
令和4年3月3日 現在
認証者所在地
（生産地）

令和4年3月3日 府中市（世羅町） 秋山　剛 茶（やぶきた）

令和4年3月2日 府中市 秋山　剛
茶（やぶきた，こまかげ，
おくみどり）

令和4年1月11日 三原市 新宅　充典
いね（にこまる，ヒノヒカリ，
ミルキークイーン），さといも

令和4年1月6日 呉市 木本　韶一 レモン

令和3年12月20日 呉市 大世渡商会株式会社
中晩かん類（八朔，不知火，き
よみ，ポンカン）

令和3年12月15日 尾道市 株式会社セーフティフルーツ
うんしゅうみかん，中晩かん類
（ブラッドオレンジ），レモン

令和3年12月10日 北広島町 農事組合法人芸北おおさ いね（あきたこまち）

令和3年12月10日 呉市 中台　　正 レモン

令和3年11月25日 尾道市 貝原　弘真
レモン，うんしゅうみかん・2
件（石地・早生），中晩かん類

令和3年11月25日 呉市 西村　達哉

うんしゅうみかん（いしじ），
レモン（道谷系ビラフランカ
等），中晩かん類（はるみ，不
知火）

令和3年11月18日 広島市 神乃倉米生産グループ いね（ヒノヒカリ）

令和3年11月5日 東広島市 佐々木　貴之 いね（にこまる）

令和3年11月1日 呉市 胡子　知生 レモン

令和3年11月1日 東広島市 芸南農業協同組合 いね（ヒノヒカリ，にこまる）

令和3年11月1日 呉市 広カンラン生産組合 キャベツ（広甘藍）

令和3年11月1日 三次市 有限会社　ティビカルファーム
いね・3件（コシヒカリ，あき
さかり，にこまる）

令和3年11月1日 広島市 一般社団法人ふるさと楽舎 いね（ヒノヒカリ）

令和3年11月1日 広島市 （農）戸山の郷　中王 いね（ヒノヒカリ）

令和3年10月28日 庄原市 平川　公司 さといも

令和3年10月26日 東広島市 土久岡　正紀 いね（コシヒカリ）

令和3年10月26日 三次市 森田　健二
いね・2件（コシヒカリ，あき
さかり）

令和3年10月26日 三次市 三次農業協同組合
いね・2件（コシヒカリ，あき
ろまん）

令和3年10月25日 三原市 松田　義則 いね（黒米）

令和3年10月22日 福山市 福山市農業協同組合 いね（恋の予感）

令和3年10月22日 東広島市（呉市） 芸南農業協同組合 いね（ヒノヒカリ，にこまる）
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認証者所在地
（生産地）

認証年月日 認証者名 認証品目・件数

令和3年10月20日 東広島市 広島中央農業協同組合
いね・4件（あきろまん，夢の
華，山田錦，にこまる）

令和3年10月19日 北広島町 （農）せんごくの里 だいず（あきまろ）

令和3年10月16日 庄原市 庄原農業協同組合 いね・3件（コシヒカリ）

令和3年10月15日 三次市 竹廣　博昭 いね（コシヒカリ）

令和3年10月15日 呉市 福岡　夕佳

うんしゅうみかん（興津早生・
宮川早生・いしじ），中晩かん
類（ネーブル・八朔・ポンカ
ン・伊予柑　等），レモン（道
谷系ビラフランカ）

令和3年10月14日
広島市
（北広島町）

西日本高速道路エンジニアリング
中国株式会社

いね（コシヒカリ）

令和3年10月12日
神石高原町
（府中市）

高原生姜上下生産者協議会 しょうが

令和3年10月11日 三原市 高橋　光浩 いね（にこまる）

令和3年10月7日 庄原市（三次市） 庄原農業協同組合 いね（コシヒカリ）

令和3年10月5日 広島市 飯田　和浩

みずな（京みぞれ），こまつな
（みどり678），ほうれんそう
（秋の輝・春夏の輝），チンゲ
ンサイ（シャオパオ），非結球
レタス（矢賀ちしゃ），かぶ
（スワン）

令和3年10月4日 庄原市 水田　圭一 いね（コシヒカリ）

令和3年10月4日 三原市 三原農業協同組合
いね・2件（コシヒカリ，あき
さかり）

令和3年10月4日 北広島町 西原　勉 いね（あきろまん）

令和3年10月1日 三原市 （農）清流の郷・泉 いね（あきさかり）

令和3年10月1日 東広島市 （農）さだしげ
いね・2件（コシヒカリ・ココ
ノエモチ）

令和3年9月30日 庄原市（府中市） 庄原農業協同組合 いね（コシヒカリ）

令和3年9月30日 東広島市 有限会社百姓倶楽部
いね・3件（ミルキークイー
ン・ヒノヒカリ）

令和3年9月29日 尾道市 御調町源五郎米研究会
いね・2件（あきさかり・コシ
ヒカリ）

令和3年9月28日 三原市（尾道市） 三原農業協同組合 レモン

令和3年9月27日 東広島市 福原　康修 いね（コシヒカリ）

令和3年9月27日 東広島市 芸南農業協同組合 いね（コシヒカリ）

令和3年9月27日 三原市 アグリチーム久井
いね・2件（コシヒカリ・あき
さかり）

令和3年9月27日 三原市 株式会社ライスはただ
いね・3件（コシヒカリ・あき
さかり・あきろまん）

令和3年9月24日
安芸高田市
（北広島町）

広島北部農業協同組合
いね・2件（あきろまん・コシ
ヒカリ）
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認証者所在地
（生産地）

認証年月日 認証者名 認証品目・件数

令和3年9月22日 呉市 中本　彰弘
うんしゅうみかん，中晩かん類
（はるみ・しらぬひ・はれひ
め），レモン

令和3年9月22日 呉市 大世渡商会株式会社 レモン

令和3年9月22日 三原市 田中　清 れんこん

令和3年9月22日 三原市 ＪＡ広島中央
いね・2件（あきろまん・ヒノ
ヒカリ）

令和3年9月22日 北広島町 広島北部農業協同組合
いね・2件（コシヒカリ・あき
ろまん）

令和3年9月22日 三次市 橋田　禎二 いね（コシヒカリ）

令和3年9月21日 三次市 農事組合法人むろだに
いね・5件（コシヒカリ・ヒメ
ノモチ・いね）

令和3年9月21日 尾道市 田坂　八重子 レモン

令和3年9月21日 東広島市（呉市） 芸南農業協同組合 いね（コシヒカリ）

令和3年9月21日 庄原市 高野こだわり米生産組合 いね（コシヒカリ）

令和3年9月21日 北広島町 室屋　守 いね（あきたこまち）

令和3年9月17日 尾道市（世羅町） 尾道市農業協同組合 いね（コシヒカリ）

令和3年9月17日 安芸高田市 広島北部農業協同組合
いね・4件（コシヒカリ・ヒメ
ノモチ・あきろまん・八反錦）

令和3年9月17日 東広島市 網川　実歳 いね

令和3年9月17日 尾道市 ＪＡ尾道市　環境農業研究会
いね・2件（コシヒカリ・ヒノ
ヒカリ）

令和3年9月16日 呉市 川本　敏春 レモン

令和3年9月16日 庄原市 石原　昭二 いね（あきさかり）

令和3年9月16日 庄原市 福村　公宏 いね（にこまる）

令和3年9月15日 庄原市 実安　裕美
いね・2件（にこまる・あきさ
かり）

令和3年9月15日 庄原市 深屋　進
いね・2件（にこまる・あきさ
かり）

令和3年9月15日 庄原市 花房　豊 いね（あきさかり）

令和3年9月13日 庄原市 （農）殿垣内
いね・3件（にこまる・あきさ
かり）

令和3年9月13日 東広島市 広島中央農業協同組合 いね・2件（コシヒカリ）

令和3年9月13日 東広島市 橘川　一則 いね（あきろまん）

令和3年9月13日 尾道市 蓼原　由美子
レモン，うんしゅうみかん・2
件（極早生・早生）

令和3年9月9日 府中市 泉　浩二 いね（コシヒカリ）

令和3年9月9日 北広島町 農事組合法人せんごくの里
いね・2件（コシヒカリ・あき
さかり）

令和3年9月9日 三次市 菅野　正博 いね（ミルキークイーン）
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認証者所在地
（生産地）

認証年月日 認証者名 認証品目・件数

令和3年9月8日 庄原市 農事組合法人高下 いね（コシヒカリ）

令和3年9月8日 庄原市 株式会社藤本農園
いね・17件（あきたこまち・コ
シヒカリ・ひとめぼれ・どんと
こい　等）

令和3年9月6日 世羅町 農事組合法人さわやか田打 いね（コシヒカリ）

令和3年9月3日 世羅町 農事組合法人ふるさと重永
いね・2件（コシヒカリ・ミル
キークイーン）

令和3年9月3日 庄原市 堀下　一義 いね（コシヒカリ）

令和3年9月3日 庄原市 溝辺　康太
いね・2件（コシヒカリ・ミル
キークイーン）

令和3年9月3日 庄原市 清水　英治 いね（コシヒカリ）

令和3年8月31日 庄原市 若林　恵三 いね（コシヒカリ）

令和3年8月27日 東広島市 舛長　一一
いね・2件（ひとめぼれ・ミル
キークイーン）

令和3年8月25日 庄原市 石原　遂有 いね（コシヒカリ）

令和3年8月25日 庄原市 株式会社ファームイエヒサ いね（コシヒカリ）

令和3年8月25日 庄原市 株式会社宇恵ファーム いね（コシヒカリ）

令和3年8月25日 庄原市 株式会社ファームサトウ
いね・２件（コシヒカリ・ミル
キークイーン）

令和3年8月25日 東広島市 福岡　夕佳
ぶどう（ピオーネ・クインニー
ナ・シャインマスカット）

令和3年8月24日 東広島市 竹村　建一
ぶどう・３件（シャインマス
カット・ピオーネ・伊豆錦・
クインニーナ）

令和3年8月6日 東広島市 網川　実歳
ぶどう（藤稔・ピオーネ・
クインニーナ等８品種）

令和3年8月3日 尾道市 万汐農園　代表者 いちじく

令和3年7月27日 庄原市 広島県立庄原実業高等学校 ぶどう，なし

令和3年7月27日 三原市 貞守 詔視 れんこん

令和3年7月20日 三原市 半田　貫士
いね（コシヒカリ），ブルーベ
リー

令和3年7月20日 府中市 池田　眞冶
いね（コシヒカリ）・２件
とうもろこし（ピュアホワイ
ト）

令和3年7月19日 世羅町（三原市） 安達　大輔 とうもろこし（恵味ゴールド）

令和3年7月13日 広島市 ＮＰＯ狩留家　代表者 なす（狩留家なす）

令和3年7月9日 世羅町 安達　大輔

かぼちゃ（忍丸），スイート
コーン，（恵味ゴールド），
きゅうり（夏すずみ），ミニト
マト
（アイコ，オレンジ千果）

令和3年6月18日
廿日市市（北広島
町）

原田　靜治
トマト（パルト・なつのこま）
ミニトマト（アイコ）

令和3年6月9日 尾道市 万田発酵株式会社
とうもろこし（おおもの，ゴー
ルドラッシュ）
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認証者所在地
（生産地）

認証年月日 認証者名 認証品目・件数

令和3年5月31日 世羅町（三原市） 安達　大輔 たまねぎ（もみじ３号）

令和3年5月26日 尾道市（三原市） 万汐農園　代表者 うめ

令和3年6月5日 世羅町 安達　大輔

ブロッコリー（おはよう），ば
れいしょ（キタアカリ・ダン
シャク），非結球レタス（サ
ニーローズ），レタス（マリー
ナ）

令和3年5月18日 広島市 飯田　和浩
トマト（桃太郎T93・フルティ
カ），きゅうり（イボ美人・Ｔ
型新四葉）

令和3年5月11日 呉市 藤沖　学 にんにく

令和3年5月10日 尾道市 株式会社きよべじ きゅうり
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