
例）伊万里 例）22-伊-001 佐賀 太郎 伊万里市 0955-××-△△ 佐賀 太郎 特栽 次郎 米 早期（ｺｼﾋｶﾘ） Ａ 使用せず 使用せず 400.0 http:〇〇〇.html

佐賀中部 22-佐-0016 山口 徳雄 佐賀市 090-5297-8406 山口 徳雄 江頭 邦彦 米 普通期（ヒノヒカリ） Ｃ 5割以上減 使用せず 321.3

佐賀中部 22-佐-0017 山口 徳雄 佐賀市 090-5297-8406 山口 徳雄 江頭 邦彦 米 普通期（ヒノヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 61.6

佐賀中部 22-佐-0018 山口 徳雄 佐賀市 090-5297-8406 山口 徳雄 江頭 邦彦 米 普通期（夢しずく） Ｃ 5割以上減 使用せず 158

佐賀中部 22-佐-0019 北村 広紀 佐賀市 0952-65-5300 北村 広紀 東島 清司 米 普通期（コシヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 187.1

佐賀中部 22-佐-0020 東島 清司 佐賀市 0952-45-2505 東島 清司 北村 広紀 米 普通期（さがびより） Ｃ 5割以上減 使用せず 30.3

佐賀中部 22-佐-0021 東島 清司 佐賀市 0952-45-2505 東島 清司 北村 広紀 大豆 秋大豆（フクユタカ） Ａ 使用せず 使用せず 36

佐賀中部 22-佐-0022
なな農園

代表 的野 直喜
佐賀市 090-4989-2632 的野 直喜 的野 亜希子 米 普通期（コシヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 183

佐賀中部 22-佐-0023 江頭 邦彦 佐賀市 090-9582-3597 江頭 邦彦 山口 徳雄 米 普通期（ヒノヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 113.1

佐賀中部 22-佐-0024 江頭 邦彦 佐賀市 090-9582-3597 江頭 邦彦 山口 徳雄 米 普通期（コシヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 110.4

佐賀中部 22-佐-0025 江頭 邦彦 佐賀市 090-9582-3597 江頭 邦彦 山口 徳雄 米 普通期（ゆめつくし） Ａ 使用せず 使用せず 69.7

佐賀中部 22-佐-0026
有限会社 田中農場

代表取締役 田中義生
小城市 0952-66-0780 田中 義生 藤田 靖直 米 普通期（さがびより） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 249.68

佐賀中部 22-佐-0027
有限会社 田中農場

代表取締役 田中義生
小城市 0952-66-0780 田中 義生 藤田 靖直 米 普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 310.9

佐賀中部 22-佐-0028
有限会社 田中農場

代表取締役 田中義生
小城市 0952-66-0780 田中 義生 藤田 靖直 米 普通期（ヒノヒカリ） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 128.65

佐賀中部 22-佐-0029
株式会社しもむら農園

代表取締役 下村 宣弘
小城市 0952-65-4566 下村 宣弘 山口 英彦 米 普通期（さがびより） Ａ 使用せず 使用せず 271.5 shimomuranouen.com

佐賀中部 22-佐-0030
株式会社しもむら農園

代表取締役 下村 宣弘
小城市 0952-65-4566 下村 宣弘 山口 英彦 米 普通期（さがびより） Ｃ ５割以上減 使用せず 806.6 shimomuranouen.com

佐賀中部 22-佐-0031  株式会社しもむら農園代表取締役 下村 宣弘 小城市 0952-65-4566 下村 宣弘 山口 英彦 米 普通期（ヒノヒカリ） Ｃ ５割以上減 使用せず 234.5 shimomuranouen.com
佐賀中部 22-佐-0032  有限会社 北川農産代表取締役 北川公文 小城市 0952-66-1186 北川 公文 七島 満好 米 普通期（さがびより） Ｃ ５割以上減 使用せず 849.8
佐賀中部 22-佐-0033  有限会社 山口農場代表取締役 山口 英彦 小城市 0952-66-0820 山口 英彦 七島 満好 米 普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 74.67
佐賀中部 22-佐-0034  有限会社 山口農場代表取締役 山口 英彦 小城市 0952-66-0820 山口 英彦 七島 満好 米 普通期（さがびより） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 114.63
佐賀中部 22-佐-0035  有限会社 山口農場代表取締役 山口 英彦 小城市 0952-66-0820 山口 英彦 七島 満好 米 普通期（ヒノヒカリ） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 90.07
佐賀中部 22-佐-0036  百匠大島 代表 大島 仁 佐賀市 090-7532-6315 大島 仁 松尾 健一 米 普通期（さがびより） Ａ 使用せず 使用せず 33
佐賀中部 22-佐-0037  百匠大島 代表 大島 仁 佐賀市 090-7532-6315 大島 仁 松尾 健一 米 普通期（夢しずく） Ａ 使用せず 使用せず 18
佐賀中部 22-佐-0038  有限会社 七島農産代表取締役 七島 和美 小城市 0952-73-2719 坂口 翔一郎 田中 義生 米 普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 430.97
佐賀中部 22-佐-0039  有限会社 七島農産代表取締役 七島 和美 小城市 0952-73-2719 坂口 翔一郎 田中 義生 米 普通期（さがびより） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 601.96
佐賀中部 22-佐-0040 中島 謙治 佐賀市  0952-62-3751090-8390-5105 中島 謙治 上滝 学 米 普通期（ヒノヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 129.1
佐賀中部 22-佐-0041 金丸 浩二 佐賀市 090-8665-8441 金丸 聖哉 上滝 学 米 普通期（ヒノヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 503.7
佐賀中部 22-佐-0042 藤田 靖直 小城市 090-2584-4322 藤田 靖直 下村 宣弘 米 普通期（ヒノヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 13.45
佐賀中部 22-佐-0043 藤田 靖直 小城市 090-2584-4322 藤田 靖直 下村 宣弘 米 普通期（⿊米・⾚米） Ａ 使用せず 使用せず 15.3
佐賀中部 22-佐-0044  多久みらいくる地中島 昌平 多久市 080-3181-8083 中島 昌平 田中 義生 米 普通期（夢しずく） Ａ 使用せず 使用せず 112.56
佐賀中部 22-佐-0045  多久みらいくる地中島 昌平 多久市 080-3181-8083 中島 昌平 田中 義生 米 普通期（夢しずく） Ｃ ５割以上減 使用せず 192.85

佐賀中部 22-佐-0046  株式会社SUMRICE松尾 健一 佐賀市 0952-62-0554 松尾 健一 大島 仁 かんしょ 普通 Ａ 使用せず 使用せず 10

東部 22-東-0002 鶴製茶 代表 靏 和幸 基山町 0942-92-2165 靏 和幸 靏 健寿 茶 Ａ 使用せず 使用せず 194.6
東部 22-東-0003 大隈義昭 吉野ヶ里町 090-9560-8317 大隈義昭 川岸秀人、福島光昭 ⻨ 小⻨（ﾐﾅﾐﾉｶｵﾘ） Ａ 使用せず 使用せず 29
東部 22-東-0004 那須修一 鳥栖市 090-5926-9927 那須修一 姉川貴雅 米 普通期(さがびより) Ａ 使用せず 使用せず 65
東部 22-東-0005 大隈義昭 吉野ヶ里町 090-9560-8317 大隈義昭 秋山學、川岸秀人 米 普通期（さがびより） Ａ 使用せず 使用せず 142.5
東部 22-東-0006 大隈義昭 吉野ヶ里町 090-9560-8317 大隈義昭 秋山學、川岸秀人 米 普通期（ヒノヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 91.5
東部 22-東-0007 大隈義昭 吉野ヶ里町 090-9560-8317 大隈義昭 秋山學、川岸秀人 米 普通期（ヒヨクモチ） Ａ 使用せず 使用せず 5.7
東部 22-東-0008 大隈義昭 吉野ヶ里町 090-9560-8317 大隈義昭 秋山學、川岸秀人 米 普通期（三色米） Ａ 使用せず 使用せず 7
東部 22-東-0009 大隈義昭 吉野ヶ里町 090-9560-8317 大隈義昭 秋山學、川岸秀人 大豆 秋大豆（フクユタカ） Ａ 使用せず 使用せず 91.3

東部 22-東-0010 秋山 學 吉野ヶ里町 080-5603-2642 秋山 學 大隈義昭、川岸秀人 米 普通期（さがびより） Ａ 使用せず 使用せず 43.3

東部 22-東-0011 秋山 學 吉野ヶ里町 080-5603-2642 秋山 學 大隈義昭、川岸秀人 米 普通期（ヒノヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 64.3

唐津 22−唐−001 唐津カントリーエレベーター利用組合 組合⻑ 田中宏 唐津市 （代）0955-78-2233 原伸二 荒谷圭祐 米 普通期（夢しずく） Ｄ 5割以上減 5割以上減 38941.1
唐津 22−唐−002 下川圭介 唐津市 0955-78-1841 下川圭介 諸熊達夫 米 普通期（夢しずく） Ｄ 5割以上減 5割以上減 241
唐津 22−唐−003 蕨野棚田保存会      会⻑ 百武兵衛 唐津市 0955-62-4780 居石司 石橋尚弘 米 普通期（夢しずく） Ｄ 5割以上減 5割以上減 729.8
唐津 22−唐−004 あうちの里米生産研究家会 唐津市 0955-62-2777 古田泰彦 石橋尚弘 米 普通期（夢しずく） Ｄ 5割以上減 5割以上減 624.3
唐津 22−唐−005 あうちの里米生産研究家会 唐津市 0955-62-2777 古田泰彦 石橋尚弘 米 普通機（さがびより） Ｄ 5割以上減 5割以上減 2889.2
唐津 22−唐−006 株式会社BMファーム 代表取締役 ⻘山定浩 唐津市 0955-74-5858 ⻘山定浩 ⻘山秀和 米 普通期（夢しずく） Ｄ 5割以上減 5割以上減 2360.7
唐津 22−唐−007 株式会社BMファーム 代表取締役 ⻘山定浩 唐津市 0955-74-5858 ⻘山定浩 ⻘山秀和 米 普通期（ひのひかり） Ａ 使用せず 使用せず 403.5
唐津 22−唐−008 株式会社BMファーム 代表取締役 ⻘山定浩 唐津市 0955-74-5858 ⻘山定浩 ⻘山秀和 米 普通期（夢しずく） Ａ 使用せず 使用せず 405
唐津 22−唐−009 唐津⻄部共乾施設利用組合 組合⻑ 熊本誓喜 唐津市 （代）0955-78-2233 原伸二 荒谷圭祐 米 普通期（夢しずく） Ｄ 5割以上減 5割以上減 14421.4
唐津 22−唐−010 （有）マルイチ農産     代表取締役 市丸房光 唐津市 0955-77-0565 市丸房光 坂本初喜 米 普通期（夢しずく） Ｄ 5割以上減 5割以上減 1706

伊万里 22-伊-0008  福川内自然と環境を守る会代表 藤浦 正則 伊万里市 0955-28-2266 藤浦 正則 川田 耕一 米  普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 139.7
伊万里 22-伊-0009  福川内自然と環境を守る会代表 藤浦 正則 伊万里市 0955-28-2266 藤浦 正則 川田 耕一 米  普通期（さがびより） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 109.8
伊万里 22-伊-0010  福川内自然と環境を守る会代表 藤浦 正則 伊万里市 0955-28-2266 藤浦 正則 川田 耕一 米  普通期（ヒノヒカリ） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 62.4
伊万里 22-伊-0011  福川内自然と環境を守る会代表 藤浦 正則 伊万里市 0955-28-2266 藤浦 正則 川田 耕一 米  普通期（たんぼの夢） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 31.3
伊万里 22-伊-0012  福川内自然と環境を守る会代表 藤浦 正則 伊万里市 0955-28-2266 藤浦 正則 川田 耕一 米  普通期（にこまる） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 32.4
伊万里 22-伊-0013  福川内自然と環境を守る会代表 藤浦 正則 伊万里市 0955-28-2266 藤浦 正則 川田 耕一 米  普通期（旭１号） Ａ 使用せず 使用せず 13.2
伊万里 22-伊-0014 前田 裕男 有田町 0955-46-2202 前田 裕男 鈴木 直也 米  普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 15.3
伊万里 22-伊-0015 松尾 常磨 伊万里市 0955-23-2456 松尾 常磨 幸松 伝司 米  普通期（さがびより） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 70.6
伊万里 22-伊-0016 松尾 常磨 伊万里市 0955-23-2456 松尾 常磨 幸松 伝司 米  普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 81.9
伊万里 22-伊-0017  屋敷野組合代表 山口 光洋 伊万里市 080-5250-4143 吉永 直人 石⼾ 勉 米  普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 194.15
伊万里 22-伊-0018  深山米部会代表 横田 博文 伊万里市 090-9795-7641 横田 博文 石⼾ 勉 米  普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 1662.16
伊万里 22-伊-0019  切口農事組合法人代表 池田 茂 有田町 090-5721-3356 池田 茂 石⼾ 勉 米  普通期（夢しずく） Ｄ ５割以上減 ５割以上減 172.59
伊万里 22-伊-0020 押垂 芳宏 有田町 080-1278-4460 押垂 芳宏 髙野 和葉 米  普通期（イセヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 60.5
伊万里 22-伊-0021 押垂 芳宏 有田町 080-1278-4460 押垂 芳宏 髙野 和葉 米  普通期（⿊米） Ａ 使用せず 使用せず 11.8
杵藤 22-杵-0025 武富 光孝 江北町 0952-86-3694 武富 光孝 江口 琴美 米 普通期（夢しずく） A 使用せず 使用せず 54.5
杵藤 22-杵-0026 武富 光孝 江北町 0952-86-3694 武富 光孝 江口 琴美 米 普通期（夢しずく） D 5割以上減 5割以上減 207.6
杵藤 22-杵-0027 武富 光孝 江北町 0952-86-3694 武富 光孝 江口 琴美 米 普通期（ヒノヒカリ） D 5割以上減 5割以上減 23.1
杵藤 22-杵-0028 武富 光孝 江北町 0952-86-3694 武富 光孝 江口 琴美 米 普通期（さがびより） D 5割以上減 5割以上減 126.7
杵藤 22-杵-0029 武富 光孝 江北町 0952-86-3694 武富 光孝 江口 琴美 米 普通期（ヒヨクモチ） D 5割以上減 5割以上減 193.2
杵藤 22-杵-0030 武富 光孝 江北町 0952-86-3694 武富 光孝 江口 琴美 大豆 フクユタカ A 使用せず 使用せず 441.1
杵藤 22-杵-0031 北原 靖章 江北町 0952-86-4366 北原 靖章 百崎 文昭 米 普通期（夢しずく） A 使用せず 使用せず 101.8
杵藤 22-杵-0032 北原 靖章 江北町 0952-86-4366 北原 靖章 百崎 文昭 米 普通期（夢しずく） D 5割以上減 5割以上減 158.7
杵藤 22-杵-0033 北原 靖章 江北町 0952-86-4366 北原 靖章 百崎 文昭 米 普通期（さがびより） D 5割以上減 5割以上減 281.6
杵藤 22-杵-0034 北原 靖章 江北町 0952-86-4366 北原 靖章 百崎 文昭 大豆 フクユタカ A 使用せず 使用せず 556.6
杵藤 22-杵-0035  有限会社 百崎農産代表 百崎 文昭 江北町 0952-86-2419 百崎 文昭 北原 良太 米 普通期（夢しずく） D 5割以上減 5割以上減 42.2
杵藤 22-杵-0036  有限会社 百崎農産代表 百崎 文昭 江北町 0952-86-2419 百崎 文昭 北原 良太 米 普通期（さがびより） D 5割以上減 5割以上減 58.5
杵藤 22-杵-0037 池田 泰明 嬉野市 0954-43-3510 池田 泰明 池田 聖吾 茶 A 使用せず 使用せず 10
杵藤 22-杵-0038  白川製茶園 代表白川 稔 嬉野市 0954-42-2090 白川 稔 池田 聖吾 茶 D 5割以上減 5割以上減 1375 http://www.ureshinoshirakawa.com
杵藤 22-杵-0039 有限会社葦農 江口琴美 江北町 0952-86-4560 江口 琴美 相島 幸正 米 普通期（夢しずく） A 使用せず 使用せず 24.6
杵藤 22-杵-0040 有限会社葦農 江口琴美 江北町 0952-86-4560 江口 琴美 相島 幸正 米 古代米 緑 A 使用せず 使用せず 28.8
杵藤 22-杵-0041 中尾地区棚田保存会 代表 木下照敏 太良町 0954-67-1440 中尾地区棚田保存会 代表 木下照敏 池田祐樹 米 普通期（夢しずく） D 5割以上減 5割以上減 125.7
杵藤 22-杵-0042 小橋 政人 太良町 0954-67-1628 小橋 亮介 小井手 繫美 米 普通期（ヒノヒカリ） Ｃ 5割以上減 使用せず 98.5
杵藤 22-杵-0043 小橋 亮介 太良町 0954-67-1628 小橋 政人 小井手 繫美 米 普通期（さがびより） Ｃ 5割以上減 使用せず 68.5
杵藤 22-杵-0044 永尾 忠則 武雄市 090-4988-5258 永尾 忠則 岩永 文徳 米 普通期（ヒノヒカリ） Ａ 使用せず 使用せず 64
杵藤 22-杵-0045 永尾 忠則 武雄市 090-4988-5258 永尾 忠則 岩永 文徳 米 普通期（中之島⾚米） Ａ 使用せず 使用せず 10
杵藤 22-杵-0046 永尾 忠則 武雄市 090-4988-5258 永尾 忠則 岩永 文徳 米 普通期（緑万葉） Ａ 使用せず 使用せず 10.6
杵藤 22-杵-0047 永尾 忠則 武雄市 090-4988-5258 永尾 忠則 岩永 文徳 米 普通期（佐賀４０号） Ａ 使用せず 使用せず 49.1
杵藤 22-杵-0048 小野カントリー産業株式会社 代表取締役 小野 立生 白石町 0952-87-2708 小野 立生 諸岡 祐輝 米 普通期（夢しずく） Ｄ 5割以上減 5割以上減 38.8 ono.country.sangyou.inc@gmail.com
杵藤 22-杵-0049 小野カントリー産業株式会社 代表取締役 小野 立生 白石町 0952-87-2708 小野 立生 諸岡 祐輝 米 普通期（ヒノヒカリ） Ｄ 5割以上減 5割以上減 132.7 ono.country.sangyou.inc@gmail.com
杵藤 22-杵-0050 小野カントリー産業株式会社 代表取締役 小野 立生 白石町 0952-87-2708 小野 立生 諸岡 祐輝 米 普通期（さがびより） Ｄ 5割以上減 5割以上減 19.9 ono.country.sangyou.inc@gmail.com
杵藤 22-杵-0051 JAさが白石地区特別栽培米部会 代表 山崎利幸 白石町 0952-84-7010 JAさが白石地区特別栽培米部会 代表 山崎利幸 藤武 康則 米 普通期（さがびより） Ｄ 5割以上減 5割以上減 2205.1
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