平成２９年産 信州の環境にやさしい農産物認証 生産者一覧（区分50-50）

区分

名 称

認証番号

品目

電話番号

佐久 50-50 00001

佐久浅間農業協同組合
代表理事組合長 井出 健

米

0267-68-1112

佐久 50-50 00003

佐久浅間農業協同組合
代表理事組合長 井出 健

米

0267-68-1112

佐久 50-50 00004

佐久浅間農業協同組合
代表理事組合長 井出 健

米

0267-68-1112

佐久 50-50 00005

佐久浅間農業協同組合
代表理事組合長 井出 健

米

0267-68-1112

米

0267-56-1316

佐久 50-50 00006 西藤 博明

FAX番号

メールアドレス

ホームページＵＲＬ

ihmynkya@sas.janis.or.jp

佐久 50-50 00007

農事組合法人 飯嶋農園
理事長 飯嶋 昇

米

佐久 50-50 00008

農事組合法人 飯嶋農園
理事長 飯嶋 昇

米

佐久 50-50 00009

しらかば女神米生産組合
組合長 飯嶋 昇

米

上小 50-50 00012

株式会社 白倉ファーム
代表取締役 白倉 卓馬

米

0268-67-3000

0268-67-3544 shirakura.rf@gmail.com

http://shirakura-rf.com/

上小 50-50 00013

有限会社 信州ファーム荻原
農場長 荻原 昌真

米

0268-61-6111

0268-61-6112 info@shinshu-farm.com

http://shinshu-farm.com

上小 50-50 00016

有限会社 信州荻原農園
代表 荻原 勝夫

米

0268-63-5147

0268-64-0015 ogiharafarm.com@gmail.com

http://www.shinshu-ogihara-farm.com

上小 50-50 00017

農事組合法人 上田東生産組合
代表理事組合長 竹内 弘

米

0268-25-2734

0268-25-2734

上小 50-50 00018

信州うえだ農業協同組合
代表理事組合長 坂下 隆行

米

0268-23-4084

0268-23-5242

上小 50-50 00019

佐久浅間農業協同組合
代表理事組合長 井出

米

0267-68-1112

上小 50-50 00020

株式会社 太陽と大地
代表取締役 柳澤 謙太郎

米

0268‐71‐0072

0268-67-2756 k_yanagisawa@taiyotodaichi.co.jp http://www.kentaromai.com/

米

0268-67-3626

0268-67-3120 sasaya@po3.ueda.ne.jp

上小 50-50 00021 笹屋農園

笹平

健

達也

上小 50-50 00022

ひだまり農園「ブルーベリーの
丘」市川 政司

諏訪 50-50 00024

米沢地場産物直売所協議会
協議会長 土橋二郎

米

諏訪 50-50 00025

両久保エコファーム
堀 享

米

上伊那

50-50 00037

マイ・ファーム中坪
代表 中坪京子

米

0265-82-2338

0265-81-6278

下伊那

50-50 00046 大島

浩

米

0265-36-3703

0265-36-3703

下伊那

50-50 00047 菅沼

晃

米

0265-36-3068

下伊那

50-50 00050 寺沢

茂春

米

0265-36-3220

0265-36-4026

下伊那

50-50 00053 農事組合法人増野

寺沢茂春

りんご

0265-34-7373

0265-34-7375 info@n-mashino.com

http://n-mashino.com/

下伊那

50-50 00054 農事組合法人増野

寺沢茂春

なし

0265-34-7373

0265-34-7375 info@n-mashino.com

http://n-mashino.com/

米

0263-47-1399

0263-47-2036 hamafarm471399@yahoo.co.jp

http://hamafarm.co.jp/

米

0263-52-2254

0263-52-2254

松本 50-50 00058 (有)浜農場

松本 50-50 00059 西村

浜

ブルーベリー 0268-64-0172

幾郎

憲

0268-64-0020 hidamarifarm@live.jp

0266-82-0363

http://www.hidamarifarm.com

jibasan@hb.tp1.jp

松本 50-50 00060

有限会社 野村農場
代表取締役 野村佳実

米

松本 50-50 00064

有限会社 細田農産
細田 國夫

米

0263-77-5332

0263-77-8731 info@hosoda-nousan.co.jp

http://www.hosoda-nousan.co.jp

米

0263-73-7127

0263-73-7127 fwne4052@mb.infoweb.ne.jp

http://homepage3.nifty.com/sinmai-100show/

米

0263-72-4837

0263-72-4837

米

0263-82-2690

0263-82-5133 kitahoaguri@gmail.com

http://www.kitahomai.jp

大豆

0263-47-1399

0263-47-2036 hamafarm471399@yahoo.co.jp

http://hamafarm.co.jp/

松本 50-50 00067 細井ファーム

松本 50-50 00068 丸山

細井正博

喜滋

農業組合法人 安曇野北穂高農業
代表理事組合長 丸山
秀子

松本 50-50 00069 生産組合

松本 50-50 00070

(有)浜農場
郎

代表取締役

松本 50-50 00072

株式会社あおぞら
代表取締役 須澤

房光

浜

幾

レタス
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区分

名 称

認証番号

松本 50-50 00073

株式会社あおぞら
代表取締役 須澤

房光

品目

電話番号

FAX番号

米

0261-62-6430

0261-62-2086

50-50 00076 池田地区れんげ米部会

北安曇

50-50 00077

鈴ひかり有限責任事業組合
代表 一柳 徳行

米

0261-61-1030

0261-62-4106

北安曇

50-50 00078

営農活動支援 ひこばえの里
代表 平林 昇

米

0261-62-3398

0261-62-3398

北安曇

50-50 00079

西原特別栽培米生産組合
代表 戸谷 勝次

米

0261-62-8607

長野 50-50 00087

米

ＪＡながの米穀部会信濃町支部
支部長 大草 郁男

米

026-255-6239

026-255-6229

長野 50-50 00088 黒姫の里 代表 北村 利治

米

026-255-3432

026-255-3432

長野 50-50 00089 風間 行男

米

026-253-7460

026-253-8062 kazama.yuusai@cap.ocn.ne.jp

米

026-217-6868

026-217-7055 info@heisei-nouen.com

長野 50-50 00091 西澤 和教

りんご

026-285-2079

026-285-7680 sakura77@aroma..ocn.ne.jp

長野 50-50 00092 小山 保徳

りんご

026-284-2195

026-284-0951 yapple@avis.ne.jp

長野 50-50 00090

株式会社 平成農園
代表取締役 中澤 基

長野 50-50 00093

有限会社 アップルファームさみず
代表取締役 山下 一樹

りんご

026-257-1512

026-257-1532 info@applefarm-samizu.com

長野 50-50 00097

長野県土壌研究会 会長 藤沢 克
美

ぶどう

0269-23-2462

0269-23-2462 masamichi460@gmail.com

ピーマン

026-283-0967

026-283-0967 kamijou1133ab@hotmail.com

長野 50-50 00101 清水 正文

長野 50-50 00108 塚本 正明

長野 50-50 00109

スイートコーン 026-255-5369

ながの農協そさい部会信濃町支部
支部長 石田 正一

ながの農協信濃町支所生果トマト部
長野 50-50 00110 会
部会長 関塚 賢一郎

ミニトマト

026-255-6239

026-255-6229

生食トマト

026-255-6239

026-255-6229

ながの農協そさい部会信濃町支部
支部長 石田 正一

ピーマン

026-255-6239

026-255-6229

長野 50-50 00112

ながの農協そさい部会信濃町支部
支部長 石田 正一

なす

026-255-6239

026-255-6229

北信 50-50 00114

農事組合法人 三ツ和農産
代表理事 清水 幸三

米

0269-26-7444

0269-26-7576 oh-kome@gamma.ocn.ne.jp

米

0269-65-2639

0269-65-2800 okome@kanazaki-okome.com

米

0269-65-3781

0269-65-4787 t-sunfarm@plala.rouge.or.jp

米

0269-65-4437

米

0269-62-5528

0269-81-2171

北信 50-50 00118

隆

農事組合法人戸狩サンファーム
代表 宮沢 宝

北信 50-50 00119 沼田 浩徳

北信 50-50 00120 ブナの恵 代表

佐藤 嘉一

北信 50-50 00122 本山 三智子

http://www.heisei-nouen.com/

http://applefarm-samizu.com/

026-255-5369

長野 50-50 00111

北信 50-50 00117 金崎
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キャベツ

北安曇

長野 50-50 00086 小林 義文

メールアドレス

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

米

北信 50-50 00123

木島平米ブランド研究会
代表 山嵜 徹

米

0269-82-3111

0269-82-4121 nourin@kijimadaira.jp

北信 50-50 00124

JAながのみゆき酒米部会
代表 佐藤 正市

米

0269-62-5600

0269-81-2171 masato-t@miy.nn-ja.or.jp

北信 50-50 00125

農事組合法人 野沢農産生産組合
代表 高橋 義三

米

0269-85-2578

0269-85-3464 nozawan@janis.or.jp

http://www.janis.or.jp/users/nozawan/index.html

北信 50-50 00127

信濃オーガニック（株）
代表取締役 清野 信之

りんご

0269-38-0181

りんご

0269-38-3737

0269-38-3007 masa@nekonet.ne.jp

http://www2.enekoshop.jp/shop/takahashi/

青木 賢一

りんご

0269-33-5133

0269-33-8142 aokifarm@sirius.ocn.ne.jp

北信 50-50 00130 ルーツプラン研究会

ＪＡながの志賀高原りんご部会フ
代表 渡辺
幸一

りんご

0269-33-8103

0269-33-3599

北信 50-50 00131 清野

ぶどう

0269-38-3823

0269-38-2936 masuninouen@gmail.com

北信 50-50 00128 髙橋 政克

北信 50-50 00129 青木農園

友之

http://www.kijimadaira.jp

http://masuni.juno.bindsite.jp
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区分

名 称

認証番号

北信 50-50 00139

品目

なべくら高原アスパラガス出荷組
合 市村 伸一

北信 50-50 00141 木島平ベジタクラブ

宮崎 長治

北信 50-50 00150 小林 正夫

アスパラガス

0269-82-4121 nourin@kijimadaira.jp
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ねぎ

0268-55-8030

0268-55-6009 kumiai@senroku.org

米

0268-38-3868
0268-38-4946

0268-38-2961

米

0268-38-3868
0268-38-4947

0268-38-2961

米

0266-76-2421

0266-76-3234 t-nakaji@janis.or.jp

米

0266-57-8000

0266-57-7600

米

0265-76-0756

http://www.kijimadaira.jp

ズッキーニ
ズッキーニ

佐久 50-50 00156

株式会社ヴェジファーム
代表取締役 関 匠一

はくさい

佐久 50-50 00157

株式会社ヴェジファーム
代表取締役 関 匠一

ほうれんそう

上小 50-50 00158

農事組合法人 センロク組合
代表理事 角田 富実子

上小 50-50 00166

有限会社 小林農園
代表取締役 小林 好雄

諏訪 50-50 00170

メールアドレス

0269-82-3111

JAながのみゆきズッキーニ部会
部会長 関澤 義人

有限会社

諏訪 50-50 00169 中島

FAX番号

アスパラガス

北信 50-50 00151

上小 50-50 00167

電話番号

小林農園
小林 圭一

剛司

信州諏訪農業協同組合
代表理事組合長 小松

八郎

株式会社中坪ノーサン
代表取締役 登内 美穂

上伊那

50-50 00172

下伊那

50-50 00173 山田

正明

りんご

0265-36-2668

0265-36-5974 yamacha@jade.plala.or.jp

http://www.yamada-apple.com

下伊那

50-50 00176 大野

恒由

なし

0265-36-3957

0265-36-3957 akibae@ohno-fruits.com

http://www.ohno-fruits.com

下伊那

50-50 00177 山田

正明

なし

0265-36-2668

0265-36-5974 yamacha@jade.plala.or.jp

http://www.yamada-apple.com

下伊那

50-50 00179 林

もも

0265-35-6012

松本 50-50 00183 倉科

敬夫
有隆

松本 50-50 00184 くれき野生産組合

松本 50-50 00187 宮澤

松本 50-50 00188

米
北原

剛志

多助

株式会社 あづみのうか浅川
淺川 拓郎

松本 50-50 00189 大月

勇輝

松本 50-50 00190 小山

幸子

米

090-3440-7778 0263-88-3734 tkitasan@janis.or.jp

米

0263-73-2096

0263-73-2096 miyazawa73@wing.ocn.ne.jp

米

0263-73-1195

0263-73-1165 asataku@etude.ocn.ne.jp

ブルーベリー 0263-92-3826
レタス

北安曇

50-50 00192

（株）安曇野水田カンパニー
代表取締役 西山 雅士

米

北安曇

50-50 00193

（有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

米

北安曇

50-50 00195

（有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

長野 50-50 00196

株式会社 落影農場
代表取締役 斉藤 寛紀

長野 50-50 00203 中野 幸夫

上小 50-50 00223 田口

上小 50-50 00224

淳

有限会社 鷹山ファミリー牧場
代表取締役 小林 和夫

上伊那

50-50 00226 善積 純子

下伊那

50-50 00227 矢澤

下伊那

50-50 00228 林

下伊那

50-50 00230 田中

下伊那

50-50 00231 林

尚
敬夫
光明
敬夫

http://www.mcci.or.jp/www/kurekinomai/

http://www.asakawanokome.com/

0263-92-3826

090-3585-9701 0263-77-8500 happy0515sk@gmail.com
rice21@hb.tp1.jp
0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://www.tm-hakuba.com

ブルーベリー 0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://www.tm-hakuba.com

026-255-6152 rakunou@ochikage.com

http://ochikage.com/

米

026-255-6152

生食トマト 090-4202-4634 026-235-2100 iz80nkf@ybb.ne.jp
ブルーベリー 090-7738-2043
レタス

0268-69-0550

0268-69-0570

りんご

0265-85-2103

0265-85-2103

米

0265-25-6380

0265-25-6380

りんご

0265-35-6012

りんご

0265-36-3329

0265-36-2930

なし

0265-35-6012

0265-35-6012

http://www.yoshizumi-noen.com
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区分

名 称

認証番号

品目

50-50 00232 田中

光明

松本 50-50 00233 山本

武史

米

松本 50-50 00234 竹渕

建治

米

下伊那

電話番号

ブルーベリー 0265-36-3329

FAX番号

メールアドレス

0265-36-2930

0263-77-2085

0263-77-2085

0263-57-7528

0263-57-7528 trc@beige.plala.or.jp

きゅうり

0261-62-1258

0261-62-6008

長野 50-50 00239 仲俣 孝志

米

026-253-7601

026-253-7601

佐久 50-50 00259 竹内 愛國

米

0267-56-1575

0267-56-1575

松本 50-50 00235

有限会社 テヅカライス
代表取締役 手塚 千治

松本 50-50 00236 本山

北安曇

修一郎

50-50 00237 安曇野大泉や農園

米
西山 重廣

佐久 50-50 00266 坂下 理人

上小 50-50 00269

有限会社 まる文
代表取締役 小林

米

ホームページＵＲＬ

ミニトマト 080-6647-2310 0267-78-3719

祐文

レタス

080-1078-0514 0268-74-3920 dualmt@msi.biglobe.ne.jp

上小 50-50 00270 桑原

一雄

ズッキーニ

諏訪 50-50 00272 伊藤

圭子

米

0266-24-1224

0266-24-1224 chaprin@mtf.biglobe.ne.jp

りんご

0265-49-6678

0265-49-6678 nappring@kxe.biglobe.ne.jp

すいか

0263-92-7703

0263-92-7703 ootu-keg@mhl.janis.or.jp

http://www.mhl.janis.or.jp/~ootu-keg/

米

0263-47-5622

0263-47-9757 matsumot@kawafune-farm.com

http://www.kawafune-farm.com

下伊那

50-50 00277 木下

剛

http://www7b.biglobe.ne.jp/~nekono-hyakusyou/

松本 50-50 00285

株式会社 むぎわらぼうし
代表取締役 大月 征典

松本 50-50 00287

川舩ふぁーむ株式会社
代表取締役 川舩 佳彦

長野 50-50 00294

株式会社 平成農園
代表取締役 中澤 基

小麦

026-217-6868

026-217-7055 info@heisei-nouen.com

http://www.heisei-nouen.com/

長野 50-50 00295

株式会社 平成農園
代表取締役 中澤 基

大豆

026-217-6868

026-217-7055 info@heisei-nouen.com

http://www.heisei-nouen.com/

米

026-242-2064

026-242-2064
0269-63-3525 fsk@drive.ocn.ne.jp

長野 50-50 00297 山嵜 善平

北信 50-50 00298

農事組合法人 ﾌｧｰﾑｽﾃｰｼｮﾝ木島
代表 佐藤 嘉一

米

0269-63-3525

北信 50-50 00302

上境おいしい米倶楽部
宮沢 享

米

0269-65-4461

上小 50-50 00306

株式会社 太陽と大地
代表取締役 柳澤 謙太郎

大豆

0268-71-0072

上小 50-50 00308

有限会社 鷹山ファミリー牧場
代表取締役 小林 和夫

はくさい

0268-69-0550

0268-67-2756 k_yanagisawa@taiyotodaichi.co.jp http://www.kentaromai.com/

諏訪 50-50 00312 伊藤

勝

生食トマト

諏訪 50-50 00313 伊藤

勝

ミニトマト

諏訪 50-50 00314 今井

清貴

米

0266-77-2516

0266-77-2516

松本 50-50 00319 青柳

聡

米

0263-73-8485

0263-73-8485 blue_wolf0714@yahoo.co.jp

松本 50-50 00320

株式会社プラセス
代表取締役 大川

昌伯

米

松本 50-50 00323 前田

将明

りんご

0263-59-2164

0263-50-3981

松本 50-50 00324 東本

博之

りんご

0263-77-8542

0263-77-8542 mercato@fruits-farm.com

http://fruits-farm.com/

北安曇

50-50 00326

（有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

スイートコーン 0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://www.tm-hakuba.com

北安曇

50-50 00327

（有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

ブロッコリー 0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://www.tm-hakuba.com

北安曇

50-50 00328

（有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

http://www.tm-hakuba.com

北安曇

50-50 00329 安曇野大泉や農園

長野 50-50 00331 関川 晃

西山 重廣

キャベツ

0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

米

0261-62-1258

0261-62-6008

米

026-278-3169

026-278-3169 a.t-seki@am.wakwak.com

平成２９年産 信州の環境にやさしい農産物認証 生産者一覧（区分50-50）

区分

名 称

認証番号

長野 50-50 00332 関川 晃

北信 50-50 00337 木島平ベジタクラブ

北信 50-50 00338 小柳農園

宮崎 長治

新井 康寛

北信 50-50 00339 佐藤 嘉一

品目

電話番号

FAX番号

メールアドレス

ながいも

026-278-3169

026-278-3169 a.t-seki@am.wakwak.com

きゅうり

0269-82-3111

0269-82-4121 nourin@kijimadaira.jp

http://www.kijimadaira.jp

米

0269-26-8901

0269-26-8901 arai-h@janis.or.jp

http://koyanaginouen.com

米

0269-62-5528

佐久 50-50 00340 坂下 理人

ズッキーニ 080-6647-2310 0267-78-3719

佐久 50-50 00341 青木 正博

生食トマト 090-2744-5448

nic@avis.ne.jp

佐久 50-50 00342 青木 正博

ミニトマト 090-2744-5448

nic@avis.ne.jp

佐久 50-50 00343 青木 正博

きゅうり

090-2744-5448

nic@avis.ne.jp

佐久 50-50 00344 青木 正博

なす

090-2744-5448

nic@avis.ne.jp

佐久 50-50 00345 青木 正博

ピーマン

090-2744-5448

nic@avis.ne.jp
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佐久 50-50 00346

有限会社平安産業
取締役 町田 鎌吉

米

0267-58-2927

0267-58-3651 info@heiansangyou.com

http://heiansangyou.com

佐久 50-50 00347

株式会社ファーム中鶴
代表取締役 丸山 和則

米

0267-58-2292

0267-58-0292 info@farm-nakatsuru.co.jp

http://farm-nakatsuru.co.jp

米

0267-22-7503

0267-22-7503 3939farm@gmail.com

http://janis.or.jp/users/kikuoshi/index.html

大豆

0268-67-3000

0268-67-3544 shirakura.rf@gmail.com

http://shirakura-rf.com/

米

0268-31-3627

0268-31-3627 j-izumi1@ued.janis.or.jp

http://www.izumi-farm.com/

大豆

0268-67-3626

0268-67-3120 sasaya@po3.ueda.ne.jp

佐久 50-50 00348 さくさく農園

上小 50-50 00351

清水 信

株式会社 白倉ファーム
代表取締役 白倉 卓馬

上小 50-50 00352 和泉

潤一

上小 50-50 00356 笹屋農園

笹平

達也

諏訪 50-50 00358 今井

明

ねぎ

0266-76-2708

0266-76-2708

gakurk-farmimai@au,wakwak.com

諏訪 50-50 00359 今井

明

ミニトマト

0266-76-2708

0266-76-2708

gakurk-farmimai@au,wakwak.com

諏訪 50-50 00360 今井

明

ばれいしょ

0266-76-2708

0266-76-2708

gakurk-farmimai@au,wakwak.com

諏訪 50-50 00364 伊藤

孝一

生食トマト

0266-53-0712

0266-53-9068 kaneiito@swk.janis.or.jp

上伊那

50-50 00365 髙橋 章浩

りんご

0265-98-8898

0265-98-8898 alpswind@nifty.com

下伊那

50-50 00366 大野

恒由

りんご

0265-36-3957

0265-36-3957 akibae@ohno-fruits.com

下伊那

50-50 00367 宮嶋

真司

ズッキーニ

0260-27-3414

0260-27-3414

下伊那

50-50 00368 寺沢

茂春

ねぎ

0265-36-3220

0265-36-4026

下伊那

50-50 00369 東田

治

りんご

090-3164-5233 0265-48-6690

下伊那

50-50 00370 東田

治

なし

090-3164-5233 0265-48-6690

松本 50-50 00371 赤羽

貴

米

0263-47-5380

松本 50-50 00372 河西

穂高

米

050-3444-0495 050-3444-0495 chankobouya2000@go.tvm.ne.jp

松本 50-50 00374

株式会社プラセス
代表取締役 大川

昌伯

松本 50-50 00375

株式会社プラセス
代表取締役 大川

昌伯

松本 50-50 00376 青柳

正幸

松本 50-50 00377 石綿

薫

0263-47-5380 info@akahane-nouen.com

0263-73-2237

カボチャ

0263-91-1338

0263-91-1338 watawata.ishiwata@gmail.com

秀夫

米

0261-62-3053

0261-62-6533

(有)マイテカル
代表取締役 福島 利文

米

0261-72-7676

0261-85-0439

北安曇

50-50 00379

http://akahane-nouen.com

そば
0263-73-2237

50-50 00378 佐々木

http://www.ohno-fruits.com

大豆

そば

北安曇

http://www.swk.janis.or.jp/~kaneiito

http://www.happyvillagefarm.com

平成２９年産 信州の環境にやさしい農産物認証 生産者一覧（区分50-50）

区分

名 称

認証番号

品目

電話番号

FAX番号

メールアドレス
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北安曇

50-50 00381

（有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

生食トマト

0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://tm-hakuba.com

北安曇

50-50 00382

（有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

ミニトマト

0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://tm-hakuba.com

長野 50-50 00387 浦辺 政史

りんご

026-262-1822

026-262-1822 info@farm-grand-gift.com

http://www.farm-grand-gift.com/

長野 50-50 00388 浦辺 政史

もも

026-262-1822

026-262-1822 info@farm-grand-gift.com

http://www.farm-grand-gift.com/

りんご

026-262-1474

026-253-8234 info@yamashita-fruit.com

http://www.yamashita-fruit.com/

りんご

026-405-6840

026-405-4697

http://noon-farm.com/

長野 50-50 00390

株式会社 山下フルーツ農園
代表取締役 山下 絵里

長野 50-50 00392 佐藤 省吾

長野 50-50 00394

有限会社 ビッグファーム長野
代表取締役 五明 正博

生食トマト

026-292-0095

026-292-3351 bigfarm@eos.ocn.ne.jp

http://www2.ocn.ne.jp/~bigfarm/

長野 50-50 00395

有限会社 ビッグファーム長野
代表取締役 五明 正博

ミニトマト

026-292-0095

026-292-3351 bigfarm@eos.ocn.ne.jp

http://www2.ocn.ne.jp/~bigfarm/

長野 50-50 00396

有限会社 ビッグファーム長野
代表取締役 五明 正博

ズッキーニ

026-292-0095

026-292-3351 bigfarm@eos.ocn.ne.jp

http://www2.ocn.ne.jp/~bigfarm/

りんご

0269-22-6717

0269-22-6717 noroman@valley.ne.jp

米

0269-62-1779

0269-81-2255

北信 50-50 00397 田中 久一

北信 50-50 00398

みゆき米部会岡山支部
代表 斉藤 秀樹

佐久 50-50 00404 岩瀬

司

ズッキーニ 080-3623-9401

佐久 50-50 00405 新海 宣明

レタス

佐久 50-50 00406 塩川 浩志

090-1057-7446 0267-88-7189 neo-green@email.plala.or.jp

ズッキーニ 050-3583-4131 050-3583-4131 seikouudoku@sakunet.ne.jp

佐久 50-50 00407 さくさく農園

清水 信

佐久 50-50 00408 さくさく農園

清水 信

上小 50-50 00410 草露

hyakusyonobo@outlook.com

ばれいしょ

眞理

株式会社
紫芝 勉

田切農産

0267-22-7503

0267-22-7503 3939farm@gmail.com

http://3939farm.com

スイートコーン 0267-22-7503

0267-22-7503 3939farm@gmail.com

http://3939farm.com

ミニトマト

0268-25-7388

0268-25-7388

米

0265-86-8751

0265-86-8752 t-nousan@cek.ne.jp

なし

0265-36-3781

0265-36-3781

なし

0265-36-2039

0265-36-3397

にんにく

0265-48-5260

0265-48-5260 info@mfs-ri.com

上伊那

50-50 00415

下伊那

50-50 00416 蒲

下伊那

50-50 00417 鈴木

下伊那

50-50 00418

下伊那

50-50 00419 宮嶋

太輝

すいか

0260-27-3414

0260-27-3414

松本 50-50 00421 丸山

弥代

米

0263-73-2573

0263-73-2573

松本 50-50 00422 西村

寿文

北安曇

50-50 00423 栗林

郁人

米

0261-22-5360

北安曇

50-50 00424 奥原

清邦

米

0261-62-3343

北安曇

50-50 00425

米

0261-62-3756

0261-62-3756

北安曇

50-50 00426 茅野

米

0261-62-3862

0261-62-9212

北安曇

50-50 00427

白馬ファーム（株）
代表取締役 武田 昭彦

北安曇

50-50 00428

松川村ブルーベリー研究会
代表 平林 昇

ブルーベリー 0261-62-3398

0261-62-3398

清隆
章弘

株式会社ＭＳＦ総合研究所
代表取締役社長 木下 利春

アスパラガス 0263-52-4734

（株）乳川の里
代表取締役社長

長野 50-50 00429 瀧澤

榛葉 良行

純和

長野 50-50 00430 関川 晃

株式会社

0263-52-4734 nishi10423@taupe.plala.or.jp
0261-22-5360

米

松雄

長野 50-50 00432 ＫＴＭファーム

髙橋

正樹

米

026-266-2337

きゅうり

026-278-3169

スイートコーン 026-255-2125

sam-takizawa5@grn.janis.or.jp
026-278-3169 a.t-seki@am.wakwak.com
026-255-2125

ktm.farm.shinanomachi@gmail.co
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ktm_farm/
m

マッシュアンドフルー

長野 50-50 00433 ツ

代表取締役

りんご
大川

http://www.tagiri-nousan.jp/

明彦

026-253-7410

026-217-2820 a-ookawa@ngn.janis.or.jp

平成２９年産 信州の環境にやさしい農産物認証 生産者一覧（区分50-50）

区分

名 称

認証番号

品目

電話番号

FAX番号

メールアドレス

長野 50-50 00434 越川

光彦

りんご

長野 50-50 00435 増田

賢一

米

026-253-2196

026-253-8788 masken0516@docomo.ne.jp

長野 50-50 00436 永井

正幸

米

026-253-8425

026-253-8425 pomato@ngn.janis.or.jp

080-6756-2182 026-285-9423 angel333@nifty.com

長野 50-50 00437

農事組合法人 ゴトーファーム
代表理事 後藤 貴史

米

026-292-2690

026-285-0488 n510farm@dia.janis.or.jp

長野 50-50 00438

農事組合法人 ゴトーファーム
代表理事 後藤 貴史

大豆

026-292-2690

026-285-0488 n510farm@dia.janis.or.jp

米

0269-63-3203

0269-63-2981 tozama@iiyama-catv.ne.jp

0267-56-2135

0267-56-1170 tom-mid@sas.janis.or.jp

北信 50-50 00440 （株）とざま 代表

上伊那

50-50 00441

今清水 司郎

農事組合法人 北の原
代表理事 小原恒敏

米

佐久 50-50 00444 花里 知美

カラーピーマン

黒田 祐樹

米

佐久 50-50 00446 依田 隆徳

米

諏訪 50-50 00450 金勝園（小林金茂）

諏訪 50-50 00453

吉田
ム）

http://kabutozama.com

米

佐久 50-50 00442 寺島 友和

佐久 50-50 00445 がんも農場
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kuroda.farm@gmail.com
0267-58-3869

http://ganmo-ganmo.blogspot.jp/

saku_organic@yahoo.co.jp

ほうれんそう 0266-79-2742

秀史（信州茅野米沢ファー

上伊那

50-50 00457 諸田 直貴

上伊那

50-50 00458

株式会社
紫芝 勉

上伊那

50-50 00459

飯島町自然共生栽培部会
代表 紫芝 勉

上伊那

50-50 00460 佐藤 孝樹

田切農産

米

0266-75-5505

0266-72-0988 yoshida.h-ms@feel.ocn.ne.jp

米

0265-78-2184

0265-78-2184 morosan70@janis.or.jp

そば

0265-86-8751

0265-86-8752 t-nousan@cek.ne.jp

りんご

0268-96-7248

0268-96-7248 datesui2009@yahoo.co.jp

http://www.shinshuyonezawafarm.com/

http://www.tagiri-nousan.jp/

米

松本 50-50 00461 飯沼

博

米

0263-73-4960

松本 50-50 00462 石綿

薫

生食トマト

0263-91-1338

0263-91-1338 watawata.ishiwata@gmail.com

http://www.happyvillagefarm.com

米

0268-64-0588

0268-64-0589 info@nagaifarm.co.jp

http://www.nagaifarm.co.jp

米

0268-62-3322

0268-62-4049 tobu@ueda.nn-ja.or.jp

0265-36-4229

0265-36-4229

0265-36-3353

0265-36-5955

0265-36-3220

0265-36-4026

上小 50-50 00465

株式会社 永井農場
代表取締役 永井 進

上小 50-50 00466

風さやか新風会
樹

代表

小林

茂

下伊那

50-50 00469 北村

元美

なし

下伊那

50-50 00470 奥田

稔

なし

下伊那

50-50 00472 林

俊秀

りんご

下伊那

50-50 00473 林

俊秀

なし

下伊那

50-50 00474 寺沢

長野 50-50 00475

茂春

きゅうり

そのさとブルーベリー農園
幸夫

市川

ブルーベリー 026-248-4627

026-447-2431 sonosato@stvnet.ne.jp

長野 50-50 00476 弥生農園

児玉

弥生

たまねぎ

026-275-3409

026-275-3409

長野 50-50 00477 弥生農園

児玉

弥生

米

026-275-3409

026-275-3409

長野 50-50 00478

サン・ファーム
夫

代表

長野 50-50 00479

長沼林檎生産組合 ぽんど童
組合長 成田 崇夫

026-296-9717

026-296-9717

米

026-253-7410

026-217-2820 a-ookawa@ngn.janis.or.jp

生食トマト

026-278-3169

026-278-3169 a.t-seki@am.wakwak.com

長野 50-50 00480 小原

堀口

貞

克彦

りんご

株式会社

りんご
マッシュアンドフルー

長野 50-50 00481 ツ

代表取締役
長野 50-50 00482 関川 晃

りんご

大川

明彦

http://www.sonosato.com/

平成２９年産 信州の環境にやさしい農産物認証 生産者一覧（区分50-50）

区分

名 称

認証番号

北信 50-50 00483 服部農園

北信 50-50 00484 春日

北信 50-50 00485

服部 秀人

純夫

電話番号

FAX番号

やなぎはら

代表

秀勝

北安曇

50-50 00487

(有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

北安曇

50-50 00488

(有）ティーエム
代表取締役社長 津滝 俊幸

米

0269-62-1035

0269-62-1035 yotsukado@iiyama-catv.ne.jp

米

0269-67-2867

0269-67-2867

米

0269-87-2795

0269-87-2795 h-hirose@miy-janis.or.jp

北安曇

アスパラガス 0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://tm-hakuba.com

50-50 00489 小林 弘樹

米

0261-62-8598

北安曇

50-50 00490 下川

米

0261-75-2050

0261-75-2955

北安曇

50-50 00491 松澤 利彦

米

0261-75-2138

0261-75-2395

隆

佳典

きゅうり

土づくり委員会遊休農地活性化組
上小 50-50 00493 合
組合長 関口 政彦
稲倉の棚田保全委員会
委員長 金澤 正朗

tentyou412@gmail.com

にんにく

0268-72-0771

米

0268-75-4808

0268-75-4807 inagura@arrow.ocn.ne.jp

米

0266-58-6013

0266-57-2521 mkoizumi@avis.ne.jp

諏訪 50-50 00495 小泉

昌彦

諏訪 50-50 00496 上原

千歳

アスパラガス 0266-52-5732

諏訪 50-50 00497 佐伯

幸平

ブロッコリー 090-2251-4720

諏訪 50-50 00498 佐伯

幸平

たまねぎ

090-2251-4720

諏訪 50-50 00499 品川

博和

米

0266-72-4010

0266-72-4010

0265-86-6751

0265-86-6752 t-nousan@cek.ne.jp

諏訪 50-50 00500

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

http://tm-hakuba.com

0261-75-3301

上小 50-50 00494
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0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

ばれいしょ

佐久 50-50 00492 小岩井

メールアドレス

米

農事組合法人
佐藤 正夫

北信 50-50 00486 廣瀬

品目

蓼科高原グリーンファーム株式会
社 代表取締役会長 宮坂 智幸
田切農産

http://inaguranotanada.jp.org/

0266-52-5732 kazkano210@yahoo.co.jp

ミニトマト

上伊那

50-50 00501 株式会社

ねぎ

上伊那

50-50 00502 林

亮

生食トマト

info@farm88.jp

www.farm88.jp

上伊那

50-50 00503 林

亮

ミニトマト

info@farm88.jp

www.farm89.jp

上伊那

50-50 00504 林

亮

ズッキーニ

info@farm88.jp

www.farm90.jp

上伊那

50-50 00505

辰野町環境にやさしい農業研究会
「ほたる」

上伊那

50-50 00506

上伊那

0266-41-1111

0266-41-4651 sangyou@town.tatsuno.nagano.jp

辰野町環境にやさしい農業研究会
「ほたる」

ブルーベリー 0266-41-1112

0266-41-4652 sangyou@town.tatsuno.nagano.jp

50-50 00507

辰野町環境にやさしい農業研究会
「ほたる」

ほうれんそう 0266-41-1113

0266-41-4653 sangyou@town.tatsuno.nagano.jp

上伊那

50-50 00508

辰野町環境にやさしい農業研究会
スイートコーン 0266-41-1114
「ほたる」

0266-41-4654 sangyou@town.tatsuno.nagano.jp

下伊那

50-50 00509 農事組合法人

下伊那

50-50 00510 中村

洋

下伊那

50-50 00512 池永

順一

下伊那

50-50 00513 ＪＡみなみ信州

下伊那

50-50 00514 宮嶋

下伊那

50-50 00515 株式会社

下伊那

50-50 00516 板橋

耕平

松本 50-50 00517 小林

武美

フクロウ

真司

下條なす研究会

結の里

米

米

0265-34-2960

0265-34-2966

米

0265-35-7295

0265-35-7295

りんご

0265-48-0705

0265-48-0705

なす

0260-27-1113

0260-27-2030

にんにく

0260-27-3414

0260-27-3414

スイートコーン 0260-27-1355

キャベツ

0260-27-1356 yuinosatoinfo@yahoo.co.jp

080-5050-5126

ブルーベリー 0263-47-0889

kouhei923@gmail.com
0263-47-0889

http://www.tagiri-nousan.jp/

平成２９年産 信州の環境にやさしい農産物認証 生産者一覧（区分50-50）

区分

名 称

認証番号

松本 50-50 00518 濱

松本 50-50 00519 太田

憲二
雅之

品目

電話番号

FAX番号

メールアドレス

りんご

0263-52-9351

0263-52-9351 wctbr876@yahoo.co.jp

きゅうり

0263-77-2579

0263-77-2579 bokugen2012@kdt.biglobe.ne.jp
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松本 50-50 00520 有限会社

鉢伏ファーム

米

0263-98-2270

0263-98-3985

松本 50-50 00521 有限会社

竹田の里

米

0263-86-8433

0263-86-8648

米

0261-75-3170

0261-75-3170

レタス

0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://tm-hakuba.com

非結球レタス 0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://tm-hakuba.com

北安曇

50-50 00522 長澤

北安曇

50-50 00523 （有）ティーエム

北安曇

50-50 00524 （有）ティーエム

北安曇

50-50 00525 （有）ティーエム

はくさい

0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://tm-hakuba.com

北安曇

50-50 00526 （有）ティーエム

にんじん

0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://tm-hakuba.com

北安曇

50-50 00527 （有）ティーエム

たまねぎ

0261-75-3301

0261-75-3223 tm@tm-hakuba.com

http://tm-hakuba.com

米

090-4152-4857

米

026-278-5211

026-261-2121 nogyodai@pref.nagano.lg.jp

http://www.pref.nagano.lg.jp/nogyodai/index.html

080-5142-3436
026-262-2084 muro@ngn.janis.or.jp
026-262-2084

長野 50-50 00528 藤澤

長野 50-50 00529

素孝

由梨

長野県農業大学校
俊

校長

町田秀

長野 50-50 00530 室橋

守

米

長野 50-50 00531 三浦

和俊

米

長野 50-50 00532 森田

容植

スイートコーン

長野 50-50 00533 倉田

康弘

ねぎ

090-3406-3320

supersonicspeed08@icloud.com

長野 50-50 00534 倉田

康弘

ながいも

090-3406-3320

supersonicspeed08@icloud.com

長野 50-50 00535 さんさんふぁーむ 代表 岸田光生

ほうれんそう

長野 50-50 00536 さんさんふぁーむ 代表 岸田光生

レタス

長野 50-50 00537 さんさんふぁーむ 代表 岸田光生

生食トマト

長野 50-50 00538 さんさんふぁーむ 代表 岸田光生

スイートコーン

長野 50-50 00539 さんさんふぁーむ 代表 岸田光生

にんじん

長野 50-50 00540

有限会社 ビッグファーム長野
代表取締役 五明 正博

026-405-8026 pleiadian@nethome.ne.jp

カラーピーマン 026-292-0095

026-292-3351 bigfarm@eos.ocn.ne.jp

北信 50-50 00541 田中 久一

りんご

0269-22-6717

0269-22-6717 noroman@valley.ne.jp

北信 50-50 00542 市川 大輔

すもも

0269-26-7092

0269-26-1332 info@ikajuen.com

北信 50-50 00543 鈴木 和夫

米

0269-65-3220

0269-65-3220

北信 50-50 00544 水野 尚哉

米

080-4009-9994 026-403-2488 faithfarm708@gmail.com

北信 50-50 00545 松村 勝典

米

北信 50-50 00546 丸山 福治

米

http://www2.ocn.ne.jp/~bigfarm/

http://ikajyuen.com/

