
山形県版ＧＡＰ認証登録台帳 令和4年3月31日 現在

認証登録番号 認証登録の期日
認証団体名
代表者名

認証団体事務局所在地
TEL、FAX、E-mail　等

認証構成品目 農場数

YGAP-001 平成30年9月28日
JAみちのく村山すいか生産部会
山形県版GAP研究会
代表　加藤元和

山形県村山市楯岡北町1-1-1
JAみちのく村山営農販売部内
TEL:0237-55-6317
FAX:0237-55-5193

すいか 16

YGAP-004 平成30年10月5日
株式会社産直あぐり
代表取締役　澤川宏一

山形県鶴岡市西荒屋字杉下106-3
TEL:0235-57-3300
FAX:0235-57-4243

さくらんぼ､もも､ぶどう､日本な
し､りんご､西洋なし､かき､きゅ
うり､トマト､なす､メロン､えだま
め(以上、青果物12品目)

80

YGAP-005 平成30年12月26日
農事組合法人ファーム吉田
代表理事　佐藤勝良

山形県西村山郡河北町大字吉田字
霊堂552-1
TEL:0237-85-1405
FAX:0237-85-1706

えだまめ､キャベツ､ねぎ､トマ
ト､レタス､いちご
(以上、青果物6品目)
米

1

YGAP-007 平成31年3月15日
株式会社七之助
代表取締役　尾崎彰太郎

山形県尾花沢市大字鶴巻田445
TEL:0237-28-2003
FAX:0237-28-3360

米 1

YGAP-008 平成31年3月15日
生産者丸果会
キャベツ部会GAP研究会
会⾧　菅原松男

山形県東田川郡三川町大字押切新
田字茨谷地50番地
丸果庄内青果株式会社内
TEL:0235-66-4122

キャベツ 1

YGAP-009 平成31年3月15日
農事組合法人船山ファーム
代表理事　船山隼人

山形県西置賜郡白鷹町大字横田尻
1460
TEL:0238-85-2331
FAX:0238-85-2331

米 1

YGAP-010 平成31年3月15日
マルイ果樹組合GAP研究会
代表　髙橋誠一

山形県⾧井市今泉563
⾧井中央青果株式会社内
TEL:0238-84-6111
FAX:0238-84-5100

さくらんぼ 5

YGAP-011 令和元年7月1日
ひがしね
王様キャベツの雪太郎普及会
会⾧　駒澤順一

山形県東根市新田町2-1-10
JAさくらんぼひがしね
営農販売園芸部営農指導課内
TEL:0237-43-1115

(果樹)りんご､もも､西洋なし､
おうとう､かき､すもも
(果菜)きゅうり､トマト､ミニトマ
ト､なす､ピーマン､すいか､ス

6

YGAP-012 令和元年7月1日
㈱ケーエス
心祝すいか部会GAP研究会
代表　齊藤誠四郎

山形県尾花沢市大字荻袋字堂ヶ塚
1318-212
㈱ケーエス尾花沢営業所内
TEL:0237-53-6233

すいか 3

YGAP-013 令和元年7月1日
生産者丸果会
えだまめ部会GAP研究会
会⾧　藤原憲正

山形県東田川郡三川町大字押切新
田字茨谷地50番地
丸果庄内青果株式会社内
TEL:0235-66-4122

えだまめ 4

YGAP-014 令和元年9月20日
株式会社加藤農園
代表取締役　加藤治彦

山形県酒田市広野字福岡200
TEL:0234-25-5150
FAX:0234-25-5150
E-mail:kome@kato-nouen.jp

米 1

YGAP-015 令和元年9月20日
JAみちのく村山
酒米生産部会GAP研究会
代表　髙橋　央

山形県村山市楯岡北町1-1-1
JAみちのく村山営農販売部内
TEL:0237-55-6317
FAX:0237-55-5195

米 3

YGAP-016 令和元年9月20日
株式会社おきたま興農舎
代表取締役　小林　亮

山形県東置賜郡高畠町露藤85
TEL:0238-57-4116
FAX:0238-57-4117
E-mail:konosha@eagle.ocn.ne.jp

米 1

YGAP-018 令和元年9月20日
企業組合
かほくイタリア野菜研究会GAP部会
代表　牧野　聡

山形県西村山郡河北町谷地月山堂
654-1
企業組合かほくイタリア野菜研究会内
TEL:0237-84-0450

なす､にんじん､バジル､パセリ､
フリルレタス､ビーツ､ズッキー
ニ､ケール､さやいんげん､かぶ､
だいこん､トレビス､なばな､ブ

7

YGAP-019 令和元年12月25日
JA山形おきたま
川西枝豆部会GAP研究会
代表　新野勝廣

山 形 県 東置 賜郡 川西 町上 小松
1034
JA山形おきたま営農経済部園芸課内

TEL:0238-42-2154

えだまめ 6

YGAP-020 令和元年12月25日
株式会社和農日向
代表取締役　阿曽千一

山形県酒田市下黒川字楯坂73
TEL:0234-64-3123
FAX:0234-43-0062
E-mail:wanou-nikkou@yellow.plala.or.jp

米 1
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YGAP-022 令和2年2月10日
農事組合法人ファーム北平田
代表理事　岡部　博

山形県酒田市漆曽根字千刈13
TEL:0234-25-2112
FAX:0234-25-2112
E-mail:bz458354@bz04.plala.or.jp

トマト、ミニトマト 1

YGAP-023 令和2年2月10日
株式会社おしの農場
代表取締役　押野和幸

山形県天童市大字高擶北213
TEL:023-655-3095
FAX:023-655-3095
E-mail:kaz@oshino.farm

米 1

YGAP-024 令和2年3月17日
有限会社アグリメントなか
代表取締役　渡部清吉

山形県西置賜郡飯豊町大字中
1565
TEL:0238-86-2530
FAX:0238-86-2531

米 1

YGAP-026 令和2年9月29日
有限会社鶴岡協同ファーム
代表取締役　五十嵐一雄

山形県鶴岡市高坂字宮下114-7
TEL:0235-22-7580
FAX:0235-22-7321
E-mail:tkfarms@gol.com

米 1

YGAP-027 令和2年12月8日
JA山形おきたま果樹振興部会
果樹GAP研究会
代表　鈴木光隆

山形県南陽市宮内864
TEL:0238-45-3005
FAX:0238-45-2071
E-mail:engei@okitama.jp

さくらんぼ
りんご

2

YGAP-028 令和2年12月8日
農事組合法人もとたて夢米

ユ メ

倶楽部

代表理事　堀　俊悦

山形県酒田市本楯広面138
TEL:0234-43-1081
FAX:0234-43-1082
E-mail:myumekurabu@gmail.com

米 1

YGAP-029 令和2年12月8日
株式会社山形産直センター野菜部会
GAP研究会
会⾧　櫻井俊明

山形県山形市大字門伝1
TEL:023-646-3118
FAX:023-646-3126
E-mail:santyoku@amber.plala.or.jp

きゅうり､トマト､ほうれん草､レ
タス､キャベツ､ブロッコリー､かぼ
ちゃ､枝豆、なす、オクラ、とう
がらし、葉ねぎ、とうもろこし、

7

YGAP-030 令和3年2月16日
遊佐町庄内柿特別栽培研究会
代表　松本揮一

山形県飽海郡遊佐町庄泉字堅田
35-2
JA庄内みどり遊佐園芸センター内
TEL:0234-76-2415

柿 8

YGAP-031 令和3年10月1日
株式会社ＥＤＥＮ
代表取締役　我妻拓也

山形県米沢市大字上新田1173
TEL:0238-20-4517
FAX:0238-20-4517
E-mail:info@yasaieden.com

すいか 1

YGAP-032 令和3年10月1日
遠藤商事株式会社イーベジ・ファーム
代表取締役社⾧　遠藤靖彦

山形県天童市清池東1-3-14
TEL:023-674-8313
FAX:023-674-6831
E-mail:takanori.maki@endo.co.jp

リーフレタス､クレソン､ルッコラ､
みずな､ビーツ､からし菜､こまつ
な､ケール､サニーレタス､パク
チョイ､セルリー､セリ､ねぎ

1

YGAP-033 令和3年12月22日
株式会社 穂紬ファーム
代表取締役社⾧　星 川 智 一

山形県尾花沢市大字牛房野560
TEL:0237-22-2680
FAX:0237-22-2680
E-mail:hoshi-t3@sea.plala.or.jp

米 1

YGAP-034 令和3年12月22日
アグリフューチャー田作･丹生GAP研究
部
部⾧　三　浦　勝　蔵

山形県尾花沢市大字丹生1673
TEL:0237-23-2690
FAX:0237-23-2690
E-mail:bensaku1@outolook.jp

米 2

合計 （認証団体数） 28 (認証農場数) 164
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認証取り消し団体一覧(取り消し順)

認証取り消しの期日
認証時

登録番号
認証団体名
代表者名

認証団体事務局所在地
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認証構成品目 農場数

令和4年3月17日 YGAP-003
JAさがえ西村山
つるむらさき生産部会GAP研究会
代表　布施功子

山形県寒河江市中央工業団地75
JAさがえ西村山営農企画課内
TEL:0237-86-8184
FAX:0237-86-0633

つるむらさき 5

令和4年3月9日 YGAP-025
プレミアムメロンチーム
代表 小林　忍

山形県酒田市浜中字村東1348-2
JA庄内みどり酒田南園芸センター内
TEL:0234-92-2870
FAX:0234-92-2871

メロン
ほうれんそう

7

令和3年12月16日 YGAP-021
紅秀峰ルビーの会GAP研究会
会⾧　土田慎一

山形県寒河江市中央工業団地75
JAさがえ西村山寒河江営農生活センター内

TEL:0237-86-8186
FAX:0237-86-0540

さくらんぼ 4

令和3年12月3日 YGAP-002
南果連協同組合GAP研究会
代表　吉田光一

山形県上山市高野字飯ノ森42-2
南果連協同組合内
TEL:023-672-0832
FAX:023-672-0829

さくらんぼ
ぶどう
西洋なし

14

令和3年11月22日 YGAP-017
有限会社山形南陽のんのん倶楽部
GAP研究会
代表　鈴木秀男

山形県南陽市宮内3721
有限会社山形南陽のんのん倶楽部
内
TEL:0238-59-4950

さくらんぼ､ぶどう､すいか､りん
ご､西洋なし
(以上、青果物5品目)
米

10

令和3年9月10日 YGAP-006
もがみアスパラガス生産協議会
GAP認証研究会
代表　大場幸一

山形県最上郡最上町大字向町字熊
の前194-1
JAおいしいもがみ東部営農センター内
TEL:0233-43-2342

アスパラガス 20


