
有資格者名 住所 電話

株式会社ジャパンフードサポート 北海道石狩市新港西一丁目712番地4 0133-73-5656

ホクレン農業協同組合連合会 北海道札幌市中央区北四条西一丁目3番地 011-232-6230

北海道農産物集荷協同組合 北海道札幌市中央区北四条西四丁目1番地 011-221-5101

有限会社加藤農場 北海道芦別市野花南町662番地 0124-27-3062

大川 周蔵 青森県弘前市大字大川字平岡69-2 0172-95-2122

株式会社KAWACHO RICE 青森県三沢市春日台四丁目154番地264号 0176-53-3255

株式会社エイト 青森県十和田市東二十二番町30番24号 0176-58-7077

株式会社カネマ成田商店 青森県北津軽郡板柳町大字舘野越字橋元55番7 0172-77-3141

株式会社齊下商店 青森県十和田市大字洞内字井戸頭118番地7 0176-27-3046

株式会社サンライス 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字稲本24番地 0172-62-3533

株式会社十三湖ファーム 青森県北津軽郡中泊町大字今泉字布引101番地1 0173-69-3370

株式会社伸和 青森県十和田市東二十二番町1番9号アップルハウスⅡ101号 0176-58-6582

株式会社フクテイ 青森県弘前市大字独孤字石田38番地１ 0172-95-2039

株式会社町田アンド町田商会 青森県弘前市大字津賀野字浅田996番地 0172-31-1700

株式会社ライケット 青森県八戸市大字荒町22番地 0178-44-1181

株式会社ライスファクトリー 青森県南津軽郡田舎館村大字境森字佃117番地 0172-58-2338

株式会社ライスプラントくどう 青森県青森市浪岡大字⾧沼字北藤巻14番地1 0172-62-5287

工藤 清司 青森県青森市浪岡大字銀字杉田75-1 0172-62-7717

ごしょつがる農業協同組合 青森県五所川原市大字野里字奥野100番地 0173-27-3304

佐山 孝文 青森県黒石市大字北田中字田中4 0172-52-2532

白川 幸枝 青森県五所川原市金木町沢部397-24 0173-52-2295

水晶米あおもり事業協同組合 青森県青森市堤町一丁目2番21号 017-775-1651

谷伊商事株式会社 青森県上北郡東北町上北北一丁目24番地28 0176-56-3101

林 久利 青森県青森市浪岡大字本郷字平岡9 0172-62-3673

有限会社門口商店 青森県八戸市南郷大字島守字八幡1番地1 0178-83-2446

有限会社川広商店 青森県三戸郡南部町大字剣吉字中町8番地1 0178-75-0035

有限会社ケイホットライス 青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字鳴見242番地8 0173-57-2243

有限会社古川⾧兵衛商店 青森県北津軽郡中泊町大字中里字亀山471番地の2号 0173-57-2635

有限会社タカヒロ 青森県上北郡七戸町字倉越39番地24 0176-62-5955

有限会社丸浩商事 青森県十和田市大字洞内字後野30番地1 0176-62-3226

鈴木ファーム株式会社 青森県八戸市大字市川町字高丁場14番地3 0178-52-6504

青森第一食糧有限会社 青森県十和田市大字深持字糠森116番地3 0176-23-7118

株式会社純情米いわて 岩手県盛岡市湯沢15地割1番地2 019-638-0120

株式会社西部開発農産 岩手県北上市和賀町後藤1地割333番地 0197-73-6471

農事組合法人岩手県農民連農産物供給センター 岩手県盛岡市本宮字小林46番地1 019-635-3721

農事組合法人リアル 岩手県花巻市太田第13地割111番地 0198-28-3157

株式会社パールライス宮城 宮城県黒川郡大和町まいの二丁目8番地の2 022-345-2651

菅原精米工業株式会社 宮城県加美郡加美町字百目木一番25番地の1 0229-63-2170

住友商事東北株式会社 宮城県仙台市青葉区中央四丁目10番3号 022-262-6232

登米ライスサービス株式会社 宮城県登米市南方町原10番地1 0220-58-5775

株式会社おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚字南田9番地 0229-27-1070

有限会社青木フーズ 宮城県加美郡色麻町大字上新町150番地11 0229-65-2588

秋田県主食集荷商業協同組合 秋田県秋田市御所野湯本三丁目1番地2 018-893-3100

秋田なまはげ農業協同組合 秋田県秋田市千秋矢留町2番40号 018-832-6611

秋田やまもと農業協同組合 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後270番地 0185-87-4600

株式会社大野米店 秋田県男鹿市船越字サッピ153番地 0185-27-8352

株式会社後藤商店 秋田県山本郡八峰町峰浜畑谷字川端74番地 0185-76-2217

株式会社鈴木又五郎商店 秋田県湯沢市大町一丁目2番26号 0183-73-5130

株式会社畠山清商店 秋田県大館市御成町二丁目18番33号 0186-42-1238

合資会社秋山商店 秋田県大仙市⾧野字二日町20番地 0187-56-3013

Ｊｓｔｙｌｅ合同会社 秋田県秋田市土崎港西三丁目9番3号 018-857-1092

鈴木 英仁 秋田県横手市平鹿町浅舞字五味川19 0182-24-0320

東北日紅株式会社 秋田県横手市平鹿町上吉田字車⾧根83番地 0182-24-1101

農事組合法人柏農興 秋田県横手市大雄字八柏97番地 0182-52-2232

農事組合法人塚堀農事生産組合 秋田県横手市清水町新田字皿川端93番地1 0182-23-6720

農事組合法人ほくほく産直秋田 秋田県秋田市河辺三内字本木2-1 018-853-7250

有限会社三信 秋田県大仙市高梨字水里31番地3 0187-62-6211

有限会社農業生産法人あきたファーム 秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地138番地 018-854-8165

有限会社ライス秋田 秋田県南秋田郡大潟村字南一丁目59番地9 0185-45-3131

有限会社渡辺清米商店 秋田県大仙市⾧野字漆原49番地 0187-56-2641

有限会社渡一商店 秋田県山本郡三種町鹿渡字東二本柳33番地20 0185-87-2080

株式会社アグリコーポレーション 山形県東置賜郡高畠町大字竹森740番地1 0238-52-4380

株式会社おきたま興農舎 山形県東置賜郡高畠町大字露藤85番地 0238-57-4116

株式会社丹野商店 山形県西村山郡河北町大字溝延字千苅20-2 0237-73-2211

株式会社野川ファーム 山形県天童市万代１番２号 023-654-1244

株式会社丸屋本店 山形県東根市大字蟹沢80番地の1 0237-41-0838
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もがみ中央農業協同組合 山形県新庄市大字福田字福田山771番地73 0233-32-1511

有限会社ファーム・イン・ビレッジ 山形県天童市大字蔵増1005番地の2 023-653-1388

株式会社ジェイエイてんどうフーズ 山形県天童市大字蔵増1475番地10 023-653-5302

有限会社コクブン 山形県尾花沢市大字名木沢83番地 0237-25-2707

山形県米穀集荷協同組合 山形県山形市東篭野町43番地 023-679-4350

会津有機米研究会 福島県耶麻郡猪苗代町字町島田1603番地 0242-62-3170

赤羽麦作振興組合 福島県石川郡石川町大字赤羽字新宿118 0247-26-7602

飯島米穀株式会社 福島県郡山市片平町字東極楽5番地 024-951-0094

株式会社会津産直センター 福島県喜多方市岩月町宮津字柏原廻り6581番地 0241-21-8535

株式会社佐藤農園 福島県耶麻郡猪苗代町大字関都字関脇1129番地 0242-66-3719

株式会社東北むらせ 福島県郡山市桑野三丁目20番33号 024-955-6288

こがねファーム遠藤 福島県耶麻郡猪苗代町大字磐根字土田3386-2 0242-65-2845

農事組合法人須賀川産直センター 福島県岩瀬郡鏡石町東鹿島238番地 0248-75-6656

農事組合法人浜通り農産物供給センター 福島県相馬市石上字南白髭320番地 0244-26-8202

福島県米穀肥料協同組合 福島県郡山市上伊豆島一丁目10番1 024-953-8061

福島県米麦事業協同組合 福島県福島市大町7番25号 024-522-4313

福島第一食糧卸協同組合 福島県福島市方木田字仲田23番地の3 024-546-3535

山本商事株式会社 福島県会津若松市インター西29番地 0242-24-4561

有限会社武田農産 福島県耶麻郡猪苗代町大字三郷字下太子堂350番地 0242-62-3026

有限会社二瓶商店 福島県会津若松市新横町4番13号 0242-27-3064

有限会社みづほ郡山ライスセンター 福島県郡山市逢瀬町河内字篭原3 024-967-0007

福島地区米穀卸商業協同組合 福島県福島市渡利字丸滝15番地4 024-523-2261

株式会社ミフシファーム 福島県会津若松市北会津町舘１ 0242-93-7478

アイアグリ株式会社 茨城県土浦市北神立町2番地12 029-834-1133

茨城県食糧集荷協同組合 茨城県水戸市大町三丁目2番14号 029-221-0101

株式会社イイダ 茨城県笠間市下郷4081番地の22 0299-45-2032

株式会社黒田米穀 茨城県稲敷市浮島4437番地 029-894-6650

株式会社田島屋 茨城県土浦市上高津717番地 029-822-0001

株式会社中山産業 茨城県猿島郡五霞町大字小福田693番地 0280-84-0020

株式会社常陸物産 茨城県水戸市酒門町4478番地17 029-304-5623

株式会社宮内徳次郎商店 茨城県小美玉市中延604番地 0299-58-2411

関東穀粉株式会社 茨城県行方市行方1618番地 0299-77-0013

有限会社油屋 茨城県古河市仁連24番地1 0280-76-0029

有限会社シャリー 茨城県猿島郡五霞町大字江川516番地 0280-84-0396

有限会社横田農場 茨城県龍ヶ崎市塗戸町2047番地 0297-64-5813

有限会社福地商店 茨城県那珂市本米崎2181番地の１ 029-298-1190

株式会社百笑市場 茨城県下妻市赤須522番地1 0296-44-8882

株式会社オオシマ 茨城県土浦市蓮河原町4791番地の1 029-821-2585

株式会社須郷農産 栃木県小山市大字福良2591番地3 0285-49-0776

栃木県中央食販株式会社 栃木県宇都宮市若草四丁目3番17号 028-624-7201

丸栃物産株式会社 栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢4925番地 028-675-0562

栃木県食糧集荷協同組合 栃木県宇都宮市宿郷五丁目16番13号 028-637-1381

有限会社栗原商事 埼玉県行田市大字須加1048番地 048-550-7600

有限会社スギタフーズ 埼玉県加須市上高柳450番地 0480-62-0211

株式会社ナンブ 埼玉県さいたま市浦和区岸町四丁目2番16号 048-822-3391

かとり農業協同組合 千葉県香取市小見1098番地の１ 0478-70-7713

株式会社大地の恵み 千葉県山武市松尾町松尾61番地1 0479-86-6311

株式会社中村商店 千葉県千葉市中央区問屋町11番4号 043-440-8010

山武郡市農業協同組合 千葉県山武市和田375番地の2 0475-82-3531

千葉県米穀集荷商業協同組合 千葉県千葉市中央区本町二丁目1番16号 043-227-2251

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 03-6271-8169

全国主食集荷協同組合連合会 東京都中央区日本橋人形町一丁目9番2号 03-3664-2102

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山一丁目1番1号 03-5771-6091

株式会社アグリネットサービス 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11 03-3296-8686

株式会社クリスタルライス 東京都中央区日本橋小伝馬町15番15号 03-4334-2175

株式会社神明 東京都中央区日本橋小網町16番15号 03-3666-5840

株式会社日本精米 東京都豊島区南池袋2-49-7池袋パークビル１階インスクエア池袋 03-4570-8654

住商フーズ株式会社 東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号 03-6369-0111

三井物産アグリフーズ株式会社 東京都港区芝公園二丁目4番1号 03-3438-5964

三冨実業株式会社 東京都中央区日本橋三丁目2番6号 03-3273-5911

名糖商事株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目30番1号 03-3667-1806

株式会社ミツハシ 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目25番地 045-285-3286

千田みずほ株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町一丁目21番地 045-331-4586

株式会社貝沼農場 新潟県村上市関口930番地 0254-73-0250

株式会社共栄農工社 新潟県小千谷市片貝町5069番地 0258-84-2013

株式会社白熊 新潟県新潟市南区新飯田2628番地1 025-374-2131

株式会社せいだ 新潟県新発田市大伝540番地の1 0254-22-2229

株式会社髙廣 新潟県新潟市南区下曲通826番地1 025-373-2188
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株式会社新潟ケンベイ 新潟県新潟市江南区亀田工業団地2丁目3番2号 025-383-5522

株式会社新潟農園 新潟県新潟市秋葉区あおば通二丁目1番33号 0250-23-3077

株式会社ネイグル新潟 新潟県新潟市東区卸新町一丁目842番地27 025-274-7151

株式会社野口政一商店 新潟県新発田市池ノ端1027番地 0254-22-2015

株式会社百萬粒 新潟県西蒲原郡弥彦村大字村山字蒲田747番地 0256-94-3430

株式会社丸山ライスビジネス 新潟県新潟市西蒲区曽根311番地 0256-88-2131

神山物産株式会社 新潟県新潟市西区流通センター三丁目3番地2 025-260-4110

神田農園 新潟県五泉市論瀬6085番地 0250-43-3055

ショヤマ農場 新潟県上越市大字下野田575 025-523-5014

名地農機株式会社 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁2452番地 025-765-2025

新潟県主食集荷商業協同組合 新潟県新潟市中央区南万代町4番9号 025-243-5522

農事組合法人木津みずほ生産組合 新潟県新潟市江南区木津三丁目8番11号 025-385-2988

有限会社アグリ新潟 新潟県新潟市秋葉区車場1332番地 0250-47-8211

有限会社グリーンファームシティ 新潟県上越市三和区浮島186番地 025-532-2747

有限会社笹川肥料店 新潟県新潟市北区葛塚3378番地 025-387-2618

有限会社大黒屋商店 新潟県妙高市白山町二丁目4番8号 0255-72-2220

有限会社ナカノサービス 新潟県⾧岡市成沢町593番地 0258-27-6783

株式会社諸⾧ 新潟県魚沼市十日町352番地15 025-793-1919

となみ野農業協同組合 富山県砺波市宮沢町3番11号 0763-32-8600

株式会社ＪＡライフ富山 富山県富山市吉岡468番地 076-429-8797

株式会社フクムラ 石川県加賀市中代町24番地 0761-77-3646

⾧﨑産業株式会社 石川県金沢市新保本一丁目312番地 076-218-5358

松任市農業協同組合 石川県白山市村井町1776番地 076-276-2222

安田商事株式会社 石川県金沢市駅西本町三丁目19番30号 076-221-0737

株式会社ペントフォーク 福井県福井市黒丸町第14号48番地2 0776-29-7686

田中農園株式会社 福井県坂井市坂井町福島第42号65番地1 0776-65-4847

福井県経済農業協同組合連合会 福井県福井市大手三丁目2番18号 0776-27-8250

福井県農業協同組合 福井県福井市大手三丁目2番18号 0776-50-7600

福井精米株式会社 福井県福井市森行町5号15番地の2 0776-38-1000

有限会社あわら農楽ファーム 福井県あわら市山室72号101番地 0776-73-5955

有限会社内田農産 福井県鯖江市別司町第1号4番地 0778-65-2000

有限会社⾧野穀販 ⾧野県諏訪市大字中洲5709番地27 0266-57-2433

株式会社サンロジスティクス海津 岐阜県海津市海津町江東32番地2 0584-51-1503

静岡県経済農業協同組合連合会 静岡県静岡市駿河区曲金三丁目8番1号 054-284-9737

愛知県経済農業協同組合連合会 愛知県名古屋市中区錦三丁目3番8号 052-951-3628

株式会社名古屋食糧 愛知県一宮市萩原町朝宮字中道20番地 052-202-8877

中部食糧株式会社 愛知県名古屋市中村区岩塚町字竜子田8番地 052-413-1177

大和産業株式会社 愛知県名古屋市西区新道一丁目14番4号 052-562-1801

豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目9番8号 052-584-5000

株式会社ミエライス 三重県津市庄田町1957番地 059-256-0311

有限会社松幸農産 三重県伊勢市川端町205番地の1 0596-55-3578

株式会社グリーンちゅうず 滋賀県野洲市堤2263番地の2 077-589-4000

有限会社中谷農場 滋賀県近江八幡市大中町11番地 0748-32-3557

有限会社野矢商店 滋賀県東近江市八日市清水三丁目1番23号 0748-23-5588

株式会社大阪第一食糧 大阪府大阪市浪速区桜川三丁目7番12号 06-6567-2681

株式会社ヒオキ食品 和歌山県海草郡紀美野町吉野317番地の1 073-489-2327

株式会社奥平農事業 広島県三次市上川立町2077番地 0824-68-2198

片岡 康博 徳島県阿波市土成町土成字南原229-5 088-695-2873

農事組合法人徳島農業振興 徳島県徳島市庄町一丁目62番地 088-631-2206

有限会社大坂商店 徳島県阿南市那賀川町中島170番地の1 0884-42-0216

有限会社樫山農園 徳島県小松島市坂野町字松木12 0885-37-2011

香川県農業協同組合 香川県高松市寿町一丁目3番6号 087-818-4109

株式会社オカベイ 福岡県北九州市小倉南区中吉田二丁目5番3号 093-471-6321

三友商事株式会社 福岡県久留米市三潴町西牟田1306番地の3 0942-65-1177

佐賀県農業協同組合 佐賀県佐賀市栄町3番32号 0952-25-5188

株式会社大渕産業 熊本県八代市鏡町下有佐284番地 0965-52-0418

熊本県経済農業協同組合連合会 熊本県熊本市中央区南千反畑町3番1号 096-328-1165

ミヤタ株式会社 熊本県山鹿市古閑868番地3 0968-43-3312

有限会社ライスセンター井口 熊本県玉名市大浜町1133番地の42 0968-76-2238

総資格者数193者

※ 有効期間は令和５年11月30日まで。


