
令和4年10月31日時点

美味しまねゴールド

合計
品目数

農産物 畜産物 林産物 水産物

543 518 7 16 2

美味しまね認証 品目別

認証者名簿

認証品目数

合計
品目数

農産物 畜産物 林産物 水産物

610 569 20 19 2

青果物 商標名等 認証者名 市町村
アイスプラント SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
あすっこ ㈱勝部農産 出雲市
アスパラガス 神田農産㈱ 出雲市

㈱コッシーふぁーむ 大田市
(農)安田ファーム 安来市
足立農園　足立　克己 安来市
(農)三代原ファーム 雲南市
河﨑農園　河﨑　健 浜田市
小松原　幸二 出雲市

石見銀山アスパラガス生産
組合 美味しまね認証グルー
プ

大田市

【出雲グリーンア
スパラガス】

ＪＡしまね出雲アスパラガス
部会　美味しまね認証ゴール
ドグループ

出雲市

長谷川　辰樹 松江市
いちじく 堀尾　騏吉 松江市
いちご 神門　侑花 松江市

神田農産㈱ 出雲市
㈱コッシーふぁーむ 大田市
高見いちご縁　高見　謙一 安来市
石橋　賢一郎 安来市
やすぎアグリ合同会社 安来市
柴　功一 隠岐の島町

池田　佳奈 安来市
宇田川　淳司 安来市
山下　勇人 安来市
渡辺観光農園　渡辺　迪彦 安来市

【アダージョベ
リー】

野津　喜洋 松江市

いちごの森あおやま　青山　
基圭

安来市

㈲アグリみと 益田市
島根県立農林大学校 大田市
田中　徳治 安来市
南　真之 安来市
遠藤　暢彦 安来市

うめ 須山農園　須山　智帆 松江市
うるい 登米　宏臣 津和野町

えだまめ 【有機枝豆】 ㈲やさか共同農場 浜田市
オクラ ㈲佐々木農場 浜田市

㈲木村有機農園 雲南市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市

かき 柿壺㈱ 出雲市
小松　正嗣 出雲市
藤間　正史 出雲市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
佐々木農園　佐々木　正志 浜田市
堀尾　騏吉 松江市
(農)いなぎ 大田市
高木　脩 出雲市
須山農園　須山　智帆 松江市

かき菜 高橋　健一郎 吉賀町
かぶ ㈱小松ファーム 浜田市

合同会社VEGE齋藤 安来市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
峯山　和美 浜田市

かぼちゃ ㈲木村有機農園 雲南市
豊田　翔一 益田市
大根島ファーム吉岡　吉岡　
敏弘

松江市

㈱ＴＳＫネクスト 松江市
由志園アグリファーム㈱ 松江市

カモミール ジャーマンカモミール ㈱イトー農産 美郷町
からし菜 わさび菜 ㈱小松ファーム 浜田市

わさび菜 ㈱みうらファーム 浜田市
わさび菜 ㈲佐々木農場 浜田市

ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市

わさび菜 香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市
カワラケツメイ カルキア　アレッサンドロ 津和野町

山田　達郎 津和野町

かんしょ サツマイモ ㈱コクヨ-フロンティア 出雲市
サツマイモ 田中　晴久 益田市
さつまいも 山下　勇人 安来市
サツマイモ 驛場農園　驛場　友樹 邑南町

きくいも SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
キャベツ (農)ビスケット 松江市

㈲木村有機農園 雲南市
永田　恭一 津和野町

笠岡　亮志 邑南町
吉村　諭 吉賀町
上府農事組合法人 浜田市
(農)てごの里おぐに 浜田市
豊田　翔一 益田市
藤井　秀樹 松江市
森山　悟 松江市
宮廻　拓弥 松江市
山本　仁成 益田市
野津　一修 松江市
澁谷　陽平 益田市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
矢野　雄一郎 松江市
鶴原　守 松江市

【うちの子も夢中
です。®】

大塚　一貴 奥出雲町

きゅうり 神田農産㈱ 出雲市
㈲木村有機農園 雲南市
三島　茂 出雲市
柴　功一 隠岐の島町

小村　伸治 出雲市
渡部　和登 出雲市
神田　颯大 出雲市
高橋　学 益田市

クレソン 【ゴウツクレソン】 ㈱ＧＰＡ 江津市
桑 ㈲桜江町桑茶生産組合 江津市
ケール 【有機ケール】 ㈲やさか共同農場 浜田市

㈲アグリみと 益田市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
㈱有機ファーム研久屋 邑南町

紅菜苔 SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
高麗人参 由志園アグリファーム㈱ 松江市
ごぼう ㈲木村有機農園 雲南市

SPIRA FARM　福島　克博 出雲市

ねぎ 【有機青ネギ】 ㈲やさか共同農場 浜田市
青ねぎ ㈱小松ファーム 浜田市
青ねぎ、白ねぎ 神田農産㈱ 出雲市
青ねぎ 合同会社VEGE齋藤 安来市
白ねぎ 菊池　格 邑南町
青ねぎ ㈱みうらファーム 浜田市
青ねぎ 串﨑　昭徳 浜田市
青ねぎ ㈲佐々木農場 浜田市

㈲木村有機農園 雲南市
白ねぎ 宮廽　功一 安来市
白ネギ (農)和志楽農イケダ 大田市
白ねぎ 石見銀山白ねぎの会 大田市

(農)琴麓 飯南町
青ねぎ ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
白ネギ (一社)ファームサポート美郷 美郷町

香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市
白ネギ 杉田　好隆 邑南町

㈱三島ファーム 浜田市
【出雲だんだん青
ねぎ、美白ねぎ】

ＪＡしまね斐川ねぎ部会美味
しまね認証グループ

出雲市

中川　慎一 吉賀町
青ねぎ 峯山　和美 浜田市

営農グループくじゅうろう 大田市
葉ねぎ【みどり
ちゃん】

みどりちゃん委員会 雲南市

池田　年弘 雲南市
パースニップ SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
パセリ 高橋　健一郎 吉賀町
葉だいこん SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
はつかだいこん ラディッシュ ㈱小松ファーム 浜田市

SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
ラディッシュ 香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市

パプリカ ㈲木村有機農園 雲南市
ミニパプリカ 長谷川　智則 吉賀町

川住　京介 飯南町
井上　頼重 飯南町

ばれいしょ じゃがいも 高橋　健一郎 吉賀町
㈲木村有機農園 雲南市

じゃがいも 由志園アグリファーム㈱ 松江市
ビーツ SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
ピーマン ㈲木村有機農園 雲南市

井上　和洋 吉賀町
笠岡　亮志 邑南町

【べっぴんやさい】 和ファーム　戸津川　良 邑南町
ふじ野農園　移川　文夫 美郷町
小村　伸治 出雲市
佐々木　啓裕 江津市

ふきのとう 登米　宏臣 津和野町

ふだんそう
【有機山ほうれん
草】

㈲やさか共同農場 浜田市

【山ほうれんそう】 ㈱小松ファーム 浜田市
【山ほうれんそう】 ㈱みうらファーム 浜田市
【山ほうれんそう】 ㈲佐々木農場 浜田市
【山ほうれんそう】 ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
【山ほうれんそう】 香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市

ぶどう
JAしまね出雲ぶどう部会美
味しまね認証グループ

出雲市

竹内　好則 益田市
大田市ぶどう生産組合美味し
まね認証グループ

大田市

島根県立農林大学校 大田市
原田ぶどう園　原田　武敏 大田市
いわみ中央ぶどう部会美味し
まねゴールド認証グループ

浜田市

㈱ベリーネ 浜田市
池田　年弘 雲南市

※シャインマスカット
限定　【星のぶどう】

星野　和志 雲南市

小平　亮介 出雲市
青木　高史 益田市
齋藤　雅寛 益田市
渡辺観光農園　渡辺　迪彦 安来市
田代　稔 出雲市
合同会社アグリサポートおー
なん

邑南町

池田葡萄園　池田　晴久 出雲市
渡邉　幸恵 津和野町

宇都宮　汰 出雲市
㈱LOCAL　RICH　3in 益田市
森川　勇人 浜田市
寺本　秋穂 邑南町
中下農園　中下　祐介 浜田市
坪内　雅 出雲市
清本　香 浜田市
森原　孝 益田市
河野　成幸 浜田市

ブルーベリー 堀尾　騏吉 松江市
鈴木　良拓 大田市

ブロッコリー 高橋　健一郎 吉賀町
河野　雅俊 吉賀町
西森　浩隆 邑南町
山本　仁成 益田市
澁谷　陽平 益田市

【かあちゃんブ
ロッコリー】

JAしまね出雲ブロッコリー部
会グループ認証

出雲市

ベビーリーフ ㈲アグリみと 益田市

ほうれんそう
【有機ほうれんそ
う】

㈲やさか共同農場 浜田市

㈱小松ファーム 浜田市
神田農産㈱ 出雲市
橋波アグリサンシャイン 出雲市
青木　昌碩 益田市
合同会社VEGE齋藤 安来市
㈱みうらファーム 浜田市
串﨑　昭徳 浜田市
㈲佐々木農場 浜田市
㈲木村有機農園 雲南市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
大石　浩貴 益田市
山本　仁成 益田市
澁谷　陽平 益田市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市
とつか農園　戸塚　章一 安来市
㈱三島ファーム 浜田市
養浄寺農産　田村　耕大郎 安来市
峯山　和美 浜田市

【みどりちゃん】 みどりちゃん委員会 雲南市
【うちの子も夢中
です。®】

大塚　一貴 奥出雲町

ほおずき（食用） 木村　優之 大田市
まこもたけ 中藤　綾子 津和野町

青果物 商標名等 認証者名 市町村青果物 商標名等 認証者名 市町村
こまつな 【有機こまつな】 ㈲やさか共同農場 浜田市

㈱小松ファーム 浜田市
神田農産㈱ 出雲市
青木　昌碩 益田市
合同会社VEGE齋藤 安来市
㈱みうらファーム 浜田市
串﨑　昭徳 浜田市
㈲佐々木農場 浜田市
㈲木村有機農園 雲南市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
三浦　宏 益田市
香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市
とつか農園　戸塚　章一 安来市
㈱三島ファーム 浜田市
養浄寺農産　田村　耕大郎 安来市
峯山　和美 浜田市

こもちたかな SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
さといも 高橋　健一郎 吉賀町

㈲木村有機農園 雲南市
長谷川　智則 吉賀町
井上　和洋 吉賀町

さやいんげん ㈲木村有機農園 雲南市
さやえんどう ㈲木村有機農園 雲南市

絹さや 笠岡　亮志 邑南町
スナップえんどう 佐々木　啓裕 江津市

サラダ菜 SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
【みどりちゃん】 みどりちゃん委員会 雲南市

サンチュ 【みどりちゃん】 みどりちゃん委員会 雲南市
ししとう 【べっぴんやさい】 和ファーム　戸津川　良 邑南町
しそ ㈲木村有機農園 雲南市
シャンツァイ 【有機パクチー】 ㈲やさか共同農場 浜田市

パクチー ㈱小松ファーム 浜田市
パクチー ㈲佐々木農場 浜田市
パクチー ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
パクチー ㈲アグリみと 益田市

しゅんぎく ㈱小松ファーム 浜田市
合同会社VEGE齋藤 安来市
㈱みうらファーム 浜田市
串﨑　昭徳 浜田市

サラダ春菊、大
葉春菊

㈲佐々木農場 浜田市

㈲木村有機農園 雲南市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市
とつか農園　戸塚　章一 安来市
㈱三島ファーム 浜田市
養浄寺農産　田村　耕大郎 安来市

しょうが 【由来の大しょうが】 ダイセンアグリ㈱ 飯南町
食用菊 市川　雅晴 津和野町

食用ばら 【さ姫】 (有)奥出雲薔薇園 大田市
スイートコーン 篠原　正和 津和野町

斎藤　靖徳 飯南町
井上　頼重 飯南町

ズッキーニ ㈲木村有機農園 雲南市

セルリー
ミニセロリ【みどり
ちゃん】

みどりちゃん委員会 雲南市

そらまめ SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
すもも 登米　宏臣 津和野町

だいこん ㈱小松ファーム 浜田市
㈲木村有機農園 雲南市

たかな ㈲木村有機農園 雲南市
たまねぎ ㈲木村有機農園 雲南市

常松種苗㈱ 出雲市
㈱岡農産 出雲市
佐々木　啓裕 江津市
（農）ファームよしだ 安来市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
(農)にこにこファーム新庄 松江市

たらの芽 登米　宏臣 津和野町

矢﨑　陽一 津和野町

中川　峰 津和野町

篠原　正和 津和野町

㈱LOCAL　RICH　3in 益田市
チコリ SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
ちんげんさい ㈱小松ファーム 浜田市

㈱みうらファーム 浜田市
串﨑　昭徳 浜田市

ミニチンゲンサイ ㈲佐々木農場 浜田市
㈲木村有機農園 雲南市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市
とつか農園　戸塚　章一 安来市
㈱三島ファーム 浜田市

トマト 島根県立出雲農林高等学校 出雲市
三島　茂 出雲市

【のぞみトマト】 出雲の加田屋　勝部　政則 出雲市
【熟感トマトさひめ】 合同会社　農夢 益田市
【安来潮風とまと】 ハウスプラント㈱ 安来市

奥出雲農園 奥出雲町

【tricho「トリコ」】 よしかファーム 吉賀町
【スパルタ生まれの
笑ちゃん】

江津コンクリート工業㈱ 江津市

ミディトマト【超トマト】 ㈱いずも農園 出雲市
大玉トマト【ＴＣトマト】 ＴＣ浜田農場㈱ 浜田市

ダイセンアグリ㈱ 飯南町
大玉トマト 柴　功一 隠岐の島町

澤畠　旭 飯南町
大玉トマト 井上　頼重 飯南町

河﨑農園　河﨑　健 浜田市
【海辺のトマト】 ㈱さんちゃんファーム 松江市

澁谷　陽平 益田市
トレビス SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
なす ㈲木村有機農園 雲南市

おおち農産　新田　良次 邑南町
須山農園　須山　智帆 松江市

なばな ナバナ 驛場農園　驛場　友樹 邑南町
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市

にがうり ㈲木村有機農園 雲南市
日本なし ワンにゃんべぇファーム大江

屋　大江　正
浜田市

にら 青木　昌碩 益田市
にんじん ㈱小松ファーム 浜田市

高橋　健一郎 吉賀町
㈲木村有機農園 雲南市
佐々木　啓裕 江津市

【うちの子も夢中
です。®】

大塚　一貴 奥出雲町

SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
峯山　和美 浜田市

にんにく 景山　祐一 大田市
登米　宏臣 津和野町

長谷川　智則 吉賀町
佐原　宏臣 益田市

美味しまねゴールド



令和4年10月31日時点

美味しまね（基本基準）

合計
品目数

農産物 畜産物 林産物 水産物

67 51 13 3 0

美味しまね認証 品目別

認証者名簿

穀　物 商標名等 認証者名 市町村

美味しまねゴールド

みずな ㈱小松ファーム 浜田市
神田農産㈱ 出雲市
合同会社VEGE齋藤 安来市
㈱みうらファーム 浜田市
串﨑　昭徳 浜田市
㈲佐々木農場 浜田市
㈲木村有機農園 雲南市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市
とつか農園　戸塚　章一 安来市
㈱三島ファーム 浜田市
養浄寺農産　田村　耕大郎 安来市
峯山　和美 浜田市

【みどりちゃん】 みどりちゃん委員会 雲南市
ミニトマト (農)ビスケット 松江市

池原　真樹 松江市
【有機ミニトマト】 ㈲やさか共同農場 浜田市

出雲の加田屋　勝部　政則 出雲市
㈲木村有機農園 雲南市

【スパルタ生まれの
ひみこ】

江津コンクリート工業㈱ 江津市

奥出雲農園 奥出雲町

市川　正也 津和野町

上田　湧也 邑南町
ダイセンアグリ㈱ 飯南町
上三所集落営農組合 奥出雲町

(農)三代原ファーム 雲南市
宇都宮　彰一 飯南町
(農)はね営農組合 大田市
小村　伸治 出雲市
吉村　熊男 吉賀町
㈲安藤農園 松江市

【海辺のトマト】 ㈱さんちゃんファーム 松江市
澁谷　陽平 益田市
高橋　学 益田市
(株)LPCベジタリアファーム 安来市

芽キャベツ SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
メロン 島根県立益田翔陽高等学校 益田市

㈱津和野メロンパーク 津和野町

尾木　涼太 益田市
澁谷　陽平 益田市
やすぎアグリ合同会社 安来市

リーフレタス ㈲木村有機農園 雲南市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市

ルッコラ ㈱小松ファーム 浜田市
㈱みうらファーム 浜田市
串﨑　昭徳 浜田市
㈲佐々木農場 浜田市
ヒラキ農園　平木　正美 浜田市
SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
香の宮F＆A　大畑　安夫 江津市
とつか農園　戸塚　章一 安来市
㈱三島ファーム 浜田市

【みどりちゃん】 みどりちゃん委員会 雲南市
レタス 永田　恭一 津和野町

SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
ローズマリー SPIRA FARM　福島　克博 出雲市
わさび 畑わさび 青木　昌碩 益田市

菊次　篤志 吉賀町
村井　信彦 津和野町

水わさび・ハウス
わさび

大庭　敏成 津和野町

茶 商標名等 認証者名 市町村
緑茶 有機煎茶、有機番

茶、有機ほうじ番茶
㈲宝箱 松江市

煎茶、被せ茶、番
茶、碾茶、釜炒茶

㈱出雲精茶 出雲市

有機玉緑茶、有機
ほうじ番茶

㈱藤原茶問屋 雲南市

神楽茶 白谷清茶堂　上原　美奈子 吉賀町
紅茶 有機紅茶 ㈲宝箱 松江市

㈱出雲精茶 出雲市
【神楽茶】 白谷清茶堂　上原　美奈子 吉賀町

烏龍茶 有機烏龍茶 ㈲宝箱 松江市

㈱出雲精茶 出雲市
穀　物 商標名等 認証者名 市町村

小豆 【出雲大納言小豆】
出雲大納言小豆美味しまね
認証グループ

出雲市

【出雲大納言小豆】 ㈲グリーンサポート斐川 出雲市
えごま（種子） ㈱エバーグリーン 浜田市

㈲スプラウト島根 江津市
㈱ジェイアクア 浜田市
三浦　寿紀 浜田市
(農)はね営農組合 大田市
アグリムーン　柴原　伸行 川本町

大麦 ㈱エバーグリーン 浜田市
米 ライスフィールド㈲ 松江市

(農)ビスケット 松江市
原　進 出雲市
天海農園　土江　信雄 出雲市
橋波アグリサンシャイン 出雲市

※きぬむすめのみ 島根県立出雲農林高等学校 出雲市
【さんべ浮布米】 ファーム浮布㈱ 大田市

(農)グループまめ・こめ 益田市
アグリさいとう　齋藤　吉代司 益田市

【翔陽米】 島根県立益田翔陽高等学校 益田市
(農)長谷営農組合 飯南町

【天空こしひかり】 (農)眞栄グループ 飯南町
松田　栄次 飯南町
(農)とんばら門営農組合 飯南町
杉ノ内 孝太 吉賀町
桑原　達典 吉賀町

【島の香り隠岐藻塩米】 (農)都万営農 隠岐の島町

【島の香り隠岐藻塩米】 村上　淳一 隠岐の島町

【島の香り隠岐藻塩米】 石田　哲広 隠岐の島町

【島の香り隠岐藻塩米】 高宮　武士 隠岐の島町

勝部表装(有) 隠岐の島町

フジタファーム㈱ 隠岐の島町

青果物 商標名等 認証者名 市町村
アスパラガス ＪＡしまね出雲アスパラガス部会

美味しまね認証グループ
出雲市

オクラ のぶ農園　岡本宣宏 浜田市
かぶ 石井　政信 吉賀町
キャベツ 松江・八束くにびきキャベツ

部会
松江市

【あいちゃんキャ
ベツ】

いわみ中央野菜生産振興協
議会キャベツ部会美味しまね
認証グループ

浜田市

河野　守 浜田市
石井　政信 吉賀町

きゅうり 石井　政信 吉賀町
こまつな のぶ農園　岡本宣宏 浜田市

河口　貴哉 吉賀町
石井　政信 吉賀町

さといも 石井　政信 吉賀町
さやいんげん 石井　政信 吉賀町
ししとう 石井　政信 吉賀町
しゅんぎく のぶ農園　岡本宣宏 浜田市
だいこん 石井　政信 吉賀町
ちんげんさい のぶ農園　岡本宣宏 浜田市

石井　政信 吉賀町
トマト 佐貫　榮 出雲市
日本なし ㈲サングリーン開発 浜田市
なす いわみ中央野菜生産振興協

議会なす部会美味しまね認
証グループ

浜田市

河野　守 浜田市
石井　政信 吉賀町

ねぎ 青ねぎ のぶ農園　岡本宣宏 浜田市
青ねぎ ＪＡしまねいずも青ネギ部会

県認証Ｇ
出雲市

白ねぎ JAしまね出雲神在ねぎ部会 出雲市
青ねぎ 石井　政信 吉賀町

ピーマン 石井　政信 吉賀町
ふだんそう 【山ほうれんそう】 のぶ農園　岡本宣宏 浜田市
ぶどう 島根県立出雲農林高等学校 出雲市

いわみ中央ぶどう部会美味し
まね基本認証グループ

浜田市

ブロッコリー JAしまね出雲ブロッコリー部
会

出雲市

石井　政信 吉賀町
ほうれんそう のぶ農園　岡本宣宏 浜田市

河口　貴哉 吉賀町
石井　政信 吉賀町

みずな のぶ農園　岡本宣宏 浜田市
石井　政信 吉賀町

ミニトマト 佐貫　榮 出雲市
メロン 温泉津町施設園芸組合メロ

ン部会美味しまね認証グ
ループ

大田市

リーフレタス 石井　政信 吉賀町
ルッコラ のぶ農園　岡本宣宏 浜田市
穀　物 商標名等 認証者名 市町村
米 澄川　八絋 益田市

【ほたるの郷三谷米】 ㈲ほたるの郷三谷 益田市

(農)かみしずま 大田市
ネットワーク櫛名田姫 奥出雲町

米
【石見高原ハーブ米】
※きぬむすめ限定

島根おおちハーブ米生産部
会

邑南町

河口　貴哉 吉賀町
石井　政信 吉賀町

【島の香り隠岐藻塩米】 常角　春利 隠岐の島町

大豆 (農)かみしずま 大田市
林産物 商標名等 認証者名 市町村
エリンギ（菌
床、生鮮）

【石見エリンギ】 ㈱きのこハウス 益田市

しいたけ(菌
床、生鮮）

【樹の香】 島根おおち菌床しいたけ生産
組合

邑南町

ひらたけ（菌
床、生鮮）

㈱きのこハウス 益田市

畜産物（鶏卵） 商標名等 認証者名 市町村
鶏卵 【ネッカエッグ】

【まいたまご】
井上養鶏場　井上正行 松江市

【こめたまご】 ㈲木次ファーム 雲南市
㈲森脇鶏農場 雲南市
㈲広野養鶏 雲南市
㈱宇田川養鶏場 奥出雲町

畜産物（生乳） 商標名等 認証者名 市町村
生乳 (農)日登牧場 雲南市
畜産物（肉） 商標名等 認証者名 市町村
肉用鶏 ㈱大久保養鶏農場 益田市
肥育牛 ㈲かつべ種畜牧場 出雲市

島根県立出雲農林高等学校 出雲市
島根県立農林大学校 大田市
島根県農業協同組合やすぎ
地区本部肥育センター

安来市

【石見和牛肉】
島根県農業協同組合島根お
おち地区本部肥育センター

邑南町

【島生まれ島育ち隠
岐牛、隠岐牛、おき
ぎゅう、おきうし】

㈲隠岐潮風ファーム 海士町

青果物 商標名等 認証者名 市町村

米 合同会社アグリ米ブリッジ 益田市
(農)城九郎 益田市
(農)たかた 津和野町

㈱福広ファーム 浜田市
※つや姫限定【出雲
神結米】

(農)むすび営農組合 出雲市

(農)とよた農産 益田市
【浜田・旭のうまい
もん「坂本」】

(農)さかもとのもと 浜田市

(農)ゆいの里美都 益田市
高畑環境ファーム清水農園　
清水　溥万

美郷町

【水澄み舞（栽培期
間中農薬不使用分）】

㈲三隅町農業支援センター
みらい

浜田市

(農)和志楽農イケダ 大田市
岩地　泰裕 浜田市
(農)おおずえ 益田市
(農)澄川 益田市
(農)アグリ向横田 益田市
糸原　功 奥出雲町

㈲堀田工務店 大田市
深津　健太 出雲市
中村　太三郎 益田市
山根　大悟 安来市
永田　巳好 安来市
(農)サンライズうづか 海士町

【三瓶甘露米、三瓶
れんげ米】

(農)百姓天国 大田市

上府農事組合法人 浜田市
(農)上意東本谷営農組合 松江市
(農)三代原ファーム 雲南市
(農)丸山の郷 益田市
(農)てごの里おぐに 浜田市
(農)みんだに 雲南市
(農)はね営農組合 大田市
（農）いなぎ 大田市
合同会社本山農産 益田市
（農）あとむ 益田市
内田　洋平 大田市
坂根　拓倫 大田市
田中　俊宏 雲南市
（農）神庭谷農産 出雲市
（農）横尾衛門 益田市
渡邊　徹 大田市
㈱わなか 大田市
㈲コスモ二十一 奥出雲町

（農）ふくみつ 大田市
（農）立河内絆 吉賀町
（農）すがや 雲南市
西山　薫子 大田市
塩野　一男 出雲市
㈱藤若農産 浜田市
（農）おきす 出雲市

【櫛名田姫米】 安部　傭造 奥出雲町

（農）たねやまびこファーム 大田市
【秘境奥島根弥
栄】

弥栄米美味しまね認証グ
ループ

浜田市

堀江　啓太 益田市
原田　征 邑南町
㈱MOG-MOG 江津市
村上　章 吉賀町
西川　友史 益田市
渡邊　一行 益田市
岩根　英則 邑南町
田　淳一 大田市

伊藤　眞美 出雲市
沼田　高志 邑南町
（農）安田ファーム 安来市
郷原　美昭 大田市
合同会社夢ファーム口羽 邑南町

米【出雲神庭米（対象は
つや姫、きぬむすめ）】

㈱勝部農産 出雲市

（農）にこにこファーム新庄 松江市
錦織　直人 安来市
高橋　裕介 松江市
（農）アグリード羽根 出雲市
佐原　宏臣 益田市
和田　康人 邑南町

【志食ファームこか
げ「田の幸米」】

志食ファームこかげ　小影　
浩雄

雲南市

うまいもん　秋庭　一成 安来市
そば (農)和志楽農イケダ 大田市

竹谷　修一 松江市
渡部　文明 松江市

大豆 (農)グループまめ・こめ 益田市
(農)アグリ向横田 益田市

ひまわり（種子） ㈱エバーグリーン 浜田市
林産物 商標名等 認証者名 市町村
エリンギ（菌
床、生鮮）

【奥出雲エリン
ギ】

㈱舞茸奥出雲 奥出雲町

きくらげ（菌床、
生鮮）

㈲奥出雲椎茸 奥出雲町

きくらげ（菌床、
生鮮・乾燥）

【生きくらげ】【乾燥
きくらげ】

㈲岡村工務店 浜田市

しいたけ(菌
床、生鮮）

(農)島根町菌床椎茸生産組
合

松江市

【神々の国 出雲しい
たけ】

ＪＡしまね出雲しいたけ部会 出雲市

澤田　芳晴 安来市
㈲奥出雲椎茸（団体） 奥出雲町

峯山　和美 浜田市
【樹の香】 新田農園　新田　陽子 美郷町

ひ菜ふぁーむ　迫田　尚樹 邑南町
【神泉しいたけ】 ㈱しまねきのこセンター 松江市
【じょうとうじい茸】 城東化成㈱ 安来市

しいたけ（原
木、乾燥）

【古代出雲　神庭
里山の幸（乾燥シ
イタケ）】

（農）神庭谷農産 出雲市

しいたけ(原木　
生鮮）

原　慶治 松江市

ぶなしめじ（菌
床、生鮮）

田中しめじ工場　田中浩二 邑南町

まいたけ（菌
床、生鮮）

【奥出雲舞茸】
㈱舞茸奥出雲 奥出雲町

畜産物（肉） 商標名等 認証者名 市町村
肥育牛 【島生まれ島育ち隠

岐牛】【幻の黒毛和
㈱隠岐牛企画 海士町

【京村牛】 （農）京村牧場 津和野町
【まつなが和牛、まつ
なが牛】

（株）松永牧場 益田市

【しまね和牛】 伊藤牧場　伊藤　誠司 出雲市
畜産物（鶏卵） 商標名等 認証者名 市町村
鶏卵 ㈲旭養鶏舎 大田市

㈲山本産業 邑南町
【ネッカエッグ】【こめ
たまご】

㈲福田ファーム 出雲市

水産物 商標名等 認証者名 市町村
イワガキ 【隠岐、海士のいわ

がき「春香」】
海士いわがき生産㈱ 海士町

【隠岐のいわがき「清
海」】

㈱和田水産 隠岐の島町

しいたけ(菌
床、生鮮・乾

美味しまね（基本基準）


