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13012 （農）飯嶋農園
特別栽培米信州たてしな産こ
しひかり御泉水米

コシヒカリ 立科町 52.50 2,490 http://www.iijima-farm.com/ iijima-farm@sas.janis.or.jp

13013
（有）信州ファーム荻原
農場長　荻原　昌真

望月コシ（栽培期間中農薬・
化学肥料不使用）

コシヒカリ 佐久市 389.00 18,660 http://shinshu-farm.com info@shinshu-farm.com

13014 笹屋農園　笹平　達也
信州八重原米
笹屋農園の米

コシヒカリ 東御市 223.00 13,860 - -

13015 笹屋農園　笹平　達也
信州八重原米
笹屋農園の米

コシヒカリ 東御市 315.00 18,900 - -

13016 白倉　卓馬 八重原米 コシヒカリ 東御市 318.00 17,200 http://shirakura-rf.com shirakura_ricefarm@po3.ueda.ne.jp

13017 白倉　卓馬 八重原米 コシヒカリ 東御市 457.00 27,400 http://shirakura-rf.com shirakura_ricefarm@po3.ueda.ne.jp

13018 柳澤　謙太郎 信州八重原米　極　コシヒカリ コシヒカリ 東御市 62.00 3,720 http://www.kentaromai.com/ k-yanagisawa@kentaromai.com

13019 柳澤　謙太郎 信州八重原米　コシヒカリ コシヒカリ 東御市 613.90 36,834 http://www.kentaromai.com/ k-yanagisawa@kentaromai.com

13020
米沢地場産物直売所協議会
会長　小池　東洋司

信州米沢米 コシヒカリ 茅野市 112.50 7,590 - -

13021
伊那有機栽培研究会
会長　鳥原　實

上納米 コシヒカリ 伊那市 300.60 14,500 http://jonomai.wkeya.com/ makoto-t@dia.janis.or.jp

13022
伊那有機栽培研究会
会長　鳥原　實

上納米 コシヒカリ 伊那市 50.20 2,360 http://jonomai.wkeya.com/ makoto-t@dia.janis.or.jp

13023
中央アルプス有機栽培研究会
会長　田畑　伊三郎

アルプス太郎米 コシヒカリ 伊那市 58.60 2,980 - isaburo@ina.janis.or.jp

13024
農業生産法人(株)プラセス
代表取締役　大川　昌伯

はぜかけ　レンゲ米 コシヒカリ 松本市 65.00 2,200 - shinsyunoie@gmail.com

13025 細井ファーム　細井　正博 有機JAS認定米 コシヒカリ 安曇野市 122.00 4,320
http://homepage3.nifty.com/sinmai-
100show/

sinmai-hyaksyo@mb.infoweb.ne.jp
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13026 西村　憲 信濃の自然　コシヒカリ コシヒカリ 塩尻市 509.00 24,500 - -

13027
中村農園
代表　中村　喜一郎

北アルプスの麓『仁科のみや
び』

コシヒカリ 大町市 151.00 9,060 http://nakamura-farm.info info@nakamura-farm.info

13028
(有)ティーエム　しろうま農場
津滝　俊幸

白馬そだち　コシヒカリ コシヒカリ 白馬村 887.00 51,000 http://www.tm-hakuba.com/ tm@tm-hakuba.com

13029
白馬ファーム(株)
代表取締役　武田　昭彦

白馬源流米　ゆめしなの ゆめしなの 白馬村 112.92 5,300 http://www.hakubafarm.com/ takeda@hakubafarm.com

13030
(株)平成農園
代表取締役　中澤　基

平成農園特別栽培米　こしひ
かり

コシヒカリ 長野市 402.00 24,000 http://www.heisei-nouen.com/ info@heisei-nouen.com

13031
(農)落影生産組合
組合長理事　斉藤　寛紀

おちかげの米 コシヒカリ 信濃町 219.00 10,800 http://ochikage.com/ agri-ochikage@brown.plala.or.jp

13032 小柳農園　新井　康寛 小柳農園のコシヒカリ コシヒカリ 中野市 194.96 10,085 http://koyanaginouen.com/ arai-h@dia.janis.or.zip

13033 小柳農園　新井　康寛 小柳農園のコシヒカリ コシヒカリ 中野市 511.47 25,082 http://koyanaginouen.com/ arai-h@dia.janis.or.zip

13034 金崎　隆 金崎さんちのお米 コシヒカリ 飯山市 113.80 6,000
http://www.iiyama-
catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

13035 金崎　隆 金崎さんちのお米 コシヒカリ 飯山市 125.90 5,340
http://www.iiyama-
catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

13036 金崎　隆 金崎さんちのお米 キヌヒカリ 飯山市 55.42 3,000
http://www.iiyama-
catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

13037 金崎　隆 金崎さんちのお米 キヌヒカリ 飯山市 55.95 2,760
http://www.iiyama-
catv.ne.jp/~kanazaki/

okome@kanazaki-okome.com

13038 嘉部　正義
山紫水明　木島平産こしひか
り

コシヒカリ 木島平村 142.00 5,960 - maboo@pal.kijimadaira.jp
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