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平成24年度長野県原産地呼称管理制度　米　認定一覧（平成24年10月23日認定）平成24年度長野県原産地呼称管理制度　米　認定一覧（平成24年10月23日認定）平成24年度長野県原産地呼称管理制度　米　認定一覧（平成24年10月23日認定）平成24年度長野県原産地呼称管理制度　米　認定一覧（平成24年10月23日認定）

生産地

面 積

(㌃)

申請量

(玄米kg)

栽培の特色等 住　所

上段：電話

下段：FAX

ＨＰアドレス Ｅメール

12001 掛川　正幸掛川　正幸掛川　正幸掛川　正幸 コシヒカリ あいがも米あいがも米あいがも米あいがも米

佐久市

小諸市

167.70 8,550

・アイガモによる除草

・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

0267-58-4149

同上

- -

12002 掛川　正幸掛川　正幸掛川　正幸掛川　正幸 コシヒカリ 五郎兵衛米・御牧米五郎兵衛米・御牧米五郎兵衛米・御牧米五郎兵衛米・御牧米 佐久市 386.00 20,845 ・減農薬、減化学肥料による栽培 佐久市桑山1226-46

0267-58-4149

同上

- -

12003 碓氷　髙碓氷　髙碓氷　髙碓氷　髙 コシヒカリ 五郎兵衛米五郎兵衛米五郎兵衛米五郎兵衛米 佐久市 229.50 12,420 ・減農薬、減化学肥料による栽培 佐久市甲1566-1

0267-58-2624

0267-51-5131

- takashi-usui@nifty.com

12004 合同会社　小山農園　代表社員　小山　陽市合同会社　小山農園　代表社員　小山　陽市合同会社　小山農園　代表社員　小山　陽市合同会社　小山農園　代表社員　小山　陽市 コシヒカリ 小山農園のこだわり米小山農園のこだわり米小山農園のこだわり米小山農園のこだわり米 佐久市 51.00 3,060 ・減農薬、減化学肥料による栽培 佐久市望月210-1

0267-53-3042

0267-53-4801

- -

12005 (有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真 コシヒカリ

望月コシ（栽培期間中　農薬・望月コシ（栽培期間中　農薬・望月コシ（栽培期間中　農薬・望月コシ（栽培期間中　農薬・

化学肥料不使用）化学肥料不使用）化学肥料不使用）化学肥料不使用）

佐久市 321.00 14,400

・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

0268-61-6111

0268-61-6112

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

12006 (有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真 コシヒカリ 信州りんご米（立科産）信州りんご米（立科産）信州りんご米（立科産）信州りんご米（立科産） 立科町 438.00 19,350

・信州産りんごを混ぜ合わせた「りんご堆肥」使用

・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

0268-61-6111

0268-61-6112

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

12007 (有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真 コシヒカリ 信州りんご米（八重原産）信州りんご米（八重原産）信州りんご米（八重原産）信州りんご米（八重原産） 東御市 593.00 26,550

・信州産りんごを混ぜ合わせた「りんご堆肥」使用

・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

0268-61-6111

0268-61-6112

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

12008 (有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真(有)信州ファーム荻原　農場長　荻原　昌真 コシヒカリ

浅間コシ（栽培期間中　農薬・浅間コシ（栽培期間中　農薬・浅間コシ（栽培期間中　農薬・浅間コシ（栽培期間中　農薬・

化学肥料不使用）化学肥料不使用）化学肥料不使用）化学肥料不使用）

東御市 650.00 29,250

・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

0268-61-6111

0268-61-6112

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

12009 (有)細田農産　代表　細田　國夫(有)細田農産　代表　細田　國夫(有)細田農産　代表　細田　國夫(有)細田農産　代表　細田　國夫 コシヒカリ 安曇野産こしひかり「極上」安曇野産こしひかり「極上」安曇野産こしひかり「極上」安曇野産こしひかり「極上」 安曇野市 149.94 6,700 ・減農薬、減化学肥料による栽培

安曇野市三郷明盛403-

1

0263-77-5332

0263-77-8751

http://www.hosoda-

nousan.co.jp

info@hosoda-nousan.co.jp

12010

（農）安曇野北穂高農業生産組合（農）安曇野北穂高農業生産組合（農）安曇野北穂高農業生産組合（農）安曇野北穂高農業生産組合

代表理事組合長　丸山　秀子代表理事組合長　丸山　秀子代表理事組合長　丸山　秀子代表理事組合長　丸山　秀子

コシヒカリ 北穂米北穂米北穂米北穂米 安曇野市 436.75 28,110

・レンゲをすき込み、肥料とする

・減農薬、減化学肥料による栽培

安曇野市穂高北穂高

1936

0263-82-2690

0263-82-5133

http://www.kitahomai.jp kitahoaguri@gmail.com

12011 浅川　利夫浅川　利夫浅川　利夫浅川　利夫 コシヒカリ 浅川さんちのお米浅川さんちのお米浅川さんちのお米浅川さんちのお米 安曇野市 399.00 22,680 ・減農薬、減化学肥料による栽培

安曇野市堀金烏川

4790

0263-73-1195

0263-73-1165

http://www.matsuaz.com/azuno

o/

asataku@etude.ocn.ne.jp

12012 一柳　徳行一柳　徳行一柳　徳行一柳　徳行 コシヒカリ 　　　　 松川村 76.09 5,070 ・減農薬、減化学肥料による栽培 北安曇郡松川村2053

0261-62-9208

0261-62-9208

- niceagri@poplar.ocn.ne.jp

12013 平林　寛也平林　寛也平林　寛也平林　寛也 コシヒカリ 鈴ひかり鈴ひかり鈴ひかり鈴ひかり 松川村 66.49 4,200 ・減農薬、減化学肥料による栽培

北安曇郡松川村2533-

1

0261-62-3646

0261-62-3646

- -

12014 （農）落影生産組合　組合長理事　斉藤　寛紀（農）落影生産組合　組合長理事　斉藤　寛紀（農）落影生産組合　組合長理事　斉藤　寛紀（農）落影生産組合　組合長理事　斉藤　寛紀 ひとめぼれ おちかげの米おちかげの米おちかげの米おちかげの米 信濃町 60.00 1,830

・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

026-255-6152

同上

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

12015 （農）三ツ和農産　代表理事　清水　幸三（農）三ツ和農産　代表理事　清水　幸三（農）三ツ和農産　代表理事　清水　幸三（農）三ツ和農産　代表理事　清水　幸三 コシヒカリ

清水さんちのお米　東急ライフ清水さんちのお米　東急ライフ清水さんちのお米　東急ライフ清水さんちのお米　東急ライフ

厳選特別栽培米厳選特別栽培米厳選特別栽培米厳選特別栽培米

中野市 1,461.20 58,448 ・減農薬、減化学肥料による栽培 中野市三ツ和1768

0269-26-7444

0269-26-7576

http://www2.ocn.ne.jp/~n-

mituwa/newpage111.htm

oh-kome@gamma.ocn.ne.jp

12016

ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会

研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一

コシヒカリ eco育ちeco育ちeco育ちeco育ち®®®®こだわり米こだわり米こだわり米こだわり米 中野市 281.00 10,890 ・減農薬、減化学肥料による栽培

中野市大字吉田593-2

JA中野市営農センター

内

0269-23-3933

0269-26-0258

- -

12017

ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会

研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一

コシヒカリ eco育ちeco育ちeco育ちeco育ち®®®®こだわり米こだわり米こだわり米こだわり米 中野市 143.00 3,690

・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

0269-23-3933

0269-26-0258

- -

12018

ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会ＪＡ中野市eco育ちこだわり栽培米研究会

研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一研究会長　池田　信一

コシヒカリ eco育ちeco育ちeco育ちeco育ち®®®®こだわり米こだわり米こだわり米こだわり米 中野市 86.00 3,990 ・減農薬、減化学肥料による栽培

中野市大字吉田593-2

JA中野市営農センター

内

0269-23-3933

0269-26-0258

- -

12019 （農）野沢農産生産組合　代表理事　高橋　義三（農）野沢農産生産組合　代表理事　高橋　義三（農）野沢農産生産組合　代表理事　高橋　義三（農）野沢農産生産組合　代表理事　高橋　義三 コシヒカリ 野沢のコシヒカリ　ブナの水野沢のコシヒカリ　ブナの水野沢のコシヒカリ　ブナの水野沢のコシヒカリ　ブナの水 野沢温泉村 546.13 29,490 ・減農薬、減化学肥料による栽培

下高井郡野沢温泉村大

字豊郷3166

0269-85-2578

0269-85-3464

http://nozawa-nosan.com/ nozawan@janis.or.jp

19品 13者　　13者　　13者　　13者　　 6,541.8 309,523

長野県原産地呼称管理委員会米官能審査委員会長野県原産地呼称管理委員会米官能審査委員会長野県原産地呼称管理委員会米官能審査委員会長野県原産地呼称管理委員会米官能審査委員会

認定

番号

認定米生産者

お問い合わせ先

品種 商品名

認定米の状況


