
 

◎新潟県告示第380号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 

平成29年３月31日 

新潟県知事  米 山  隆 一 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録番号

代表者氏名 　代表理事会長    今 井　 長 司

登録の区分 　品 位 等 検 査

農産物の種類 　国内産もみ、国内産玄米、国内産小麦、国内産大麦、国内産大豆、 国内産そば

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆

もみ、玄米、大麦、大豆、そば

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大豆

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆

小林　由佳 もみ、玄米、大麦、小麦

内山　美穂 もみ、玄米

大野　あかね もみ、玄米

立川　大輔 もみ、玄米、大豆、そば

中村　宏一 もみ、玄米、大豆、そば

緒形　優治 もみ、玄米、大豆、そば

近藤　輝夫 もみ、玄米

丸山　康平 もみ、玄米、大豆

松原　大地 もみ、玄米、大豆、そば

関根　栄佑 もみ、玄米、大豆、そば

今井　勇太郎 もみ、玄米

駒形　充憲 もみ、玄米

平石　佐都子 もみ、玄米

高野　誉 もみ、玄米

水澤　利史 もみ、玄米

根津　普夫 もみ、玄米

上野　康好 もみ、玄米、大豆、そば

星野　純子 もみ、玄米

藤巻　優 もみ、玄米

尾﨑　義明 もみ、玄米

高瀬　亨 もみ、玄米

遠藤　匠 もみ、玄米、大豆

土田　洋一 もみ、玄米

小日山　惇 もみ、玄米、大豆、そば

野﨑　真人 もみ、玄米

川又　理恵子 もみ、玄米、大豆

大塚　康生 もみ、玄米

関山　佳弘 もみ、玄米、大豆、そば

鈴木　雅仁 もみ、玄米

髙橋　友康 もみ、玄米

村山　草太 もみ、玄米

佐藤　克俊 もみ、玄米

佐藤　大介 もみ、玄米、大豆

藤井　優磨 もみ、玄米、大豆

金子　翔太 もみ、玄米、大豆

和田　純 もみ、玄米

村田　貴宏 もみ、玄米、大豆

上條　絵里奈 もみ、玄米、大豆

遠山　大地 もみ、玄米

細貝　尭哉 もみ、玄米

備　　　考

K1527005

K1527015

K1526006

K1526012

K1526015

K1526020

K1527003

K1527004

新潟県西蒲原郡弥彦村大字井田2538

K1515052

K1516060

K1517014

K1517042

K1519010

K1520019

K1521023

K1522023

K1524056

新潟県新潟市西区みずき野 2-23-3

新潟県佐渡市羽茂小泊 881

新潟県長岡市愛宕 3-9-23

新潟県村上市北中857

新潟県村上市小口川213アンソイエＮＡ102

新潟県新潟市江南区袋津6-5-26

新潟県阿賀野市堤162-1

新潟県新潟市西区鳥原６３０－４

新潟県長岡市西野１６８１

新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎甲７９８－４

新潟県中魚沼郡津南町谷内乙343

新潟県新潟市西区金巻新田 40

小島　秀洋

桑原　武彦

大滝　仁

竹内　陽祐

山岸　範史

山本　圭一

宮田　　猛

鈴木　　貢

佐野　弘一

和田　孝昭

堀　　吉彦

小林　希望

山本　勇一

K1528021

K1528022

　略称『 新潟県検査協会 』　平成29年３月31日　農産物検査員18名の農産物の種類変更及び39名の新規登録。　　検査員合計697名。

K1528019

K1528020

新潟県妙高市白山町3-8-8

新潟県小千谷市上片貝674 K1527024

朝妻　健治

山田　 司

加藤　広史

溝口　小百合

新潟県阿賀野市押切1056-59

K1528011

K1528012

K1528013

新潟県上越市大学前163番地

新潟県小千谷市城内4丁目7番34号

K1528014

K1528015

K1528016

K1528017

K1528018

新潟県阿賀野市上蔵野473

K1528004

K1528005

新潟県南魚沼市六日町2339-2

新潟県中魚沼郡津南町大字赤沢3355

K1528006

K1528007

K1528008

K1528009

K1528010

登録検査 機関
の 名 称

代 表 者
氏 名

主たる事務所の
所 在 地

新潟県村上市布部3212 K1528003

新潟県村上市岩船三日市7-26

新潟県南魚沼市天野沢180

新潟県魚沼市下田136番地1

新潟県新潟市秋葉区覚路津1316-1

新潟県小千谷市大字三仏生3644

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員 成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 住　　   　　所 農産物の種類 証明書番号
受 委 託 の
区 分

主たる事務
所の所在地

　新潟県新潟市西区山田２３１０番地１５

15004 登録年月日 平成14年8月20日

登録検査機関の名称 　一般社団法人新潟県農産物検査協会

新潟県胎内市東牧145-1

新潟県新潟市秋葉区浦輿野78

新潟県長岡市寺泊上荒町7826-1

新潟県三条市如法寺1-22

新潟県加茂市大字宮寄上1553

新潟県長岡市喜多町792

新潟県長岡市芹川町2548

新潟県長岡市新保1-16-1

新潟県小千谷市片貝山屋町319

新潟県新潟市西区坂井474-15

新潟県村上市仲間町626-13

新潟県五泉市石曽根6167-2

新潟県上越市吉川区原之町1434-2

新潟県佐渡市原黒313

新潟県佐渡市河原田本町369-5

新潟県東蒲原郡阿賀町五十島651

新潟県新潟市江南区茜ヶ丘1-16

新潟県新潟市西区内野西1-17-7メゾンセジュール202号

新潟県長岡市岩野1808

新潟県三条市南新保19-18

新潟県魚沼市新保204-3

新潟県糸魚川市大字田伏234-2

新潟県柏崎市大字藤井955-18

新潟県柏崎市藤元町4-2

新潟県阿賀野市小浮822

新潟県長岡市六日市町1613

新潟県

新潟県魚沼市下新田377

新潟県十日町市松之山古戸203-5

新潟県十日町市伊達辛264

新潟県佐渡市小木町81-1

K1528023

K1528024

K1528025

K1528026

K1528027

K1528028

K1528029

K1528030

K1528031

K1528032

K1528033

K1528034

K1528041

K1528035

K1528036

K1528037

K1528038

K1528039

K1528040


