
早速。尚哉さんの
事業内容を教えてください。

「オーナー制度」というものも
やっていると以前教えて
もらいましたが。
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尚哉さん、マジで忙しい中ありがとうございま
す！よろしくお願いします！（貴重な晴れ間の
「ハゼ掛けの日」におじゃまして来ました！）

ついに来ましたか笑。（KENTIMESインタビューが）

はい。お米を作って、多くの方に届けております。

そうですね。ごく一部の田んぼなんだけれど、 自
然環境を守るエリアというかね、 農薬を使わず
にやっていくようなエリアを選んで、小さい田ん
ぼなんだけれど、約9枚の募集をかけて、今年はそ
のうちの５枚の田んぼのオーナーさんが来てく
れました。
でね、作り方もオーナーさんごとにヒアリングし
ながら「どんなお米を作りたいか」というのを、そ
の人の好みと予算に応じて、好きなお米を作ると
いうものです。
その…設計から携わってもらって。 それでやっ
ぱり、オーナーをやるぐらいだから、みんな拘り
たいわけよ。「農薬は使えますか？使えません
か？」とかね。で、「農薬を使わずにやると、除草作
業とかも出てくんですけれど、 それでもいいで
すか？」って。
基本的にオーナーさんには、田植えに来てもらっ
て、あと稲刈り。除草のオプションのある方には、 
その期間も来てもらうっていう、そういうルール
というか取り決めをしていて。

「ハゼ掛け」真っ直中の水野さん。
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水野　尚哉
フェイスファーム代表

 in 飯山市

N：

まぁ、来れなかったら来れなかったで、今年のこ
こもそうなんだけど、台風とかで予定の日がキャ
ンセルになっちゃう時は、お米をそのままにして
おくと、どんどん品質が落ちちゃうから、次の週
末まで待てないこととかがあるので、 そういう
時は僕の方で代わりにやらせてもらうっていう
ことにしています。

自然のものなので、 刻一刻と変化してしまいま
すもんね。

そうそうそう。で、穫れ高も「最低保証」というの
をまず付けて、１反歩（いったんぶ）当たり５俵と
いうのを最低保証にして、その分の金額でまず契
約を結びます。

オーナーさん田植え体験。田植え機に乗った後はみ
んな素足でアーシング補植。これが気持ちいいと大
好評。

よっしゃ!!
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面白いですし…気分がいいですね。

ねえ。なんかプレミアな感じも
するじゃん？
しかも生産者側からしたら「そ
の人のためだけに」作るんだよ。
その水槽は。
だから、オレがこの田んぼを
やってる最中は、 そのオーナー
さんのことだけを考えて…なん
つうの、こう…片想い状況。笑　
「今何してるのかな？」とか
「オーナーさん、このお米を人に
送りたいとか言ってたけど、ど
んな人にあげるんだろうなぁ
…」とかって。
そうやって何かいろいろ飛躍し
ながら考えて作業していると、
なんか、こう…すごい良い想い
が伝わるお米に育ってってくれ
るかなぁと思う。うん。
だから、そういうオーナーさん
が、俺のキャパでは９枚まで？
あんまりたくさんいても、 数の
ほうに引っ張られちゃうから。

その辺のこだわりが、また尚哉
さんらしく「ちゃんと気持ちを
込めてる」っていうのが よくわ
かります。

（ハハハハハ）恥ずかしいね。あ
りがとう。
だってさ、オーナーさんからし
たらさぁ、今のオーナーさん東
京だったり、 遠いところだと京
都からオーナーさんになってく
れている人もいるし…あと地元
の飲食店さんだったりとかね。
飯山のカレースパイスの「山路」さ
ん（@ curry_spice_yamaji）も
元々、地元さんに興味があったみ
たいで、今年の収穫した分から、う
ちの708米を使うということで、

オーナーになってくれたりとか。

そうなんですね！それはお店から
しても「自分んちのお米です」って
言えますもんね。カレーの価値も
美味しさも上がりますね。

へへ。でも、カレーを邪魔したく
ないよね。カレーを引き立たせる
お米であって欲しいなと。お米っ
てやっぱ主食かもしれないけれ
ど、なんだかな…「おかずを美味
しく食べられるお供」みたいな。
俺の感覚だと、ご飯のお供じゃな
くて「お供のための、お供」みたい
な笑。おかずのためのお供であっ
て、なんか、そこに常にあって欲
しいなって感じ。

めっちゃ謙虚じゃないですか。ま
さに尚哉さんみたいな笑。決して
出しゃ張らずにっていうのが…。

わかんないよ。言ってるだけかも
よ笑。

（ハハハハハハ！） 

実際もう…４、５年になるかな？
このオーナー制度を始めてから。
やっていて感じたのが、オーナー
さんの友達を呼んできたり。
仲の良い家族とね、一緒に来たり
する…で、その時にそこでまた
ファンが出来たり、新しいオー
ナーさんを呼び込んでくれるっ
ていう影響が今出始めてるんだ
けど、その中で、 お米を作ったこ
とのない方もたくさん来てくれ
て「初めて田植えした」とか「初め
て田んぼの中に素足で入った」と
か「初めて鎌で稲を手で刈って

『ザクッ』」って。
なんかね、それをみんな言うの。
「この『ザクッ』っていう感覚がす
ごい新鮮！」って。
だから俺も前もって言うの。「大
地でずっと何ヶ月か育ってきた
ものを、切り離す儀式なんです。」
みたいなね。（ハハハハ！）

いい食育ですよね～！

ねえ！みんな小さいお子さん連
れて来て鎌持たせてやるわけよ。
「大地の恵を切り離していただく
瞬間ですよ～。ぜひ心して稲刈っ
てください～。」みたいにね、言う
んだけれど。
で、なんかそれをやっているとき
に、いまケンが言ったみたいに、
これって…「食育」とか、これから
の食糧危機になった時に自分た
ちで作るっていう「知恵」とか「知
識」を…それを伝えることができ
ているなと思って。だから、うち
じゃなくてもいいんだよ？その
…ここで培った経験とか「やった
ことがある」というその実績を
持って、 これから困難な時代を
迎えた時に、北斗の拳みたいな世
界じゃないけれど笑。
種籾があって、「さあ、どうす
る？」ってなった時にちょっとし
た知識があればさ、なんか生きな
がらえることができるんじゃな
いかと思ってみたり。
水田に入ることすら、ためらう人
たちが多いと思うんだよ。けど、
みんなでワイワイ、キャッキャっ
て泥んこまみれになってやるこ
とで、その最初のハードルを越え
るわけじゃん？そうなったとき
に面白いなぁって。

「オーナー制度」の良さって
どんなことがありますか？

「オーナー制度」は、どこか
参考にしたところとかある
んですか？それとも尚哉さ
んが思いついたんですか？

えっとね。僕のうちは「Rice 
Owner’s Club(ROC)」って
いう名前を付けてオーナー制度
をやってるだけれど、メリットと
しては「ここが『俺の田んぼ』だ
よ」っていう。うん、そのかたち。

そんなの都会の人からしたら、
きっと夢ですよね。

やばいよね。今までは「契約栽培」
とか、「尚哉君のこのランクのお
米を定期的に送ってください」 
ということはあったんだけれど、 
そのさらに上のステップみたい
な位置付けで。「定期的にお米を
送ってくれ」っていうよりも、む
しろ「うちの米を作ってくれ。う
ちの米をここで作ってくれ。」っ
ていうね。「じゃあ、オーナーさん
一緒に田植えしましょう！」って
いうこと。
で、実際に起きているのは、 家族
連れで春、エンジョイしに来ても
らっている感じで。うん。
「田植え」っていうのは、ただ名目
の一つで、少しリラックスして…
もう奥さんとか子どもを連れて
みんなで旅行気分で。だから田植
えは、ついでで良いぐらいで思っ
てて、こっち（北信州）に来るきっ
かけの一つ。だからちょっと観光
にも寄っているような。

マジでいい仕事してますね。

で、オーナーさんもどんどん埋ま
りつつあるけれど、もう来年の募
集もしていて…それが、クチコミ
で「オレもやってみたい！」だと
か「私も始めてみたい！」とか。し
かも、田んぼ1枚あたりで契約す
るから、ちょっと1人ではウェイ
トが重たい場合は、ダブルオー
ナー、トリプルオーナー。
例えば友達同士で契約して、その
友達ファミリーで旅行に来るみ
たいな。
仲の良い友達同士で「田植えのイ
ベント行こうぜ！」みたいなふう
にね。

それ、めちゃめちゃぜいたくな田
舎の楽しみ方ですよね。なんか、
「田んぼを所有している」ってい
う時点で、 お米を食べるときに
その満足度も全然違うでしょう
し。一番、田舎の良さを知れる旅
ですね。

思いついた!

え!それ、特許取ったほうがいい
ですよ！

ああ、でもね、調べると結構こう
いう「オーナー制度」みたいなも
のをやっている農家さん、結構
いる笑。

でも、それを尚哉さんが自分で
考えつくって凄いですよね。

あのね、ずっと定期便の上を考
えてたの。「プレミアム定期便」
にしようと思っていて。えっと
ね、「うちのコメはこの田んぼか
ら来てる」っていうのがわかれ
ばいいな、と思っていて。 聞か
れたことがあるの。
うちって今、お米のランクが3種
類あって、例えばそのうちの、
「『蛍』ってどの辺の田んぼのお
米なのって？」って。
そういうような質問があったと
きに、「ああ、そうか。定期便の購
入者さん達は、田んぼの場所ま
ではわからないのか…俺が作っ
ているっていうのはわかってく
れているけど、そこまでだもん
な。」って 思った時にひらめい
た。「ああ、これ、ちゃんと田んぼ
の場所を伝えるべきだなぁ」と
思って。
例えばさ、謙がイクラの定期便
をとっているとするじゃん？そ
のイクラがどの湾で、 どんな
シャケから取れているってわ
かっていたら面白くない？

N：

N：

N：

K・N：

N：

K：

K：

K：

N：
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オレがお米を始めるきっかけと
なったところも絡んでくるんだ
けど…元々は俺、農業法人で22
歳の頃からお世話になって働い
ていたんだけれど、そこでお米の
「イロハ」を学んだんだよね。全く
の素人の状態から。
その時にお米だけでも色んなの
方があるんだなっていうのを
知って。「ただ植えるだけじゃ
ねぇんだ！なるほどねぇ」みたい
な笑。
で、その中で、ウチもじいちゃん
がね、実家の田んぼ２枚（４反
歩）を、そろそろかな…って時
に、「まあ、おじいも高齢だし、 そ
ろそろ俺が代わるよ」って。世代
交代して。
28歳の時かな。それまでは、ずっ
と「慣行農法（化学肥料を使った、
栽培しやすい農法のこと）」で
やってきたんだけれど、農薬をな
るべく使わない方法メインで
やってみようと思ってね。
そうやって俺が自由に作れる田
んぼが2枚できたわけで、せっか

くだし、美味しいお米が作れるエ
リアだっていうのは知っている
から「美味しい以上のもの、なん
かねえかなぁ。」ってワクワクし
ながら、どんな栽培方法にしよう
かなみたいなって思ってたんだ
けれど、ちょうどそれと同じタイ
ミングで両親が病気して。
で、当時オレまだ20代だったし
…散々親に迷惑かけてきた人間
だったから笑

存じております。
（二人：ハハハハハ！）

「ちょっと待て。今いなくなられ
ても、オレ後悔しちゃうな。今で
きる何かないかな」って考えたと
きに目の前にお米があって、出
会ったのが「ピロール農法」だっ
たの。
その時の俺にとっては、「弱アル
カリ性」だったり「身体にやさし
い」ってどういうこと！？って、
まさに目から鱗だったんだよ！
だから、その時の親の状況を見て
「そんなのがあるんだったらやっ
てみたい！」ってことで「ピロー
ル農法」をやり始めたんだよ。
で、それが最初は全然うまくいか

ヤバイ話ですね。そう…なるべく
して、そうなった、というか。

そうだね。あのきっかけがなかっ
たら俺は今頃どういうお米作っ
ていたのかなって思うよ。今で
も、その当時の想いというのが
ずっと繋がっていてね。テーマが
ずっとそこなの。「家族の健康と
笑顔」。家族に対して作るお米を
少しおすそ分けしてるイメージ
で、いま事業展開をしてるので。
だからこそ、当初はネット販売は
していなかったし、口コミで知り
合いとかお友達とか「顔の見える
人」だったり、新規で出会いが
あっても、ちゃんと電話もする
し、なんなら顔見せに行くしね。
ROCもそうで、ちゃんと、ひとり
の人と真正面から向き合って、お
付き合いするっていうのがずっ
とテーマなんだよ。うん。

まさにそこで。フェイスっていう
のは言葉で言うと「顔の見える」
なんだけれど、スペルで書くと
「faith」で、（誠実）っていう意味
があって、それでこの「faith」に
したんだけれど、人にもそうだ
し、お米にも、自分自身にも、最初
の気持ちを忘れちゃいけないっ
ていう、自戒の念から笑。

食にこだわる人は多いよね。例え
ば、ちょっと、お子さんがアトピー
を持っていったりとかっていうお
父さんお母さんが選んでくれたり
とか。もう、まさにそれで。
ピロール農法ってそういう方に
おすすめ出来るものなので。で、
最近になってアスリートや芸能
人の方（格闘技界、プロ野球選手）
も増えています。（かなり有名な、
あんな方やこんな方まで利用さ
れている！）

いや、まさか自分ちの前の２枚の
田んぼからこんな風になるなん
て思わないんですよね。尚哉さん
持ち前の好奇心があってこそで
すよね。

いまね、休日は正直、もう遊べな
いというか…まぁなるべく取る
ようにはしてるんだけれど、なか
なか出来ていなくて。

そうですか。でも、子どもたちか
らしたら、親が一生懸命田んぼで
働いてる姿ってめちゃめちゃい
いと思いますよ。

そうだね。たまに子どもたちが田
植えとか、稲刈りの田んぼを見に
来たりとか、出来るところは意識
して、一緒に農作業するようには
してきていて……実はこの間、短
冊にね「おおきくなったら、おこ
めのおしごとがしたい」って書い
てあって。

美しい。泣けますね。

いや～もう嬉しいなぁ…。って。
そういう背中を見てくれてるの
かな～って思って。

やっぱり一生懸命だし、楽しそう
なのが伝わってるんですよね。

今みたいに稲刈りの時期って、わ
りと朝はゆっくりできるんだよ、
朝つゆもあるから。だから、みん
なで朝ごはんを食べた後にオレ

「708米」こだわりの
  ポイントを教えてください！

「Faith Farm」の名前の
  由来もそのためですか？

どういう方が「708米」を 
定期購入されていますか？

「尚哉さん家の休日」を
  聞かせてください

N：

N：

K：

N：

N：

N：

K：

K：

K：

N：

N：

N：

N：

K：

K：

K：

なかったし（要はね、土の中の微
生物が元気出しすぎちゃって、通
常の1.5倍もお米が穫れちゃっ
たんだよ！笑。
だから、当然お米一粒あたりの品
質は落ちるんだよ）。
で、紆余曲折あって、3年目に思
い切って、完全に肥料を使わずに
やってみたら、今度は全然お米が
穫れなかったんだけれど…ただ、
その年のお米が、めちゃめちゃ良
かったんだ！美味かった。うん。
農薬も一切使わずに、除草機でひ
たすら田んぼの中を歩き回るっ
ていうね。
まあ最初は色々言われたね。「お
前騙されてないかとか？」とか笑
われたりね。
でも俺の中では、当時選べる選択
肢の中で、栄養価を高める「ピ
ロール農法」それしかなかった。
で、その年のお米を、会社の人に
「お前のお米、めちゃめちゃよ良
いからコンクールに出してみた
ら？」って言われて、興味ないけ
ど（別にコンクールのためにやっ
てたわけじゃないからね）出して
みたんだよ。
そしたらそれが…金賞！（世界最
高米:原料米認定）と。

オレほら、今まで親や家族に迷惑
かけたヤツが「これからどうやっ
て返していくんだ」っていう、そ
の姿勢を自分にちゃんと見せ
ろって意味も含めてね。

素敵です。ブレないですね～。

合鴨とアヒルによる草食隊。
彼らの排泄物はそのまま稲の養分になります。

亜弥さん（尚哉さんの奥様）の家族は、毎年夏休みに
大阪から飯山へ顔を見せに来てくれます

寒暖差のある恵まれた環境を生かした米作りを追求

東洋ライス「世界最高米」原料米に認定.
（平成27年・28年度産）
※「世界最高米」は東洋ライス株式会社の商標

Obse!ion

（ ↓）

田んぼを守り続けてきた「じいちゃん」と

2021皇室新嘗祭献上米を一粒づつ選別しました

精白米一升（約1.8kg）を献上
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やはり期待どおり、アツイ想いと好奇心に満ち溢れ
た尚哉さんのお話は、いつも僕の心を鷲掴みです。
なぜそんなに引きこまれてしまうのか…？それは、
常に尚哉さんのお話には強烈な拘り’’尚哉ism‘’が
組み込まれているからに他なりません。
オーナー制度についても「俺のキャパでは９枚ま
で？…あんまりたくさんいても、 数のほうに引っ張ら
れちゃうから。」というその言葉通り、自分の想いを
一人ひとりに面と向かって200％届けないわけには
いかないのです。

【インタビューを終えて……】
それが僕らの心を動かすのです。
約20年前の大根畑で、高校生の僕に見せてくれた
あの笑顔が少しも変わらず、人に対しても、地球に
対しても、いつも優しい尚哉さんが僕は嬉しかった
です。
これを書いている冬の今、戸狩温泉スキー場の星
空の下、ピステンの運転席で、また新しいアイデア
がどんどんと飛躍し、一人でニヤニヤしてる尚哉さ
んの顔が浮かんでなりません。

水野さんからのお知らせ!!

Faith Farm
信頼の米作り／信州・飯山フェイスファーム

〒389-2411長野県飯山市豊田5463
TEL : 080-4009-9994

https://faithfarm.jp

新規オーナー募集中
自分だけのオリジナル米を作る

特別優秀賞
入賞

24回米・食味分析鑑定コンクール

2023年分は、残り3件 ! 3月20日（月）まで

お
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ま
で
！

ホームページ

ホームページ

Instagramフォローもよろしくお願いします!!

（ ↓）が保育園に連れて行くんだけれど「パパ、今
日もお米のお仕事だよね？ がんばってね！」っ
て言ってくれてさ。「嬉しいな～！」って。

泣ける。

泣いてんじゃん！笑。インタビュー中に泣いてる
～！笑。

いやぁ。これはめっちゃいい話です。ありがとう
ございます。

だから……俺は両親のためにお米を作ってきて、
そういう想いを、今度は龍哉（長男）たちが龍哉た
ちなりに感じてくれているのは嬉しいし、何より
亜弥ちゃん（奥さま）もね、ずっとオレがいない
間、子どもたちも見てくれてるからさ、おかげで
こうやって出来てるから…なんか、ありがたいっ
て言うかね。

それは本当ですよね。農家の奥さんて大変だと思う。

農家の旦那。笑（僕のこと指して）

今、 オーナー制度を通じて色々な人に関わって
もらっている状況で、ここのエリアって、農薬も
使っていなくて蛍もたくさん出るんだけれど、環
境保全にも一役、担ってもらって状況。
こういう風に田んぼをやることで、蛍の生育環境
を維持できていたり。方や、残留窒素とか硝酸態
窒素とかね、水を汚してしまうものを極力使わな
いことで、川に流れ込む余分な肥料分とかで
…その川が結局海に行くじゃん。

で、赤潮の問題になったりとか。
「地球全体の健康」って考えた時に、自分のいるエ
リアだけでもなるべく健康体でいられるように。
そして、もっと言うと山。俺は、林業を凄くリスペ
クトしてるんだけれど、 山の健康にもこれから
どんどん注力していきたいなと思っていて。
戦後、杉がたくさん植えられて、今燃料革命が起
きて…杉が今どんどん大きくなっていて、管理も
離れちゃってるんだけど（その杉の花粉が今、猛
威をふるってるんだけれど）、結局、人間が「時代」
のためにやってきたことが、今になってまた人間
を苦しめちゃってて。
今、スギ花粉ってめちゃめちゃ辛いじゃん？で
も、先代が植えたものなんだよ。でも先代を責め
られないじゃん？
当時は貴重なものだったんだよ。「早く家を建て
たい」とか「日本を再建させたい」とかって必死
だったからね。
それで今、 林業の人たちは なんとかしたいって、 
命をかけて仕事してるわけだよね。危険な仕事だ
からさぁ。そういうことも含めて、山からしたら、
その次に位置するのは里山風景の農業。だから俺
は俺に出来ることで、この土地を守っていきたい
なぁっていう想い。自分たちのフィルターだけで
はなくて、「地球全体」とか「大地全体」っていう目
線で、これから考えていきたい。
そういう感覚をね。いろんな人がもっと里山を
守っていけるような、そういうことをもっと伝え
ていきたい。一つ、名前を付けるとするなら、自分
は今、お米作りをもちろん真剣にやってるんだけ
れど、お米づくりを通じて「里山コミュニティビ
ルダー」っていう、そういう存在として、これから
やっていきたいなと思う。
里山に人が来てくれることで、それが観光にも
なって、ここが潤ったり、もっと言うと、 将来、農
業をやってみたいという人たちのきっかけに
なったり、という感覚を持ってます。

「これからのFaith Farm」を聞か
  せてください

K：

K：

K：

N：

N：

N：

N：

N：

（インタビュー終わり）

自信の味、

一度味わっ
て

みてくださ
いね!!

To the Future
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K o n o  K e n

ニュースレター制作者・プロフィール

河野  謙（こうのけん）
■1987年7月10日生まれ（卯年・かに座）
■ファイナンシャルプランナー
■双子(弟は連)
■Ａ型　
■三児の父（長男：2016.7／長女：2018.12／　
　次男：2020.10）
■サイグラム／M10　　
■動物占い／感情的なライオン・ゴールド
■野沢温泉村在住
　（横落のFujiyoshi。ずっと地元民）

　スキーだけやっていた大学生活だったので、当時「こんな仕事が
したい！」というものがなく（スキーで稼いでいくほどの実力も自
信もなかった）、４年のゴールデンウィーク頃から就活をスタート。
　その頃、株やFXをやっていたということもあり「なんとなく金融
が面白そうかな」という思いと、長野県出身のスキー部の先輩が、
卒業後そこで活躍していることを知っていたので、地元の金融機
関である「株式会社　長野銀行」に入行。
 　入行後一年は、掃除、雪かきの毎日。ちょっと退屈だったが、
雪かきに関しては豪雪地帯・野沢温泉出身の実力をここぞとばか
りに発揮し、銀行の敷地内だけでは物足りず、勝手に近所の商店の
雪かきまでしていた。
　そして楽しくお茶をいただき、預金までしてもらっていた。お客
さんと心が通じる、「河野君だから」で任せてもらう。これが営業か
……と、その時に思った。

●野沢温泉小学校
●野沢温泉中学校
●飯山北高等学校
●立命館大学
  （経済学部・国際経済学科）
   ずっとスキー部（アルペン）

【学　校】
楽観主義者。小さい時からそうだったわけでは
ない。大学ぐらいから海外に行ったり、色んな
友達と付き合う中でそうなっていったと思う。
判断は早い方。ただし、睡眠不足に陥るとあら
ゆる面でうまくいかなくなってしまう。仕事も
遊びも、同じことを繰り返してその精度が上
がっていくことに喜びを感じるタイプ。

【性　格】

村上春樹、池波正太郎、浅田次郎、野田知佑、椎名誠、伊
集院静など。特に村上春樹は相当の回数読んでいる作
品が多い。

好きな作家遊びや日課

仕事の変遷

特に好きなものは90年代日本語
ラップ。
「BUDDHA BRAND」「キエるマキュ
ウ」に関しては博士。ユーミン、Hi-Fi 
Set、ビートルズ他、ジャズもクラ
シックも好き。

ランクル80（1992）。妻は
ランクル60（1981）に
乗ってます！二人とも、
だいぶ愛着湧いてます。

好きな音楽

●スキー・スノーボード。
　シーズン中は週２ぐらいのペース。
●サーフィン。
　直江津がメイン。
　力強いハワイの波が
　忘れられない。
●中学校の時は北竜湖で
　ヘラブナを釣ることが
　何よりの楽しみだった。
　現在は渓流釣り。
●ゴルフ(2020年からハマり、2021年現在、100前
後をウロチョロ。斑尾タングラムがメイン。)

●サウナ。ちょっと行かないと禁断症状が出る。
　基本は木島平パノラマランド
●飲酒はほぼ毎日。夕飯時には欠かせない。
　（ビール、日本酒、ワイン、ウィスキー）
●睡眠重視。少しでも眠気を感じたら、可能な限り
どんなことよりも最優先してまずは眠る。

●26歳から、お祭りで猿田彦の笛をやっている。
● 消防団員。第一分団第二動力班

ランクル

BUDDHA BRAND

　２年目からは松本の支店で営業係。預金・住宅ローン・投資信託・保
険を主に販売。最初はどうしていいかわからず、お客さんの家でお茶
をもらってばかりいたが、ある日突然自分の中で「何か」が解り、そ
こからは営業が楽しくて仕方なくなった。
　お客さんは「その先に何を求めているか。」これが本質。
 
　2014年（銀行4年目26歳の時）長野銀行出身の、尊敬する先輩に
声をかけてもらったことがきっかけで、現在の会社に転職。ずっ
と地元だけで仕事ができる。本当に自分が好きで、お客さんに
とって100％いいものだけを案内できるということが最大の魅力
だった。
　現在は「KEN TIMES」も発行。地元の事業主のインタビュー、
お得な金融情報、日々の日記を掲載している。お客さん同士が繋
がり、地元がどんどん盛り上がっていくことが何よりの喜び。

「ぽっぽ動物病院」
松川　恵 さん

「有限会社　丸見屋商店」
河野　晃久さん

「リラクゼーションNemu」
福澤　美里 さん

「nozowa green field」
河野　健児 さん

「やよい農園」
滝沢　弥生 さん

「and sugar」
髙坂　沙也香 さん

「ambis」
福澤　龍一 さん

「翻訳家」
辛島・ジェニファー・フランセス さん

「POWERDRIVE  R117」
庚　敏久さん

「BODY CARE SALON WISH」
白石　里香子 さん

「Paint Up Sugar」
佐藤　亮一 さん

「タイコア合同会社」
ロビンソン・ガードナー さん
            　　  奈津子 さん

「山本園」
山本　亮介 さん
　　　　愛 さん

「ひぐらし農場」
木内　晴基 さん
　 （妹）マミ さん

「合同会社
        MonkeyBusinessCO.」
中嶋　サマンサ さん

「Snowboarder’s base
                               NEO BAR」
牧野　千尋 さん

「タイ料理　クアタイ」
市川　良樹 さん
　　　　史 さん

「野沢出張マッサージ
　サオリセラピイ」
齊藤　沙織 さん

「ひなたやまデザイン」
髙野　理恵子 さん

「Faith Farm」
水野　尚哉 さん

ご契約者の中で「野沢・飯山をメインに事業を行なっている方」に向け
てインタビューをさせてもらっています。お客さま同士ががり合い、「地元がよ
り盛り上がっていったらいいな～」と思っています。

ご契約者のインタビュー
河野謙のホームページでご覧いただけます

https://konoken.com
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バックナンバー

河野謙のホームページ

お楽しみに!!

Coming soon
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BUDDHA BRAND

　２年目からは松本の支店で営業係。預金・住宅ローン・投資信託・保
険を主に販売。最初はどうしていいかわからず、お客さんの家でお茶
をもらってばかりいたが、ある日突然自分の中で「何か」が解り、そ
こからは営業が楽しくて仕方なくなった。
　お客さんは「その先に何を求めているか。」これが本質。
 
　2014年（銀行4年目26歳の時）長野銀行出身の、尊敬する先輩に
声をかけてもらったことがきっかけで、現在の会社に転職。ずっ
と地元だけで仕事ができる。本当に自分が好きで、お客さんに
とって100％いいものだけを案内できるということが最大の魅力
だった。
　現在は「KEN TIMES」も発行。地元の事業主のインタビュー、
お得な金融情報、日々の日記を掲載している。お客さん同士が繋
がり、地元がどんどん盛り上がっていくことが何よりの喜び。

「ぽっぽ動物病院」
松川　恵 さん

「有限会社　丸見屋商店」
河野　晃久さん

「リラクゼーションNemu」
福澤　美里 さん

「nozowa green field」
河野　健児 さん

「やよい農園」
滝沢　弥生 さん

「and sugar」
髙坂　沙也香 さん

「ambis」
福澤　龍一 さん

「翻訳家」
辛島・ジェニファー・フランセス さん

「POWERDRIVE  R117」
庚　敏久さん

「BODY CARE SALON WISH」
白石　里香子 さん

「Paint Up Sugar」
佐藤　亮一 さん

「タイコア合同会社」
ロビンソン・ガードナー さん
            　　  奈津子 さん

「山本園」
山本　亮介 さん
　　　　愛 さん

「ひぐらし農場」
木内　晴基 さん
　 （妹）マミ さん

「合同会社
        MonkeyBusinessCO.」
中嶋　サマンサ さん

「Snowboarder’s base
                               NEO BAR」
牧野　千尋 さん

「タイ料理　クアタイ」
市川　良樹 さん
　　　　史 さん

「野沢出張マッサージ
　サオリセラピイ」
齊藤　沙織 さん

「ひなたやまデザイン」
髙野　理恵子 さん

「Faith Farm」
水野　尚哉 さん

ご契約者の中で「野沢・飯山をメインに事業を行なっている方」に向け
てインタビューをさせてもらっています。お客さま同士ががり合い、「地元がよ
り盛り上がっていったらいいな～」と思っています。

ご契約者のインタビュー
河野謙のホームページでご覧いただけます

https://konoken.com
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バックナンバー

河野謙のホームページ

お楽しみに!!

Coming soon
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