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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11月21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11月21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11月21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11月21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

12020 （農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹 コシヒカリ

特別栽培米農薬１回信州たて特別栽培米農薬１回信州たて特別栽培米農薬１回信州たて特別栽培米農薬１回信州たて

しな産こしひかり御泉水米しな産こしひかり御泉水米しな産こしひかり御泉水米しな産こしひかり御泉水米

立科町 117.00 6,270

・減農薬による栽培

・栽培期間中、化学肥料不使用

北佐久郡立科町大字

桐原518

0267-56-2746

0267-56-2911

http://www.iijima-

farm.com/

iijima-farm@sas.janis.or.jp

12021 （農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹 コシヒカリ

特別栽培米信州たてしな産宇特別栽培米信州たてしな産宇特別栽培米信州たてしな産宇特別栽培米信州たてしな産宇

山こしひかり御泉水米山こしひかり御泉水米山こしひかり御泉水米山こしひかり御泉水米

立科町 208.20 11,040 ・減農薬、減化学肥料による栽培

北佐久郡立科町大字

桐原518

0267-56-2746

0267-56-2911

http://www.iijima-

farm.com/

iijima-farm@sas.janis.or.jp

12022 （農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹（農）飯嶋農園　理事　飯嶋　光樹 コシヒカリ

特別栽培米信州たてしな産桐特別栽培米信州たてしな産桐特別栽培米信州たてしな産桐特別栽培米信州たてしな産桐

原こしひかり御泉水米原こしひかり御泉水米原こしひかり御泉水米原こしひかり御泉水米

立科町 887.30 52,050 ・減農薬、減化学肥料による栽培

北佐久郡立科町大字

桐原518

0267-56-2746

0267-56-2911

http://www.iijima-

farm.com/

iijima-farm@sas.janis.or.jp

12023 笹屋農園　笹平　達也笹屋農園　笹平　達也笹屋農園　笹平　達也笹屋農園　笹平　達也 コシヒカリ 信州八重原米、笹屋農園の米信州八重原米、笹屋農園の米信州八重原米、笹屋農園の米信州八重原米、笹屋農園の米 東御市 223.00 12,711

・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2827-

5

0268-67-3626

0268-67-3120

- -

12024 笹屋農園　笹平　達也笹屋農園　笹平　達也笹屋農園　笹平　達也笹屋農園　笹平　達也 コシヒカリ 信州八重原米、笹屋農園の米信州八重原米、笹屋農園の米信州八重原米、笹屋農園の米信州八重原米、笹屋農園の米 東御市 315.00 18,900 ・減農薬、減化学肥料による栽培

東御市八重原2827-

5

0268-67-3626

0268-67-3120

- -

12025 白倉　卓馬白倉　卓馬白倉　卓馬白倉　卓馬 コシヒカリ 八重原米八重原米八重原米八重原米 東御市 318.00 19,080

・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

0268-67-3000

0268-67-3544

-

shirakura_ricefarm@po3.ueda.

ne.jp

12026 白倉　卓馬白倉　卓馬白倉　卓馬白倉　卓馬 コシヒカリ 八重原米八重原米八重原米八重原米 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

0268-67-3000

0268-67-3544

-

shirakura_ricefarm@po3.ueda.

ne.jp

12027 柳澤　謙太郎柳澤　謙太郎柳澤　謙太郎柳澤　謙太郎 コシヒカリ 信州八重原米　コシヒカリ信州八重原米　コシヒカリ信州八重原米　コシヒカリ信州八重原米　コシヒカリ 東御市 670.90 36,600 ・減農薬、減化学肥料による栽培 東御市八重原1588

0268-67-2256

0268-67-2756

http://www.kentaromai.co

m/index.html

k-

yanagisawa@kentaromai.com

12028

JA信州うえだ　しおだ米プロ生産者部会JA信州うえだ　しおだ米プロ生産者部会JA信州うえだ　しおだ米プロ生産者部会JA信州うえだ　しおだ米プロ生産者部会

代表　小林　好雄代表　小林　好雄代表　小林　好雄代表　小林　好雄

コシヒカリ 「蛍」（ほたる）「蛍」（ほたる）「蛍」（ほたる）「蛍」（ほたる） 上田市 161.87 8,100 ・減農薬、減化学肥料による栽培 上田市住吉558-2

0268-21-2408

0268-21-0111

- -

12029

米沢地場産物直売所協議会米沢地場産物直売所協議会米沢地場産物直売所協議会米沢地場産物直売所協議会

会長　小池　東洋司会長　小池　東洋司会長　小池　東洋司会長　小池　東洋司

コシヒカリ 信州米沢米信州米沢米信州米沢米信州米沢米 茅野市 112.70 6,000 ・減農薬、減化学肥料による栽培

茅野市米沢3777-1

JA信州諏訪米沢支所

内

0266-82-0363

同上

- -

12030

中央アルプス有機栽培研究会中央アルプス有機栽培研究会中央アルプス有機栽培研究会中央アルプス有機栽培研究会

会長　田畑　伊三郎会長　田畑　伊三郎会長　田畑　伊三郎会長　田畑　伊三郎

コシヒカリ アルプス太郎米アルプス太郎米アルプス太郎米アルプス太郎米 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

0265-73-5137

同上

- isabro@ina.janis.or.jp

12031

中央アルプス有機栽培研究会中央アルプス有機栽培研究会中央アルプス有機栽培研究会中央アルプス有機栽培研究会

会長　田畑　伊三郎会長　田畑　伊三郎会長　田畑　伊三郎会長　田畑　伊三郎

コシヒカリ アルプス太郎米アルプス太郎米アルプス太郎米アルプス太郎米 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

0265-73-5137

同上

- isabro@ina.janis.or.jp

12032 農業生産法人（株）プラセス　大川　昌伯農業生産法人（株）プラセス　大川　昌伯農業生産法人（株）プラセス　大川　昌伯農業生産法人（株）プラセス　大川　昌伯 コシヒカリ はぜかけ　レンゲ米はぜかけ　レンゲ米はぜかけ　レンゲ米はぜかけ　レンゲ米 松本市 65.00 2,200

・減農薬による栽培

・栽培期間中、化学肥料不使用

安曇野市穂高有明

5821

0263-84-0005

同上

- -

12033 西村　憲西村　憲西村　憲西村　憲 コシヒカリ 米米米米 塩尻市 509.00 24,500 ・減農薬、減化学肥料による栽培

塩尻市大字広丘堅石

810-2

0263-52-2254

同上

- -

12034 中村農園　代表　中村　喜一郎中村農園　代表　中村　喜一郎中村農園　代表　中村　喜一郎中村農園　代表　中村　喜一郎 コシヒカリ

北アルプスの麓『仁科のみや北アルプスの麓『仁科のみや北アルプスの麓『仁科のみや北アルプスの麓『仁科のみや

び』び』び』び』

大町市 151.00 8,150 ・減農薬、減化学肥料による栽培 大町市社1622-5

0261-62-8166

0261-62-4642

http://nakamura-farm.info info@nakamura-farm.info

12035 安曇野大泉や農園　西山　重廣安曇野大泉や農園　西山　重廣安曇野大泉や農園　西山　重廣安曇野大泉や農園　西山　重廣 コシヒカリ 鈴ひかり鈴ひかり鈴ひかり鈴ひかり 松川村 346.00 5,040

・減農薬による栽培

・栽培期間中、化学肥料不使用

北安曇郡松川村

6661

0261-62-1258

0261-62-6008

- -

12036 （有）ティーエム　しろうま農場　津滝　俊幸（有）ティーエム　しろうま農場　津滝　俊幸（有）ティーエム　しろうま農場　津滝　俊幸（有）ティーエム　しろうま農場　津滝　俊幸 コシヒカリ 白馬そだち　コシヒカリ白馬そだち　コシヒカリ白馬そだち　コシヒカリ白馬そだち　コシヒカリ 白馬村 722.00 36,000 ・減農薬、減化学肥料による栽培

北安曇郡白馬村神城

17357

0261-75-3301

0261-75-3223

http://www.tm-

hakuba.com

tm@tm-hakuba.com

12037 なかまた農園　代表　仲俣　孝志なかまた農園　代表　仲俣　孝志なかまた農園　代表　仲俣　孝志なかまた農園　代表　仲俣　孝志 コシヒカリ

仲俣さん家のお米　信州飯綱仲俣さん家のお米　信州飯綱仲俣さん家のお米　信州飯綱仲俣さん家のお米　信州飯綱

産　コシヒカリ産　コシヒカリ産　コシヒカリ産　コシヒカリ

飯綱町 553.00 27,000 ・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

026-253-7601

同上

- -

12038 （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 コシヒカリ 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 221.63 13,140

・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

12039 （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 コシヒカリ 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 402.51 24,000

・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

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

1／2



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11月21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11月21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11月21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11月21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

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

12040 小柳農園　新井　康寛小柳農園　新井　康寛小柳農園　新井　康寛小柳農園　新井　康寛 コシヒカリ 小柳農園のコシヒカリ小柳農園のコシヒカリ小柳農園のコシヒカリ小柳農園のコシヒカリ 中野市 106.39 4,920

・減農薬による栽培

・栽培期間中、化学肥料不使用

中野市大字柳沢

1408-イ

0269-26-8901

同上

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

12041 小柳農園　新井　康寛小柳農園　新井　康寛小柳農園　新井　康寛小柳農園　新井　康寛 コシヒカリ 小柳農園のコシヒカリ小柳農園のコシヒカリ小柳農園のコシヒカリ小柳農園のコシヒカリ 中野市 413.00 21,240 ・減農薬、減化学肥料による栽培

中野市大字柳沢

1408-イ

0269-26-8901

同上

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

12042 金崎　隆金崎　隆金崎　隆金崎　隆 コシヒカリ 金崎さんちのお米金崎さんちのお米金崎さんちのお米金崎さんちのお米 飯山市 125.90 5,910 ・減農薬、減化学肥料による栽培 飯山市大字豊田803

0269-65-2639

同上

http://www.iiyama-

catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

12043 木島平米ブランド研究会　代表　佐藤　正市木島平米ブランド研究会　代表　佐藤　正市木島平米ブランド研究会　代表　佐藤　正市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　木島平米山紫水明　木島平米山紫水明　木島平米山紫水明　木島平米 木島平村 426.81 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

0269-82-3111

0269-82-4121

- -

24品 17者　　17者　　17者　　17者　　 7,671.6 395,331

2／2


