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平成２２年度長野県原産地呼称管理制度　米　認定一覧（平成22年11月19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

10019 掛川　正幸 コシヒカリ あいがも米 佐久市 55.00 2,490
・アイガモ農法実施
・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

- -

10020 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
東御市 535.00 32,100 ・減農薬、減化学肥料による栽培

東御市八重原２９０７
－１

TEL：0268-67-3626
FAX：0268-67-3120

- -

10021 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
東御市 262.00 14,148

・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２９０７
－１

TEL：0268-67-3626
FAX：0268-67-3120

- -

10022 白倉　卓馬 コシヒカリ 八重原米 東御市 282.00 17,000
・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.jp

10023 白倉　卓馬 コシヒカリ 八重原米 東御市 809.00 48,000 ・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.jp

10024 栁澤　謙太郎 コシヒカリ 信州八重原米 東御市 618.00 37,080 ・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.kentarom
ai.com

kentaroh.yanagisaw
a@gmail.com

10025 栁澤　謙太郎 コシヒカリ 信州八重原米 東御市 57.00 2,799
・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.kentarom
ai.com

kentaroh.yanagisaw
a@gmail.com

10026 栁澤　謙太郎 コシヒカリ 信州八重原米 東御市 50.90 2,850
・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.kentarom
ai.com

kentaroh.yanagisaw
a@gmail.com

10027
滝沢農園
代表　滝沢 栄一

コシヒカリ 八重原米 東御市 103.00 5,253
・栽培期間中、農薬不使用
・減化学肥料による栽培

東御市八重原２９３９
TEL：0268-67-3112
FAX：　　　同上

http://www.14.ueda.
ne.jp/~waterfall/

waterfall@po14.ue
da.ne.jp

10028

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 上田市 106.12 5,940 ・減農薬、減化学肥料による栽培 上田市住吉５５８－２
TEL：0268-21-2408
FAX：0268-21-0111

- -

10029

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 上田市 785.04 44,280 ・減農薬、減化学肥料による栽培 上田市住吉５５８－２
TEL：0268-21-2408
FAX：0268-21-0111

- -

10030
(有)ムラヤマ
代表取締役社長  村山 耕一

コシヒカリ
信州むらやま農場特別栽培
米“蕾”

上田市 570.68 29,070 ・減農薬、減化学肥料による栽培 上田市下之郷１９９
TEL：0268-38-4730
FAX：　　　同上

http://www.murayam
a-farm.co.jp

info@murayama-
farm.co.jp

10031
米沢地場産物直売所協議会
会長　小池 東洋司

コシヒカリ 米沢米 茅野市 112.90 6,700 ・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

TEL：0266-82-0363
FAX：　　　同上

- -

10032
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 325.50 15,624
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

伊那市東春近殿島４０
１０

TEL：0265-78-0560
FAX：　　　同上

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

10033
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 81.20 3,870
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

伊那市東春近殿島４０
１０

TEL：0265-78-0560
FAX：　　　同上

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

10034 倉科　有隆 天竜乙女 信州の米 松本市 146.78 5,970 ・減農薬、減化学肥料による栽培 松本市神林３５８７
TEL：0263-28-3966
FAX：　　　同上

- -

10035 宮澤ファーム　宮澤 貞仁 コシヒカリ ひかりぼし　宮澤家のお米 安曇野市 63.40 3,000
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

安曇野市三郷明盛３０
０２

TEL：0263-77-2585
FAX：　　　同上

http://www.miyazawa
-farm.jp

info@miyazawa-
farm.jp

10036 西村　憲 コシヒカリ コシヒカリ 塩尻市 548.00 24,000 ・減農薬、減化学肥料による栽培
塩尻市大字広丘堅石８
１０－２

TEL：0263-52-2254
FAX：　　　同上

- -

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
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10037
(株)あずみ野エコファーム
代表取締役　川上 康治

コシヒカリ ミント米コシヒカリ 大町市 81.30 4,500

・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用
・畦にミントを植栽し、カメムシ
被害の予防を図っている

大町市大字常盤７７１
８

TEL：0261-23-4186
FAX：0261-22-7347

http://www.dandan.c
o.jp

info@dandan.co.jp

10038
安曇野大泉や農園
西山 重廣

コシヒカリ 鈴ひかり 松川村 366.00 18,000
・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６６６
１

TEL：0261-62-1258
FAX：0261-62-6008

- -

10039 仲俣農園　仲俣 孝志 コシヒカリ 仲俣さん家のお米 飯綱町 55.00 3,000 ・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

TEL：026-253-7601
FAX：　　　同上

- -

10040
（農）落影生産組合
組合長理事　齊藤 寛紀

コシヒカリ おちかげの米 信濃町 219.00 11,000
・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

TEL：026-255-6152
FAX：　　　同上

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

10041 金崎　隆 コシヒカリ 金崎さんちのお米 飯山市 113.80 5,940 ・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/

kanazaki@iiyama-
catv.ne.jp

10042 金崎　隆 コシヒカリ 金崎さんちのお米 飯山市 125.90 6,150 ・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/

kanazaki@iiyama-
catv.ne.jp

２４品 17者 6,472.52 348,764


