生産者お問い合わせ先
ページ
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米(玄米・白米)「こうのとり伝説米(特別栽培米)」

ページ

※このパンフレットは埼玉県が東京2020大会開催時期に供給できる
食材等を調査した結果、
連絡先等の公表に同意いただいた
生産者の情報を掲載しています。

生産者等
寺山 将之

特別栽培米(ホロかけレンゲ米)

川越市古谷本郷米販売組合

金芽米（彩のきずな）

JAいるま野

川越藩のお蔵米

JA埼玉中央 川越藩のお蔵米推進協議会

米

森田 義政

米

片山 隆士

白米

株式会社あらい農産

特別栽培米コシヒカリ

童謡のふる里おおとね主穀作受託協議会

もち米

埼玉県立羽生実業高等学校

米

栗原 進

米

農事組合法人吉川糧農

米

植竹一寿

米

有限会社神扇農業機械化センター

米

イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場

ねぎ

ちはるふぁーむ

夏ねぎ

あかいし農園

ねぎ

アグリファーム株式会社

ねぎ

鈴木英樹

ねぎ

越谷ねぎ匠の会

ねぎ

丸源アグリ株式会社

白ネギ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

青ネギ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

彩の国茶豆風味の枝豆

YoShiDaファーム

えだまめ

JAいるま野

えだまめ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

秩父きゅうり

ちちぶ丸山農園(代表 丸山茂久)

きゅうり

イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場

こまつな

JAいるま野

こまつな

株式会社 風の丘ファーム

こまつな

株式会社ランドワークス

こまつな

そめやファーム

こまつな

TSURUOKAファーム

こまつな

(株)しゅん・あぐり

こまつな

三ケ島農園

こまつな

イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場

こまつな

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

とうもろこし

イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場

トマト

吉澤農園

トマト

岡田トマト園

トマト

イオンアグリ創造株式会社 埼玉久喜農場

ほうれんそう

株式会社渋谷農園・渋庄

ほうれんそう

イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場

お問い合わせ先
名 称:寺山 将之 所 在 地:鴻巣市鎌塚889 電話番号:048-548-0526
担 当 者:寺山 将之 E-mail :

名称:川越市古谷本郷米販売組合 所在地:川越市古谷本郷854 電話番号:049−235−0906
担当者:粕谷安治 E-mail:kasuya-y@navy.plala.or.jp

名称:いるま野農業協同組合 所在地:川越市今成2-29-4 電話番号:049−227−6158
担当者:浅見 純一 E-mail:beibaku@irumano.st-ja.or.jp

名称:JA埼玉中央 東部営農経済センター 所在地:比企郡川島町大字上八ッ林784−1 電話番号:049−297−8501
担当者:梶野 E-mail:saichuou411@st-ja.or.jp
名称:森田牧場 所在地:東松山市大字大谷2953 電話番号:090−2748−1018
担当者:森田義政 E-mail:
名称:片山農場 所在地:行田市渡柳1470−1 電話番号:090−1797−9313
担当者:片山隆士 E-mail:katayamaorganicfarm@gmail.com

名称:株式会社あらい農産 所在地:行田市長野7457 電話番号:048-559-0294
担当者: 新井 喜好 E-mail:arai-nousan@hb.tp1.jp

名称:童謡のふる里おおとね主穀作受託協議会 所在地:加須市北大桑1061 電話番号:0480-72-4553
担当者: 塚田 静男
名称:埼玉県立羽生実業高等学校 所在地:羽生市大字羽生323 電話番号:048-561-0341
担当者:笠間 聡美 E-mail:k610341@pref.saitama.lg.jp
名称:栗原 進 所在地:春日部市内牧1689 電話番号:048-752-7397
担当者:栗原 進 Email:なし

名称:のりす株式会社 所在地:吉川市吉川675-5 電話番号:048-972-4517
担当者:松永 Email:matsunaga@norice.jp

名称:JA埼玉みずほ経済部営農課 所在地:幸手市東3丁目10番43号 電話番号:0480-44-2121
担当者:中田辰雄 Email:nakada179@mzho.st-ja.or.jp
名称:JA埼玉みずほ経済部営農課 所在地:幸手市東3丁目10番43号 電話番号:0480-44-2121
担当者:中田辰雄 Email:nakada179@mzho.st-ja.or.jp

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場 所在地:羽生市名180 電話番号:08035648255
担当者:櫻井 洋 E-mail:sakurai-hiros@aeonpeople.biz

名称:ちはるふぁーむ 所在地:比企郡鳩山町大橋624−4 電話番号:080−9646−7718
担当者:飯島千春 E-mail:hatoyama.chiharufarm@gmail.com
名称:あかいし農園 所在地:熊谷市妻沼小島2027 電話番号:0276-38-1498
担当者:赤石 正樹 E-mail:redmsky@gmail.com

名称:アグリファーム株式会社 所在地:加須市栄320−1 電話番号:0280-23-1787
担当者: 代表取締役 解良 大輔 E-mail:kera@um-welt.co.jp
名称:鈴木英樹 所在地:吉川市須賀218 電話番号:090-8944-3235
担当者: 鈴木 英樹 E-mail:なし

名称:越谷ねぎ匠の会 所在地:越谷市向畑671 電話番号:090-3046-8979
担当者:松本 眞春 Email:mtshy10@jf7.so-net.ne.jp

名称:JA埼玉みずほ経済部営農課 所在地:幸手市東3丁目10番43号 電話番号:0480-44-2121
担当者:中田辰雄 Email:nakada179@mzho.st-ja.or.jp

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:YoShiDaファーム 所在地:川越市下赤坂1880-2 電話番号:090−4599−4846
担当者:吉田 駿介 E-mail:syunsuke6518@outlook.jp
名称:いるま野農業協同組合 所在地:川越市大字下赤坂1805-126 電話番号:049−227−6154
担当者:小西 純一 E-mail:hanbai@irumano.st-ja.or.jp

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:ちちぶ丸山農園 所在地:秩父市大野原3515 電話番号:090−8101−4413
担当者: 丸山 貴吾 E-mail:itayabatake2017@chichibumaruyamafarm.com

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場 所在地:羽生市名180 電話番号:08035648255
担当者:櫻井 洋 E-mail:sakurai-hiros@aeonpeople.biz

名称:いるま野農業協同組合 所在地:川越市大字下赤坂1805-126 電話番号:049−227−6154
担当者:小西 純一 E-mail:hanbai@irumano.st-ja.or.jp
名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com

名称:株式会社ランドワークス 所在地:三郷市小谷堀131-1 電話番号:048-957-8316
担当者:鈴木 智之 Email:suzuki@landworx.co.jp
名称:そめやファーム 所在地:三郷市小谷堀289-1 電話番号:090-1609-0125
担当者:染谷 哲央 Email:なし

名称:TSURUOKAファーム 所在地:三郷市高州2-357 電話番号:048-955-2430
担当者:鶴岡 英俊 Email:tsuruoka@mri.biglobe.ne.jp

名称:(株)しゅん・あぐり 所在地:八潮市大瀬256 電話番号:048-954-4756 090-3043-0691
担当者:臼倉正浩 Email:usukura@syun-agri.com

名称:三ケ島農園 所在地:八潮市古新田1058 電話番号:048-996-5362 090-4523-6569
担当者:三ケ島幸生 Email:なし
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場 所在地:北葛飾郡松伏町築比地1729-2 電話番号:08059519821
担当者:鈴木 智 E-mail:suzuki-satoru6@aeonpeople.bi
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場 所在地:北葛飾郡松伏町築比地1729-2 電話番号:08059519821
担当者:鈴木 智 E-mail:suzuki-satoru10@aeonpeople.bi
名称:吉澤農園 所在地:鶴ヶ島市三ツ木527 電話番号:049-286-0420
担当者:吉澤 正人 E-mail:info@yoshizawa‐nouen.com

名称:岡田トマト園 所在地:吉川市下内川1681 電話番号:048-991-6979
担当者:岡田貢 Email:okadatomatoen@ybb.ne.jp

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉久喜農場 所在地:久喜市六万部91 電話番号:0480-53-6119
担当者:宮崎 直行 E-mail:na̲miyazaki@aeonpeople.biz
名称:株式会社渋谷農園・渋庄 所在地:越谷市増森2201 電話番号:048-964-4058
担当者:代表取締役 渋谷 喜代治 Email:なし
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場 所在地:羽生市名180 電話番号:08035648255
担当者:櫻井 洋 E-mail:sakurai-hiros@aeonpeople.biz
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生産者等

お問い合わせ先

ほうれんそう

イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場 所在地:北葛飾郡松伏町築比地1729-2 電話番号:08059519821
担当者:鈴木 智 E-mail:suzuki-satoru8@aeonpeople.bi

ほうれんそう

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

さつまいも

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

さといも

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

大和芋

あかいし農園

熊谷妻沼産 泥つき大和芋

JAくまがや

にんじん

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

ブロッコリー

イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場

ブロッコリー

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

かぶ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

赤オクラ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

ダビデの星(大型オクラ)

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

丸オクラ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

赤オクラ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

白オクラ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

赤からし菜

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

ゼブラ小茄子

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

イタリア丸大なす

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

イタリア長なす

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

サラダ水なす

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

白なす

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

カラフル人参(3〜4色セット)

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

ロングパプリカ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

ビーツ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

紫水菜

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

ミニパプリカ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

ミニパプリカ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

ルーコラ・セルバーティカ(ワイルドルッコラ)

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

ルッコラ

さいたまヨーロッパ野菜研究会(農事組合法人FENNEL)

なす、青なす、白なす

株式会社 風の丘ファーム

なす

南部選果機利用組合茄子部会

なす (とろとろナス)

JAふかや(南部・北部・西部)野菜協議会

なす

イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場

なす

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

なす

ふかや農場

オクラ

株式会社 風の丘ファーム

オクラ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

大豆

森田 義政

かぼちゃ

株式会社ノウカス

かぼちゃ

杉田ファーム

かぼちゃ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

からしな

株式会社 風の丘ファーム

カリフローレ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場

カリフラワー

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

キャベツ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

空芯菜

沃土会

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:あかいし農園 所在地:熊谷市妻沼小島2027 電話番号:0276-38-1498
担当者:赤石 正樹 E-mail:redmsky@gmail.com

名称:くまがや農業協同組合営農部園芸畜産課 所在地:熊谷市弥藤吾25-1 電話番号:048-577-7611
担当者:稲村嘉三 E-mail:kumagaya351@kmgy.st-ja.or.jp
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場 所在地:北葛飾郡松伏町築比地1729-2 電話番号:08059519821
担当者:鈴木 智 E-mail:suzuki-satoru7@aeonpeople.bi
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:㈱インターナショナル・グリーンサービス 所在地:東京都大田区 電話番号:03-5492-1851
担当者:鈴木大樹 E-mail:yu-kiyasai@igs-tokyo.co.jp
名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com

名称:埼玉ひびきの農業協同組合 所在地:本庄市早稲田の杜1−14−1 電話番号:0495-24-7721
担当者:増田 貴彦 E-mail:hambai@hbki.st-ja.or.jp
名称:JAふかや営農販売課 所在地:深谷市人見1935-1 電話番号:048-574-1159
担当者:飯野 真 E-mail:iino0470@fkya.st-ja.or.jp

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場 所在地:北葛飾郡松伏町築比地1729-2 電話番号:08059519821
担当者:鈴木 智 E-mail:suzuki-satoru11@aeonpeople.bi
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:ふかや農場 所在地:熊谷市千代198-8 電話番号:090-7638-3563
担当者:深谷 恵子 E-mail:hukayafarm@hb.tp1.jp

名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:森田牧場 所在地:東松山市大字大谷2953 電話番号:090−2748−1018
担当者:森田義政 E-mail:
名称:株式会社ノウカス 所在地:深谷市本田4088-3 電話番号:048-538-1197
担当者:鈴木 孝幸 E-mail:Suzuki@knowcas.org
名称:杉田ファーム 所在地:久喜市所久喜767-1 電話番号:0480-22-0438
担当者:杉田孝行 Email:なし

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉松伏農場 所在地:北葛飾郡松伏町築比地1729-2 電話番号:08059519821
担当者:鈴木 智 E-mail:suzuki-satoru9@aeonpeople.bi
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:有限会社 沃土会 所在地:深谷市岡3061-4 電話番号:048-546-1177
担当者:茂木 俊丞 E-mail:yokudo@aqua.ocn.ne.jp
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