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2-64
アカモククラブ
代表者　山下　増治

鳥取市佐治町葛谷139-1

水稲（縁結び、マンゲツモチ、
トーゴー4号、ドントコイ、コシ
ヒカリ、ハクトモチ、きぬむす
め、赤米）

不使用又は９割
不使用又は９割又

は８割

2-66 東田　大策 鳥取市河原町佐貫1104-7 水稲（コシヒカリ） ６割 ６割

2-67 本城　晃 鳥取市長谷97
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め、プリンセスかおり）

９割 ６割

2-68
有限会社　いわみ農産
代表取締役　谷口　貴文

岩美郡岩美町岩井169-2
水稲（きぬむすめ、コシヒカ
リ）

６割 ５割

2-69
瑞穂生姜協議会
代表　村上　俊治

鳥取市気高町土居135 ショウガ ５割 ５割

2-70
農事組合法人まごころ農場ひろせ
代表理事　廣瀬　浩一

鳥取市国府町広西48-1 水稲（コシヒカリ） 不使用又は９割 ９割又は６割

2-71
株式会社中央ファーム
代表取締役　中山　義秋

鳥取市河原町渡一木272-1
水稲（コシヒカリ、ハクトモ
チ）

９割又は８割 ７割

2-72 薮内　孝博 岩美郡岩美町高山793-1 水稲（コシヒカリ、山田錦） 不使用又は９割 ７割

2-73
農事組合法人　小田みなみ
代表理事　飯野　幸義

岩美郡岩美町黒谷102
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め）

９割又は６割 ７割

2-74
株式会社　さとに医食同源
代表取締役　太田　義教

鳥取市里仁312-1
水稲（コシヒカリ、春陽、LGCソ
フト、鳥の泉、日本晴、きぬむ
すめ）

９割又は６割又は
５割

７割又は６割又は
５割

2-75
農事組合法人　日光農産
代表　山花　繁夫

鳥取市気高町日光111-1 ショウガ ５割 ５割

2-76
ひまわり健康野菜部会
安養寺　寿美子

鳥取市赤子田319-2
モロヘイヤ、コマツナ、ルッコ
ラ、リーフレタス、オクラ、ニ
ラ、ジャガイモ、青ネギ

不使用 不使用

2-77
さわだ農産　合同会社
代表社員　澤田　富雄

鳥取市国府町美歎264
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め、ひとめぼれ、美歎餅、ハク
トモチ）、エビスグサ

不使用又は９割又
は８割

不使用又は８割

2-81
因幡環境整備株式会社
代表取締役　國岡　稔

鳥取市用瀬町美成３２３－１

水稲（コシヒカリ、ハクトモ
チ）、ニンジン、ジャガイモ、
大豆、レタス、コマツナ、ホウ
レンソウ、トウモロコシ、ハク
サイ、キャベツ、ブロッコ
リー、ショウガ、サトイモ、
キュウリ、トマト、サツマイ
モ、カボチャ、スイカ、ダイコ
ン、カリフラワー、ケール、
ルッコラ

不使用又は９割又
は５割

不使用又は節減不
使用又は９割

2-82 堀尾　富男 鳥取市気高町重高95 ショウガ 不使用 不使用

2-83 依本　正人 鳥取市緑ケ丘3-10-17

ニンニク、ブロッコリー、ダイ
コン、サニーレタス、キャベ
ツ、サトイモ、タマネギ、サツ
マイモ、ジャガイモ

不使用
不使用又は節減不

使用

2-84
農事組合法人ファームなかいいち
代表理事　前田　伸一

鳥取市河原町中井273
水稲（きぬむすめ、コシヒカ
リ）

９割又は６割又は
５割

７割又は６割又は
５割

2-85
大和優姫の舞部会
代表　本多　隼人

鳥取市横枕160 水稲（コシヒカリ） ９割 ７割

2-87
農事組合法人　良田生産組合
代表理事　小谷　尚己

鳥取市良田407-1 水稲（コシヒカリ） ９割 ６割

2-88
農事組合法人　大谷生産組合
代表理事　澤　義幸

岩美郡岩美町大谷2750
水稲（きぬむすめ、コシヒカ
リ、ひとめぼれ、ハクトモチ）

９割 ５割

2-89
佐治川清流米きらりの会
代表　田中　敏文

鳥取市佐治町高山96
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め、ひとめぼれ）

９割 ７割又は６割

2-90 横山　満正
鳥取市浜坂6-8-4
オリーヴハウスA101

水稲（コシヒカリ） 不使用 不使用

2-96
ナチュラル．ポジ
代表　藤原　光義

鳥取市用瀬町古用瀬１３０－４
水稲（コシヒカリ、ヒデコモ
チ、ササニシキ）

不使用又は９割 不使用又は９割

2-97 田中ファーム　田中　正人 鳥取市大畑３９６
水稲（ひとめぼれ）、タマネ
ギ、大豆、ブロッコリー、キャ
ベツ、ミズナ、白ネギ

不使用
不使用又は節減不

使用

2-98 山根　進
八頭郡若桜町大字 米１８０．１８
１

水稲（ハナエチゼン） ８割 不使用

2-99
特別栽培米生産部
代表　伊井野　孝一

八頭郡若桜町屋堂羅６０４ 水稲（コシヒカリ） ９割 ７割又は５割

2-100
ファーム Iwami
代表者　岩見　康幸

八頭郡八頭町上野２５９－１ 水稲（コシヒカリ） 不使用 ８割

2-101 藤森　英之 八頭郡智頭町大字口宇波３５３番地 水稲（コシヒカリ） ９割 ５割

2-103
八頭米ブランド化推進協会
会長　田中　正保

八頭郡八頭町宮谷２００－１
一般財団法人八頭町農業公社内

水稲（コシヒカリ、きぬむす
め）

９割 ６割

2-104
智頭米生産部会
代表　草刈　章博

八頭郡智頭町智頭２０５２－１ 水稲（コシヒカリ） ９割
７割又は６割又は

５割

2-105
有限会社　こおげ農業開発セン
ター
代表取締役　滝田　常生

八頭郡八頭町大坪７３－２
水稲（コシヒカリ、ひとめぼ
れ、きぬむすめ、ハクトモ
チ）、大豆

不使用又は６割又
は５割

５割

2-109
有限会社　田中農場
代表取締役　田中　里志

八頭郡八頭町下坂４４２

水稲（コシヒカリ、きぬむす
め、プリンセスかおり、ひとめ
ぼれ、ハクトモチ、山田錦、吟
おうみ、強力、みつひかり）、
大豆、黒大豆、小豆、白ネギ

不使用又は９割
不使用又は節減不
使用又は８割又は
７割又は６割
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2-111
有限会社　若桜農林振興
代表取締役　小林正樹

八頭郡若桜町若桜８０１－５
水稲（コシヒカリ、ひとめぼ
れ）

９割 ５割

2-112 國岡　智志 八頭郡智頭町大字坂原２４７
水稲（ひとめぼれ、きぬむす
め）

９割 ６割

2-115 岡島　吉正 八頭郡八頭町船岡１２６９ 桑 不使用 不使用

2-116
ライスファーム・隼
代表者　東口　善一

八頭郡八頭町隼福２０１ 水稲（コシヒカリ） ９割 ５割

2-117
農事組合法人　八頭船岡農場
代表理事組合長　鎌谷　一也

八頭郡八頭町船岡４５６－５ 水稲（コシヒカリ） ９割 ５割

2-118 樋引　志郎 八頭郡八頭町新興寺５８４番地
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め、イセヒカリ、ササニシキ、
日本晴、朝日）

不使用 不使用又は８割

2-119 山岡　徹 八頭郡八頭町下坂３１５ 水稲（コシヒカリ、きぬむす 不使用 不使用
2-120 吉村　年明 倉吉市厳城１６０１－３ 水稲（コシヒカリ） 不使用 ５割
2-121 小野田　眞 倉吉市小鴨６０４－２ 水稲（コシヒカリ、その他） ９割 ７割

2-122
久米にこにこ市
河野　真由美

倉吉市岡３０２
ホウレンソウ、コマツナ、シュ
ンギク

不使用 ８割又は５割

2-123
再生紙マルチ稲作研究会
会長　河野　正人

倉吉市横田１５０ 水稲（コシヒカリ） ９割 ７割

2-124
有限会社　真栄農産
代表取締役　藤井　義人

倉吉市関金町大鳥居１６８０ 水稲（コシヒカリ） ６割 ５割

2-125
鳥取中央農業協同組合
中央営農センター
センター長　佐伯　知也

倉吉市横田１５０ 水稲（コシヒカリ） ９割 ５割

2-126
株式会社　大江農場
代表取締役　大江博文

倉吉市関金町明高７９９ 水稲（コシヒカリ） ５割 ５割

2-127 日野　一良 倉吉市関金町泰久寺６５１番地 水稲（コシヒカリ） 不使用 不使用又は７割
2-128 鋤崎　晶子 倉吉市関金町泰久寺３４４－１番地 水稲（コシヒカリ） 不使用 ６割

2-129
農事組合法人　四王寺営農組合
代表理事組合長　山根　裕正

倉吉市大谷１５０２番地 水稲（きぬむすめ） ９割 ６割

2-131
農事組合法人　もといずみ営農
代表理事　山根　和博

東伯郡三朝町本泉９６９－２ 水稲（コシヒカリ） ５割 ５割

2-132 小谷　和史 東伯郡三朝町福山５８１
水稲（鳥姫、五百万石、強力、
山田錦）

８割又は６割 ５割

2-133
特選三朝米ブランド化促進協議会
会長　山本　雅之

東伯郡三朝町大瀬９９９－２
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め）

６割又は５割 ５割

2-134 横木　文雄 東伯郡三朝町大柿５５－２ 水稲（コシヒカリ） ６割又は５割 ５割

2-135 吉田　定夫 東伯郡三朝町小河内７０５
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め）

７割 ５割

2-136 山根　温志 東伯郡三朝町久原４３１
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め）

５割 ６割

2-138
湯梨浜町原営農生産組合
組合長　長　一則

東伯郡湯梨浜町原６９１ 水稲（きぬむすめ） ９割 ５割

2-141 塚本宗慶 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬2297-46 半促成中玉トマト ９割 ５割

2-142 山本　智彦 東伯郡琴浦町赤碕１１１５－１５
水稲（コシヒカリ、ひとめぼ
れ、きぬむすめ、ハクトモチ、
山田錦）

９割 ９割又は７割

2-143
農事組合法人　やまかわ
代表理事　那須　典久

東伯郡琴浦町山川２６９－３
水稲（コシヒカリ、ミルキーク
イーン、縁結び、ハクトモチ、
ひとめぼれ）

７割又は６割又は
５割

５割

2-144 吉田　耕吉 東伯郡琴浦町松谷３５８番地
ホウレンソウ、ミズナ、コマツ
ナ

５割
７割又は６割又は

５割

2-145
鳥取中央農業協同組合
東伯有機米生産部
部長　門脇　正人

東伯郡琴浦町釛４７４ 水稲（きぬむすめ） 不使用 不使用

2-147 松本　清志 東伯郡琴浦町大字倉坂１４５
水稲（きぬむすめ）、キュウ
リ、ウリ、ナス

不使用
不使用又は節減不

使用

2-148
株式会社　エイチアグリ
代表取締役　日置　健生

東伯郡北栄町北条島６３４ 水稲（玉栄、山田錦） 不使用又は６割 不使用又は６割

2-149 岡崎　恭介 西伯郡大山町住吉３８８－６ 水稲（コシヒカリ） ７割 ５割

2-150
株式会社　諸遊農場
代表取締役　諸遊　壌司

西伯郡大山町安原１２６ 水稲（コシヒカリ） ５割 ７割

2-151
古代米農園
野口　稔

西伯郡大山町末吉６０２
水稲（コシヒカリ、赤米、黒
米）

不使用 不使用

2-152
農事組合法人　大山五人衆
代表理事　入江　康之

西伯郡伯耆町金屋谷１０２３
水稲（コシヒカリ、ミルキーク
イーン）

９割 ６割

2-153 藤原　清道 西伯郡南部町円山２３２
キュウリ（夏秋どり）、サツマ
イモ、カボチャ、レタス、キャ
ベツ、ジャガイモ、インゲンマ

５割
不使用又は節減不
使用又は７割

2-154
有限会社　鳥取西部会
代表取締役　平　和夫

西伯郡大山町赤松2459-170
水稲（マンゲツモチ、イセヒカ
リ）,大豆、黒大豆

不使用 不使用又は８割

2-155 奥岩　泰三 米子市上新印２９１ 水稲（コシヒカリ） ７割 ８割
2-156 真島　英雄 西伯郡大山町加茂１９９ 水稲（コシヒカリ） ６割 ６割
2-157 野津　好美 米子市淀江町稲吉７８２－１ 小豆 不使用 ５割

2-159 井田　真樹 西伯郡南部町朝金１１０６番地

水稲（コシヒカリ、ミルキーク
イーン、ヤマヒカリ、ハクトモ
チ、山田錦、強力、銀坊主）、
大豆

不使用 不使用又は９割

2-160 潮　隆博 米子市古市２８２
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め、ハクトモチ、ミルキーク
イーン）

７割又は６割 ５割
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2-161
八郷特別栽培米研究会
会長　松原　研一

西伯郡伯耆町溝口３６１－１
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め）

９割 ５割

2-162 野坂　明典 西伯郡伯耆町岸本２９０
水稲（コシヒカリ）、スイート
コーン、スイカ、黒豆、サトイ
モ、サツマイモ

不使用又は９割
不使用又は９割又
は８割又は６割

2-163 徳岡　美苗 米子市中島２丁目１０－３３
キュウリ、ピーマン、ナス、
ズッキーニ、カキ、カボチャ、
オクラ、水稲（緑米、黒米）

不使用 不使用

2-164 高木　正吾 西伯郡南部町馬場２７２ 白ネギ、ナス、モロヘイヤ 不使用
不使用又は節減不

使用

2-165
有限会社　岡野農場
代表取締役　岡野　修司

境港市中海干拓地１９０ サトイモ ５割 ５割

2-166
大山町水田作研究部会
会長　林原　統

西伯郡大山町国信５４９－１ 水稲（コシヒカリ） ５割 ５割

2-167
米郷特別栽培米コシヒカリ研究会
代表　大森　信幸

米子市下新印５８８－１ 水稲（きぬむすめ） ６割 ５割

2-168 福田　富夫 西伯郡大山町古御堂１３６－３ ラッカセイ、ジネンジョ 不使用 不使用又は８割

2-169 木町　久秋 西伯郡大山町加茂１０２１
水稲（コシヒカリ、ハクトモ
チ）

９割 ５割

2-170 荒松　将志 西伯郡大山町加茂９８５ 水稲（コシヒカリ） ９割 ７割

2-171 前田　輝
米子市永江290番地
県住５３の１棟３２８号

白ネギ、レモングラス 不使用又は５割 不使用又は８割

2-172 谷　清美 西伯郡大山町大塚２１９ 水稲（コシヒカリ） 不使用 ７割

2-173
株式会社　優裁
代表取締役　松本　洋一

日野郡日野町根雨３５３
水稲（コシヒカリ、五百万石、
山田錦）

９割又は７割 ５割

2-174
海藻農法普及協議会　日野支部
代表　松本　洋一

日野郡日野町根雨３５３ 水稲（コシヒカリ） ７割 ５割

2-175
日南町海藻米研究会
代表　三上　惇二

日野郡日南町茶屋２４４５ 水稲（コシヒカリ） ９割 ５割

2-176
奥大山プレミアム特別栽培米研究
会
会長　遠藤　功

日野郡江府町江尾１７１７－１
水稲（コシヒカリ、きぬむす
め、ひとめぼれ）

９割 ６割

2-177
エコフレンドリーファーム
代表　坪倉　昌

日野郡日南町福万来１８２２－２ 水稲（コシヒカリ） ５割 ５割

2-178
有限会社　大柄組
代表取締役　大柄　司

日野郡日南町矢戸１２０６－１ ジネンジョ ５割 ７割

2-179
有限会社　山本農場
代表取締役　山本　昌樹

日野郡日南町神福８９７ 水稲（コシヒカリ） ５割 ６割

2-180 遠藤　功 日野郡江府町大字貝田５５８－８ 水稲（コシヒカリ） ９割 ６割

2-182
日野特別栽培米研究会
会長　木山　篤志

米子市東福原１－５－１６ 水稲（コシヒカリ） ９割 ５割

2-184
農事組合法人　矢原一心ファーム
代表理事　木山　篤志

日野郡日南町茶屋２１４２－１
水稲（コシヒカリ、ミルキーク
イーン）

９割 ５割

2-185
農事組合法人宮市
代表理事　長岡　邦一

日野郡江府町大字宮市４３１－３ 水稲（コシヒカリ）、大豆 ９割又は５割 ５割

2-186 高田　昭徳 日野郡日野町下黒坂５７２ 水稲（コシヒカリ）、ソバ 不使用又は５割 不使用又は６割

※注１ 生産登録内容の公表を希望された団体のみ掲載しています。
記載内容は生産登録段階（計画）の数字です。実際の削減割合等については、個別に確認が必要です。

※注２ 節減対象農薬（農薬）削減割合欄の記載方法
（１）農薬を栽培期間中に全く使用しない場合は「不使用」と記載。
（２）「種子消毒した種子しか購入できず、栽培期間中に節減対象農薬を使用しない場合」又は、
　　 「有機JAS規格で使用可能な農薬のみを使用する場合」は、「節減対象農薬不使用」と記載。
（３）「節減対象農薬を使用する場合」は「○割」と記載。
　　　*「節減対象農薬」とは、「化学合成農薬」から「有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬」を除外したものをいいます。
　　　　なお、化学合成農薬不使用の種子・苗等の入手が困難な場合は、入手以前に使用された化学合成農薬は除きます。


