●江戸川区自然動物園

牧場紹介
第12回国産羊毛コンクールに出品され
た牧場の全リストです。羊の品種と頭
数、そして羊飼いからのメッセージを
掲載いたしました。
●小野めん羊牧場

サフォークまたはサフォーク系交雑種約 200 頭。
健康な羊、良質な羊肉と羊毛の生産を目指して
日々試行錯誤しています。
〒 049-4511 北海道久遠郡せたな町北檜山区
松岡 346 番地８
☎ 0137-85-1586 FAX0137-85-1586
onomen2245@gmail.com

●ヨークシャーファーム

サウスダウン×ポールドーセット 交雑種 約
240 頭。羊肉の生産牧場です。サウスダウン×ポー
ルドーセットのいいとこ取りしたフリースがたま
にあります。
〒 081-0038 北海道上川郡新得町新得基線
115 番地 7
☎ 0156-64-4948 FAX0156-64-4151
eiichi@york.co.jp

● Bee's Farm

マンクス×コリデール ジェイコブ×コリデール
の 2 頭。今年もステキなフリースがご用意でき
ました。アナ、雪のフリースを使った作品をご紹
介くださいませ。
〒 509-0245 岐阜県可児市下切 2763-1
☎ 090-3567-3697 FAX0574-60-3075
maillrin7asa4@ma.ctk.ne.jp

●ひつじ工房 Quill

チェビオットの交雑種 3 頭。人と羊をより身近に、
大切なパートナーとして共に歩む未来を目指して
います。
〒 501-3922 岐阜県関市大杉 567-10
☎ 080-3612-5736
mail@hituji-quill.com
https://www.hituji-quill.com

● Flying-sheep

● TOMAMU SHEEP FARM

ポールドーセット、サフォークとその交雑種計
120 頭です。春から秋は昼夜放牧、積雪期は羊
舎で飼育しています。厳冬期は最低気温が -30℃
になることもあります。
〒 079-2203 北海道勇払郡占冠村字下トマム
☎ 090-6993-7932
tomamusheepfarm@gmail.com
https://www.facebook.com/tomamusheepfarm

●㈱アレフ

コリデール ４頭（うちカラード２頭）。
動物園で飼育しているヒツジです。職員からもお
客さんからも大切にされて育っています。
〒 134-0081 東京都江戸川区北葛西 3-2-1
☎ 0336-80-0777 FAX0336-86-3911
cerevezasanae0629@gmail.com
https://www.edogawa-kankyozaidan.jp/
zoo/?locale=ja

えこりん村

主にポールドーセット 約 1000 頭。ポールドー
セット独特の弾力は他にはない魅力だと思います。
是非色々な方に使って頂きたいです。
〒 061-1421 北海道恵庭市牧場 281-1
☎ 0123-34-7800 FAX0123-35-2322
http://www.ecorinvillage.com/

●ルピナスファーム

サフォーク、コリデール、サフォーク×コリデー
ルの交配種 17 頭。元気いっぱいの羊達の羊毛で
す ! よろしくおねがいします !
〒 989-1503 宮城県柴田郡川崎町
☎ 022-247-8815
wegopecora-84@ymobile.ne.jp

フライス、コリデール、ロムニーの交雑種 14 頭。
舎飼いの時期に、背中に入ってしまうゴミを減ら
すために、今年は背中にカバーをかけて飼育しま
した。
静岡県富士宮市
FAX0544-52-0324
sheepandgokuuwith̲nobu@docomo.ne.jp

● EPO Farm & ガーデン

サウスダウン、サウスダウン系交雑種。今年もみ
んな元気です！「café こばっちょ」にはふれあ
い兼草刈担当の羊がいます。遊びに来てください。
〒 418-0011 静岡県富士宮市栗倉 2736-3
☎ 0544-21-9533 FAX0544-21-3033
indy-works@royal.ocn.ne.jp

●デンマーク牧場福祉会

いぶき

コリーデール 20 頭 サフォーク 4 頭。デンマーク
牧場では牛のいる牧草地で羊を飼っています。広
い草原を羊の群れが移動する様は迫力があります。
〒 437-1311 静岡県袋井市山崎 5902-167
☎ 0538-23-0880 FAX0538-23-0881
ibiki@denmark-bokujyo.or.jp

● @yasuonyan（アットヤスオニャン）

チェビオット 単頭飼い。ペットとして羊の単
頭室内飼いを模索していたらもう５年目デシ。
毎月、入浴していてアルルは清潔にゃん。
〒 425 静岡県 焼津市
tororibicchi@gmail.com

●㈲愛知兄弟社

コリデール、サフォーク、チェビオットの交雑種、
35 頭。羊をより多くの方に伝えるために、「羊飼
いの糸」としても活動をしています。
〒 470-0111 愛知県日進市米野木町南山 977
☎ 0561-72-1300 FAX0561-72-1521
hiroba@aiboku.com
https://aiboku.com

●おくむらみにまむ牧場

コリデール 1 頭 チェビオット 2 頭。愛知牧
場産コリデール（楽太郎、雄・去勢済み）3 歳
宮本牧場産チェビオット（姫、菊、双子雌）2 歳
〒 484-0894 愛知県犬山市
☎ 0568-67-0277 FAX0568-67-7489
okumura@metalsolid.net
https://www.facebook.com/minimum.farm

●北森

去年からこの国産羊毛コンクール ”Fleece of the Year 2022” は、入賞フリース全てにリボンを贈るように改変いたしました。
2011 年にはじまって以来、年々順位を付けられないくらい素晴らしいフリースが集中し、上位 1 − 2 フリースを選ぶことが困
難になってきたからです。リボンに変えたおかげで “ 美しいフリース ” 全てに賞を差し上げることができるようになりました。
年に 1 度の「羊からの恵み」である羊毛。牧場それぞれの自慢のフリースをお楽しみ下さい。

2022 国産羊毛コンクール入賞牧場リスト
牧場名

金賞

ここに登場するスピナークラスの羊毛は最上質の
フリースです。すなわち羊毛全体の上位1−2％に
すぎません。残り99％あります。羊毛を愛するこ
とは、牧場とお付き合いするということにつなが
ります。この国産羊毛コンクールは、羊飼いとスピ
ナーの出会いの場なのです。

銀賞

サフォーク

グレー

4

サフォーク

グレー

6

ポールドーセット

えこりん村

白

Beeʼs Farm

11

ジェイコブ×コリデール

ひつじ工房 Quill

12

チェビオット交雑

白

Flying Sheep

13

フライスランド系

黒

Flying Sheep

14

コリデール系

白

@yasuonyan

18

チェビオット

19

コリデール×マンクス

おくむらみにまむ牧場

21

コリデール

白

おくむらみにまむ牧場

22

チェビオット×コリデール

白

かいたファーム

26

コリデール

白

3

ブルーラドーセット純血

白

5

ポールドーセット

白

ヨークシャーファーム
えこりん村

グレー

白
グレー

Beeʼs Farm

10

マンクス×コリデール

グレー

EPO Farm ＆ガーデン

15

サウスダウン系交雑種

濃茶

20

コリデール×マンクス

白

24

コリデール×サフォーク

白

かいたファーム

27

コリデール交雑

白

小野めん羊牧場

2

サフォーク

白

ルピナスファーム小嶋純子

7

コリデール×サフォーク交雑種

白

8

（有）愛知兄弟社
北森

由香

ルピナスファーム小嶋純子

量

色

1

（株）アレフ

銅

品種

トマムシープファーム

（有）愛知兄弟社

●かいたファーム

通し番号

小野めん羊牧場
（株）アレフ

フライスランド 49 頭、コリデール 2 頭 。羊たち
は吉備高原でのんびり暮らしています。
岡山県加賀郡吉備中央町
sheep.lambsear@gmail.com
http://www.sheep-lambsear.com

コリデール雑種。山口県の山奥で梨・ぶどう園を営
んでいます。5 年前より羊２頭を飼い始め、果樹の
下草刈りを任せています。
〒 745-0402 山口県周南市金峰 2912-1
☎ 090-3746-0907 FAX0834-86-2060
snowdrops.0721@ray.ocn.ne.jp
https://www.kaitafarm.com/

2022年6月17日

牧場自慢のフリースが勢ぞろいしました！！！ 美しいフリース全てに金銀銅のリボンを贈ります。

●三好真裕

商品のご注文
牧場名

入賞フリースの結果報告

由香

コリデール 2 頭。一年健康に過ごせて毛刈りの
季節。カバーは拒否されて降りものが混ざり残念
ですが、ドキドキの出品です。
〒 648-0003 和歌山県橋本市隅田町
☎ 0736-36-2939 FAX0736-36-2939
catﬁsh29395963@yahoo.co.jp

オーダーフォーム
番号

第12回
国産羊毛コンクール
”Fleece of the Year 2022”

コリデール

白

EPO Farm ＆ガーデン

16

サウスダウン系交雑種

白

デンマーク牧場福祉会いぶき

17

コリデール

白

北森

23

コリデール

白

由香

今年も素晴らしいフリースが揃いました。
牧場様にとっては、コンクールに出品することによって、毛質やスカーティング（裾物を取る作業）
備考・メッセージなど

ふ り が な

お名前

など、羊毛の出荷の仕方についての目合わせをし、スピナーに牧場自慢のフリースを手に取っていた
だくことができます。そして羊毛の毛質や扱い方がわかったら、ジャパンウールプロジェクト（※注）
に参加して、羊毛を販売する道も開けていきます。
またスピナー様には、このコンクールで直接牧場と繋がることもできます（p4 に牧場紹介）。

TEL/FAX

※昼間にご連絡ができる番号をご記入ください。

今後とも、
「国産羊毛コンクール」と「ジャパンウールプロジェクト」の、国産羊毛を無駄なく生かす

住所

〒

2 つの取組みをご支援ください。

メール

SPIN HOUSE PONTA.

FAX 075-462-5966

主催：SPIN HOUSE PONTA. 〒603-8344 京都市北区等持院南町46-6
TEL 075-462-5966 FAX 075-461-2450
sheep@spinhouse-ponta.jp https://www.spinhouse-ponta.jp

Wool Classer 本出ますみ
後援：公益社団法人畜産技術協会、
日本羊毛産業協会

※注
ジャパンウールプロジェクト（Japan
Wool Project/JWP）協議会
2019 年にはじまる国産羊毛を紡績し
て製品にするプロジェクト。（羊毛を
出品するには最低 50㎏以上必要）
事務局：日本羊毛産業協会内
541-0051 大阪府大阪市中央区備後町
2-5-8 綿業会館 4 階
参考のブログ：
https://spinhouse-ponta.jp/jwp/

