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Ⅵ 有機農産物生産行程管理者一覧 

（2018 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載生産行程管理者：一般社団法人岡山県農業開発研究所が認証した生産行程管理者 

 

 

 

        有機 JAS 認証を受けた生産行程管理者 

 

 

 

 

        有機 JAS認証とおかやま有機無農薬農産物認証を受けた生産行程管理者 

 

 

 

 

販売先：主な販売先・購入可能先を掲示しています。その年の作柄等により、出荷が

ないこともありますのでご了承ください。 

 

ホームページ等：生産行程管理者に関連したホームページやフェイスブック等のアド

レスを掲載しています。 
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1 生産001号 岡山市高松有機無農薬野菜生産組合みどり会 13 野菜 岡山市 ○

2 生産002号 岡山市高松有機無農薬野菜生産組合ふるさと会 3 野菜 岡山市 ○

3 生産003号 上組営農実行組合 5 野菜 高梁市 ○

4 生産004号 きよね有機の郷 5 野菜・米 総社市 ○

5 生産005号 佐藤農園 1 野菜 井原市 ○

6 生産006号 福光軍治 1 野菜 岡山市 ○

7 生産007号 宇治げんき村 4 米・野菜 高梁市 ○

8 生産019号 種松有機研究会 1 米 倉敷市 ○

9 生産024号 籾村セーフティーライス倶楽部 5 米・野菜 久米南町 ○

10 生産025号 庄地区無農薬研究会 2 米 倉敷市 ○

11 生産028号 メルヘンの里愛ガモ稲作の会 8 米 新庄村 ○

12 生産030号 星の郷ゆうき無農薬研究会 7 野菜 井原市 ○

13 生産032号 有限会社遠藤青汁農園 1 野菜 岡山市 ○

14 生産033号 日生町みかん生産組合 2 果樹 備前市

15 生産034号 勝北町有機無農薬農産物生産研究会 5 米 津山市 ○

16 生産036号 和気健康農業研究会 2 野菜 和気町 ○

17 生産037号 まびゆうき 2 米・野菜 倉敷市 ○

18 生産038号 みつ有機組合 1 野菜・米 岡山市 ○

19 生産043号 倉敷弥高山高原有機野菜クラブ 2 野菜 倉敷市 ○

20 生産047号 かよう〝あいがも〟会 1 米 吉備中央町 ○

21 生産049号 エコファームMITANI 1 果樹 倉敷市

22 生産050号 乙島地区有機無農薬野菜生産研究会 4 野菜 倉敷市 ○

23 生産054号 足守アイガモ稲作研究会 2 米 岡山市

24 生産056号 サラダのうえん 1 野菜 勝央町 ○

25 生産061号 佐藤柚子園 1 果樹 井原市

26 生産062号 中和元気米クラブ 3 米 真庭市 ○

27 生産064号 有機つるの里岡山 1 野菜 倉敷市

28 生産065号 はやしま有機の郷 1 野菜 早島町 ○

29 生産066号 岡山県立高松農業高等学校 1 野菜・米 岡山市 ○

30 生産068号 おかやまオーガニック 3 野菜・米 岡山市 ○

31 生産070号 丸本酒造株式会社 2 米 浅口市 　

32 生産072号 タンチョウの里　内山農園 1 野菜 和気町

33 生産074号 (有)御津アグリ 1 米・野菜 岡山市 ○

34 生産075号 美葡農房 1 果樹・野菜 津山市 ○

35 生産076号 瀬戸内市アヒル農法研究会 2 米 瀬戸内市 ○

36 生産077号 農業大学校 1 野菜 赤磐市 ○

37 生産079号 ゆうきの樹農園 1 野菜 倉敷市 ○

38 生産081号 岡山ベジフルファーム 1 野菜 岡山市

39 生産083号 自然の恵み 1 米 津山市 ○

40 生産084号 株式会社城北農産あいがもファーム 1 米 真庭市 ○

41 生産085号 藤澤芳雄 1 米 岡山市 ○

42 生産086号 片山博美 1 米・野菜・果樹 岡山市

43 生産087号 ヒビナファーム 1 野菜 岡山市 ○

44 生産088号 竹内農園 1 米 総社市 ○

45 生産089号 ふぞろい野菜村 1 野菜 岡山市 ○

46 生産090号 株式会社ビーエムーディー 1 野菜 岡山市

47 生産091号 あざみナチュラルファーム 2 米・野菜 赤磐市 ○

No. 作目

有機農産物生産行程管理者一覧表（2019年2月28日現在）

（注）おかやま有機：○は有機JAS認定と合わせて「おかやま有機無農薬農産物」の認証を受けた生産行程管理者

認証番号 生産行程管理者名
農家・事業
者数

所在地
おかや
ま有機
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認証番号：生産 001 岡山市高松有機無農薬野菜生産組合 みどり会 

所在地：岡山市北区高松 

農家数：13 戸  

栽培面積：170 a 

取り組み：昭和 59 年結成、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（トマト、キュウリ、ホウレンソウ、ナス、ピーマン等 42品目） 

販売先：岡山市民生協、天満屋（九州屋）、岡山楽市、グランドマート佐山店等 

          ホームページ等：http://www005.upp.so-net.ne.jp/okayamarakuiti/products.html 

代表：大森 英夫  連絡先 TEL：086-905-0710（JA 岡山 高松営農センター） ※岡山楽市 HP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 002 岡山市高松有機無農薬野菜生産組合 ふるさと会 

所在地：岡山市北区高松 

農家数：3 戸  

栽培面積：58 a 

取り組み：昭和 63 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（トマト、ナス、レタス、コマツナ、タマネギ、ニンジン等 17品目） 

販売先：Ａコープ味彩館(高松店）、木村屋、JA 岡山はなやか中央店等 

          ホームページ等：http://www.ja-okayama.or.jp/acoop/ ※JA 岡山 HP 

代表：秋田 皓二  連絡先 TEL：086-905-0710（JA 岡山 高松営農センター） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 003 上組営農実行組合 

所在地：高梁市川上町高山 

農家数：5 戸  

栽培面積：162 a 

取り組み：昭和 63 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（トマト、シュンギク、ネギ、ホウレンソウ等 16品目） 

販売先：岡山丸果、天満屋倉敷店、県外（広島、大阪、名古屋、石川）等 

          ホームページ等：http://www.yataka654.com/modules/contents/index.php?cat_id=1 

代表：大川 勝巳           ※観光協会 HP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 004 きよね有機の郷 

所在地：総社市秦 

農家数：4 戸、1 農業法人  

栽培面積：783 a 

取り組み：平成 9 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲、野菜（ホウレンソウ、タマネギ、カブ、スイートコーン等 12品目） 

販売先：農マル園芸、サンロード吉備路、JA 岡山西山手直売所等 

          ホームページ等：http://kibijiow.com/ ※吉備路オーガニックワークＨＰ 

代表：林 賢治           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 005 佐藤農園 

所在地：井原市芳井町井山 

農家数：1 戸  

栽培面積：37a 

取り組み：平成 8 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（トマト、キュウリ、ホウレンソウ、ナス、ピーマン等 24品目） 

販売先：天満屋福山店 

          ホームページ等：なし 

代表：佐藤千恵子  連絡先 TEL：0866-74-0518 

http://www005.upp.so-net.ne.jp/okayamarakuiti/products.html
http://www.ja-okayama.or.jp/acoop/
http://www.yataka654.com/modules/contents/index.php?cat_id=1
http://kibijiow.com/
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認証番号：生産 006 福光軍治 

所在地：岡山市東区東幸崎 

農家数：1 戸  

栽培面積：10a 

取り組み：平成 9 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（ホウレンソウ） 

販売先：天満屋ハピーズ 

          ホームページ等：なし 

代表：福光 軍治  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 007 宇治げんき村 

所在地：高梁市宇治町穴田 

農家数：4 戸  

栽培面積：164a 

取り組み：平成 6 年開始、平成 13 年有機 JAS 認証（宇治町ふるさと農法研究会） 

生産品目：水稲（コシヒカリ、ミルキークイーン）、ジャガイモ、タマネギ 

販売先：ベストライス、（株）ウエル（アースファミリー）、個人販売等 

ホームページ等：なし 

代表：赤木 伸輔   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 019 種松有機研究会 

所在地：倉敷市黒石 

農家数：1 戸  

栽培面積：117a 

取り組み：平成 6 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（ヒノヒカリ） 

販売先：（株）ウエル（アースファミリー）、個人販売等 

          ホームページ等：なし 

代表：宇埜 浩子   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 024 籾村セーフティーライス倶楽部 

所在地：久米郡久米南町下籾 

農家数：5 戸  

栽培面積：171a 

取り組み：平成 6 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（コシヒカリ）、小麦、赤大豆、野菜（ズッキーニ等 7品目） 

販売先：サンサンくめなん（直売所）、個人通販、ベストライス等 

          ホームページ等：http://foodpia.geocities.jp/momurice/ 

代表：宮本 隆治          https://www.facebook.com/momurice/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 025 庄地区無農薬研究会 

所在地：倉敷市庄地区 

農家数：2 戸  

栽培面積：950a 

取り組み：平成 7 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（朝日、アケボノ、雄町、にこまる、ミルキークイーン） 

販売先：（株）ウエル（アースファミリー）、農マル園芸、オジーの店、山名酒造等 

          ホームページ等：http://yuuki-mai.com/  

代表：山崎 典男  連絡先 TEL/FAX:086-463-0377  E-mail:yamasaki@ms13.megaegg.ne.jp 

http://foodpia.geocities.jp/momurice/
https://www.facebook.com/momurice/
http://yuuki-mai.com/
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認証番号：生産 028 メルヘンの里愛ガモ稲作の会 

所在地：真庭郡新庄村 

農家数：8 戸  

栽培面積：252a 

取り組み：昭和 8 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（コシヒカリ） 

販売先：ベストライス、産直、山本食糧（大阪）、農マル園芸等 

          ホームページ等：http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=154 

代表：方川 進           ※新庄村ＨＰ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 030 星の郷ゆうき無農薬研究会 

所在地：井原市美星町西水砂 

農家数：7 戸  

栽培面積：156a 

取り組み：昭和 63 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（トマト、ナス、キュウリ、チンゲンサイ、ハーブ類等 52品目） 

販売先：星の郷青空市、天満屋ハピータウンリブ 21、（株）WANDO等 

          ホームページ等：http://nttbj.itp.ne.jp/0866873908/index.html 

代表：張谷 和弘  連絡先 TEL：0866-87-3908 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 032 有限会社遠藤青汁農園 

所在地：岡山市東区金田 

農家数：1 社  

栽培面積：681a 

取り組み：平成元年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（ケール） 

販売先：遠藤青汁（加工場） 

          ホームページ等：なし  

代表：田邉 行治            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 033 日生町みかん生産組合 

所在地：備前市日生町日生 

農家数：2 戸  

栽培面積：30a 

取り組み：平成 10 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：ミカン、レモン 

販売先：産直、みかん狩り  https://hinasemikan.jimdo.com/ 

          ホームページ等： https://www.facebook.com/shimobayashinouen  

代表：川辺 厚史   http://www.minami-mikan.jp/   https://www.facebook.com/南農園-みかん-450643255127497/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 034 勝北町有機無農薬農産物生産研究会 

所在地：津山市西中 

農家数：5 戸  

栽培面積：256a 

取り組み：平成 3 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（コシヒカリ）、小豆、ジャガイモ 

販売先：JA 勝英 

          ホームページ等： なし 

代表：河本 朋三   連絡先 TEL：0868-36-5101（JA 勝英 勝北支店） 

http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=154
http://nttbj.itp.ne.jp/0866873908/index.html
https://hinasemikan.jimdo.com/
https://www.facebook.com/shimobayashinouen
http://www.minami-mikan.jp/
https://www.facebook.com/南農園-みかん-450643255127497/
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認証番号：生産 036 和気健康農業研究会 

所在地：和気郡和気町吉田 

農家数：2 戸  

栽培面積：24a 

取り組み：平成 10 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（ホウレンソウ、コマツナ、ナス、キュウリ、ダイコン等 12品目） 

販売先：JA 岡山東百姓市場（和気店）、学校給食、病院、ネット販売 

          ホームページ等：http://www.fsec.jp/products/list.php?category_id=1162 

代表：江見 友子             ※ネットショップのＨＰ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 037 まびゆうき 

所在地：倉敷市真備町妹 

農家数：2 戸  

栽培面積：159a 

取り組み：平成元年開始、平成 14 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（朝日）、大豆、野菜（ニンジン、ナス、キュウリ等 12品目） 

販売先：スーパーまつさか、直売所（山手等）、ニシナ、倉敷路地市庭等 

          ホームページ等：http://www3.kct.ne.jp/~ine50/index.html 

代表：武本 章吾  連絡先 TEL：086-698-3257 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 038 みつ有機組合 

所在地：岡山市北区御津高津 

農家数：1 戸  

栽培面積：44a 

取り組み：平成 11 年開始、平成 15 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（ミルキープリンセス）、野菜（ナス、キュウリ、トマト、ピーマン、 

アスパラ、キャベツ、ハクサイ、レタス、シュンギク等 40品目） 

          販売先：スーパーふじうら、個人販売等 

代表：瀧山 宇津美 ホームページ等： なし 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 043 倉敷弥高山高原有機野菜クラブ 

所在地：倉敷市玉島陶 

農家数：2 戸  

栽培面積：132a 

取り組み：平成元年開始、平成 14 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（サツマイモ、ジャガイモ、タマネギ、白ネギ、サトイモ等 10品目） 

販売先：倉敷学校給食、両備ストア、農マル園芸、天満屋（倉敷店）等 

          ホームページ等： http://www8.plala.or.jp/atorie/index.htm 

代表：小松原 敬子  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 047 かよう“あいがも”会 

所在地：加賀郡吉備中央町吉川 

農家数：1 戸  

栽培面積：89.4a 

取り組み：平成 7 年開始、平成 14 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（コシヒカリ） 

販売先：おかやまコープ、天満屋ポルカ、ホテルグランヴィア岡山、個人販売等 

          ホームページ等： なし 

代表：瀧川 信一   

http://www.fsec.jp/products/list.php?category_id=1162
http://www3.kct.ne.jp/~ine50/index.html
http://www8.plala.or.jp/atorie/index.htm
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認証番号：生産 049 エコファーム MITANI 

所在地：倉敷市玉島陶 

農家数：1 戸  

栽培面積：34a 

取り組み：平成 13 年開始、平成 15 年有機 JAS認証 

生産品目：モモ（加納岩白桃、白鳳、清水白桃） 

販売先：有機農産物取扱店 

          ホームページ等： http://catalog.okayamakan.or.jp/create/002/ 

代表：三谷 幸子        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 050 乙島地区有機無農薬野菜生産研究会 

所在地：倉敷市玉島中央町 

農家数：4 戸  

栽培面積：70a 

取り組み：平成元年開始、平成 15 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（ニンジン、キャベツ、白ネギ、ナス、トマト等 49品目） 

販売先：JA 岡山西直売所（おなじみさん、メルカート玉北、船穂直売所） 

          ホームページ等： http://www.jaokanishi.jp/chokubai/index.html 

代表：守分 彰           ※ＪＡ岡山西ＨＰ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 054 足守アイガモ稲作研究会 

所在地：岡山市北区日近 

農家数：2 戸  

栽培面積：67a 

取り組み：平成 7 年開始、平成 15 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（コシヒカリ） 

販売先：個人販売 

          ホームページ等：なし  

代表：服部 勝正   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 056 サラダのうえん 

所在地：勝田郡勝央町植月北 

農家数：1 戸  

栽培面積：188a 

取り組み：平成 9 年開始、平成 16 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（レタス、トマト、ラディッシュ、セロリ、ハーブ類等 43品目） 

販売先：ホテル・料理店（湯郷温泉ポピースプリングス、うゑ柳等） 

          ホームページ等：http://www.homarecipe.com/ 

代表：隅田 卓郎          https://www.facebook.com/homarecipe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 061 佐藤柚子園 

所在地：井原市笹賀町 

農家数：1 戸  

栽培面積：25a 

取り組み：平成 11 年開始、平成 16 年有機 JAS認証 

生産品目：ユズ 

販売先：農マル園芸、JA 岡山西（加工）、和菓子店等 

          ホームページ等：なし  

代表：佐藤 吉彦   

http://catalog.okayamakan.or.jp/create/002/
http://www.jaokanishi.jp/chokubai/index.html
http://www.homarecipe.com/
https://www.facebook.com/homarecipe
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認証番号：生産 062 中和元気米クラブ 

所在地：真庭市蒜山下和 

農家数：3 戸  

栽培面積：282a 

取り組み：平成 10 年開始、平成 16 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（コシヒカリ、あきたこまち、ミルキークイーン）、蕎麦、エゴマ 

販売先：無農薬米研究会（大阪、京都）、こめ工房マゴメ（東京）、 

片山産業（岡山）、米甚（愛知）、小川米穀（愛知） 

代表：三船 進太郎  ホームページ等：なし 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 064 有機つるの里岡山 

所在地：倉敷市粒江団地（ほ場は備前市） 

農家数：1 戸  

栽培面積：69a 

取り組み：平成 10 年開始、平成 17 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（コマツナ、ナス、トマト、ジャガイモ、タマネギ、 

ズッキーニ、ピーマン等） 

          販売先：倉敷学校給食、ホテルグランヴィア、岡山国際ホテル等 

代表：岸上 三郎  ホームページ等：なし 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 065 はやしま有機の郷 

所在地：都窪郡早島町早島 

農家数：1 戸  

栽培面積：24a 

取り組み：平成 16 年開始、平成 17 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（サツマイモ、ネギ、ダイコン、キュウリ、ニンジン等 13品目） 

販売先：JA岡山西早島町直売所ふれあい青空市、倉敷路地市庭、百草農円等 

          ホームページ等：http://www.jaokanishi.jp/chokubai/kura_east/index.html 

代表：織田 知之  連絡先 TEL：086-482-0876 http://rojiichiba.exblog.jp/ ※JA 岡山西などの HP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 066 岡山県立高松農業高等学校 

所在地：岡山市北区高松原古才 

ほ場数：2  

栽培面積：9a 

取り組み：平成 16 年開始、平成 18 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（にこまる）、野菜（ミニトマト、ミズナ、コマツナ、コカブ等） 

販売先：校内直販、Ａコープ味彩館(高松店） 

          ホームページ等： http://www.takano.okayama-c.ed.jp/ 

代表：安井 盛   連絡先 TEL：086-287-3711 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 068 おかやまオーガニック 

所在地：岡山市北区御津平岡西 

農家数：3 戸  

栽培面積：135a 

取り組み：平成 11 年開始、平成 14 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（レタス、ニンジン、チコリ等約 67品目）、水稲（朝日）、大豆 

販売先：（株）ウエル（アースファミリー）、ANAクラウンプラザホテル岡山、 

              ビオセボン・ジャパン、個人販売等 

代表：川越 通弘  ホームページ等：http://okayama-organic.jp/ 

http://www.jaokanishi.jp/chokubai/kura_east/index.html
http://rojiichiba.exblog.jp/
http://www.takano.okayama-c.ed.jp/
http://okayama-organic.jp/
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認証番号：生産 070 丸本酒造株式会社 

所在地：浅口市鴨方町本庄 

農家数：1 戸、1 社  

栽培面積：42a 

取り組み：平成 17 年開始、平成 19 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（山田錦） 

販売先：自社原料 

          ホームページ等： http://www.kamomidori.co.jp/ 

代表：丸本 仁一郎  連絡先 TEL：0865-44-3155 FAX：0865-44-3156 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 072 タンチョウの里 内山農園 

所在地：和気郡和気町田賀 

農家数：1 戸  

栽培面積：28a 

取り組み：平成 10 年開始、平成 13 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（ホウレンソウ） 

販売先：和気学校給食、岡山丸果、個人販売 

          ホームページ等：なし  

代表：内山 宗利   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 074 （有）御津アグリ 

所在地：岡山市北区御津新庄 

農家数：1 戸  

栽培面積：338a 

取り組み：平成 13 年開始、平成 14 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（朝日）、野菜（ニンジン）、白大豆 

販売先：片山産業、みつの里直売所、（株）阿波等 

          ホームページ等：なし  

代表：林 正弘     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 075 美葡農房 

所在地：津山市加茂町桑原 

農家数：1 戸  

栽培面積：22a 

取り組み：平成 18 年開始、平成 21 年有機 JAS認証 

生産品目：果樹（ブルーベリー、ラズベリー）野菜（セロリ等 28品目） 

販売先：洋菓子店、津山国際ホテル、病院、キシヤ、個人販売 

          ホームページ等： なし 

代表：中塚 富男  連絡先 TEL：090-8711-3496 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 076 瀬戸内市アヒル農法研究会 

所在地：瀬戸内市邑久町下笠加 

農家数：2 戸  

栽培面積：69a 

取り組み：平成 17 年開始、平成 21 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（朝日） 

販売先：みどりストア、農マル園芸、道の駅黒井山、コタン、個人販売 

          ホームページ等：http://blog.livedoor.jp/merryberry15/ 

代表：吉田 宏           http://ahirumai.sakura.ne.jp/ 

http://www.kamomidori.co.jp/
http://blog.livedoor.jp/merryberry15/
http://ahirumai.sakura.ne.jp/
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認証番号：生産 077 岡山県農林水産総合センター農業大学校 

所在地：赤磐市東窪田 

ほ場数：2  

栽培面積：4a 

取り組み：平成 16 年開始、平成 22 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（ナス、コマツナ、オクラ、スイカ等） 

販売先：赤坂青空市 

          ホームページ等：http://www.pref.okayama.jp/soshiki/234/  

代表：赤木 直之  連絡先 TEL：086-955-0550 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 079 ゆうきの樹農園 

所在地：倉敷市真備町下二万 

農家数：1 戸  

栽培面積：15a 

取り組み：平成 19 年開始、平成 23 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（トマト、キュウリ等 10品目）果樹（イチジク等 8品目） 

販売先：岡山市サウスヴィレッジ（ロードサイドマーケット） 

          ホームページ等： なし 

代表：山邉 茂樹   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 081 岡山ベジフルファーム 

所在地：岡山市北区建部町建部上 

農家数：1 戸  

栽培面積：30a 

取り組み：平成 22 年開始、平成 25 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（コマツナ、ハクサイ、ソラマメ、タマネギ、ニンジン、キャベツ等） 

販売先：岡山有機の会（学校給食）、ネット販売 

          ホームページ等：http://www.vegefrufarm.jp/  

代表：岡本 透            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 083 自然の恵み 

所在地：津山市里公文 

農家数：1 戸  

栽培面積：29a 

取り組み：平成 20 年開始、平成 26 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（あきたこまち） 

販売先：個人販売 

          ホームページ等： なし 

代表：井上 進    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 084 （株）城北農産あいがもファーム 

所在地：真庭市山久世 

農家数：1 法人、栽培面積：208a 

取り組み：平成元年開始、平成 26 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（きぬむすめ、フクヒカリ） 

販売先：岡山楽市、農産物直売所（勝山・健康の里、JA まにわ・きらめき

の里、大阪府高槻市・まにわ市場）、十字屋商店、個人販売           

代表：福島 康夫  ホームページ等： http://www005.upp.so-net.ne.jp/okayamarakuiti/products.html 

                  ※岡山楽市ＨＰ   

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/234/
http://www.vegefrufarm.jp/
http://www005.upp.so-net.ne.jp/okayamarakuiti/products.html
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認証番号：生産 085 藤澤 芳雄 

所在地：岡山市南区中畦 

農家数：1 戸  

栽培面積：159a 

取り組み：平成 24 年開始、平成 26 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（にこまる） 

販売先：みのる産業、山陽米肥 

          ホームページ等： なし 

代表：藤澤 芳雄   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 086 片山 博美 

所在地：岡山市北区畑鮎 

農家数：1 戸  

栽培面積：80a 

取り組み：平成 24 年開始、平成 27 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（ヒノヒカリ）、野菜（トマト、イチゴ、ハーブ類等 20品目）、柿 

販売先：個人販売 

          ホームページ等：https://item.rakuten.co.jp/farm-de-hiromi/c/0000000108/ 

代表：片山 博美          ※ネットショップのＨＰ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 087 ヒビナファーム 

所在地：岡山市北区御津高津 

農家数：1 戸  

栽培面積：37a 

取り組み：平成 18 年開始、平成 29 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（レタス等の葉菜類、トマト、ニンジン等）、黒大豆 

販売先：個人販売、イオン岡山店、おばあちゃんの台所（イオンモール岡山） 

ホームページ等：       

代表：赤木 健二  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 088 竹内農園  

所在地：総社市山田 

農家数：1 戸  

栽培面積：136a 

取り組み：平成 21 年開始、平成 29 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（にこまる、ミルキークィーン） 

販売先：個人販売、無農薬米研究会（大阪）、鳥取・岡山新橋館、（株）海松 

          ホームページ等：なし  

代表：竹内 洋二  連絡先 TEL：0866-96-1601          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 089 ふぞろい野菜村 

所在地：岡山市南区 

農家数：1 戸  

栽培面積：57a 

取り組み：平成 13 年開始、平成 29 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（コマツナ、ニンジン、カブ、ルッコラ等 41品目）、大豆 

販売先：おかやま産直市場、おばあちゃんの台所（イオンモール岡山）、 

プチメリット、わたなべ生鮮館、ニシナ、マルイ大福店等 

代表：小野田 光子  ホームページ等：https://www.facebook.com/okayamayasaimura/ 

https://item.rakuten.co.jp/farm-de-hiromi/c/0000000108/
https://www.facebook.com/okayamayasaimura/
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認証番号：生産 090 株式会社ビーエムディー 

所在地：岡山市北区弓之町 

農家数：1 社  

栽培面積：51a 

取り組み：平成 7 年開始、平成 29 年有機 JAS認証 

生産品目：野菜（ダイコン、コールラビ、ニンジン、フェンネル、リーキ等 64品目） 

販売先：ミモレ農園マルシェ、ネット販売 

          ホームページ等： https://www.bmd.co.jp/、https://www.mimorefarm.com/ 

代表：近藤 和子  連絡先 TEL：086-227-3181       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

認証番号：生産 091 あざみナチュラルファーム 

所在地：赤磐市斗有  

農家数：2 名  

栽培面積：104a 

取り組み：平成 28 年開始、平成 31 年有機 JAS認証 

生産品目：水稲（朝日）、野菜（ナス、ピーマン、レタス、ニンジン等 35種類） 

販売先：おかやま青果（天満屋ハピーズ）、漂流岡山等 

          ホームページ等：なし  

代表：山本 光義 連絡先 TEL：086-954-4005 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.bmd.co.jp/
https://www.mimorefarm.com/
https://www.bmd.co.jp/blog/mimore-farm/

