
　　　　　　　　　　　　　　　　申請者の同意があったものについて公開するものです。なお、品目によっては、既に出荷を終えている場合があります。
令和３年１１月３０日現在

整理
番号

認 証 組 織 名 代 表 者 市町村
連絡先

電話番号
認証品目名１ 認証品目名２ 認証品目名３ 認証品目名４ 認証品目名５ 認証品目名６ 認証品目名７ 認証品目名８ 認証品目名９ 認証品目名１０

1 ナチュラルファーム さとう 佐藤 春芳 天童市 023-616-4514 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

2 鈴木果樹園 鈴木 伸治 大江町 0237-62-2776 西洋なし りんご おうとう
3 東根東部有機果樹生産組合 横尾 礼志 東根市 0237-42-1616 おうとう
4 山口 泰弘 山形市 023-688-3142 水稲(つや姫) 水稲(ササニシキ).

5  齊藤　信弥 村山市 0237-55-4572 水稲(つや姫)

6  星川　富美秋 尾花沢市 0237-25-3533 水稲(つや姫)

7 農事組合法人 山辺アグリＦＦ 會田 保兵衛 山辺町 023-664-5487 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ)

8  渡辺 敏良 尾花沢市 0235-25-6222 水稲(つや姫)

9 齋藤 広志 山形市 023-643-6006 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
10 有限会社蔵王ウッディファーム 木村 義廣 上山市 023-674-2343 ぶどう
11 設楽商店つや姫研究会 設楽 敏英 河北町 0237-72-3817 水稲(つや姫)

12 ㈲ 山形西部農産 福井 晋哉 山形市 023-643-2638 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ). 水稲(あきたこまち).

13 天童大地の会 滝口 博太 天童市 023-653-7486 おうとう 西洋なし
14 竹の花生産組合 渡辺 徹 山辺町 023-664-5265 水稲(つや姫)

15 ＪＡ山形市つや姫特栽研究会 川村 栄介 山形市 023-645-4849 水稲(つや姫)

16 有限会社 ファーム・イン・ビレッジ 森谷 茂伸 天童市 023-653-1388 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ),

17  鈴木 忠司 村山市 0237-55-4896 水稲(つや姫)

18 ＪＡみちのく村山 村山営農センター つや姫栽培研究会 安達　修蔵 村山市 0237-55-6313 水稲(つや姫)

19 （株）水戸部稲造 水戸部 朝信 天童市 023-653-2131 水稲(つや姫) 水稲(出羽燦々).

20 ファームセンター長島 飛塚 晃 山辺町 023-664-5759 水稲(でわのもち),

21  伊藤 篤 寒河江市 0237-87-4715 水稲(つや姫)

22 東根市農業協同組合 (有機) 佐藤 勝藏 東根市 0237-43-1126 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
23 東根市農業協同組合 （んっまい米） 佐藤 勝藏 東根市 0237-43-1126 水稲(つや姫) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

24 株式会社 丸屋本店 鈴木 亮吉 東根市 0237-41-0838 水稲(つや姫)

25 有限会社本沢農産 今野 博允 山形市 023-688-4321 水稲(つや姫)

26 （農）村木沢あじさい営農組合 佐藤 清一 山形市 023-674-7538 水稲(つや姫)

27 アグリパートナーつや姫生産部会 三浦昌樹 東根市 0237-51-4090 水稲(つや姫)

28 株式会社穂紬ファーム 星川　智一 尾花沢市 0237-22-2680 水稲(つや姫)

29 山形・米と健康を考える会 石山正則 山形市 023-686-2351 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

30 村山河西地区つや姫研究会 鈴木 俊哉 村山市 0237-54-2138 水稲(つや姫)

31 うんまい米作り研究会 仲野 真 天童市 023-653-2331 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

32  小玉雄一 村山市 0237-54-2034 水稲(つや姫)

33 株式会社　耕成 石山一穂 東根市 0237-43-3333 水稲(つや姫)

34 アグリファーム相馬 相馬 清孝 山形市 023-688-2650 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

35 ほそや農産 細矢 拓真 山形市 023-644-5682 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(こゆきもち),

36 ㈱ 山形産直センター 細矢 拓真 山形市 023-644-5682 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
37 山形農業協同組合 <つや姫> 岡崎 輝明 山形市 023-624-8562 水稲(つや姫)

38 山形農業協同組合 <長崎はえぬき> 岡崎 輝明 山形市 023-624-8562 水稲(はえぬき)

39  結城 尉行 村山市 0237-55-2294 水稲(つや姫)

40  杉沼俊一 山形市 0237-47-3130 水稲(つや姫)

41  鎌上 正樹 中山町 023-662-3654 水稲(つや姫)

42 かほく生産組合 後藤 慶治 河北町 0237-73-2211 水稲(つや姫)

43 株式会社アグリラボ 柴田　清志 村山市 0237-48-6626 水稲(つや姫) 水稲(夢ごこち).

44 木村 義史 上山市 023-672-7511 水稲(つや姫)

45  渡辺 恭弘 上山市 023-672-7511 水稲(つや姫)

46 （株）うばふところ（佐藤和愛） 佐藤 和愛 上山市 023-672-7511 水稲(つや姫)

47  小池 克己 上山市 023-672-7511 水稲(つや姫)

48  山澤　勝 天童市 023-672-7511 水稲(つや姫)

49  高橋 源四郎 上山市 023-672-7511 水稲(つや姫)

　　令和３年 山形県特別栽培農産物認証登録一覧
　   本一覧は、公益財団法人やまがた農業支援センター特別栽培農産物認証業務規程に基づき、当認証審査委員会で審査を行い、当センター理事長が認証登録したもののうち、
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50 久保手つや姫生産組合 渡辺長四郎 上山市 023-672-7511 水稲(つや姫)

51  大石 薫 天童市 023-672-7511 水稲(つや姫)

52  佐藤 清雄 天童市 023-672-7511 水稲(つや姫)

53 鍋倉康治 山形市 023-672-7511 水稲(つや姫)

54  落合 喜久男 尾花沢市 023-672-7511 水稲(つや姫)

55  伊藤 均 村山市 023-672-7511 水稲(つや姫)

56  高橋 徹 山形市 023-672-7511 水稲(つや姫)

57 置賜特別栽培研究会 高橋 義彦 山形市 023-633-3300 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)

58 もがみ維新つや姫栽培研究会 富樫 利宏 山形市 023-633-3301 水稲(つや姫)

59 山形つや姫栽培研究会 山崎 政彰 山形市 023-633-3301 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)

60 みちのく村山農業協同組合 <大石田営農センター> 柴﨑 正美 大石田町 0237-35-3131 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(雪若丸) 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ), 水稲(その他もち品種),

61 みちのく村山農業協同組合 <尾花沢> 三浦康彦 村山市 0237-22-2020 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

62 自然を守る百姓の会 尾崎 彰太郎 尾花沢市 0237-28-2003 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(さわのはな).

63 株式会社　今野商店 今野 寿洋 大石田町 0237-35-2755 水稲(つや姫)

64 株式会社　鬼嶋庄一郎商店 鬼嶋 庄一郎 山形市 023-645-5220 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
65 みちのく田吾作会 原田 大介 村山市 0237-55-4980 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

66 株式会社 奥山農園 奥山 喜男 河北町 0237-73-3458 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(亀の尾).

67 天童市農業協同組合 金平　芳己 天童市 023-653-5114 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(こゆきもち), 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(龍の落し子).

68  佐々木正志 大石田町 0237-35-3424 水稲(つや姫)

69  渡辺賢一 尾花沢市 0237-25-2117 水稲(つや姫)

70 野川雪若丸生産組合 佐藤 春芳 天童市 023-654-1244 水稲(雪若丸)

71  鈴木 淳 山形市 023-654-1244 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
72  原田 豊二 村山市 023-654-1244 水稲(つや姫)

73 ㈱大津商店 大津 朋洋 中山町 023-633-3301 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ),

74  山口 直子 山形市 023-644-1586 水稲(つや姫)

75 株式会社南東北サンシャインファーム 小林 高宏 山形市 023-622-1133 水稲(つや姫)

76 さがえ西村山農業協同組合 安孫子 常哉 寒河江市 0237-86-8185 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(出羽燦々). 水稲(美山錦). 水稲(出羽の里). 水稲（雪女神）.

77  髙橋 民雄 鮭川村 090-9740-8842 水稲(つや姫)

78 金山農協稲作推進協議会(つや姫　) 正野　広 金山町 0233-52-2892 水稲(つや姫)

79 金山農協稲作推進協議会(出羽燦々) 正野　広 金山町 0233-52-2892 水稲(出羽燦々).

80 西塚農場 西塚 雄大 最上町 0233-43-3774 水稲(はえぬき) 水稲(山形95号).

81 塩野営農会 石川　正志 新庄市 0233-25-3611 水稲(はえぬき) 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ),

82 泉菜 株式会社 奥山 聡 新庄市 0233-25-2553 さといも
83  奥山 和也 新庄市 0233-25-2553 さといも
84  奥山 和久 新庄市 0233-25-3611 さといも
85 　 加藤 仁照 新庄市 0233-25-3611 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
86 農業法人　株式会社　藤ファーム 二戸部康之 戸沢村 0233-72-2443 水稲(つや姫)

87 もがみ｢つや姫｣生産部会 小野 繁美 真室川町 0233-62-3394 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
88 山形県立農林大学校 舟越 利弘 新庄市 0233-22-1527 水稲(つや姫)

89 (農）グリーンライスファーム 柿崎 康宏 大蔵村 0233-75-2150 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(雪若丸)

90 JAおいしいもがみ南部営農センター トマト部会 渡辺 忠 舟形町 0233-32-2133 トマト
91 ＬＬＰらいすＬＩＦＥ 八鍬 孝弘 鮭川村 0233-55-3194 水稲(はえぬき)

92  高橋 隆一 最上町 0233-44-2327 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
93  佐藤 信男 新庄市 0233-26-2727 水稲(はえぬき) 水稲(こがねもち),

94 大場伝四郎 最上町 0233-44-2308 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲（ササシグレ）

95 未来農業研究会 丹野公家 新庄市 0233-22-2111　内250 水稲(つや姫)

96  宮川 純 新庄市 0233-22-3452 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

97 金山有機特栽研究会 青柳 栄一 金山町 0233-52-2220 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

98 伊藤米穀「つや姫」生産部会 伊藤　順敏 真室川町 0233-62-2351 水稲(つや姫)

99 まむろ川農事組合法人 伊藤 順敏 真室川町 0233-62-2351 水稲(雪若丸)

100  長澤 貢治郎 新庄市 0233-22-7360 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(あきたこまち).

101 新庄市農業協同組合 柿崎 広昭 新庄市 0233-22-3966 水稲(つや姫)

102 山形リーダーズファーム 荒沢 宏弥 新庄市 0233-25-3509 水稲(つや姫)

103 アイガモ栽培 奥山 勝明 最上町 0233-45-2668 水稲(山形95号).
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104 もがみ中央農業協同組合（つや姫） 安食　賢一 新庄市 0233-32-1514 水稲(つや姫)

105 もがみ中央農業協同組合（鮭川・はえぬき） 安食　賢一 新庄市 0233-32-1514 水稲(はえぬき)

106 もがみ中央農業協同組合（戸沢・はえぬき） 安食　賢一 新庄市 0233-32-1514 水稲(はえぬき)

107 もがみ中央農業協同組合（真室川・ひとめぼれ、コシヒカリ） 安食　賢一 新庄市 0233-32-1514 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ)

108 (農)山形おきたま産直センター 竹田久一 南陽市 0238-47-7338 ぶどう
109 株式会社  高畠ワイナリー 村上　健 高畠町 0238-57-4800 ぶどう
110 行者菜生産グループ 横澤　芳一 長井市 0238-84-0360 行者菜
111 プログレス･ユタカ 五十嵐 豊雄 米沢市 0238-49-7703 水稲(つや姫)

112  飯田　邦夫 南陽市 0238-43-5374 水稲(つや姫)

113  堀内 佳已 川西町 0238-42-3348 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
114  渡部 茂雄 小国町 0238-62-2131 水稲(つや姫) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

115 川西町紅大豆生産研究会 淀野 貞彦 川西町 0238-42-6664 大豆(紅大豆)

116  武田　雄一 高畠町 0238-52-2973 水稲(つや姫)

117 マルシチ米穀株式会社 後藤 まつ 飯豊町 0238-72-2016 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(あきたこまち).

118  鈴木 寛幸 飯豊町 0238-72-2773 水稲(つや姫)

119 鷹山米栽培研究会 手塚 昌之 米沢市 0238-37-2731 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ)

120 株式会社　サンファームしらたか 小口尚司 白鷹町 0238-85-0825 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
121  舟山　弥寿彦 飯豊町 0238-74-2295 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(あきたこまち).

122  安部　宗和 飯豊町 0238-72-2013 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
123  髙橋啓 飯豊町 0238-72-2202 水稲(つや姫)

124 梅津義浩 飯豊町 0238-72-2791 水稲(つや姫)

125 野川清流米生産組合 佐藤　正広 長井市 0238-84-6974 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

126  浅野　克幸 飯豊町 0238-74-2422 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(どまんなか). 水稲(あきたこまち). 水稲(ササニシキ). 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ),

127 有限会社 ファーマーズ・クラブ赤とんぼ 北澤 正樹 川西町 0238-44-2400 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ), 水稲(雪若丸)

128 東沢ゆめり米生産組合 登坂 賢治 川西町 0238-48-2723 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
129 上和田有機米生産組合 渡部　京一 高畠町 0238-56-2069 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(山形95号). 水稲(夢ごこち).

130 農事組合法人船山ファーム 船山隼人 白鷹町 0238-85-2331 水稲(つや姫)

131 川西自然農法グループ 髙橋 健次 川西町 0238-42-2649 水稲(つや姫)

132 神保市和 高畠町 0238-57-2445 水稲(つや姫)

133 長澤農園 長澤　祐一 南陽市 0238-47-7527 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(こゆきもち),

134  遠藤 五一 高畠町 0238-56-2672 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(その他).

135  近野　良太 高畠町 0238-57-2329 水稲(つや姫)

136 農事組合法人　成田農産 飯澤 和郎 長井市 0238-88-5701 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(雪若丸)

137  小野 秀二 高畠町 0238-52-0511 水稲(つや姫)

138  長沼信太郎 飯豊町 0238-72-3248 水稲(つや姫)

139  新野真太郎 飯豊町 0238-74-2105 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(あきたこまち). 水稲(ササニシキ). 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

140 さわのはな倶楽部 遠藤 孝太郎 長井市 0238-84-6445 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ササニシキ). 水稲(さわのはな). 水稲(出羽の里). 水稲(出羽燦々). 水稲(その他) 水稲(彦太郎糯)

141 レインボー米研究会 若林 和彦 長井市 0238-88-2601 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(こがねもち), 大豆
142  寒河江 靖明 川西町 0238-42-3383 水稲(つや姫)

143 しまさき農園 島崎 真人 南陽市 0238-47-5521 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(夢ごこち). 水稲(ササニシキ). 水稲(こゆきもち),

144 歌丸の里生産組合 寒河江 忠 長井市 0238-88-2893 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(どまんなか). 水稲(雪若丸) 水稲（きんのめぐみ）

145 株式会社おきたま興農舎（えだまめ） 小林 亮 高畠町 0238-57-4116 えだまめ
146 株式会社おきたま興農舎（水稲） 小林 亮 高畠町 0238-57-4116 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(あきたこまち). 水稲(山形95号). 水稲(ササニシキ). 水稲(こゆきもち) 水稲(その他もち品種),

147  冨樫　裕一 高畠町 0238-52-1483 水稲(つや姫)

148 つや姫会 二瓶 茂則 飯豊町 0238-74-2343 水稲(つや姫)

149  小松新一 飯豊町 0238-72-2876 水稲(つや姫)

150 時田ｴｺﾌｧｰﾑ産直組合 山田 良一 川西町 0238-42-2242 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ササニシキ). 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ),

151 リベラルファーム米沢 安部 慎一郎 米沢市 0238-37-3946 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(つや姫)

152 株式会社　佐藤ファーム 佐藤 和久 米沢市 0238-37-6547 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ). 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(夢ごこち). 水稲（いのちの壱）

153 有限会社 山形川西産直センター 平田 勝越 川西町 0238-42-4403 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ),

154 酒町環境保全会 村岡 謙二 川西町 0238-48-2502 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(雪若丸)

155 南陽おいしい米の会 外山　俊晴 南陽市 0238-45-3000 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(はえぬき) 水稲(つや姫) 水稲(あきたこまち). 水稲(ひとめぼれ) 水稲(山形95号). 水稲(雪若丸)

156 株式会社　山形ライスファーム２１ 遠藤 久幸 米沢市 0238-49-7118 水稲(つや姫)

157  遠藤 美佐子 飯豊町 0238-74-2358 水稲(つや姫)
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158 おぐに木酢研究会 伊藤孝太郎 小国町 0238-62-5471 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(こがねもち),

159 関根･鍋田特別栽培米研究会 鈴木 雄一 南陽市 0238-43-5429 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(どまんなか). 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ),

160  吉田 繁夫 高畠町 0238-56-3094 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
161 実穫り生産組合 遠藤正彦 川西町 0238-44-2947 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)

162  高橋 正利 高畠町 0238-57-2722 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
163 畔藤農民組合 菅原 庄市 白鷹町 0238-85-0956 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
164 こめ工房 南陽アスク 黒澤 信彦 南陽市 0238-40-8200 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ササニシキ). 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(夢ごこち). 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ), 水稲（いのちの壱）

165  石田　稔行 高畠町 0238-57-2268 水稲(つや姫)

166 小国地産株式会社 舟山　泰則 小国町 0238-87-3930 水稲(つや姫)

167 株式会社 ヤマラクフーズ 山口　長一 南陽市 0238-59-0055 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
168 六石会 中川 英士 高畠町 0238-57-2058 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(つや姫)

169  渡部 史寛 高畠町 0238-57-2787 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(こゆきもち), 大豆
170  工藤 賢悦 高畠町 0238-52-0941 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

171  嶋貫  諭 川西町 080-1806-2996 水稲(雪若丸) 水稲(ササニシキ).

172 株式会社ファームおそのづか 山口　敏博 高畠町 0238-27-8620 水稲(つや姫)

173  中川 弘吉 高畠町 0238-57-3548 水稲(ササニシキ).

174 株式会社米沢稔りの会 佐藤 清一 米沢市 0238-38-4747 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(雪若丸) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ)
175  長谷川　康広 高畠町 0238-52-2677 水稲(つや姫)

176 佐藤忠次 米沢市 0238-28-8159 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(こゆきもち),

177 おりはた環境保全協議会 長沢 武右衛門 南陽市 0238-47-7338 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき)

178 農事組合法人　米沢あすなろ 大島裕次 米沢市 0238-37-5553 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
179 農事組合法人 山形おきたま産直センター 竹田　久一 南陽市 0238-47-7338 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(夢ごこち). 水稲(雪若丸) 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ) 水稲(その他もち品種), 水稲(朝紫)
180 農事組合法人エム・アイ・エル 猪野 国雄 高畠町 0238-56-3850 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲（金のいぶき）

181 いのファーム 猪野 国雄 高畠町 0238-56-3850 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(雪若丸) 水稲（金のいぶき） 水稲(夢ごこち)

182  竹田　聡 南陽市 090-1373-8125 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

183 株式会社マルヘイ農園（つや姫他） 安部 平左エ門 米沢市 0238-28-6903 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

184 株式会社 マルヘイ農園（雪若丸他） 安部 平左エ門 米沢市 0238-28-6903 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ﾋﾒﾉﾓﾁ)
185  嵐田　義雄 米沢市 0238-37-4581 水稲(つや姫)

186 太田　富美子 米沢市 0238-22-2170 水稲(つや姫)

187 株式会社 金子農園 金子和徳 高畠町 0238-52-4711 水稲(つや姫)

188 山形おきたま農業協同組合 若林 英毅 川西町 0238-46-5301 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(はえぬき) 水稲(ササニシキ). 水稲(雪若丸) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ) 水稲(その他もち品種), 水稲（雪女神）. 水稲(出羽燦々). 水稲(その他酒米種).

189  猪野 貴典 高畠町 0238-56-3040 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(雪若丸)

190 大谷　健人 小国町 0238-62-4356 ほうれんそう
191 有限会社東部開発 伊藤とく子 小国町 0238-87-8668 そば だいこん
192  渡会　寿樹 庄内町 0234-43-2781 水稲(美山錦).

193  今野　太思 鶴岡市 0235-29-2097 水稲(出羽燦々).

194 東北食糧庄内特栽米研究会 髙橋　淳 酒田市 0234-26-8844 水稲(つや姫)

195 長谷川農場 長谷川正喜 鶴岡市 0235-33-1192 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

196 農事組合法人　スリーＡファーム 安在　裕 鶴岡市 0235-33-4255 水稲(つや姫)

197  相馬 卓 庄内町 0234-44-4838 水稲(出羽燦々).

198 岡部農園 岡部 栄一 鶴岡市 0235-62-3328 水稲(つや姫)

199 遊佐町庄内柿特別栽培研究会 松本 揮一 遊佐町 0234-76-2415 かき
200 成長農園 成澤 長悦 酒田市 0234-94-2858 水稲(つや姫) 水稲(美山錦). 水稲(ササニシキ).

201 庄内柿研究会 阿部一士 鶴岡市 0235-29-9960 かき
202 ちょうさんふぁ～む 佐藤 長一 鶴岡市 0235-57-3482 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ)

203  庄司　隆 酒田市 0234-94-2532 水稲(美山錦).

204  佐藤 冨士雄 鶴岡市 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)

205  日向 武彦 鶴岡市 0235-64-4149 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
206  堀 與一 酒田市 0234-22-3013 水稲(つや姫)

207 株式会社　加藤農園 加藤 治彦 酒田市 0234-25-5150 水稲(つや姫)

208 山形ゆりあふぁーむ 齋藤 祐一 三川町 0235-66-2493 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

209  松浦　史和 庄内町 0234-43-4672 水稲(はえぬき) 水稲(出羽燦々).

210  菅原 誠 三川町 0235-66-2742 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

211  大瀧 隆 鶴岡市 0235-23-5940 水稲(つや姫)
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212 江花有機微生物農法研究会 佐藤 伸和 鶴岡市 090-4316-3526 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(でわのもち),

213 株式会社　青山農場 五十嵐 晃樹 三川町 0235-66-2554 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(雪若丸)

214  菅原　直己 鶴岡市 0235-64-5162 水稲(雪若丸) 水稲(つくばSD1号).

215  須田 則浩 鶴岡市 0235-29-2183 水稲(つや姫)

216 阿部農園 阿部 卓也 鶴岡市 0235-57-3967 水稲(はえぬき) 水稲（いのちの壱） 水稲（金のいぶき） 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

217 菅原農場 菅原　寛 鶴岡市 0235-33-0787 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

218 金太郎農場 渡部　啓 鶴岡市 090-1375-9966 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

219 米シスト庄内 佐藤 彰一 庄内町 0234-42-1181 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(雪若丸) 水稲(でわのもち),

220 　 斎藤 勝幸 庄内町 0234-43-4462 水稲(つや姫)

221  阿部 繁喜 鶴岡市 0235-62-3955 水稲(つや姫)

222 鈴木豊 鶴岡市 0235-57-2408 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)

223 Ecofarm すがわら 菅原義弘 三川町 0235-66-2263 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ)

224  石垣 徹 遊佐町 0234-75-3857 水稲(つや姫)

225  佐久間 潤 鶴岡市 0235-57-2516 水稲(つや姫) 水稲(でわのもち),

226  富樫 英主 鶴岡市 0235-57-3066 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
227  本間 久喜 鶴岡市 0235-64-0199 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
228  松田 清孝 庄内町 0234-44-2334 水稲(出羽燦々).

229 農事組合法人 太ももの会 渋谷嘉明 酒田市 0234-92-3660 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(でわのもち),

230 イトー農場 伊藤 貢 鶴岡市 0235-47-2174 水稲(つや姫)

231 株式会社 平良農園 佐藤 良平 酒田市 0234-64-2738 水稲(つや姫) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

232  佐藤　隆寿 酒田市 0234-62-2534 水稲(つや姫)

233 伊藤農園 伊藤 嘉吉 鶴岡市 0235-53-2168 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(でわのもち),

234 長沼の米と農業を考える会 深井 耕一 鶴岡市 0235-64-4876 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

235 ㈲ 山形農芸 佐藤 芳紀 酒田市 0234-52-2639 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ササニシキ). 水稲(あきたこまち). 水稲(ひとめぼれ) 水稲(はえぬき)

236  小林 敦 庄内町 0234-44-2915 水稲(つや姫)

237  阿部 貴志 鶴岡市 0235-64-4870 水稲(つや姫)

238  渡部 喜久男 鶴岡市 0235-64-4386 水稲(つや姫)

239 荘内米穀特栽会 荒木 照夫 酒田市 0234-24-8718 水稲(つや姫)

240 　 佐藤　淳 鶴岡市 0235-62-3478 水稲(はえぬき)

241  工藤 克朗 鶴岡市 0235-64-3509 水稲(つや姫)

242 守屋農園 守屋 裕蔵 酒田市 0234-94-2948 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)

243 国井一典 庄内町 0234-44-2235 水稲(ひとめぼれ)

244  堀 茂雄 酒田市 0234-64-2453 水稲(つや姫) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

245 おんぶバッタの会 武田 昭夫 鶴岡市 0235-64-4391 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(どまんなか).

246 氷河米生産組合 土井 信治 酒田市 0234-64-2767 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(でわのもち),

247  齋藤 一秋 庄内町 0234-57-2764 水稲(つや姫)

248 吉田特栽部会 高橋 英一 酒田市 0234-25-2566 水稲(つや姫) 水稲(酒田女鶴), 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

249 JA庄内みどり特別栽培米酒田地区研究会 松田 保勝 酒田市 0234-43-1601 水稲(酒田女鶴),

250 農事組合法人ファーム北平田 岡部　博 酒田市 0234-43-1601 水稲(つや姫)

251 齋藤農園 齋藤 京子 酒田市 0234-94-2401 水稲(つや姫)

252  堀 庸介 酒田市 0234-34-6657 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)

253 有限会社 サトーファーム 佐藤 栄一 鶴岡市 0235-22-1043 水稲(つや姫)

254 株式会社 ばんどう農園 坂東 陽水 鶴岡市 0235-24-7675 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(出羽燦々) 水稲(亀の尾)

255 菅原農園 菅原　信彦 鶴岡市 0235-64-2710 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(雪若丸)

256  土岐 善久 鶴岡市 0235-35-3831 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(でわのもち),

257 JA鶴岡特栽だだちゃ豆研究会 小南　智 鶴岡市 0235-29-0433 えだまめ
258 大泉農事組合法人 渡部　正一 鶴岡市 0235-22-4458 水稲(つや姫)

259 　 大沼　隆一 三川町 0235-66-3412 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ)

260  渡部　充 庄内町 0234-43-2265 水稲(美山錦).

261  菅原 善一 鶴岡市 0235-57-3923 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
262 庄内みどり農業協同組合｢つや姫｣栽培研究会 水落　亘 酒田市 0234-26-5560 水稲(つや姫)

263 有限責任事業組合 ままくぅ 伊藤 大介 遊佐町 0234-71-2313 水稲(彦太郎糯),

264  佐藤 義紀 遊佐町 0234-75-3791 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(こがねもち),

265 株式会社 竹原田ファーム 齋藤 登 三川町 0235-66-4691 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ)
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266 米るど of 庄内 阿部 伸也 庄内町 0234-42-1442 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき)

267 有限会社 鳥海山麓齋藤農場 齋藤 武 遊佐町 0234-71-2313 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ササニシキ). 水稲(ﾌﾟﾘﾝｾｽｻﾘｰ). 水稲(朝紫), 水稲(でわのもち),

268  佐藤　一成 鶴岡市 0235-35-2605 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

269  増坂　美恵 鶴岡市 0235-62-4661 水稲(つや姫) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

270  佐藤　正 鶴岡市 0235-55-2835 きゅうり トマト なす
271 おかげ横丁米穫場 清和 勝 鶴岡市 0235-57-3040 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(でわのもち),

272 諏訪出荷組合 石黒 藤衛 酒田市 0234-28-2617 ねぎ
273 合同会社　五十嵐ファーム 五十嵐 光博 庄内町 0234-43-2544 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

274 鶴岡米穀 淵田 正樹 鶴岡市 0235-22-1489 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(雪若丸) 水稲(美山錦). 水稲(出羽燦々). 水稲（雪女神）.

275 集 藤島特栽研究会 渕田 謙一 鶴岡市 090-4049-5500 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

276 庄内たがわ農業協同組合 <藤島> 太田政士 鶴岡市 0235-64-2214 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ). 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(山形95号). 水稲(雪若丸) 水稲(出羽燦々).

277 究極米生産組合 佐藤 与惣兵衛 鶴岡市 0235-57-3013 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(雪若丸)

278 浜中　波の会 佐藤宗也 酒田市 0235-22-8133 メロン
279 株式会社　はなはな 佐藤一保 酒田市 0235-22-8133 ミニトマト
280  ㈱鶴岡中央青果　山形新有機農法部会（メロン） 菅原圭吾 鶴岡市 0235-22-8133 メロン
281  ㈱鶴岡中央青果　山形新有機農法部会（えだまめ） 菅原圭吾 鶴岡市 0235-22-8133 えだまめ
282  ㈱鶴岡中央青果　山形新有機農法部会（つるむらさき） 菅原圭吾 鶴岡市 0235-22-8133 つるむらさき
283  ㈱鶴岡中央青果　山形新有機農法部会（チンゲンサイ） 菅原圭吾 鶴岡市 0235-22-8133 チンゲンサイ

284 八幡型特別栽培米部会 後藤　亮 酒田市 0234-64-2600 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

285 平田げんげんの会 石川 敏行 酒田市 0234-52-2255 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ)

286  齋藤みね 酒田市 0234-92-2784 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
287 株式会社さとう農園　特栽部会 佐藤 克昭 遊佐町 0234-72-2637 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ).

288 エヌ・Ｋファーム（株） 佐藤 京子 鶴岡市 0235-62-3424 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ)

289 トップブランド８０ 佐藤 康晴 酒田市 0234-64-2600 水稲(はえぬき)

290 JA鶴岡特別栽培メロン研究会 佐藤　祐二 鶴岡市 0235-76-2344 メロン
291 ますほ農場 佐藤 純 酒田市 0234-93-2944 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき)

292  伊藤　佳之 鶴岡市 0235-47-2120 水稲(つや姫)

293 JAあまるめブランド米振興会 梅木隆一郎 庄内町 0234-45-1504 水稲(はえぬき) 水稲(つや姫) 水稲(ササニシキ). 水稲(ひとめぼれ) 水稲(でわのもち), 水稲(山形95号).

294 ㈲ いとうファーム <えだまめ> 伊藤 稔 鶴岡市 0235-22-4825 えだまめ
295 ㈲ いとうファーム <水稲> 伊藤 稔 鶴岡市 0235-22-4825 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

296 株式会社 産直あぐり 澤川 宏一 鶴岡市 0235-57-3301 水稲(はえぬき) 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ササニシキ). 水稲(ひとめぼれ)

297 株式会社　庄内米産 兵藤　晃一 酒田市 0234-43-8422 水稲(美山錦). 水稲（雪女神）.

298 （有）鶴岡協同ファーム 五十嵐 一雄 鶴岡市 0235-22-7580 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ササニシキ). 水稲(でわのもち),

299 袖浦特別栽培米研究会 佐 藤 勝 酒田市 0234-92-4765 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ).

300 野尻門作 鶴岡市 0235-47-2423 水稲(つや姫)

301  渋谷 直樹 鶴岡市 0235-57-4133 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ササニシキ). 水稲(でわのもち),

302 成澤農園(有) 成澤 清賢 鶴岡市 0235-24-4158 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
303 庄内たがわ農業協同組合 <朝日> 太田政士 鶴岡市 0235-53-2513 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(山形95号).

304 庄内たがわ農業協同組合 <温海> 太田政士 鶴岡市 0235-43-4000 水稲(つや姫)

305 庄内たがわ農業協同組合 <櫛引> 太田政士 鶴岡市 0235-57-2158 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ). 水稲(雪若丸)

306 庄内たがわ農業協同組合 <新余目･水稲> 太田政士 鶴岡市 0234-42-1515 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ). 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(雪若丸) 水稲(出羽の里). 水稲（雪女神）. 水稲(亀の尾).

307 庄内たがわ農業協同組合 <新余目･大豆> 太田政士 鶴岡市 0234-42-1515 大豆
308 庄内たがわ農業協同組合<立川･水稲①> 太田政士 鶴岡市 0234-56-2077 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ). 水稲(山形95号). 水稲(雪若丸)

309 庄内たがわ農業協同組合<立川･水稲②> 太田政士 鶴岡市 0234-56-2077 水稲(はえぬき) 水稲(ササニシキ). 水稲(つや姫)

310 庄内たがわ農業協同組合 <三川> 太田政士 鶴岡市 0235-66-3152 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ).

311  伊藤 智康 鶴岡市 0235-25-6222 水稲(つや姫)

312  佐藤 真人 鶴岡市 0235-25-6222 水稲(つや姫)

313  佐藤 豊和 酒田市 0234-62-3664 水稲(つや姫)

314 ㈲馬町さくらファーム 太田 裕徳 鶴岡市 0235-33-4228 水稲(つや姫)

315 Ｄ・Ｓ・Ｇ 富樫正博 庄内町 0235-25-6222 水稲(出羽燦々).

316 吉田新田特栽米出荷クラブ 芝田　優 酒田市 0234-25-2687 水稲(はえぬき)

317  石垣 忠彦 庄内町 0234-43-2640 水稲(はえぬき) 水稲(ササニシキ). 水稲(ひとめぼれ) 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(雪若丸)

318 農事組合法人 稲・華紋 本間　篤 三川町 0235-68-1215 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(でわのもち),

319 山形大学農学部附属やまがたフィールド科学センター 浦川修司 鶴岡市 0235-24-2278 水稲(はえぬき) 水稲(出羽燦々). 水稲(亀の尾).
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320 坪池農園 坪池 豊 酒田市 0234-94-2844 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(でわのもち),

321 株式会社 穂積 大場 昇也 酒田市 0234-28-3033 水稲(つや姫)

322 松浦園芸 松浦　尚宏 鶴岡市 0235-22-5160 えだまめ
323 井上農場 井上　馨 鶴岡市 0235-64-2805 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(出羽の里). 水稲(亀の尾). 水稲（雪女神）. 水稲(五百万石).

324 農事組合法人かすみ 五十嵐一浩 鶴岡市 0235-43-3249 水稲(つや姫)

325 コープスター会 齋藤 謙二 鶴岡市 0235-64-5165 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(でわのもち),

326 ㈱徳右エ門 斎藤　徳一 酒田市 0234-26-7013 水稲(つや姫)

327 齋藤農場 齋藤大樹 庄内町 0234-43-2798 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

328 あぐ土藤島 加藤 久幸 鶴岡市 090-7074-1123 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(雪若丸)

329 吉田新田乾田直播型特別栽培米 守屋　仁志 酒田市 0234-25-2316 水稲(はえぬき) 水稲(どまんなか). 水稲(ササニシキ). 水稲(酒田女鶴),

330 株式会社 ライズ・イン 押井 秀勝 鶴岡市 0235-64-8535 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ). 水稲(でわのもち), 水稲（越のかおり）

331  高橋 敏郎 酒田市 0234-92-2387 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ)

332 株式会社 農園　貞太郎 遠藤 久道 酒田市 0234-62-3732 水稲(つや姫)

333  池田　将規 酒田市 0234-25-2753 水稲(ﾐﾙｷｰｸｲｰﾝ).

334  渡会 雅裕 鶴岡市 0235-57-2399 水稲(つや姫)

335  佐藤　裕也 庄内町 0234-43-2295 水稲(つや姫) 水稲(ササニシキ).

336  高橋　健 庄内町 0234-43-3485 水稲(出羽燦々).

337  土井　廣 酒田市 0234-64-2604 水稲(つや姫)

338 ㈲ 万石会 吉宮 昭 遊佐町 0234-72-3234 大豆
339 遊佐町共同開発米部会 今野 　修 遊佐町 0234-72-3234 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ). 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(山形95号) 水稲(雪化粧) 水稲(美山錦).

340 庄内・まいふぁーむ合同会社（水稲） 齋藤　真 鶴岡市 0235-23-0991 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき) 水稲(ササニシキ). 水稲（いのちの壱）

341 庄内・まいふぁーむ合同会社（えだまめ） 齋藤　真 鶴岡市 0235-23-0991 えだまめ
342  吉永　満 三川町 0235-66-2369 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(はえぬき)

343 蛸井傳兵衛農園 蛸井　弘 鶴岡市 0235-57-2302 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

344 黄金地区籾乾燥調製貯蔵施設利用組合 石川 茂弘 鶴岡市 0235-29-9960 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
345 鶴岡市農業協同組合 佐藤　茂一 鶴岡市 0235-29-0433 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき)

346 庄内たがわ農業協同組合 <羽黒> 太田政士 鶴岡市 0235-62-4154 水稲(つや姫) 水稲(はえぬき) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(雪若丸) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ササニシキ). 水稲(でわのもち)

347 庄内たがわ農業協同組合 <羽黒・酒米> 太田政士 鶴岡市 0235-62-4154 水稲(美山錦). 水稲(出羽燦々) 水稲(出羽の里) 水稲(改良信交) 水稲（雪女神）.

348 富樫　良 鶴岡市 090-9030-6759 水稲(つや姫)

349  佐藤 吉法 庄内町 0234-43-2761 水稲(ひとめぼれ)

350 小野寺農園 小野寺正樹 三川町 0235-66-3612 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸) 水稲(ひとめぼれ)

351 株式会社　加藤農園 加藤治彦 酒田市 0234-25-5150 水稲(つや姫)

352 株式会社 米月山 髙 橋 春 二 西川町 0237-74-4145 水稲（つや姫） 水稲(雪若丸)

353 株式会社カトーコーポレーション 加 藤 洋 三 上山市 023-672-7511 水稲(つや姫)

354 有限会社 尾崎 尾崎彰太郎 尾花沢市 0237-28-2003 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ)

355 　 長岡　泰美 朝日町 0237-67-2626 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)

356 株式会社　四季ふぁーむ 土屋喜彦 寒河江市 0237-85-2280 水稲（つや姫）

357 株式会社 アスク 河 合 克 行 山形市 023-695-4111 水稲(つや姫) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ササニシキ). 水稲(はえぬき)  
358 有限会社 富士屋商店 渡 部 正 男 米沢市 0238-22-4060 水稲(つや姫) 水稲(ひとめぼれ) 水稲(ｺｼﾋｶﾘ)
359 株式会社早川ライス 早川　健 長井市 0238-88-2830 水稲(つや姫)

360 　 菅井　賢一 寒河江市 0237-84-2494 水稲(つや姫) 水稲(雪若丸)
※整理番号３５１～３６０は、精米・販売の認証登録です。
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