
平成３０年度　「ちばＧＡＰ」実践者（評価・認証） 登録台帳

No.
区分

[評価・認証]
評価・認証日 評価・認証番号

申請者名
（申請団体名）

（構成員数）
事務所所在地

（事務局所在地）
生産品目名 出荷期間

評価・認証
有効期限

連絡先[電話] 連絡先[メール]

1 評価 H30.7.27 評東18Ｖ第001号 石井　隆義（申請者等名非公表）
〒273－0031
船橋市西船1－16－20

こまつな １～１２月 R1.7.31 047-431-5436

2 評価 H30.7.27 評東18Ｖ第002号 小川　和也
〒273－0039
船橋市印内2－5－23

(野菜)こまつな
(その他)えだまめ

(野菜)１～１２月
(その他)５～１０月

R1.7.31 047-432-0307

3 評価 H30.7.27 評東18Ｖ第003号 飯塚　和之
〒273－0045
船橋市山手3－12－28

こまつな １～１２月 R1.7.31 047-431-0218

4 評価 H30.7.27 評東18Ｖ第004号 藤田　均
〒273－0039
船橋市印内2－5－30

(野菜)こまつな
(その他)えだまめ

(野菜)１～１２月
(その他)５～１１月

R1.7.31 047-431-2803

5 評価 H30.8.8 評香18Ｒ第001号 髙橋　勇樹
〒287-0013
香取市大倉4601-9

米 １～１２月 R1.8.31 0478-56-2341 takahashi_ricefarm@yahoo.co.jp

6 認証 H30.8.15 認東18Ｖ第001号
株式会社えか自然農場
代表取締役　小野内裕治

〒270-0107
流山市西深井352-2

(野菜)ブロッコリー、レタス、ノラボウナ、
不結球キャベツ、ピーマン、ズッキーニ、カ
リフラワー、トマト、なす、コールラビ、食用と
うもろこし、チンゲンサイ、にがうり、ねぎ、
シソ、きゅうり、チャイブ、ディル、レモンバー
ム、バジル、ミント、モロヘイヤ、つるむらさ
き、オクラ、ルッコラ、ベカナ、にんじん、こま
つな、しゅんぎく、ほうれんそう、みずな、ラ
ディッシュ、だいこん

(その他)かぼちゃ、ばれいしょ、さつまい
も、さといも、えだまめ、落花生、ゴボウ

１～１２月 R1.8.31 04-7197-2233 y-onouchi@ecag.co.jp

7 評価 H30.10.19 評印18Ｖ第001号 大倉　淳伸
〒289-1142
八街市大関258

トマト 周年栽培 R1.10.31 043－312-3477 ohkura_gm@ohkura-nouen.com

8 認証 H30.10.30 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

〒299-4313
長生郡一宮町船頭給10-1

リーフレタス １～１２月 R1.10.31 0475-36-5075 info@first-life.jp

9 認証 H30.10.30 認海18E第001号
Three little birds 合同会社
代表社員　佐藤　真吾

〒289-2106
匝瑳市飯塚1037-1

大豆 １２～翌年１１月 R1.10.31 090-4945-7383 tlb.sosa@gmail.com

10 認証 H30.10.30 認印18V第001号 有限会社　北総愛農会
〒286-0118
成田市三里塚53-7

(野菜)しょうが、ながいも
(その他)ごぼう、さといも、ばれ
いしょ

６～翌年４月 R1.10.31 0476-35-2046

11 認証 H30.10.30 認印18V第002号 堀越　薫
〒286-0211
富里市御料356

すいか ５中～７月 R1.10.31 0476-93-3682

12 認証(更新) H30.10.30 認君17Ｆ第001号
エザワフルーツランド
江澤　貞雄

〒292-0201
木更津市真里谷3832

ブルーベリー ７中～９月 R2.2.29 0438-53-5160 ezawafl@white.plala.or.jp

13 認証(更新) H30.10.30 認君17Ｆ第002号
孫の手ブルーベリー園
園主　丸尾　進三郎

〒292-0812
木更津市矢那3719

ブルーベリー ７/１５～９月 R2.2.29 0438-25-7045 maru@wellbeing.or.jp

14 認証(更新) H30.10.30 認君17Ｆ第003号
ブルーベリー園　のらり・くらり
NPO法人一粒舎　飯田　喜代子

〒292-0211
木更津市大稲54-1

ブルーベリー ６～９月 R2.2.29 090-5201-9101 iida22@jcom.home.ne.jp

15 認証(更新) H30.10.30 認君17Ｆ第004号
フルーツ街道 夢農場
鈴木　秀雄

〒292-0201
木更津市真里谷2816

ブルーベリー ７中～９中 R2.2.29 090-4002-4337 blueberry.yumenojyou@gmail.com

16 認証(更新) H30.10.30 認君17Ｆ第007号
ブルーベリーファームのむら
野村　實

〒292-0201
木更津市真里谷854-3

ブルーベリー ７～９月 R2.2.29 0438-73-2117

17 評価 H30.12.19 評夷18R第001号 伊大知　衛
〒298-0125
いすみ市深谷303-1

米 ８～１０月 R1.12.31 0470-86-2339

18 評価 H31.1.25 評夷18R第002号 石川　義郎
〒298-0131
いすみ市萩原1312

米 ８～９月 R2.1.31 0470-86-4483

19 認証 H31.1.29 認千18V第001号 岩瀬　健一郎
〒299-3234
大網白里市みずほ台2-15-5

きゅうり、なす、ねぎ ７～８月 R2.1.31 080-3392-0623 mso7kenichirou@gmail.com

20 認証 H31.1.29 認東18V第002号 株式会社東光アグリファーム

（農場）〒278-0011
野田市三ツ堀1580-1
（出資会社）東光電気工事株式
会社関連事業部アグリ事業課
〒101-8350
東京都千代田区西神田1-4-5

ベビーリーフ、ミニリーフ、マイ
クロリーフ、ミックスリーフ
（しそ、アマランサス、エンダイブ、カーボロ
ネロ、しゅんぎく、キャベツ、チコリ、タアサ
イ、かえんさい、こまつな、からしな、みず
な、みぶな、ケール、リーフレタス、わさび
な、セルリー、パセリ、にんじん（葉）、クレソ
ン、コリアンダー、はっか、チャービル、ディ
ル、バジル、マーシュ、ルッコラ、レモンバー
ム）

周年 R2.1.31

（農場）
04-7197-3610
（東京事務所）
03-3518-2312

（農場）
info@tokoagri.co.jp

21 認証 H31.1.29 認印18V第003号 小川　煕
〒270-1506
印旛郡栄町龍角寺1106-1

トマト、ミニトマト １０～７月 R2.1.31 080-6595-6831 info@no-land.jp

mailto:takahashi_ricefarm@yahoo.co.jp


22 認証 H31.1.29 認海18V第001号 和田　秀樹
〒289-2505
旭市鎌数4388-4-101

(野菜)たまねぎ、葉たまねぎ、らっ
きょう、にんにく、トマト、ミニトマト、
なす
(その他)落花生、スナップえんど
う、さつまいも、さといも、ばれい
しょ、かぼちゃ

３～１月 R2.1.31 090-7736-4308 bf05h.w@docomo.ne.jp

23 認証(更新) H31.1.29 認東17V第001号 ＪＡちば東葛󠄀　西船橋葉物共販組合
14

（うち14）
〒273-0044
船橋市行田3-7-7

こまつな 周年 R2.2.29 047-438-9571 t-ikeda@ja-chibatoukatu.or.jp

24 認証(更新) H31.1.29 認東17F第001号 ＪＡいちかわ果樹部会
215

（うち9）
〒272-0802
市川市柏井町3-102-3

日本なし ９～８月 R2.2.29 047-338-3500 ikeizai@ja-ichikawashi.or.jp

25 認証(更新) H31.1.29 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 周年 R2.2.29 0479-82-7441 agrisserie@gmail.com

26 認証(更新) H31.1.29 認山17Ｆ第001号 千葉県立農業大学校
〒283-0001
東金市家之子1059

日本なし、
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
日本なし：8～10月
ブルーベリー：6～9

R2.2.29 0475-52-5122 noudai01@mz.pref.chiba.lg.jp

27 認証(更新) H31.1.29 認夷17Ｒ第001号 農事組合法人　みねやの里
〒298-0103
いすみ市神置1189

米 R2.2.29 0470-86-5801

28 評価 H31.1.31 評東18V第005号 斉藤　義夫
〒273-0853
船橋市金杉1-35-15

にんじん ４月下～６月 R2.1.31 047-438-3044 yoshy-good-j@outlook.com

29 認証 H31.3.15 認印18V第004号 松本　有麻
〒285-0812
佐倉市六崎876-2-203

れんこん ７～５月 R2.3.31 090-4017-8691 yuma02291052@yahoo.co.jp

30 認証 H31.3.15 認印18R第001号 野中　陽一郎
〒285-0862
佐倉市新臼井田22-6

米 ９～８月 R2.3.31 080-6576-1888

31 認証 H31.3.15 認香18V第001号 有限会社岡澤農園
〒287-0026
香取市大根2043

（野菜）ほうれんそう、こまつな、
みずな、しゅんぎく、葉ねぎ、ブロッ
コリー
（その他）かぼちゃ、えだまめ、さ
やいんげん

周年 R2.3.31 090-1811-1842 okazawa.farm@gmail.com

32 認証 H31.3.15 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 ８中～１２月 R2.3.31 0475-82-2067

33 認証 H31.3.15 認山18R第002号 古谷　正三郎
〒289-1513
山武市松尾町猿尾547

米 ８～９月 R2.3.31 090-8858-4998
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