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1 評価 R1.7.2 評長19Ｆ第001号 秋葉　登
〒299－4105
茂原市弓渡447-2

いちじく ８～１１月 R2.7.31 090-1052-5576

2 評価 R1.7.30 評千19Ｅ第001号 荻原　伸浩
〒276-0005
八千代市島田１０２７－２

そば １１～５月 R2.7.31 047-488-1380 nobuhiro.ogihara.131@gmail.com

3 評価 R1.7.12 評印19Ｅ第001号 有限会社鈴木農園
〒285-0076
佐倉市飯塚105

野菜苗 １～１２月 R2.7.31 043-498-0242 takeshi.s@suzuki-nouen.co.jp

4 評価（更新） H30.7.27 評東18Ｖ第001号 石井　隆義
〒273－0031
船橋市西船1－16－20

こまつな １～１２月 R2.7.31 047-431-5436 -

5 評価（更新） 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

R2.7.31 047-432-0307 -

6 評価（更新） 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 R2.7.31 047-431-0218 -

7 評価（更新） H30.7.27 評東18Ｖ第004号 藤田　均
〒273－0039
船橋市印内2－15－30

（野菜）こまつな
（その他）えだまめ

（野菜）１～１２月
（その他）５～１０月

R2.7.31 047-431-2803 -

8 認証（更新） R1.7.30 認東18V001号 株式会社えか自然農場
〒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 R2.8.31 04-7197-2233 y-onouchi@ecag.co.jp

9 認証 R1.7.30 認印19Ｖ第001号 本道　幸一
〒285-0032
佐倉市飯田１７１０

（野菜）キャベツ、にんじん、ねぎ
（果樹）ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー、
食用桑、オリーブ
（その他）落花生

１～１２月 R2.7.31 080-5534-8958 hondo@globalindependent.co.jp

10 認証 R1.7.30 認山19Ｒ第001号 今関　喜明
〒299-3221
大網白里市富田１２６

米 ８～７月 R2.7.31 090-3144-7620

11 評価（更新） R1.9.11 評印18Ｖ第001号 大倉　淳伸
〒289-1142
八街市大関258

トマト、ミニトマト 周年 R2.10.31 043－312-3477 ohkura_gm@ohkura-nouen.com

12 認証 R1.10.24 評香18Ｒ第001号 髙橋　勇樹
〒287-0013
香取市大倉4601-9

米 １～１２月 R2.10.31 0478-56-2341 takahashi_ricefarm@yahoo.co.jp

13 認証（更新） R1.10.24 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 R2.10.31 080-7835-3389 t.misono-@first-life.jp

14 認証（更新） R1.10.24 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

６～４月 R2.10.31 0476-35-2046 kaneshoh@chive.ocn.ne.jp

15 認証（更新） R1.10.24 認印18V第002号 堀越　薫
〒286-0211
富里市御料356

すいか ５中～７月下 R2.10.31 090-2443-7301

16 認証(更新) R1.10.24 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 R3.2.28 090-5432-6858 ezawafl@white.plala.or.jp

17 認証(更新) R1.10.24 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中～９月上 R3.2.28 0438-53-8115 iida22@jcom.home.ne.jp

18 認証(更新) R1.10.24 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月 R3.2.28 0438-53-8120 blueberry.yumenojyou@gmail.com

19 評価 R1.11.13 評印19V第001号 伊橋産業株式会社
〒287-0243
成田市大栄十余三385-566

にんじん １１月～８月 R2.11.30 0476-73-4311 ihashisg@aol.com

20 評価（更新） R1.12.24 評東18V第005号 齊藤　義夫
〒278-0853
船橋市金杉1-35-15

にんじん ４月下～６月 R2.12.31 047-438-3044 yoshy-good-j@outlook.com

21 評価（更新） R1.12.24 評夷18R第001号 伊大知　衛 米 ８～１０月 R2.12.31

22 評価（更新） R2.1.29 評夷18R第002号 石川　義郎 米 ８～９月 R3.1.31

23 認証 R2.1.30 認印19V第002号 杉本　好一 すいか ３～８月 R3.1.31

24 認証 R2.1.30 認海19V第001号 有限会社beリーフ
〒289-2531
旭市井戸野1242-1

サンチュ 周年 R3.1.31 0479-74-3015 aqua_rythem@yahoo.co.jp

25 認証 R2.1.30 認海19V第002号 横田　一裕
〒288-0036
銚子市西小川町2828

食用とうもろこし ７～８月 R3.1.31

26 認証 R2.1.30 認山19V第001号 今関　泰寛
〒283-0003
東金市道庭336

いちご １２～５月 R3.1.31 0475-52-0670 h.l-endless_load@docomo.ne.jp

27 認証(更新) R2.1.30 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 R3.2.28 047-338-3500



28 認証(更新) R2.1.30 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 R3.1.31

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

（農場）
info@tokoagri.co.jp

29 認証(更新) R2.1.30 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 R3.1.31 info@no-land.jp

30 認証(更新) R2.1.30 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、
ピーマン、きゅうり、オクラ、だいこん、に
んじん
(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

周年 R3.1.31 090-7736-4308 bf05h.w@docomo.ne.jp

31 認証(更新) R2.1.30 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上～9月末
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ:6中～8月末

R3.2.28 0475-52-5122 h.myzw7@pref.chiba.lg.jp

32 認証(更新) R2.1.30 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 R3.2.28 0479-82-7441 mayumi.agrisserie@gmail.com

33 認証(更新) R2.1.30 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 R3.2.28

34 認証 R2.3.25 認印19V第003号 小出　博道
〒285-0054
佐倉市上勝田1140

やまといも R3.3.31

35 認証 R2.3.25 認長19F第001号 千葉県立茂原樟陽高等学校
〒297-0019
茂原市上林283

日本なし、ぶどう
日本なし：８中～９月末
ぶどう:８中～９月上

R3.3.31 0475-22-3315

36 認証(更新) R2.3.25 認千18V第001号 岩瀬　健一郎 きゅうり、なす、ねぎ、ブロッコリー ５～８月 R3.1.31

37 認証(更新) R2.3.25 認印18R第001号 野中　陽一郎
〒285-0862
佐倉市新臼井田22-6

米 R3.3.31

38 認証(更新) R2.3.25 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 通年 R3.3.31 0475-82-2067

39 認証(更新) R2.3.25 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中～９月 R3.2.28
0438-38-5439
090-3210-2198

magonote.bb@gmail.com

40 評価 R2.3.25 評千19F第001号
千葉市長　熊谷　俊人
（千葉市農政センター）

〒265-0053
千葉市若葉区野呂町714-3

トマト、ミニトマト ２～６月 R3.3.31 043-228-6280 seisanshinko.AAC@city.chiba.lg.jp


