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平成２3年度長野県原産地呼称管理制度　米　認定一覧（平成23年11月17日認定）

生産地
面 積
(㌃)

申請量
(玄米kg)

栽培の特色等 住　所 電話／ＦＡＸ ＨＰアドレス Ｅメール

11024 掛川　正幸 コシヒカリ あいがも米 佐久市 167.70 8,550
・栽培期間中、農薬不使用
・栽培期間中、化学肥料不使用

佐久市桑山１２２６－４５
TEL：0267-58-4149
FAX：　　　同上

- -

11025 (有)信州ファーム荻原  農場長　荻原　昌真 コシヒカリ 立科コシ 立科町 100.00 4,400
・栽培期間中、農薬不使用
・栽培期間中、化学肥料不使用

東御市八重原７２３
TEL：0268-61-6111
FAX：0268-61-6112

http://shinshu-farm.com info@shinshu-farm.com

11026 白倉　卓馬 コシヒカリ 八重原米 東御市 146.00 8,760
・栽培期間中、農薬不使用
・栽培期間中、化学肥料不使用

東御市八重原３２０
TEL：0268-67-3000
FAX：0268-67-3544

-
shirakura_ricefarm@po3.ueda.ne.j
p

11027 白倉　卓馬 コシヒカリ 八重原米 東御市 172.00 10,320
・栽培期間中、農薬不使用
・栽培期間中、化学肥料不使用

東御市八重原３２０
TEL：0268-67-3000
FAX：0268-67-3544

-
shirakura_ricefarm@po3.ueda.ne.j
p

11028 白倉　卓馬 コシヒカリ 八重原米 東御市 457.00 27,400 ・減農薬、減化学肥料による栽培 東御市八重原３２０
TEL：0268-67-3000
FAX：0268-67-3544

-
shirakura_ricefarm@po3.ueda.ne.j
p

11029 柳澤　謙太郎 コシヒカリ 信州八重原米　極　コシヒカリ 東御市 62.00 3,348
・栽培期間中、農薬不使用
・栽培期間中、化学肥料不使用

東御市八重原１５８８
TEL：0268-67-2256
FAX：0268-67-2756

http://www.kentaromai.com/inde
z.html

k-yanagisawa@kentaromai.com

11030 柳澤　謙太郎 コシヒカリ 信州八重原米　コシヒカリ 東御市 57.00 3,420
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

東御市八重原１５８８
TEL：0268-67-2256
FAX：0268-67-2756

http://www.kentaromai.com/inde
z.html

k-yanagisawa@kentaromai.com

11031 柳澤　謙太郎 天竜乙女 信州八重原米　天竜乙女 東御市 90.00 4,860 ・減農薬、減化学肥料による栽培 東御市八重原１５８８
TEL：0268-67-2256
FAX：0268-67-2756

http://www.kentaromai.com/inde
z.html

k-yanagisawa@kentaromai.com

11032 滝沢農園　代表　滝沢　栄一 コシヒカリ 八重原米 東御市 128.00 5,800 ・減農薬、減化学肥料による栽培 東御市八重原２９３９
TEL：0268-21-2408
FAX：　　　同上

http://www14.ueda.ne.jp/~waterf
all/

waterfall@po14.ueda.ne.jp

11033 ＪＡ信州うえだ　しおだ米プロ生産者部会　代表　小林　好雄 コシヒカリ 「蛍」（ほたる） 上田市 163.22 7,380 ・減農薬、減化学肥料による栽培 上田市住吉５５８－２
TEL：0268-67-3113
FAX：0268-21-0111

http://www.ja-
shinshuueda.iijan.or.jp/

-

11034 ＪＡ信州うえだ　しおだ米プロ生産者部会　代表　小林　好雄 コシヒカリ 「蛍」（ほたる） 上田市 744.64 37,440 ・減農薬、減化学肥料による栽培 上田市住吉５５８－２
TEL：0268-67-3113
FAX：0268-21-0111

http://www.ja-
shinshuueda.iijan.or.jp/

-

11035 伊那有機栽培研究会　会長　鳥原　實 コシヒカリ 上納米 伊那市 276.00 17,190
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

伊那市東春近下殿島
４０１０

TEL：0265-78-0560
FAX：　　　同上

- makoto-t@dia.janis.or.jp

11036 伊那有機栽培研究会　会長　鳥原　實 コシヒカリ 上納米 伊那市 50.20 2,580
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

伊那市東春近下殿島
４０１０

TEL：0265-78-0560
FAX：　　　同上

- makoto-t@dia.janis.or.jp

11037 中央アルプス有機栽培研究会　会長　田畑　伊三郎 コシヒカリ アルプス太郎米 伊那市 99.80 5,880
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

伊那市小沢７５０５
TEL：0265-73-5137
FAX：　　　同上

- isabro@ina.janis.or.jp

11038 中央アルプス有機栽培研究会　会長　田畑　伊三郎 コシヒカリ アルプス太郎米 伊那市 58.60 2,400
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

伊那市小沢７５０５
TEL：0265-73-5137
FAX：　　　同上

- isabro@ina.janis.or.jp

11039 倉科　有隆 コシヒカリ 信州の米 松本市 421.72 25,650
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

松本市神林３５８７
TEL：0263-28-3966
FAX：　　　同上

- -

11040 細井ファーム　細井　正博 コシヒカリ 有機ＪＡＳ認定米 安曇野市 92.00 3,720
・栽培期間中、農薬不使用
・栽培期間中、化学肥料不使用

安曇野市豊科南穂高
２３１－５

TEL：0263-73-7127
FAX：　　　同上

http://homepage3.nifty.com/sinm
ai-100show/

sinmai-hyaksyo@mb.infoweb.ne.jp

11041 細井ファーム　細井　正博 コシヒカリ 特別栽培米 安曇野市 142.00 7,740 ・減農薬、減化学肥料による栽培
安曇野市豊科南穂高
２３１－５

TEL：0263-73-7127
FAX：　　　同上

http://homepage3.nifty.com/sinm
ai-100show/

sinmai-hyaksyo@mb.infoweb.ne.jp

長野県原産地呼称管理委員会米官能審査委員会
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11042 （有）斉藤農園　代表取締役　斉藤　彰久 コシヒカリ おひさまの里　安曇野コシヒカリ 安曇野市 140.17 6,390
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

安曇野市堀金烏川
５６９９－１

TEL：0263-71-1560
FAX：0263-71-1577

http://www.saito-farm.net info@saito-farm.net

11043 浅川　利夫 コシヒカリ 浅川さんちのお米 安曇野市 154.00 9,120
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

安曇野市堀金烏川
４７９０

TEL：0263-73-1195
FAX：0263-73-4192

http://www.matsuaz.com/azunoo
/

asataku@etude.ocn.ne.jp

11044 西村　憲 コシヒカリ 米（コシヒカリ） 塩尻市 500.00 24,000 ・減農薬、減化学肥料による栽培
塩尻市大字広丘堅石
８１０－２

TEL：0263-52-2254
FAX：　　　同上

- -

11045 しろうま農園　（有）ティーエム　津滝　俊幸 コシヒカリ 白馬そだち　コシヒカリ 白馬村 431.00 24,000 ・減農薬、減化学肥料による栽培
北安曇郡白馬村神城
１７３５７

TEL：0261-75-3301
FAX：　　　同上

http://www.tm-hakuba.com tm@tm-hakuba.com

11046 白馬ファーム　代表　武田　昭彦 ゆめしなの 白馬村 106.00 1,440 ・減農薬、減化学肥料による栽培
北安曇郡白馬村
２５５３８

TEL：0261-75-2411
FAX：　　　同上

http://www.hakubafarm.com takeda@hakubafarm.com

11047 仲俣農園　仲俣　孝志 コシヒカリ 米 飯綱町 220.00 12,760 ・減農薬、減化学肥料による栽培
上水内郡飯綱町大字黒川
１６４３

TEL：026-253-7601
FAX：　　　同上

- komemonogatari@docomo.ne.jp

11048 （農）落影生産組合　組合長理事　斉藤　寛紀 コシヒカリ おちかげの米 信濃町 219.00 10,500
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

上水内郡信濃町大字穂波
１２２２－１

TEL：026-255-6152
FAX：　　　同上

http://ochikage.com/ agri-ochikage@brown.plala.or.jp

11049 （農）落影生産組合　組合長理事　斉藤　寛紀 コシヒカリ おちかげの米 信濃町 75.00 3,600
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

上水内郡信濃町大字穂波
１２２２－１

TEL：026-255-6152
FAX：　　　同上

http://ochikage.com/ agri-ochikage@brown.plala.or.jp

11050 小柳農園　新井 康寛 コシヒカリ 小柳農園のコシヒカリ 中野市 106.39 5,520 ・減農薬、減化学肥料による栽培
中野市大字柳沢
１４０８－イ

TEL：0269-26-8901
FAX：　　　同上

- arai-h@dia.janis.or.jp

11051 小柳農園　新井 康寛 コシヒカリ 小柳農園のコシヒカリ 中野市 417.82 20,343 ・減農薬、減化学肥料による栽培
中野市大字柳沢
１４０８－イ

TEL：0269-26-8901
FAX：　　　同上

- arai-h@dia.janis.or.jp

11052 ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会　研究会長　池田 嘉博 コシヒカリ eco育ち 　 こだわり米 中野市 60.00 3,240
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

中野市大字吉田５９３－２
JA中野市営農センター内

TEL：0269-23-3933
FAX：0269-26-0258

- -

11053 金崎　隆 コシヒカリ 金崎さんちのお米 飯山市 113.80 6,330 ・減農薬、減化学肥料による栽培 飯山市大字豊田８０３
TEL：0269-65-2639
FAX：　　　同上

http://www.iiyama-
catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

11054 金崎　隆 コシヒカリ 金崎さんちのお米 飯山市 125.90 6,120 ・減農薬、減化学肥料による栽培 飯山市大字豊田８０３
TEL：0269-65-2639
FAX：　　　同上

http://www.iiyama-
catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

11055 金崎　隆 キヌヒカリ 金崎さんちのお米 飯山市 55.42 2,730 ・減農薬、減化学肥料による栽培 飯山市大字豊田８０３
TEL：0269-65-2639
FAX：　　　同上

http://www.iiyama-
catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

11056 金崎　隆 キヌヒカリ 金崎さんちのお米 飯山市 55.95 3,000 ・減農薬、減化学肥料による栽培 飯山市大字豊田８０３
TEL：0269-65-2639
FAX：　　　同上

http://www.iiyama-
catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

11057 （農）戸狩サンファーム　宮沢　宝 コシヒカリ 宝米 飯山市 599.68 31,502 ・減農薬、減化学肥料による栽培 飯山市大字常郷６８２－５
TEL：0269-65-4787
FAX：　　　同上

http://www2.plala.or.jp/t-
sanfarm/tiikijyouhou.html

t-sunfarm@rouge.plala.or.jp

11058 木島平米ブランド研究会　代表　佐藤　正市 コシヒカリ
山紫水明　北信州木島平産ｺｼﾋｶﾘ
特別栽培完熟米

木島平村 355.00 16,800
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

下高井郡木島平村往郷
９７３－１

TEL：0269-82-3111
FAX：0269-82-4121

- -

　３５品 ２２者　　 7,163.0 374,233

Ｒ


