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評価・認証
有効期限

連絡先[電話] 連絡先[メール]

1 認証（新規） R3.6.17 認印21Ｖ第001号 株式会社クリーンファーム
〒270-2331
印西市みどり台2-2-1

(野菜）：レタス、ルッコラ、バジル、イタリ
アンパセリ、ハーブ類、食用花

周年 R4.6.30 0476-55-8106 hmatsumoto@cleanfarm.co.jp

2 認証（更新） R3.6.17 認印19Ｖ第001号 本道　幸一
〒285-0032
佐倉市飯田1710

（野菜）：ねぎ
（果樹）：ブルーベリー、ラズベリー、ブ
ラックベリー、オリーブ
（その他）：落花生

ねぎ：11～3月
ブルーベリー：5～9月
ラズベリー：6～11月

ブラックベリー：6～10月
オリーブ：9～2月
落花生：10～12月

R4.7.31 080-5534-8958 hondo@globalindependent.co.jp

3 評価（更新） R3.7.14 評印19E第001号 有限会社　鈴木農園
〒285-0076
佐倉市飯塚105

（その他）：野菜苗 周年 R4.7.31 043-498-0242 takeshi.s@suzuki-nouen.co.jp

4 評価（新規） R3.8.31 評千21V第001号 花見　健太郎
〒290-0202
市原市福増585

（野菜）：ブロッコリー、きゅうり、ねぎ 11～5月 R4.8.31 080-3361-0641 hanafarm8786@gmail.com

5 評価（更新） R3.9.27 評印18V第001号 大倉　淳伸
〒289-1142
八街市大関258

（野菜）：トマト、ミニトマト 周年 R4.10.31 043-312-3477 ohkura_gm@ohkura-nouen.com

6 評価（新規） R3.10.19 評山21F第001号 千葉県立農業大学校
〒283-0001
東金市家之子1059

（果樹）：日本なし、ブルーベリー
日本なし：8～9月

ブルーベリー：6～8月
R4.10.31 0475-52-5122

7 評価（更新） R3.10.26 認山20V第001号 ちあきのいちご園　相田　隆志
〒299-3223
大網白里市南横川3490

（野菜）：いちご 12～5月 R4.10.31

8 評価（更新） R3.11.9 評夷18R第001号 伊大知　正枝 （米）：米 8～10月 R4.12.31

9 評価(更新) R3.12.24 認夷17R第001号
農事組合法人
みねやの里

(米)：米 周年 R5.2.28

10 評価(更新) R3.12.24 評夷18R第002号 石川　義郎 (米)：米 8～9月 R5.1.31

11 評価（更新） R4.1.12 認山17R第001号 株式会社アグリスリー
〒289-1754
山武郡横芝光町坂田112

(米)：米 周年 R5.2.28 0479-82-7441 mayumi.agrisserie@gmail.com

12 評価（更新） R4.1.14 認海19V第002号 横田　一裕
〒288-0036
銚子市西小川町2828

(野菜)：キャベツ、食用とうもろこし
キャベツ：11～6月

食用とうもろこし：7～8月
R5.1.31 090-8841-3438 chocolat6187@yahoo.co.jp

13 評価（更新） R4.1.27 認君17F第002号

特定非営利活動法人
孫の手くらぶ
孫の手ブルーベリー園
理事長　髙島　麻規子

〒292-0054
木更津市長須賀1631-8

（果樹）：ブルーベリー 7～9月 R5.2.28 0438-25-1925

14 評価(新規) R4.2.8 評君21R第001号 川島　薫
〒292-0404
君津市賀恵渕934

(米)：米 8～9月 R5.2.28 kwsm329@outlook.jp

15 評価(更新) R4.2.17 評安21V第001号 植木　聡
〒294-0025
館山市大戸113

(野菜)：いちご 12～6月 R5.3.31

16 評価（更新） R4.2.18   評千19E第001号　荻原園芸　荻原　伸浩
〒276-0005
八千代市島田1027-2

(その他)：そば 11～7月 R5.3.31 047-488-1380 nobuhiro.ogihara.131＠gmail.com



17 評価(更新) R4.1.28 評東20Ｖ第001号 瀬能　一則
 〒270-0233
野田市船形174

(野菜)：ほうれんそう、キャベツ、はく
さい、こまつな、食用なばな、からし
な、みずな、しゅんぎく、ねぎ、葉ね
ぎ、たまねぎ、らっきょう、にんにく、
大葉、赤しそ、葉しょうが、トマト、ミ
ニトマト、なす、ピーマン、ししとうが
らし、すいか、小玉すいか、しろうり、
にがうり、はぐらうり、オクラ、ブロッ
コリー、カリフラワー、モロヘイヤ、エ
ンサイ、つるむらさき、だいこん、に
んじん、こかぶ、根しょうが、おかひ
じき
(果樹)：ブルーベリー
(その他)：えだまめ、そらまめ、らっ
かせい、さやいんげん、
さやえんどう、スナップエンドウ、さと
いも、ばれいしょ、かぼちゃ、ふき

(野菜)：1～12月
(果樹)：7～9月

(その他)：1～12月
R5.3.31 04-7129-3820

18 評価(更新) R4.1.28 評東18Ｖ第005号 齊藤　義夫
〒273-0853
船橋市金杉1-35-15

(野菜)：にんじん 4月下旬～6月 R5.2.28 047-438-3044 yoshy-good-j@outlook.com

19 評価(更新) R4.2.15 評東20E第002号 
ちば
野田地区経済センター

〒270-0237
野田市中里513

(その他)：水稲育苗苗 4～5月 R5.2.28 04-7129-6611 nodasen@ja-chibatoukatu.or.jp

20 評価(更新) R4.2.18 認山19V第001号 今関　泰寛 (野菜)：いちご 12～5月 R5.3.31

21 評価(更新) R4.2.18 認山19Ｒ第001号 今関　喜明
〒299-3221
大網白里市富田126

（米）：米 周年 R5.3.31

22 評価（更新） R4.2.15 認海19Ｖ第001号 有限会社beリーフ
〒289-2531
旭市井戸野1242－1

(野菜)：サンチュ 1～12月 R5.3.31 0479-74-3015 aqua_rythem@yahoo.co.jp

23 評価（更新） R4.2.15 評海21Ｖ第001号 千葉県立旭農業高等学校
〒289-2516
旭市口1

(野菜)：トマト、はくさい
トマト：5～7月

はくさい：11～1月
R5.3.31 0479-62-0129 n.ikb@pref.chiba.lg.jp

24 評価（更新） R4.2.25 評東20E第001号 三橋　藤夫
〒273-0037
船橋市古作3-11-27

(その他)：えだまめ 5月中旬～11月 R5.2.28 047-336-0077 3284yamatoh@gmail.com

25 評価（更新） R4.2.28 認印18R第001号 野中　陽一郎 (米)：米 R5.3.31 080-6576-1888

26 評価（更新） R4.2.28 認印19V第003号 小出　博道
〒285-0054
佐倉市上勝田1140

(野菜)：やまといも 1～12月 R5.3.31 hiromichio41@gmail.com

27 評価(新規) R4.3.7 評山21V第001号
丸朝園芸農業協同組合 
ほうれん草生産者

〒289-1606
山武郡芝山町山田1723

(野菜)：ほうれんそう 11～3月 R5.3.31 0479-77-1240 info@ja-maruasa.jp

28 評価(更新) R4.3.7 認山18R第001号 株式会社たけやま
〒289-1321
山武市富田ト1024-1

(米)：米 周年 R5.3.31 0475-82-2067

29 評価（更新） R4.3.2 認長18V第001号
株式会社ファーストライフ
代表取締役　御園生　丈裕

〒299-4301
一宮町一宮9814－1

(野菜)：リーフレタス 1～12月 R5.3.31 080-7835-3389 take.misonou@gmail.com

30 評価（更新） R4.3.2 評長19F第001号 秋葉　登
〒299-4105
茂原市弓渡447-2

(果樹)：いちじく 8～11月 R5.3.31 090-1052-5576



31 評価（更新） R4.3.2 認長19F第001号
千葉県立茂原樟陽高等学校
校長　西川　明夫

〒297-0019
茂原市上林283

(野菜)：トマト、ねぎ
(果樹)：日本なし、ぶどう、キウイフ
ルーツ

トマト：5～6月、10～11月
ねぎ：11～1月

日本なし：8～9月
ぶどう：7～9月

キウイフルーツ：11月

R5.3.31 0475-22-3315

32 評価(更新) R4.3.22 評香18R第001号 髙橋　勇樹
〒287-0013
香取市大倉4601-9

(米)：米 周年 R5.3.31 0478-56-2341 takahashi_ricefarm@yahoo.co.jp


