
農業女子女子プロジェクト　サポーターズ名簿（平成２８年５月１１日現在）

名前 都道府県名 ホームページアドレス等 職業、勤務先等

竹山　ナオユキ 滋賀県 http://takekin-farm.sunnyday.jp/ 竹金（たけきん）果樹園

佐伯　桃子 東京都 http://horipro.co.jp/talent/SC122/ フリーアナウンサー　（NHK）

廣井　洋平 東京都 http://www.kyohdai.com 行政書士

今泉　俊輔 三重県 農業者（伊賀ベジタブルファーム）

吉岡　なつえ 東京都 http://www.natsue-yoshioka.net/ 日野市議会議員

髙橋　容子 千葉県 http://ameblo.jp/smile-vegeful-yk/ 株式会社まつの

渡部　郁子 東京都 http://watanabeikuko.jimdo.com/ アウトドアナビゲーター、温泉ソムリエ

渋谷　往男 東京都 東京農業大学国際バイオビジネス学科

山下　美奈子 福岡県 アトリエKomachi

株式会社　華エンタープライズ 大阪府 http://hana-rosso.com/

伊藤　淳子 東京都 http://juncoito.blogspot.com/　（※ブログアドレス） 伊藤淳子事務所

いばらき美菜部 東京都 http://www.ibaraki-bisaibu.com/

田中　美弥 富山県 http://www.miya-tomigaeri.com シニア野菜ソムリエ

青葉　薫(本名　小原信治) 神奈川県 ＠ＫＡＯＲＵＡＯＢＡ （※ツイッターアカウント） 脚本家・放送作家(株式会社オフィスクレッシェンド取締役)

田中　優子 東京都 http://tanakayuko.net/ 世田谷区議会議員

鎌倉　希旭 長野県 http://hikarukamakura.naganoblog.jp/ （※ブログアドレス） 法律事務所職員

鈴木　鵬也 東京都 http://www.life-lab.co.jp 株式会社Life Lab

新井　絹世 神奈川県 http://www.araikinuyo.jp/ 神奈川県議会議員

持田　成子 熊本県 http://company.vege-fru.com/detail.php?No=55 シニア野菜ソムリエ

吉野　隆子 愛知県 http://www.asaichimura.com/ オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村

特定非営利活動法人 日本環境対策推進機構 東京都 http://www.jasmo.jp

平林　知紘 神奈川県 地方公務員(小平市役所)

中尾　克代 熊本県 http://www.itbizlab.com アイティ経営研究所

藤岡　みのり 茨城県 学生（茨城大学農学部地域環境科学科）

福島　恭子 岡山県 Ｌucky island 福島農園

中島　隆子 福岡県 総合商社勤務

野中　あかね 大阪府 会社員（会計事務所勤務）

若見　朝子 宮城県 会社役員（若見自動車整備工場）

青木　淳子 東京都 http://www.anti-agingfood.com 一般社団法人日本アンチエイジングフード協会　・株式会社フードアカデミー

下村　豪徳 富山県 http://enowa.jp 株式会社笑農和（えのわ）

株式会社　高千穂 神奈川県 http://www.100percent.co.jp/ 100%自然素材主義編集部

久保田　淳子 長野県 http://kubojun831.com/ シニア野菜ソムリエ クボジュン

佐藤　悠 東京都 早稲田大学政治経済学部経済学科

板谷　友香里 東京都 http://ameblo.jp/anniversary-creator/ Happy Life Creator

株式会社デミパブリックリレーションズ東京営業所 東京都 http://demi-pr.com

上田　令子 東京都 http://www.ueda-reiko.com/index.php 東京都議

横山　藍 山梨県 食品会社勤務

小谷　あゆみ 東京都 http://ameblo.jp/ayumimaru1155/　（※ブログアドレス） フリーアナウンサー、ベジアナ

米田　佳代子 愛媛県 食農コンサルタント・6次産業化プランナー

越後　浩 東京都 日本ベーリンガーインゲルハイム

中原　麻衣子 東京都 http://ameblo.jp/vege-maimai　（※ブログアドレス） 個人事業主（HeartfulKitchen）

白川　裕 千葉県 http://www.bloom-japan.net  / www.tropical-village.co.jp ブルームジャパンネットワーク（株）、（株）トロピカルビレッジ

庫本　志保 兵庫県 http://www.greengrocerkuu.com/ 有機野菜販売グリーングロッサークー

木村　純一 東京都 野菜ソムリエ

松下　昌代 埼玉県 http://matsushita-masayo.jp/ 朝霞市議会議員

堤　裕一郎 福岡県 http://www.marumasa-syouyu.com/ 醤油製造業（まる昌醤油醸造元）

藤田　志穂 東京都 http://www.o-gr.net/index.html 会社員（Office G-Revo株式会社）

逸見　幸俊 東京都 http://www.noujou.com/ イーサポートリンク株式会社

吉田　由美 東京都 http://fooddesigners.net/ NPO法人フードデザイナーズネットワーク理事／シニア野菜ソムリエ

浅野　侑子 東京都 公認会計士

黒澤　歌織里 東京都 http://www.casting-vote.jp/cast/caory/ タレント・モデル（キャスティングヴォート）

飯田　昌司 東京都 http://masashi-iida.tumblr.com/ QUNIE （NTTデータ）

株式会社　アイネコレクション 大阪府 http://www.aine-collection.com/ 再生可能エネルギー事業者

一般社団法人　食の検定協会 東京都 http://www.syokuken.jp/index.html 食と日本の農を網羅した食農検定試験を実施

山口　奈里子 東京都 http://time-line.jp/wp/SPECIALIST/yamaguchinariko ホリスティックビューティーアドバイザー・モデル

田崎　志織 福岡県 レシピ開発研究所・（学生団体）志発信プロジェクト

牧野　暁世 岐阜県 http://www.satogawakikaku.com/ 百姓見習い副代表(サトガワキカクLLC)、非常勤講師(色彩学、心理学)

五十嵐　やす子 東京都 http://igarashi.seikatsusha.me/ 板橋区議会議員

稲橋　ゆみ子 東京都

山田　絢子 埼玉県 IT企業

羽室　さえ 神奈川県 http://ameblo.jp/noukakon（※ブログアドレス） 株式会社インプルーバー（他）

斉藤　和美 千葉県 主婦　フードコーディネーター

白羽　玲子 東京都 http://en-no-ki.com/info/ 株式会社縁の木

小池　一美 神奈川県 https://www.facebook.com/comadeli（facebookアカウント） コマデリ（弁当販売）＆横浜市青葉区地域活動

農業生産法人　Ｈプロジェクト株式会社 愛媛県 農業タレント育成

ビズ・リファイン株式会社 福岡県 http://www.umaka-yasai.com 九州産にこだわった野菜を宅配するECサイト運営

山下　裕 岡山県 岡山県

佐藤　典(ふみ) 宮城県 ネイリスト

NPO法人　森ノオト 神奈川県 http://morinooto.jp/
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Over The Rainbow 神奈川県 http://www.over-the-rainbow-with-love.com/

神野　敬子 東京都 俳優

桂　政彦 東京都 ｃｒｅａｔｉｖｅｋｅｉ、自然農法実践者

友谷　清志 岡山県 http://takebemai.jimdo.com たけべ特別栽培農産物研究会

岩田　真理子 東京都 ERAN株式会社（マナー講師・アンチエイジングフードマイスター）

馬越　愛 大阪府 八百屋件カフェ従業員

岩田　るみ 東京都 http://ameblo.jp/lavieendanse　（※ブログアドレス） カルチャリスト合同会社代表、アンチエイジングフード協会事務局


神谷　禎恵 大分県 http://madameyuzu.jp/ 生活工房とうがらし　代表

宮崎　英子 神奈川県 戸塚区役所

竹谷　允宏 愛知県 http://socialgoodlab.com 会社員

小東　和裕 兵庫県 http://about.me/yasaizukuri 週末兼業農家（百菜畑）　野菜でつながるコミュニケーション研究所

岡　由子 山梨県 http://www.chikyu-genkimura.com/ NPO法人 地球元気村 山梨支部長（野菜ソムリエ）

田中　雄二 埼玉県 http://terasakatanada.jimdo.com/ 自由業（フリーの映像制作者）

日本アンチエイジングフード協会 東京都 http://www.anti-agingfood.com

吉塚　哲 福岡県 新聞社勤務

占部　恵子 大阪府 http://www.coorde.co.jp 株式会社コーデ

井手添　敬子 鳥取県 特定非営利活動法人　楽　理事長

藤岡　佳代子 愛媛県 http://cocokayo.com 団体役員

寺坂　祐一 北海道 http://furano-melon.jp/ 寺坂農園株式会社

堀　耕太 東京都 http://www.farmer-cloud.com Nexfarm

やの　くにこ 愛媛県 http://homepage3.nifty.com/hana925/ 野菜料理家　シニア野菜ソムリエ　フードトレンドクリエーター

沼尾　ひろ子 栃木県 http://hirokonumao.com 現役TVアナウンサー農家、「篠井里山モデル」プロデューサー

香月　りさ 東京都 http://ameblo.jp/vf-mamako/　（※ブログアドレス） 「野菜ソムリエ、野菜ぎらい克服塾講師」

永石　ひろし 千葉県 http://npoasar.ne.jp NPO法人農業生産支援活動会

中村　真一 沖縄県 農業生産法人八重山ファーム養蜂担当スタッフ

谷口　ももよ 東京都 http://www.yakuzen-salon.com 薬膳料理研究家・全日本薬膳食医情報協会理事

市川　さおり 東京都 結婚相談、トータルライフコンシェルジュ

山下　美紀 神奈川県 http://kahua-salon.com Kahua主宰アロマ＆ハーブライフプランナー

橋本　秀美 東京都 http://atelier-bonum.com フラワーデザイナー

中林　雅子 東京都

斉藤　萌 東京都 学生

武田　芳計 千葉県 武田農園　代表

増田　望 神奈川県 自宅にて自然栽培野菜など、身体にいい食べ物を販売

吉永　麻衣子 神奈川県 http://minnadepan.com/ パン教室主宰

加藤　百合子 静岡県 http://m2-labo.jp 代表取締役社長（株式会社エムスクエア・ラボ）

大谷　弘人 三重県 http://locavore-japan.jp/ ロカヴォア株式会社代表取締役、NPO法人名神ツーリズム大学代表理事

小川　未紗 神奈川県 製薬会社勤務

有限会社クオリティライフサービス 神奈川県 http://www.qls.co.jp/ 健康サービス

対馬　美智子 大阪府 http://homepage2.nifty.com/michikoland/ 料理教室・中国薬膳茶教室の経営（遊楽食房）

木村　妙 愛知県

佐々木　亮一 東京都 明治安田生命保険相互会社

木村　優子 愛知県 学生（名古屋栄養専門学校）

滑川　直子 神奈川県 野菜ソムリエ

簗瀬　昌文 栃木県 会社員

鈴木　良子 静岡県

柴田　かおる 東京都 http://www.meetup.com/Nippon-Go/ 司会、短大講師、朗読講師

山脇　加奈子 愛知県 会社員

天野　友江 静岡県 ベジフルキューピット代表（野菜ソムリエ）

加地　まゆみ 愛媛県 愛媛６次産業化プランナー

大澤　千恵子 大阪府 摂津市議会議員、摂津市農業支援学校

山本　啓介 東京都 雑誌編集・ライター

室谷　好美 北海道 専業主婦

木村　真琴 大分県 http://ameblo.jp/macomekko/ フードアナリスト/ウエルネスフード研究家

二見　幸夫 神奈川県 百姓

クラインガルテン藤ヶ原　農業職業訓練校 長野県 http://nougyoukunrenkou.jimdo.com/ 農業職業訓練校

波毛　英里紗 神奈川県 http://sabrinastyle.sub.jp/ お菓子研究家／スイーツデザイナー

平田　英之 岡山県 岡山県

篠原　隆志 東京都 個人事業主「プラシノ企画＆コンサルティング」

長野　弥生 東京都 体操教室アシスタント

亀森　隆志 北海道 http://ameblo.jp/kosegarenet-hokkaido/ 水土里ネットくりやま

鈴木　唯記子 静岡県 (株)Herbest

岡崎　恵子 鹿児島県 ビジネスホテル経営

農業生産法人 株式会社ヤマザキライス　代表取締役 山﨑能央 埼玉県 http://yamazaki-rice.com 農業生産法人 株式会社ヤマザキライス

斉藤　総幸 栃木県 栃木県職員　（河内農業振興事務所）

嶋田　佑紀 埼玉県 http://www.emo-lab.jp 合同会社ｅｍｏ 代表

上田　悠貴 京都府 http://jafrec.org/ NPO法人日本農林再生保全センター

北尾　菜保子 福岡県 http://www.nahokos.info/ アロマセラピスト、オーガニックケア研究　「N'sアロマオフィス/スクール」

山崎　智美 新潟県 http://www.tecum-sr.com/ 社会保険労務士

松本　ちひろ 群馬県 http://www.fuju.co.jp 八百屋の㈱藤生・野菜コーディネーター
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伯母　直美 東京都 http://www.naomi-uba.com/ 暮らしのRecipeキッチンスタジオ　伯母農園　ママキッズネットワークトップアドバイザー

北村哲嗣税理士事務所 埼玉県 http://www.office-kitamura.com/ 北村哲嗣税理士事務所

鎌田　麻衣 愛媛県 就農準備中

西山　弘恵 埼玉県 http://hiroe39futurestyle.jimdo.com/ futurestyle

福本　詢子 東京都 合同会社　絆

市川　幸恵 長野県 日本語教師

玉川　眞奈美 山梨県 http://www.infinivalue.jp/ 株式会社インフィ二バリュー　栄養士、代表取締役　フードコーディネーター、野菜ソムリエ 


吉橋　順子 千葉県 http://puna860b.jimdo.com パート（ベーカリー）

酒匂　ひろ子 東京都 http://ameblo.jp/hirokoskitchen/　（※ブログＵＲＬ） HIROKO’S KITCHEN　料理教室の運営と菓子製造業

塩見　順子 大阪府

大久保　朱夏 東京都 http://www.shukas.com/ フリーのフードライター、野菜料理家

たからべ森の学校 鹿児島県 http://t-morinogakkou.jp/ 農業体験スクール・農業職業訓練施設の運営

橋本　三奈子 東京都 http://www.wajimanokaien.com 株式会社美味と健康　代表取締役

日本ベジフルアナウンサー協会 東京都 http://kyokuana.net/ 局アナnet株式会社

長戸　麻衣 大分県 ナチュラルフードコーディネーター

株式会社ｚｉｔｅｎ 東京都 http://www.ziten.jp/

中澤　明子 新潟県 http://www.nakakaku.jp ペンション＆レストラン　ラ・ファミーユ中角  ＆　 農業　　　

上野　一美 新潟県 https://www.facebook.com/yume.matching?ref=bookmarks（※ｆａｃｅｂｏｏｋアドレス） ＮＰＯ法人　夢マッチング　理事長

牧野　悦子 埼玉県 http://ameblo.jp/etsumaki/　（※ブログアドレス） 野菜ソムリエ（料理教室主宰、商品開発、講座講師等）

杉山　浩一 三重県 http://playersfield.tumblr.com Iga Players Field （伊賀プレイヤーズフィールド）

栗原　彩 東京都 http://ameblo.jp/briller-aile/ Beauty conductor

三品　節 埼玉県 学習院女子大学環境教育センター

藤田　シゲ子 山口県  http://www.kvision.ne.jp/^kvn2132651 農事組合法人　２１世紀フラワーファーム

小松　由佳 秋田県 https://www.facebook.com/nishiyamanoen　（※facebookアドレス）西山農園

高橋　真弥 栃木県 管理栄養士、会社員

北村　咲子 埼玉県 法政大学院イノベーションマネジメント学科

本多　優二 群馬県 無職

小林　良正 東京都 http://project-yoshi.com ブランディングPRプロデューサー

福本　和広 福岡県 http://kz-line.jp ＫＺ－ＬＩＮＥ

草場　亮介 福岡県 dignus

坪井　祥子 福岡県 やおやの坪井商店

小林　理絵 岐阜県 http://shokuikufarmers.jimdo.com 株式会社　食育ファーマーズ

佐野　浩司 神奈川県 学生（かながわ農業アカデミー）

井上　華子 東京都 自宅にて自然栽培のお野菜販売

株式会社農業生産法人　テクノグリーン 沖縄県 株式会社農業生産法人　テクノグリーン

人美　久美子 山口県 ナチュラル・ヘルス　kumiko.（なかむら自然農園サポーター）

武久　景子 福岡県 http://kenko-shitake.jp/ 株式会社　武久

松本　悠 東京都 http://oishiinohimitsu.com/index.html おいしいのヒミツ編集者 （デロンギ・ジャパン株式会社 ブラウン ハウスホールド）

有限会社　船方総合農場 山口県 www.funakata.co.jp

谷田　幸希 愛媛県 飲食店

桑名　闘志也 愛知県 http://www.city.toyohashi.lg.jp/ 豊橋市　産業部　農業企画課

大坪　由美 長崎県 無職

村岸　ゆうき 東京都 http://ameblo.jp/yukkysnowy 会社員

スタートアップコネクト株式会社 代表取締役 渡　光弘 東京都 http://good-press.jp スタートアップコネクト株式会社

株式会社　ブイ・エム・エス 東京都 http://www.vms.co.jp 都市部での規格外等の農産物販売、地方への観光、就農斡旋

大木　久美子 東京都 奥村商事株式会社

佐藤　宏美 福島県 ふくしまの市実行委員会

飯田　康介 埼玉県 セプテーニ・オリジナル

來嶋　路子 北海道 編集者

三戸　玲子 東京都 伊豆美人スタイル　http://kikumafarm.vivian.jp/ マナー研修講師・華道教授・ＫＩＫＵＭＡ ＦＡＲＭ※農園所在地（静岡県伊東市）

奥村商事株式会社 東京都 http://www.okumurashoji.co.jp/index.html 奥村商事株式会社

江草　聡美 岡山県 Mirare Serare　（岡山の果樹等のネットショップ）　http://greensboro.exblog.jp/ （株）バイトマーク　代表取締役

梅本　愛子 東京都 会社員

保坂　粒良 東京都 http://www.erta-jp.com/　耳つぼ反射区セラピスト協会

滝沢　敏弘 新潟県 新潟県十日町地域振興局農業振興部

堀岡　咲枝 北海道 http://www.atelier-terra.jp アトリエテッラ㈱

長浜　京子 埼玉県 http://ameblo.jp/jdtis008 兼業農家　ＨＰ作成　取材ライター

山ノ内　優次 福岡県 http://www.nichiryunagase.co.jp/ 株式会社ニチリウ永瀬

田中　舞 長野県 会社員（メーカー）

端無　徹 三重県 自営業

緒方かをり 鹿児島県 料理研究家、現在ドバイ事業プロジェクト会社の事務職も兼ねています

大平　恭子 岩手県 http://brandstory.jp/ シニア野菜ソムリエ、６次産業化プランナー（全国）、ブランドストーリー代表

岡本　文洋 三重県 農業自営（グリーンサービス岡本）

岡山県青果物販売株式会社 岡山県 http://www.umaina.co.jp 果実加工品製造業及び販売

安倍　昭恵 山口県 http://akieabe.jp/ 内閣総理大臣夫人

佐藤　眞澄 新潟県 https://www.facebook.com/sosyoku　（※facebookアドレス）Sosyoku インナービューティー

高橋　京恵 岡山県 http://atelier-kt.jimdo.com/ atelierKT（自営）

下総　夕可里 愛知県 http://www.avatarj.com スターズエッジ・インターナショナル

清水　まゆみ 神奈川県
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名前 都道府県名 ホームページアドレス等 職業、勤務先等

佐藤　圭一 神奈川県 会社員（食品関係）、野菜ソムリエ

済美高等学校　食物科学コース 愛媛県 http://www.saibi.ac.jp 高校生（担当：家庭科担当　塚野夕佳）

山田　雅恵 東京都 （株）トリップモード

萩　三千代 神奈川県 http://cafemaimu.sharepoint.com/Pages/default.aspx 学べるカフェ「カフェマイム」　　運営　川崎ビル美装（株）

田村　裕康 神奈川県 株式会社エムアンドエムサービス

山口　真理 福岡県 http://sweets-bonappetit.net/ スイーツプランナー

株式会社WEDGE　取締役　神杉　彰 東京都 http://bio-1.net/ (株)WEDGE

大澄　宣枝 北海道 http://www.cupid.jp.net NPO法人赤い糸プロジェクト

長塚　京子 千葉県 http://www.nagatsukaseika.jp/ 長塚青果株式会社

株式会社アーサーアグリ 東京都 http://www.earther.co.jp 農産物の生産・販売及び植物工場フランチャイズ業

小林　久美子 東京都 http://agemanju.jp 浅草九重　女将

坂本　真由美 高知県 http://www.tosa8kin.net/ 特定非営利活動法人とさはちきんねっと

篠塚　桂子 千葉県 https://www.facebook.com/nipponyasai　（facebookアカウント） にっぽんやさい

有限会社清水庵原屋 静岡県 http://www.ihara8.com

共栄火災海上保険株式会社　 東京都 http://www.kyoeikasai.co.jp/ 損害保険業（担当：広報室　小林、大久保）

小倉　光香子 東京都 http://onlines.digiweb.jp/index.html にっぽんやさい

福井 功 千葉県 http://www003.upp.so-net.ne.jp/ichikawa/CAMEL-top.html（有）キャメルスタジオ

株式会社アタゴ 東京都 http://www.atago.net/japanese/ 計測機器の製造・販売

片山　健史 東京都 http://www.hata-nikki.jp/ 株式会社イーエスケイ

森田　吉公 大阪府 http://www.alchemics.co.jp/ 株式会社アルケミックス

福島　征二 大阪府 グリーンラボラトリー

青木　美智子 東京都 http://www.shimizushoin.co.jp/ 株式会社清水書院　管理部

日本農業情報システム協会 千葉県(本社） http://jaisa.org/ （担当　中島隆子）

石丸　由美子 埼玉県 薬膳塾　美暮びと-mikurabito-主宰

小野　直人 三重県 自営業／ユニバーサルデザイン・アドバイザー

徳永　順子 福岡県 みやま市農業委員会

佐藤　真理子 東京都 http://mariko-sato.com イラストレーター（フリーランス）

清水　宜之 東京都 http://www.kokken.or.jp/ 一般財団法人日本穀物検定協会

株式会社　大志 北海道 http://taishi-k.jp

巻之内　彩恵 東京都 会社員　（株式会社フェニックス）

武笠　みどり 埼玉県 http://www5c.biglobe.ne.jp/~mukasa/

株式会社丸福繊維 愛知県 http://www.marufuku.ne.jp/ 帽子・日焼け防止マスクの製造

組込みソフトウェア女子会発 専門技能集団ギルド 『きみと』 神奈川県 https://www.facebook.com/groups/550095935117268/ ＩＴ系技能ギルド　きみと （代表　東　有紀）

篠原　久仁子 東京都 http://yasai-journal.com/ 野菜ジャーナリスト　

飯野　晃子 東京都 http://www.healingfoods.jp/    http://www.premafoods.com/有限会社プレマ、一般社団法人日本ヒーリングフード協会

宮下　迪帆 京都府 大学生

イセファーム株式会社 茨城県 http://www.ise-egg.co.jp/index.html 鶏卵生産・堆肥製造販売

一般社団法人 日本茶アンバサダー協会 東京都 http://www.nihoncha.org/ 日本茶のファンを増やす活動を展開する一般社団法人

黒木　美佳 宮崎県・東京都 http://miculture.jp/ 歌手（黒木姉妹）兼芸能・イベント企画会社社長

牛窪  万里子 東京都 http://www.meridian-p.net/member/ushikubo.html フリーアナウンサー（兼　事務所運営）

渡邊　智之 東京都 農業現場への各種IT(ICT)の普及・利活用推進

都築　冨士男 大阪府 株式会社都築経営研究所

和知　則子 茨城県 http://b-harvest.com 自然食レストラン　勤務

株式会社　東海化成 岐阜県 http://www.tokai-kasei.co.jp/ 農業・園芸用プラスチック資材製メーカー

柴田　理恵 東京都 会社員（編集）

有限会社アトリエケー 兵庫県 http://agri-suit.com 特殊サポーター製造

TABICA(たびか) 東京都 https://tabica.jp/ 農業体験など地域ならではの体験の提供

株式会社ラクーン　クラウド受注・発注システム「OCREC」 東京都 https://corec.jp 企業間取引を効率化するためのサービス提供

※　参加登録順に掲載しています。


