令和２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）【穀類】
名 称

区分 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 浅沼博

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 浅沼博

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 浅沼博

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 浅沼博

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
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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

上田 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/

上田 50-50 00013

有限会社 信州ファーム
代表取締役 荻原 昌真

米

0268-61-6111

0268-61-6112

info@shinshu-farm.com

http://shinshu-farm.com

上田 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

info@shinshu-ogihara-farm.com

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

上田 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

上田 50-50 00018

信州うえだ農業協同組合
代表理事組合長 眞島 実

米

0268-23-4084

上田 50-50 00019

佐久浅間農業協同組合
代表理事組合長 浅沼

米

0267-68-1112

上田 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

k_yanagisawa@taiyotodaichi.co.jp

http://www.kentaromai.com/

米

0268-67-3626

0268-67-3120

sasaya@po3.ueda.ne.jp

米沢地場産物直売所協議会
協議会長 土橋二郎

米

0266-82-0363

0266-82-0363

jibasan@hb.tp1.jp

http://midoriichi.com/

マイ・ファーム中坪
代表 中坪京子

米
0265-36-3703

0265-36-3703

0263-47-1399

0263-47-2036

hamafarm471399@yahoo.co.jp

http://hamafarm.co.jp/

上田 50-50 00021 笹屋農園
諏訪 50-50 00024

笹平

荻原

博

達也

上伊那

50-50 00037

南信州

50-50 00046 大島

浩

米

南信州

50-50 00050 寺沢

茂春

米

松本 50-50 00058

(有)浜農場
代表取締役

浜

幾郎

米

0268-23-5242

令和２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）【穀類】
名 称

区分 認証番号
松本 50-50 00059 西村

憲

品目

電話番号

FAX番号

米

0263-52-2254

0263-52-2254

メールアドレス
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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 直稔

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://100show.o.oo7.jp/

米

0263-82-2690

0263-82-5133

kitahoaguri@gmail.com

http://www.kitahomai.jp

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

松本 50-50 00067 細井ファーム

細井正博

農業組合法人 安曇野北穂高農業生産組合

松本 50-50 00069 代表理事組合長 中村 明夫
北アルプス

50-50 00076

れんげ米部会
部会長 横山

北アルプス

50-50 00078

営農活動支援 ひこばえの里
代表 平林 昇

米

北アルプス

50-50 00079

西原特別栽培米生産組合
代表 戸谷 勝次

米

貞明

長野 50-50 00086 小林 義文
長野 50-50 00087

米

米

ＪＡながの信濃町米穀部会
部会長 大草 郁男

米

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 有限会社 かざまファーマー 風間 行男

米

026-253-7460

026-253-8062

長野 50-50 00090

株式会社 平成農園
代表取締役 中澤 基

米

026-217-6868

026-217-7055

info2@heisei-nouen.com

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

iikome432@gmail.com

米

0269-65-2639

0269-65-2800

okome@kanazaki-okome.com

米

0269-65-3781

0269-65-4787

t-sunfarm@plala.rouge.or.jp

0269-82-4121

sangyo@vill.kijimadaira.lg.jp

http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/

0269-85-3464

nozawan@janis.or.jp

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

北信 50-50 00117 金崎
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

https://kanazaki-okome.jp

米
佐藤 嘉一

米

0269-62-5528

北信 50-50 00123

木島平米ブランド研究会
会長 嘉部 正義

米

0269-82-3111

北信 50-50 00124

JAながの みゆき酒米部会
代表 佐藤 公敏

米

0269-62-5600

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

令和２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）【穀類】
名 称

区分 認証番号
上田 50-50 00166

有限会社 小林農園
代表取締役 小林 好雄

品目

電話番号

FAX番号

米

0268-38-3868
0268-38-4946

0268-38-2961

0268-38-3868
0268-38-4946

0268-38-2961

0266-57-8000

0266-57-7600

上田 50-50 00167 小林

圭一

米

諏訪 50-50 00169 中島

剛司

米

諏訪 50-50 00170
上伊那

50-50 00172

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

米

メールアドレス
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米

松本 50-50 00183 倉科

有隆

米

松本 50-50 00187 宮澤

多助

米

0263-73-2096

0263-73-2096

tsk.miyazawa@orang.plala.or.jp

株式会社 あづみのうか浅川
淺川 拓郎

米

0263-73-1195

0263-73-1165

azuminouka@wish.ocn.ne.jp

http://www.asakawanokome.com/

松本 50-50 00188
北アルプス

50-50 00192

株式会社 安曇野水田カンパニー
代表取締役 西山 雅士

米

0261-62-8333

0261-85-6333

rice21@hb.tp1.jp

http://nishiyama-kome.com

北アルプス

50-50 00193

有限会社ティーエム
代表取締役社長 津滝 明子

米

0261-75-3301

0261-75-3223

tm@tm-hakuba.com

http://www.tm-hakuba.com

株式会社 落影農場
代表取締役 斉藤 寛紀

米

ayam@taupe.plala.or.jp

http://azuminonouenn.cart.fc2.com/

長野 50-50 00196
南信州

50-50 00227 矢澤

松本 50-50 00233 山本
松本 50-50 00235

尚

米

0265-25-6380

0265-25-6380

武史

米

0263-77-2085

0263-77-2085

米

0263-57-7528

0263-57-7528

有限会社 テヅカライス
代表取締役 手塚 千治

長野 50-50 00239 仲俣 孝志

米

佐久 50-50 00259 竹内 愛國

米

0267-56-1575

0267-56-1575

諏訪 50-50 00272 伊藤

米

090-8034-7201

0266-22-5271

圭子

長野 50-50 00297 山嵜 善平

米

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 小林 正夫

米

北信 50-50 00302

上境おいしい米倶楽部
宮沢 享

米

諏訪 50-50 00314 今井

清貴

米

令和２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）【穀類】
名 称

区分 認証番号
松本 50-50 00319 青柳
北アルプス

聡

品目

電話番号

FAX番号

0269-26-8901

0269-26-8901

arai-h@janis.or.jp

http://koyanaginouen.com

メールアドレス
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米

50-50 00329 安曇野大泉や農園

西山 重廣

米

長野 50-50 00331 関川 晃

米

北信 50-50 00338 新井 康寛

米

北信 50-50 00339 佐藤 嘉一

米

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

佐久 50-50 00348 さくさく農園
上田 50-50 00352

清水 信

信州上田いずみファーム
和泉 潤一

松本 50-50 00372 河西
北アルプス

50-50 00378 佐々木

北アルプス

上伊那

穂高

米

https://izumi-farm.net

米

秀夫

米

50-50 00379

有限会社マイテカル
代表取締役 福島 利文

米

0261-72-7676

0261-85-0439

50-50 00415

株式会社
紫芝 勉

米

0265-86-6751

0265-86-6752

t-nousan@cek.ne.jp

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

0261-85-2376

0261-85-2376

chigawanosato@lilac.plala.or.jp

http://chigawanosato.com

田切農産

松本 50-50 00421 丸山

弥代

米

北アルプス

50-50 00424 奥原

清邦

米

北アルプス

50-50 00425

株式会社 乳川の里
代表取締役社長 榛葉 良行

米

北アルプス

50-50 00427

白馬ファーム株式会社
代表取締役 武田 昭彦

米

長野 50-50 00429 瀧澤

松雄

米

026-266-2337

長野 50-50 00436 永井

正幸

米

026-253-8425

026-253-8425

pomato@ngn.janis.or.jp

米

026-292-2690

026-285-0488

n510farm@dia.janis.or.jp

米

0269-63-3203

0269-63-2981

tozama@iiyama-catv.ne.jp

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

北信 50-50 00440 （株）とざま 代表

今清水 司郎

sam-takizawa5@grn.janis.or.jp

http://kabutozama.com

令和２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）【穀類】
名 称

区分 認証番号
上伊那

50-50 00441

農事組合法人 北の原
代表理事 小原恒敏

佐久 50-50 00442 寺島 友和
佐久 50-50 00445 がんも農場

黒田 祐樹

佐久 50-50 00446 依田 隆徳
諏訪 50-50 00453

吉田
ム）

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 00459

飯島町環境共生栽培普及会
代表 紫芝 勉

松本 50-50 00461 飯沼

博

品目

電話番号

FAX番号

米

0265-81-5587

0265-81-5587

米

0267-56-2135

米

090-6527-6502

米

0267-58-3869

米

0266-75-5505

米

北信 50-50 00484 春日

米

農事組合法人 やなぎはら
代表 岸田 照夫

米

北アルプス

50-50 00489 小林 弘樹

米

北アルプス

50-50 00490 下川

米

北アルプス

50-50 00491 松澤 利彦

上田 50-50 00494

稲倉の棚田保全委員会
委員長 金澤 正明

諏訪 50-50 00499 品川

博和

辰野町環境にやさしい農業研究会
「ほたる」 代表 瀬戸真一

上伊那

50-50 00505

南信州

50-50 00510 中村

松本 50-50 00520

隆

洋

有限会社 鉢伏ファーム
代表取締役 山田 英司

020-4663-4016 kuroda.farm@gmail.com

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

saku_organic@yahoo.co.jp

http://sakuorganic.com/

0266-72-0988

yoshida.h-ms@outlook.jp

http://www.shinshuyonezawafarm.com/

080-7744-9848

026-403-2184

morota-farm@janis.or.jp

http://morota-farm.com/

0269-62-1035

0269-62-1035

yotsukado@iiyama-catv.ne.jp

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

inagura@arrow.ocn.ne.jp

https://inaguranotanada.jimdo.com/

0269-67-2867

0261-75-2050

0261-75-2955

米

0268-75-4808

0268-75-4807

米

0266-72-4010

0266-72-4010

0263-86-8433

0263-86-8648

米

米
米
米

50-50 00522 長澤

素孝

米

長野 50-50 00528 藤澤

由梨

米

北アルプス

kitanohara-ichigo@outlook.jp

米
米

北信 50-50 00485
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米

北信 50-50 00483 服部 秀人
純夫

メールアドレス

令和２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）【穀類】
名 称

区分 認証番号

長野 50-50 00529 長野県農業大学校
長野 50-50 00530 室橋

校長

品目
西澤

守

清

電話番号

FAX番号

080-5142-3430

026-262-2084

メールアドレス

ホームページＵＲＬ

米
米

muro@ngn.janis.or.jp

北信 50-50 00543 鈴木 和夫

米

北信 50-50 00545 松村 勝典

米

0269-67-0069

0269-67-0069

あぐり品川
品川 悦男

米

0266-72-7666

0266-73-1104

sina4834@po11.lcv.ne.jp

上伊那

50-50 00554 北條 晃一

米

上伊那

50-50 00555

0263-47-5380

0263-47-5380

info@akahane-nouen.com

http://akahane-nouen.com

0261-22-5696

0261-22-5696

v_v.hiraide@janis.or.jp

https://ventvert-hiraide.co.jp/

諏訪 50-50 00548

農事組合法人 まっくんファーム
代表理事 堀 美津男

米

松本 50-50 00567

株式会社 あかはね農園
代表取締役 赤羽 悟

米

松本 50-50 00568

有限会社 北清水
代表取締役 清水 久美子

米

松本 50-50 00569 曽根原 大剛

米

松本 50-50 00571 降籏 秀寿

米

株式会社ヴァンベール平出
代表取締役 平出 亨

北アルプス

50-50 00573

北アルプス

50-50 00574 一本木 秀章

米

北アルプス

50-50 00575 窪田 和也

米

北アルプス

50-50 00577

北アルプス

50-50 00578 松沢 直城

鈴ひかり部会
部会長 一柳 徳行

長野 50-50 00585 吉澤政人
諏訪 50-50 00593

農事組合法人 ささはら営農
代表理事 中島 剛司

米

k-kazuya@dhk.janis.or.jp

米
米

0261-72-6038

0261-72-6038

qqbp7yw9k@soleil.ocn.ne.jp

米

026-268-3660

026-268-3660

m-yozawa@kkf.biglobe.ne.jp

0261-22-5382

0261-22-5382

love_chan@janis.or.jp

米

北アルプス

50-50 00605 栗林 浩

米

北アルプス

50-50 00608 牧野 千治

米

北アルプス

50-50 00609

株式会社だいにち堂
代表取締役 塚越 和恵

0261-23-3189

米

令和２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）【穀類】
名 称

品目

電話番号

米

026-217-0877

050-6861-9813 ya-sato@best-scene.jp

https://best-scene.jp

長野 50-50 00616 野村 隆夫

米

026-278-8004

026-278-7489

takawo@rose.ocn.ne.jp

https://budouen-nomura.com/index.html

北信 50-50 00620 滝沢 篤史

米

090-4847-8567

0269-65-2524

pentax_k2@yahoo.co.jp

https://yayoinouen.jimdo.com/

北信 50-50 00622 田中 久一

米

50-50 00623 竹内 忠直

米

上田 50-50 00626 箱山 健治

米

南信州

50-50 00632 田中 利治

米

0265-24-5718

0265-24-5718

sakura1723@hi3.enjoy.ne.jp

北アルプス

50-50 00640

米

0261-22-9198

0261-23-5488

北アルプス

50-50 00641 農事組合法人 池田町ファーム

北アルプス

50-50 00642

区分 認証番号
長野 50-50 00615

北アルプス

株式会社 ベストシーン
代表取締役 鈴木 崇文

アルプス健食会
代表 宮田 富吉

米

長野 50-50 00644

千曲市姨捨棚田 名月会
会長 金井 實

米

長野 50-50 00645

名勝姨捨棚田倶楽部
代表 矢島 宏雄

米

長野 50-50 00647

田毎の月 棚田保存同好会
会長 徳原 敏昭

メールアドレス

090-2766-4283

米

有限会社 ヨシダ
代表取締役 吉田 稔

長野 50-50 00646 科野農業塾 会長 緑川 英貞

FAX番号

米
米

長野 50-50 00648 姨捨棚田会 会長 割田 俊明

米

長野 50-50 00650 今井 邦彦

米

長野 50-50 00652 丸山 正人

米

長野 50-50 00655 Farm Tsubasa 名古 正一

米

北信 50-50 00657 竹内 昭芳

米

北信 50-50 00658 山ノ内米研究会 会長 湯本 榮一郎

米

026-273-4544

aperi75@yahoo.co.jp

0269-33-3112

0269-33-1104

shinko@town.yamanouchi.lg.jp
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