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平成２3年度長野県原産地呼称管理制度　米　認定一覧（平成23年10月20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

11001 土屋　幸男 コシヒカリ 名曲米 佐久市 597.70 35,800 ・減農薬、減化学肥料による栽培 佐久市協和７６７６－２
TEL：0267-53-5664
FAX：　　　同上

- em-yukio@mx2.avis.ne.jp

11002 碓氷　髙 コシヒカリ 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
TEL：0267-58-2624
FAX：0267-51-5131

- takahashi-usui@nifty.com

11003 (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 佐久市 285.00 11,000
・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７２３
TEL：0268-61-6111
FAX：0268-61-6112

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

11004 (有)信州ファーム荻原  農場長　荻原 昌真 コシヒカリ 信州リンゴ米（立科産） 立科町 308.00 11,500
・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
TEL：0268-61-6111
FAX：0268-61-6112

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

11005 (有)信州ファーム荻原  農場長　荻原 昌真 コシヒカリ 信州リンゴ米（八重原産） 東御市 592.00 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
TEL：0268-61-6111
FAX：0268-61-6112

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

11006 (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 東御市 538.00 21,000
・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７２３
TEL：0268-61-6111
FAX：0268-61-6112

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

11007 柳澤　謙太郎 コシヒカリ 信州八重原米　コシヒカリ 東御市 613.90 36,834
・減農薬、減化学肥料による栽培
・火力を使わない自然乾燥

東御市八重原１５８８
TEL：0268-67-2256
FAX：0268-67-2756

http://www.kentaromai.com/index.html k-yanagisawa@kentaromai.com

11008 柳澤　謙太郎 ゆめしなの 信州八重原米　ゆめしなの 東御市 50.20 3,012 ・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.kentaromai.com/index.html k-yanagisawa@kentaromai.com

11009 滝沢農園　代表　滝沢栄一 コシヒカリ 八重原米 東御市 103.00 5,040
・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２９３９
TEL：0268-67-3112
FAX：　　　同上

http://www14.ueda.ne.jp/~waterfall/ waterfall@po14.ueda.ne.jp

11010 宮澤　多助 コシヒカリ とうしやの米 安曇野市 138.00 8,486
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

安曇野市豊科高家４１７８
TEL：0263-73-2096
FAX：　　　同上

- -

11011 (有)細田農産　細田 國夫 コシヒカリ 信州安曇野産こしひかり　「極上」 安曇野市 149.94 7,100 ・減農薬、減化学肥料による栽培 安曇野市三郷明盛４０３－１
TEL：0263-77-5332
FAX：0263-77-8731

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

11012 (農)安曇野北穂高農業生産組合　代表理事組合長　丸山 秀子 コシヒカリ 北穂米 安曇野市 506.41 31,680
・レンゲを鍬込み、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
TEL：0263-82-2690
FAX：0263-82-5133

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

11013 （株）あずみ野エコファーム　川上　康治 あきたこまち ミント米　あきたこまち 大町市 204.40 9,150
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

大町市常盤７７１８
TEL：0261-23-4186
FAX：0261-22-7347

http://www.dandan.co.jp okome1@dandan.co.jp

11014 森　達也 コシヒカリ
・特別栽培米「穂波」
・「鈴ひかり」

松川村 309.57 16,530 ・減農薬、減化学肥料による栽培 北安曇郡松川村７０５７
TEL：0261-62-3941
FAX：　　　同上

- honako@amber.plala.or.jp

11015 一柳　徳行 コシヒカリ 鈴ひかり 松川村 67.60 3,150 ・減農薬、減化学肥料による栽培 北安曇郡松川村２０５３
TEL：0261-62-9208
FAX：　　　同上

- niceagri@poplar.ocn.ne.jp

11016 平林　寛也 コシヒカリ 鈴ひかり 松川村 68.70 4,350 ・減農薬、減化学肥料による栽培 北安曇郡松川村２５３３－１
TEL：0261-62-3646
FAX：　　　同上

- -

11017 （農）落影生産組合　組合長理事　斉藤　寛紀 あきたこまち おちかげの米 信濃町 385.00 18,900
・地元・酪農家の牛糞堆肥使用
・減農薬、減化学肥料による栽培

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.plala.or.jp

11018 (農)野沢農産生産組合 代表理事　高橋 義三 コシヒカリ 野沢のこしひかり　ブナの水 飯山市 475.78 26,881
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

下高井郡野沢温泉村大字豊郷３１６６
TEL：0269-85-2578
FAX：0269-85-3464

http://www.janis.or.jp/users/nozawan/ nozawan@janis.or.jp

11019 (農)野沢農産生産組合 代表理事　高橋 義三 コシヒカリ 野沢のこしひかり　ブナの水 飯山市 126.70 7,158
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

下高井郡野沢温泉村大字豊郷３１６６
TEL：0269-85-2578
FAX：0269-85-3464

http://www.janis.or.jp/users/nozawan/ nozawan@janis.or.jp

11020 (農)野沢農産生産組合 代表理事　高橋 義三 コシヒカリ 野沢のこしひかり　ブナの水 飯山市 336.15 18,992
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

下高井郡野沢温泉村大字豊郷３１６６
TEL：0269-85-2578
FAX：0269-85-3464

http://www.janis.or.jp/users/nozawan/ nozawan@janis.or.jp

11021 (農)野沢農産生産組合 代表理事　高橋 義三 コシヒカリ 野沢のこしひかり　ブナの水 野沢温泉村 395.20 22,328
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

下高井郡野沢温泉村大字豊郷３１６６
TEL：0269-85-2578
FAX：0269-85-3464

http://www.janis.or.jp/users/nozawan/ nozawan@janis.or.jp

11022 (農)野沢農産生産組合 代表理事　高橋 義三 コシヒカリ 野沢のこしひかり　ブナの水 野沢温泉村 546.13 30,856
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

下高井郡野沢温泉村大字豊郷３１６６
TEL：0269-85-2578
FAX：0269-85-3464

http://www.janis.or.jp/users/nozawan/ nozawan@janis.or.jp

11023 (農)野沢農産生産組合 代表理事　高橋 義三 コシヒカリ 野沢のこしひかり　ブナの水 野沢温泉村 197.10 11,136
・減農薬による栽培
・栽培期間中、化学肥料不使用

下高井郡野沢温泉村大字豊郷３１６６
TEL：0269-85-2578
FAX：0269-85-3464

http://www.janis.or.jp/users/nozawan/ nozawan@janis.or.jp

２３品 １４者　　 7,224.0 379,853

長野県原産地呼称管理委員会米官能審査委員会
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