほか 

資本金 2300万円 

従業員数 153人（2019年 4月 1日時点） 
URL http://www.iwama-z.co.jp/company 

 

＜株式会社 TONZAKOデザイン 会社概要＞ 

 

＜あい農パーク春日井 概要＞ 

 住所 
営業時間 
 
URL 
駐車場 
総敷地面積 

春日井市西尾町字西番場 6番地 50 
10～3月は 8時 30分～18時 
4～9月は 8時 30分～19時 
http://kasugai-nougyoukouen.jp/ 
普通車 127台 
約 32,000㎡ 

  定休日 毎週月曜日 
（国民の祝日に当たる場合は 
その直後の休日でない日） 
12月 29日～31日、 
1月 1日～1月 3日 

 

代表者 代表取締役 松崎 淳 
本社所在地 名古屋中区丸の内 2-10-11 

設立年月日 2015年 2月 20日 
主な事業内容 ランドスケープ・展示に関する設計、調

査並びにコンサルタント業務 ほか 

資本金 950万円 

従業員数 9人（2019年 8月時点） 
URL http://tonzako.com/ 

 

  
  

  
担当 営業推進部 森 
TEL 052-551-8236 

FAX 052-533-7456 
E-Mail Akihiro.mori@toyota-ep.co.jp 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 

http://kasugai-nougyoukouen.jp/

