
地域名 市町村名 申請者名
個人

団体・法人
作目 作物名 農薬 肥料 出荷時期 県内の主な販売店舗

東青 青森市 大柳　寿秀 個人 野菜 こまつな 節農不 化不 R3.11～R4.3 青森県民生協

東青 青森市 大柳　寿秀 個人 野菜 みずな 農不 化不 R3.11～R4.2 青森県民生協

東青 青森市 清藤　恭史 個人 野菜 ほうれんそう 農不 化不 R3.12～R4.3
アグリショップぶんべい、イ
トーヨーカ堂こだわりコー
ナー、直売

東青 青森市 清藤　恭史 個人 野菜 こまつな 農不 化不 R3.12～R4.3
アグリショップぶんべい、イ
トーヨーカ堂こだわりコー
ナー、直売

東青 青森市 清藤　恭史 個人 野菜 みずな 農不 化不 R3.12～R4.2
アグリショップぶんべい、イ
トーヨーカ堂こだわりコー
ナー、直売

東青 青森市 櫻田　喜代壽 個人 野菜 こまつな 農不 化不 R3.12～R４.3
カブセンター大野店、メガ
マート観光通店

東青 青森市 清水　和也 個人 野菜 にんにく 節農５ 化不 R4.8～R5.5

マエダストア（県内各店
舗）、県民生協（青森市内
店舗）、道の駅「ゆ～さ浅
虫」

中南 弘前市
（有）ゆめりんご
代表取締役　平井秀樹

法人 果樹 おうとう 節農５ 化不 R4.07～R4.08 自店販売

中南 弘前市 農事組合法人　鬼丸農園 法人 野菜 にんにく 節農５ 化５ R4.08～R5.07

三八 三戸町 佐藤　誉保 個人 野菜 にんにく 節農５ 化５ R4.08～R5.05 SUN.SUN産直広場

三八 三戸町 農業生産法人　（(株)よしだや 法人 野菜 にんにく 節農５ 化不 R4.08～R5.05
ネットショップ「にんにくのよ
しだや」

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 春菊 農不 化不 R3.10～R4.3 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 だいこん 農不 化不 R3.07～R3.10 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 にんじん 農不 化不 R3.10～R4.5 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 にんにく 農不 化不 R4.06～R5.03 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 白菜 農不 化不 R3.10～R4.4 マエダストア五戸店

三八 五戸町 髙山 鉄身 個人 野菜 ほうれんそう 農不 化不 R3.07～R4.4 マエダストア五戸店

三八 田子町 上平　満広 個人 野菜 にんにく 農不 化不 R4.6～R5.4 自店販売

三八 南部町 滝田　信彦 個人 麦類 小麦 農不 化不 Ｒ４.7下

三八 階上町 田村　雅樹 個人 野菜 にんにく 農不 化不 R3.6下～R4.4上

西北 つがる市
SKファーム株式会社
代表取締役　小舘　誠一

法人 麦類 大麦 節農不 化不

西北 つがる市 株式会社　ファットリア野風 法人 麦類 小麦 節農５ 化５ R4.7中～7下

上北 十和田市 久保　佑樹 個人 野菜 ほうれんそう 節農５ 化不 R3.9～R3.12

道の駅とわだ、イオンスー
パーセンター十和田店、
ファーマーズマーケットか
だーれ

上北 十和田市 久保　佑樹 個人 野菜 レタス 農不 化不 R3.9～R3.11

道の駅とわだ、イオンスー
パーセンター十和田店、
ファーマーズマーケットか
だーれ

上北 十和田市 福沢　博規 個人 野菜 にんにく 農不 化不 R4.11～R5.3

上北 十和田市 野崎さち子 個人 野菜 にんにく 節農５ 化５ R4.8～R5.12 （株）産直とわだ

上北 七戸町 成田　勝敏 個人 野菜 大根 節農５ 化５ R2.10～R3.03
道の駅しちのへ、道の駅ゆ
～さ浅虫

上北 七戸町 成田　勝敏 個人 野菜 白菜 節農５ 化５ R2.10～R3.03
道の駅しちのへ、道の駅ゆ
～さ浅虫

上北 七戸町 附田　浩平 個人 その他畑作 そば 農不 化不 R3.12～R4.11 自然食品の店あおぞら
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上北 七戸町 附田　浩平 個人 麦類 小麦 農不 化不 R4.8～R5.7 自然食品の店あおぞら

上北 七戸町
JAゆうき青森にんにく部会特
別栽培にんにく協議会　代表
中岫　均

団体 野菜 にんにく 節農５ 化５ R4.7～R5.6

上北 七戸町
JAゆうき青森抑臭229てんま
一番星の会　会長　天間　忠
幸

団体 野菜 にんにく 節農５ 化５ R4.7～R5.6

上北 横浜町 沖津　正博 個人 その他畑作 なたね 農不 化不 R4.7～R5.6

上北 東北町 エビサワ農園　蛯沢　正紀 個人 野菜 にんにく 節農５ 化５ R4.7～R5.6 宅配

下北 むつ市 須藤　守 個人 野菜 にんにく 農不 化不 R4.7中～R4.12下
ふるさと21ネット（自然食
ネット）

下北 むつ市 須藤　守 個人 野菜 にんにく（花茎） 農不 化不 R4.7上～R4.7中
ふるさと21ネット（自然食
ネット）

下北 むつ市 中嶋　寿樹 個人 野菜 にんにく 農不 化不 R4.9～R5.2

下北 むつ市 北上　智哉 個人 野菜 ブロッコリー 節農５ 化５ R3.10～R3.11

下北 東通村 藤田農園　藤田　かつゑ 個人 野菜 ほうれんそう（8～11月蒔） 節農５ 化不 R3.8～R4.4
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