
長野県原産地呼称管理制度　「認定米販売事業者」　認定一覧 長野県原産地呼称管理委員会米委員会

住　　所 電 話／ＦＡＸ ＨＰアドレス Ｅメール

TEL：077-562-0462

FAX：077-562-0625

TEL：0263-73-7806

FAX：0263-73-0215

TEL：0561-82-1700

FAX：0561-82-3746

TEL：0898-72-2309

FAX：0898-72-5847

TEL：075-221-5074

FAX：075-211-0177

TEL：096-344-8409

FAX：096-344-8411

TEL：0852-21-4842

FAX：0852-21-8982

TEL：0531-22-0461

FAX：0531-22-6980

TEL：026-278-1110

FAX：026-278-1551

TEL：052-611-2929

FAX：052-611-2829

TEL：0553-33-2200

FAX：0553-33-2351

TEL：042-461-3253

FAX：042-468-5565

TEL：0557-68-0113

FAX：0557-68-0152

TEL：0532-52-8168

FAX：0532-52-0818

TEL：0532-54-4167

FAX：0532-54-4175

TEL：072-622-2092

FAX：072-627-4484

TEL：06-6471-2642

FAX：06-6478-2236

TEL：072-881-4765

FAX：072-881-4778

五ツ星マイスター

小売業

認定米販売事業者 備考
お問い合せ先

五ツ星マイスター

五ツ星マイスター

五ツ星マイスター

五ツ星マイスター

熊本県熊本市八景水谷１－２３－２９

S070005
（株）中央米穀
代表取締役　西村達也

京都府京都市 卸・小売業

S070006
（合）中嶋商店
代表社員　中嶋唯博

熊本県熊本市 小売業

京都府京都市中京区
堺町通六角下甲屋町３９０

S070007
（有）原田米穀
代表取締役　原田満實

島根県松江市 小売業 島根県松江市雑賀町５５３

愛知県田原市田原町新清谷４７－５S070008
お米工房　こめっと
上藤　敦史

五ツ星マイスター

長野県長野市 卸・小売業

愛知県田原市 小売業

五ツ星マイスター

（有）サンサンライス
代表取締役　小林正夫

愛知県名古屋市 小売業

長野県長野市松代町東寺尾２９７１

愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町２－１１８

三ツ星マイスター・お米ア
ドバイザー

S070009
（株）米匠
代表取締役　小宮山浩志

S0700011
（株）おぎはら
代表取締役　荻原辰雄

山梨県甲州市 卸・小売業 五ツ星マイスター山梨県甲州市塩山上於曽１８６１－２

S0700010

五ツ星マイスター東京都西東京市保谷町３－１１－１６

小売業

（有）櫻井米穀店
代表取締役　桜井啓志

東京都西東京市 小売業 main@sakuraikomeya.com

五ツ星マイスター

S0700012

S0700014
東三河食糧（株）
代表取締役社長　芳賀健治

愛知県豊橋市

S0700013
（有）土屋米穀店
代表取締役　土屋　一

静岡県熱海市

卸業者

S0700015
（株）ヤマサン
代表取締役　山本和正

愛知県豊橋市 小売業

大阪府大阪市西淀川区姫島５－１１－３５

S0700016
はたの米穀販売（株）
代表取締役　道満正義

大阪府茨木市 小売業

S0700017
金清米穀店
金野さとみ

大阪府大阪市 小売業

S0700018
朴井米穀店
朴井　望

大阪府門真市 小売業 大阪府門真市千石東町２－５－１１

http://hatanoya.com info@hatanoya.com

愛知県豊橋市小畷町４５０ cmer@lilac.ocn.ne.jp

大阪府茨木市三島丘２－８－１９

http://www.comesho.co.jp

http://www.ogihara-inc.co.jp

愛知県豊橋市下地町字豊麻２７

http://www5.ocn.ne.jp/~comer/

静岡県熱海市下多賀４４７－１

http://yamasancorp.com hachikoku@yamasancorp.com

五ツ星マイスター

komekiti@poem.ocn.ne.jp

kometto@lake.ocn.ne.jp

info@conesho.co.jp

sunsunrice@ybb.ne.jp

info@ogihara-inc.co.jp

滋賀県草津市大路１－９－７

日本精米工業会システム
認定工場

http://www.okomenochuoo.jp info@okomenochuoo.jp

S070004

認定
番号

所在地 事業形態

（有）高井米穀
代表　高井千裕

愛媛県西条市 小売業

S070001
（株）駅前米屋
代表取締役　南井孝一

滋賀県草津市

S070003
スズリョーベルックス（株）
代表取締役社長　鈴木　章

愛知県瀬戸市 卸・小売業

S070002
（株）マイパール長野
代表取締役社長　原田範久

長野県安曇野市 卸・小売業

http://www.ekimaekomeya.com ekimaekomeya@kdp.biglobe.ne.jp

長野県安曇野市堀金烏川２６６９ http://www.mypearl.co.jp

愛知県瀬戸市銀杏木町６８ http://www.suzuryo.shop.pre.jp suzuryo@blue.ocn.ne.jp

愛媛県西条市小松町新屋敷甲２２１６
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長野県原産地呼称管理制度　「認定米販売事業者」　認定一覧 長野県原産地呼称管理委員会米委員会

住　　所 電 話／ＦＡＸ ＨＰアドレス Ｅメール
認定米販売事業者 備考

お問い合せ先認定
番号

所在地 事業形態

TEL：06-6622-1148

FAX：06-6622-1148

TEL：06-6781-5031

FAX：06-6781-5001

TEL：072-821-0415

FAX：072-823-9097

TEL：072-729-2666

FAX：072-729-4964

TEL：06-6471-7766

FAX：06-6471-6282

TEL：0727-22-3201

FAX：0727-22-3201

TEL：06-6702-4425

FAX：06-6702-4425

TEL：06-6572-0382

FAX：06-6571-1349

TEL：06-6641-6238

FAX：06-6641-6239

TEL：0269-22-3465

FAX：0269-22-3465

TEL：0261-23-4186

FAX：0261-22-7347

TEL：0266-72-2312

FAX：0266-73-1882

TEL：0266-72-3001

FAX：0266-72-8449

TEL：03-3717-5059

FAX：03-3723-7235

TEL：042-361-5427

FAX：042-361-1212

TEL：06-6461-1445

FAX：06-6462-2843

TEL：0266-22-2997

FAX：0266-22-8357

TEL：026-222-7500

FAX：026-222-3550

合計　３６業者　（県内　８業者、県外　28業者）

S0700019
花谷米穀店
花谷充啓

大阪府大阪市 小売業 大阪府大阪市東住吉区山坂２－５－１１

S0700020
水野米穀店
水野義一

大阪府東大阪市 小売業

S0700021
（有）上田産業
代表取締役 上田喜博

大阪府寝屋川市 小売業

米蔵人 あかい米穀店
赤井桂子

大阪府箕面市小野原東２－１－３９S0700022
細川米穀店
細川　宏

大阪府箕面市 小売業

楠本米穀店
代表　楠本一彦

大阪府大阪市 小売業

五ツ星マイスター

小売業

小売業

info@akaikomeya

大阪府箕面市松ヶ丘１－４－２４

大阪府大阪市東住吉区湯里４－１８－９

大阪府大阪市淀川区姫島４－８－８

S0700025
ライス・ステーションふじた
藤田紀昌

大阪府大阪市

S0700023

S0700024
（有）末田商店
取締役社長　末田友則

大阪府箕面市

S0700027 小売業大阪府大阪市

大阪府大阪市港区八幡や１－１６－１２

大阪府大阪市浪速区戎本町１－８－１

S0700026
ひので食品
渡辺俊充

小売業大阪府大阪市

http://www.kome88.co.jp info@kome88.co.jp

komenetkusumoto@tawaya.co.jp 五ツ星マイスター

大阪府東大阪市高井田元町２－５－１６

大阪府寝屋川市萱島本町１５－９

S080001
（有）中野食糧
代表取締役　柴本天三

長野県中野市 卸・小売業 長野県中野市大字三ツ和２０９８

S080002
（株）あずみ野エコファーム
代表取締役　川上康治

長野県大町市 卸・小売業 長野県大町市常盤７７１８ http://www.dandan.co.jp info@dandan.co.jp

S080003
（有）入倉米穀
代表取締役　入倉一郎

長野県茅野市 小売業 長野県茅野市宮川４６８１ http://www.tateshinaseimai.com umaikome@po13.lcv.ne.jp 三ツ星マイスター

S080004
（有）宮川食糧販売店
代表取締役　伊藤靖

長野県茅野市 小売業 長野県茅野市宮川４５２１ miyagawa@kakui-rice.co.jp 三ツ星マイスター

S090001
（株）野田公米穀店
　代表取締役　中尾義一

大阪府大阪市 小売業 大阪府大阪市福島区野田２－１６－２８ info@noda-ko.co.jp

S090002
川岸食糧販売企業組合（新倉食糧販売店）
  代表理事　八木雅敏

長野県岡谷市 小売業 長野県岡谷市川岸中３－２－２

S080005
（株）スズノブ
代表取締役　西島豊造

東京都目黒区 小売業 東京都目黒区中根２－１－１５ http://www.suzunobu.com nishijima@suzunobu.com 五ツ星マイスター

S080006
（有）カワサキ森田屋
代表取締役社長　川崎正信

東京都府中市 卸・小売業 東京都府中市住吉町３－１９－１３ http://www.moritaya-rice.jp yoshiyuki@moritaya-rice.jp

info@baycook.co.jp
日本精米工業会システム認
定工場

S140001
ベイクックコーポレーション（株）
代表取締役社長　　塩沢　均

長野県長野市 卸・小売業 長野県長野市風間２４５２ http://baycook.co.jp/
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