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告   示 
 963 農産物検査法に基づく地域登録検査機関の登録の更新（食品・流通課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第963号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第18条第１項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録の更新

を行った。 

平成29年８月20日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発 行   新 潟 県 

号  外  １ 
平成29年８月20日 

毎週火（祝日のときは翌日）、金曜発行 

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

石井　義則　 新潟県新発田市草荷２２４ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1513001

新潟県 渡辺　　諭 新潟県新発田市下山田１３３５ー１ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1513002

石井　寛史 新潟県新発田市大友１６７９ もみ、玄米、大麦、大豆 K1513003

高野　正明 新潟県長岡市上徐町館団地１９９２ー３ もみ、玄米、大麦、大豆 K1513004

甲野　　彰 新潟県長岡市滝谷町４５９ー４ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1513005

木村　茂実 新潟県長岡市深沢町１８５１ー１ もみ、玄米、大麦、大豆 K1513006

佐藤　　清 新潟県上越市柿崎区岩手８１７ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1513007

金井　　修 新潟県上越市吉川区大乗寺８３３ー１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1513008

梨本　勝之 新潟県上越市大字上富川３７１ー１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1513009

齋藤　政幸 新潟県阿賀野市山口町２丁目２ー３５ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514002

遠藤　康明 新潟県阿賀野市次郎丸３１２ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514003

阿部　桂一 新潟県新発田市滝谷２０２６ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514005

五十嵐　昭 新潟県新発田市下興野２２８５ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514006

新保　　徹 新潟県新発田市御幸町2-14-8 ラ・セゾン A202 もみ、玄米、大麦、大豆 K1514007

円山　　実 新潟県新発田市三ツ椡９８ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1514008

高橋　浩司 新潟県村上市猿沢２７１７ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514009

田中　良幸 新潟県村上市福田５１９ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514010

髙橋　正弘 新潟県胎内市住吉町2-14 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514011

石井　　太 新潟県新潟市西蒲区三方２３５ もみ、玄米、大豆 K1514012

土田　春夫 新潟県新潟市西蒲区漆山２５３７ もみ、玄米、大豆 K1514013

浅野 美紀子 新潟県新潟市西蒲区打越甲２８５６ もみ、玄米、大豆 K1514014

倉沢　哲哉 新潟県燕市吉田下中野512-2 もみ、玄米、大豆 K1514015

笹川　勇雄 新潟県燕市小池４１６８ もみ、玄米、大麦、大豆 K1514016

岡﨑　洋久 新潟県三条市前谷内３５３ もみ、玄米、大麦、大豆 K1514017

前山　一男 新潟県新潟市西蒲区桑山４４５番地 もみ、玄米、大豆 K1514018

横山　　忍 新潟県新潟市江南区二本木１ー６ー２３ もみ、玄米、大豆 K1514020

飛岡　雅史 新潟県三条市上保内丙４１ー３ もみ、玄米、大麦、大豆 K1514021

内藤　　章 新潟県加茂市大字狭口乙５１４ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514022

主たる事務所の
所 在 地

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

登録検査 機関
の 名 称

代 表 者
氏 名

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

主たる事務
所の所在地

　新潟県新潟市西区山田2310番地15
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清水　正弘 新潟県見附市今町３丁目１１番７０号 もみ、玄米、大豆 K1514023

熊倉　　薫 新潟県三条市鶴田４－８－１８－１ もみ、玄米、大麦、大豆 K1514024

小師　達也 新潟県三条市北潟甲７５８番地 もみ、玄米、大豆 K1514025

山崎　義信 新潟県長岡市寺泊矢田１０５５ー１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514026

小熊　浩文 新潟県長岡市藤川５８５ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514027

竹内　　誠 新潟県長岡市岩野１６６２ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514028

和田　　徹 新潟県小千谷市大字三仏生３９５１ もみ、玄米、大豆 K1514029

佐藤　幸一 新潟県小千谷市大字桜町２８１４ もみ、玄米、大豆 K1514030

佐藤　雅則 新潟県小千谷市片貝町4631番地 もみ、玄米、大豆 K1514031

坂西　正信 新潟県魚沼市田川499番地１ もみ、玄米、大豆 K1514032

橋本　賢一 新潟県魚沼市葎沢４９ー８ もみ、玄米 K1514033

佐藤　裕之 新潟県南魚沼市市野江乙279番地 もみ、玄米、大豆 K1514036

山崎　重一 新潟県南魚沼市新堀１３４ もみ、玄米、大豆 K1514037

相沢　美知 新潟県十日町市松代１９１０ー２ もみ、玄米、大豆、そば K1514038

村山　　敦 新潟県十日町市田沢本村甲２０８４ー１ もみ、玄米、大豆、そば K1514039

八重沢 光幸 新潟県中魚沼郡津南町大字上郷大井平３９３８ もみ、玄米、大豆 K1514040

押見　朗伸 新潟県柏崎市大字曽地１０１２ー３ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514042

平田　元彦 新潟県上越市大字下稲塚１１１ー１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514043

関澤　俊哉 新潟県上越市吉川区大乗寺721番地　 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1514044

小林　和孝 新潟県上越市柿崎区馬正面790-3 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514045

小倉　俊男 新潟県上越市板倉区坂井１０５－１　 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514046

清水　　学 新潟県上越市東本町１丁目３番５０号 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514047

内山　元栄 新潟県上越市大島区大平４０１－２ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514048

高松　雅樹 新潟県上越市とよば158 もみ、玄米、大麦、大豆 K1514049

宮本　太一 新潟県糸魚川市大沢３７２－５ もみ、玄米、大麦、大豆 K1514051

冨樫　浩之 新潟県村上市坂町６２３－３２ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514053

中川　　淳 新潟県佐渡市三宮５６４ もみ、玄米、大豆、そば K1514054

長島　秀樹 新潟県佐渡市宮川１０６８ もみ、玄米、大豆、そば K1514055

寺岬　利長 新潟県佐渡市小川１３５３－１ もみ、玄米、大豆、そば K1514056

髙杉　和憲 新潟県新潟市西区寺尾6-10サニーコート106 もみ、玄米 K1514057

中野　利明 新潟県新潟市江南区天野１５９９ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1514058

阿部　浩巳 新潟県新潟市江南区北山1007 もみ、玄米、大麦、大豆 K1514059

本間　育夫 新潟県新潟市西蒲区石瀬1273 もみ、玄米 K1514060

石本　正人 新潟県五泉市石曾根新17ー5 もみ、玄米 K1514061

高藤　正夫 新潟県新潟市東区船江町1丁目40ー19 もみ、玄米、大豆 K1514062

阿部　一芳 新潟県新潟市西蒲区巻甲550 もみ、玄米 K1514063

外山　敏展 新潟県三条市東三条1ー17ー1 もみ、玄米 K1514064

朝野　陽子 新潟県三条市塚野目1－4－22 もみ、玄米 K1514065

小杉 かづ子 新潟県長岡市滝谷町1830 もみ、玄米、大麦、大豆 K1514066

坂大  　修 新潟県魚沼市中原33ー5 もみ、玄米 K1514067

長澤　繁昭 新潟県柏崎市大字吉井2031 もみ、玄米、大麦、大豆 K1514069

貝瀬　正俊 新潟県魚沼市井口新田668ー25 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514070

星　　昭典 新潟県魚沼市井口新田590ー1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1514071

仲川　芳友 新潟県新潟市江南区元町1-1-8 もみ、玄米 K1515003

宇佐美 淳 新潟県新潟市西区坂井857-7 もみ、玄米 K1515004

五十嵐　格 新潟県新潟市中央区山二ツ4-15-9 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515006

本間　義彦 新潟県新潟市西区上新栄町3-6-2 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515008

陸　　高志 新潟県新潟市江南区横越中央7丁目2-41 もみ、玄米、大豆 K1515009

甲斐　　豊 新潟県佐渡市潟端354 もみ、玄米、大豆 K1515010

真田　和男 新潟県佐渡市三川2078 もみ、玄米、大豆、そば K1515011

松井　和幸 新潟県佐渡市金井新保乙644 もみ、玄米、大豆 K1515012

米山 威一郎 新潟県佐渡市羽茂本郷500番地4ｺｰﾎﾟYAMASO1号 もみ、玄米、大豆 K1515013

近　　徹也 新潟県岩船郡関川村蛇喰575 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515014

相馬 聡一郎 新潟県村上市高根677-2 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515015

瀬賀　一幸 新潟県村上市下相川395 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515016

吉田　　浩 新潟県新発田市下中ノ目109 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515017

高山　善明 新潟県新潟市東区牡丹山5-15-7 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515018

三澤　正則 新潟県阿賀野市城121 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515019

田中　　守 新潟県阿賀野市保田3237-3 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515020

小林　泰宏 新潟県阿賀野市金渕甲4630 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515021

伊藤　英昭 新潟県新発田市飯島新田11 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515022

太田　一枝 新潟県新発田市横山659 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515023

片野　正治 新潟県新発田市金塚351 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515024

今井　喜行 新潟県胎内市坪穴603-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515025

古俣　武志 新潟県新潟市秋葉区荻島2-21-30 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515026



号 外 １ 新  潟  県  報 平成29年８月20日(日) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斉藤　悟志 新潟県阿賀町行地748 もみ、玄米、大豆、そば K1515029

鈴木　光英 新潟県燕市粟生津42 もみ、玄米、大豆 K1515031

近藤　政徳 新潟県燕市下粟生津1301 もみ、玄米、大豆 K1515032

鳥脚　貴良 新潟県新潟市西蒲区羽田88 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515033

寺田　嘉之 新潟県柏崎市松波１丁目10-4 もみ、玄米、大豆 K1515034

古沢　芳明 新潟県新潟市西蒲区東中467 もみ、玄米、大豆 K1515035

永井　英樹 新潟県加茂市大字天神林2330 もみ、玄米、大豆 K1515036

泉田　政樹 新潟県南蒲原郡田上町大字保明新田1591 もみ、玄米、大豆 K1515037

岡村　　晃 新潟県三条市岩渕15 もみ、玄米、大豆 K1515039

斉藤　幸雄 新潟県見附市上新田町13-52 もみ、玄米、大豆 K1515040

長谷川 耐一 新潟県見附市坂井町3733 もみ、玄米、大豆 K1515041

山崎　政史 新潟県長岡市中之島西野357 もみ、玄米、大豆 K1515042

多田 八千男 新潟県長岡市田之口1553 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515043

松平　公一 新潟県長岡市上塩801-4 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515044

高野　一夫 新潟県長岡市草生津2-5-27 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515045

高野 日出和 新潟県長岡市与板町岩方838 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515046

保坂　正義 新潟県柏崎市鯨波3-2-31 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515047

平田　圭司 新潟県柏崎市西山町緑が丘1-37 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515048

郷　　哲一 新潟県小千谷市大字山谷1635-127 もみ、玄米、大豆 K1515049

田村　重行 新潟県小千谷市大字小栗田921-1 もみ、玄米、大豆、そば K1515050

大平　一彰 新潟県小千谷市高梨町3518 もみ、玄米、大豆、そば K1515051

宮田　　猛 新潟県南魚沼市天野沢180 もみ、玄米、大豆、そば K1515052

室橋　　健 新潟県南魚沼市塩沢1180 もみ、玄米、大豆、そば K1515053

服部　新一 新潟県南魚沼市一村尾1584 もみ、玄米、大豆 K1515054

上村　　昇 新潟県南魚沼市泉甲105-2 もみ、玄米、大豆 K1515055

清水　英克 新潟県南魚沼市六日町1168 もみ、玄米、大豆 K1515056

関谷　正弘 新潟県十日町市松代5551-2 もみ、玄米、大豆、そば K1515057

須藤　　栄 新潟県十日町市仁田3353-5 もみ、玄米、大豆、そば K1515058

米川　尚登 新潟県上越市牧区府殿809 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515061

丸山　利一 新潟県上越市五智新町6-7エンゼルハイム202 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515062

山本　則夫 新潟県上越市東本町2-2-10 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515063

清水　昌彦 新潟県上越市三和区水吉1264 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515064

三山 正志郎 新潟県上越市木田1丁目13-11 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1515065

田鹿　一男 新潟県糸魚川市大字羽生723 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515066

青山　孝志 新潟県阿賀野市水原1626 もみ、玄米 K1515067

花野　佳一 新潟県長岡市東蔵王3-3-10ﾊｲﾑﾄ-ﾗｽ101 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515069

杵渕　明彦 新潟県柏崎市春日町2-10-29 もみ、玄米 K1515070

岩渕　俊之 新潟県小千谷市東栄町1-12-2 もみ、玄米 K1515071

津端　重喜 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁1499 もみ、玄米 K1515072

山田　政晴 新潟県佐渡市加茂歌代847-6 もみ、玄米、大麦、大豆 K1515080

神林　　剛 新潟県上越市大豆２丁目8-22 もみ、玄米 K1515082

片桐　正敏 新潟県燕市下粟生津262 もみ、玄米、大豆 K1516001-1

上村　　均 新潟県十日町市下組1148番地 もみ、玄米、大豆、そば K1516002-1

圓山　伸治 新潟県阿賀野市京ケ島1572 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516003

渡邊　和栄 新潟県阿賀野市沖76番地 もみ、玄米、大豆、そば K1516004

赤塚　行雄 新潟県新潟市北区下土地亀176番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516005

山﨑　俊文 新潟県新潟市北区灰塚60番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516006

渡邉　将志 新潟県新発田市御幸町4-4-1 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516007

入倉　達志 新潟県新発田市金塚466-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516008

松井　　武 新潟県新発田市中谷内乙751 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516009

森山　和也 新潟県新発田市古楯70-2 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516010

小林　重則 新潟県北蒲原郡聖籠町亀塚32-1 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516011

藤田　憲一 新潟県新発田市古田521 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516012

肥田野 美穂 新潟県新発田市米倉888 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516013

和田　智浩 新潟県岩船郡関川村大字勝蔵17 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516014

佐藤　幸治 新潟県新発田市御幸町2-11-12 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516015

近　　一彦 新潟県村上市山田353 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516017

平山　利美 新潟県村上市七湊1949 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516018

松田　俊行 新潟県村上市岩船三日市 9-6 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516019

山田　和夫 新潟県村上市門前891 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516020

長谷川　望 新潟県新潟市南区大郷744 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516021

尾竹　勝則 新潟県新潟市南区下木山262 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516022

丸山　義貞 新潟県新潟市秋葉区大関919 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516024

酒井　和広 新潟県新潟市秋葉区下興野町22-17 もみ、玄米、大豆 K1516025

中村　宏之 新潟県新潟市秋葉区荻島3丁目20-8-2
　　　　　　　　　　　　 もみ、玄米、大豆 K1516026
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大武　英一 新潟県五泉市中名沢乙137甲 もみ、玄米、大豆、そば K1516027

徳永　裕一 新潟県阿賀町津川3735 もみ、玄米、大豆 K1516030

斎藤　英二 新潟県阿賀町九島908 もみ、玄米、大豆、そば K1516031

高橋　高嘉 新潟県新潟市西区西有明町11番2号 もみ、玄米、大豆 K1516033

山際　達也 新潟県新潟市江南区天野 1-19-28 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1516034

小林　政史 新潟県新潟市西区ときめき西2丁目4-8 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516035

阿部　　衛 新潟県新潟市南区味方586-1 もみ、玄米、大豆 K1516036

小林　峰夫 新潟県新潟市西蒲原区打越乙2183 もみ、玄米、大豆 K1516037

伊藤　隆一 新潟県新潟市西蒲原区兵右衛門新田64番地 もみ、玄米、大豆 K1516038

神田　高弘 新潟県阿賀町五十沢 2149 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1516039

加藤　寛幸 新潟県燕市八王寺419-1 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516040

堀内　芳夫 新潟県三条市入蔵新田416 もみ、玄米、大豆 K1516041

原田　敏文 新潟県長岡市鶴ケ曽根1325 もみ、玄米、大豆 K1516042

佐野　秀樹 新潟県加茂市赤谷15-21 もみ、玄米、大豆 K1516043

生田　俊弘 新潟県三島郡出雲崎町常楽寺250 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516044

大谷　浩栄 新潟県三島郡出雲崎町大字稲川3065 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516045

籏鉾　　毅 新潟県長岡市和島中沢492番地 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516046

小堺　卓之 新潟県柏崎市大字横山1554-4 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516047

反町　　稔 新潟県長岡市黒津町1774番地1 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516048

渋木　　豊 新潟県長岡市亀貝町1679番地 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516049

新沢　和彦 新潟県柏崎市関町12-26ｻﾝﾊｲﾂﾐﾅﾐⅡ204 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516052

横田　要一 新潟県柏崎市緑町2-15-404 もみ、玄米、大麦、大豆 K1516053

今井　美雄 新潟県魚沼市今泉1485-1 もみ、玄米、大豆、そば K1516056

上村 喜久雄 新潟県魚沼市根小屋2072 もみ、玄米、大豆、そば K1516058

鈴木　　貢 新潟県魚沼市下田136番地1 もみ、玄米、大豆、そば K1516060

田村　芳文 新潟県南魚沼市上一日市469 もみ、玄米、大豆、そば K1516061

田村　雅史 新潟県南魚沼市塩沢7-1 もみ、玄米、大豆 K1516062

徳永　昌彦 新潟県南魚沼市田崎246-2 もみ、玄米、大豆 K1516063

行方　　司 新潟県南魚沼市下原223-2 もみ、玄米、大豆 K1516065

髙橋　定利 新潟県十日町市倉俣甲1518番地 もみ、玄米、大豆、そば K1516066

滝沢　一樹 新潟県中魚沼郡津南町大字赤沢3240番地 もみ、玄米、大豆、そば K1516067

松内　　厚 新潟県上越市浦川原区法定寺2086 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516068

片桐　鉄也 新潟県上越市柿崎区柿崎415-8 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516069

長谷川 不二枝 新潟県上越市大字藤塚579-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516070

長﨑　正司 新潟県上越市五智3-3-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516071

渡邉　謙一 新潟県妙高市大字上四ツ屋83-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516072

岡田　充弘 新潟県妙高市大字菅沼52-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516073

吉田　　淳 新潟県上越市北城町4-13-17パークハイツ北城201 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516074

佐藤　　亘 新潟県上越市大字春日新田2-11-2-253 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516075

山田　伸之 新潟県上越市頸城区島田1200-2 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516076

佐々木　亜子 新潟県上越市南本町3丁目2-18 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516077

飯吉　久巳 新潟県妙高市大字関山1157-2 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516078

子田　　誠 新潟県糸魚川市大字西中1469 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516079

倉本　昌人 新潟県糸魚川市横町3丁目5番17号 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516080

山本　健一 新潟県佐渡市石名178 もみ、玄米、大豆 K1516081

相賀　　亘 新潟県佐渡市椎泊677 もみ・玄米・小麦・大麦・大豆・そば K1516082

本間　章子 新潟県佐渡市栗野江914 もみ、玄米、大豆 K1516083

佐々木　勲 新潟県佐渡市小比叡224-1 もみ、玄米、大豆 K1516084

内海　智誠 新潟県佐渡市下横山129 もみ、玄米、大豆 K1516085

本多　治雄 新潟県佐渡市新穂正明寺1040 もみ、玄米、大豆 K1516086

武井　一夢 新潟県佐渡市羽茂大橋214番地 もみ、玄米、大豆、そば K1516087

伊藤　幸夫 新潟県新潟市東区一日市903 もみ、玄米、大麦 K1516088

近藤　健介 新潟県新潟市北区濁川1-19-25 もみ、玄米、大麦 K1516089

畠野　俊史 新潟県新潟市東区逢谷内3-567-2 もみ、玄米 K1516090

諏訪　孝男 新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野3028 もみ、玄米 K1516092

布施　眞一 新潟県新発田市上今泉甲428 もみ、玄米 K1516093

飯野　　隆 新潟県新潟市秋葉区北上１丁目15-15-2 もみ、玄米、大豆 K1516096

西山　秀樹 新潟県新潟市西区小針2丁目3-15 もみ、玄米 K1516097

齋藤　大祐 新潟県新潟市南区能登617-2 もみ、玄米 K1516098

金内　正浩 新潟県長岡市福道町438 もみ、玄米 K1516100

本多　一志 新潟県南魚沼市六日町1036-13 もみ、玄米 K1516101

板場　正英 新潟県十日町市田沢あ303-1 もみ、玄米 K1516102

田中　義雄 新潟県上越市大潟区九戸浜379-6 もみ、玄米 K1516103

太田　　勇 新潟県上越市頚城区大谷内1496 もみ、玄米、大豆 K1516104

大島　知美 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡乙2860-2 もみ、玄米、大豆、そば K1516105
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皆木　和人 新潟県三条市花淵851番地 もみ、玄米、大豆 K1516106

菊池　一弘 新潟県見附市山崎町224 もみ、玄米、大豆 K1516107

野口　義勝 新潟県加茂市石川1丁目2-11 もみ、玄米、大豆 K1516108

星野　昭一 新潟県長岡市今朝白３－１４－３ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1516114

廣川　耕太 新潟県刈羽郡刈羽村大字赤田北方２７４ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1516115

遠山　道昭 新潟県村上市宿田968番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517006

齋藤　康伸 新潟県新発田市長畑303 もみ、玄米、大豆 K1517007

小柳　　浩 新潟県阿賀野市須走11番地 もみ、玄米、大豆、そば K1517009

本間　　大 新潟県新潟市北区早通南5丁目1番2の12 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517010

榎本　英之 新潟県阿賀野市緑町9-24 もみ、玄米、大麦、大豆 K1517011

山田　　栄 新潟県新潟市秋葉区金屋1232番地 もみ、玄米、大豆 K1517012

丸山　征史 新潟県新潟市秋葉区田島777 ﾛｲﾔﾙﾊﾞﾚｰ田島103号室 もみ、玄米、大豆 K1517013

佐野　弘一 新潟県新潟市秋葉区覚路津1316-1 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1517014

小林　　弥 新潟県新潟市秋葉区小戸下組984-2 もみ、玄米、大豆 K1517015

渡部 紀一郎 新潟県阿賀町日野川乙1117 もみ、玄米、大豆、そば K1517016

瀧澤　鉄男 新潟県新潟市南区東長嶋68 もみ、玄米、大豆 K1517017

五十嵐 一氏 新潟県新潟市西蒲区針ケ曽根162 もみ、玄米、大豆 K1517018

伊丹　雅央 新潟県新潟市西区赤塚5595 もみ、玄米、大豆 K1517019

本間　　稔 新潟県西蒲原郡弥彦村大字麓7208の乙 もみ、玄米、大豆 K1517020

中野　勇治 新潟県新潟市南区白根水道町2-14 もみ、玄米、大豆 K1517021

早川　雅美 新潟県燕市溝284番地1 もみ、玄米、大豆 K1517022

小林　和仁 新潟県見附市田井町2616 もみ、玄米、大豆 K1517023

佐藤　弘明 新潟県三条市塚野目6-7-18 もみ、玄米、大豆、そば K1517025

風間　信人 新潟県佐渡市羽茂本郷3886 もみ、玄米、大豆 K1517026

木下 慎太郎 新潟県佐渡市新穂潟上1721 もみ、玄米、大豆 K1517027

川本　幸弘 新潟県佐渡市原黒662-4 もみ、玄米、大豆 K1517028

長野　和英 新潟県佐渡市大和665の3 もみ、玄米、大豆 K1517029

畠野 美由紀 新潟県佐渡市羽茂村山４６６ もみ、玄米、大豆 K1517030

本間　　毅 新潟県新潟市西区槇尾214 もみ、玄米、小麦、大豆 K1517031

小林　隆宏 新潟県長岡市楡原1613 もみ、玄米、大麦、大豆 K1517032

伊藤　知子 新潟県長岡市浦瀬町11799番地 もみ、玄米、大麦、大豆 K1517033

青柳　秀樹 新潟県刈羽郡刈羽村大字刈羽1431 もみ、玄米、大豆 K1517034

板谷　幹夫 新潟県刈羽郡刈羽村大字滝谷1699 もみ、玄米、大豆 K1517035

新保　祐一 新潟県柏崎市西山町伊毛616-2 もみ、玄米、大豆 K1517036

小林　一成 新潟県上越市大字下名柄129番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517037

太田　一幸 新潟県上越市柿崎区岩手571 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517038

笠鳥　健一 新潟県上越市板倉区山部260-6 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517039

伊藤　省吾 新潟県糸魚川市大字大野428－19 もみ、玄米、大豆 K1517041

和田　孝昭 新潟県小千谷市大字三仏生3644 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1517042

山屋　英樹 新潟県魚沼市小平尾 4484 もみ、玄米、大豆、そば K1517043

五十嵐 将秀 新潟県魚沼市田中372 もみ、玄米、大豆、そば K1517044

志賀　健一 新潟県南魚沼市雲洞765の2 もみ、玄米、大豆 K1517045

笠原　一幸 新潟県南魚沼市法音寺505-23 もみ、玄米、大豆 K1517046

半戸　恵一 新潟県中魚沼郡津南町大字上郷宮野原3236 もみ、玄米、大豆、そば K1517047

渡辺　弘之 新潟県新発田市本田庚180番地 もみ、玄米、大豆 K1517048

五十嵐　護 新潟県新潟市秋葉区出戸27番地 もみ、玄米 K1517049

真嶋 真之介 新潟県燕市花見1919番地 もみ、玄米 K1517050

髙石　尚子 新潟県長岡市新町1丁目3－１ もみ、玄米 K1517052

金子　　孝 新潟県妙高市小出雲2丁目8-15 もみ、玄米 K1517053

古田島 秋津 新潟県北魚沼郡川口町大字中山946ー3 もみ、玄米 K1517054

山田　明浩 新潟県長岡市大川原町2075番地 もみ、玄米 K1517055

佐藤 十三雄 新潟県三条市三竹1-7-15 もみ、玄米、大麦、大豆 K1517058

金子　岳久 新潟県長岡市岩田 4309 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517063

山本　隆夫 新潟県柏崎市大字黒滝1706番地 もみ、玄米、大豆 K1517064

関谷　明子 新潟県柏崎市高柳町高尾1018-17 もみ、玄米、大豆 K1517066

小川 真理子 新潟県長岡市小国町千谷沢143 もみ、玄米、大豆 K1517067

阿部　静代 新潟県柏崎市西山町鎌田360 もみ、玄米、大豆 K1517068

渡邊　慎也 新潟県新発田市稲荷岡2405 もみ、玄米、大麦、大豆 K1517070

佐藤　　翼 新潟県岩船郡関川村大字朴坂78-2 もみ、玄米、大麦、大豆 K1517071

齋藤  博和 新潟県村上市坂町1992 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517072

清野　岩美 新潟県阿賀野市深町208 もみ、玄米、大豆 K1517073

荒木　徳衛 新潟県阿賀野市大室4590-3 もみ、玄米、大豆、そば K1517074

榎本　寛之 新潟県阿賀野市勝屋1196 もみ、玄米、大豆、そば K1517075

廣瀬　　徹 新潟県新潟市秋葉区大関360 もみ、玄米 K1517076

小熊　優子 新潟県新潟市秋葉区岡田317 もみ、玄米 K1517077
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北沢　一義 新潟県三条市山王30 もみ、玄米、大豆 K1517081

村松　孝雄 新潟県上越市頚城区北方118番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517082

松井　一昭 新潟県上越市三和区下新保228番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517083

外立　秀幸 新潟県上越市安塚区坊金4427番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517084

笠原　順子 新潟県上越市吉川区十町歩72 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517085

池田 美津代 新潟県上越市鴨島1丁目8-25 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1517086

小幡　憲三 新潟県魚沼市江口1796番地 もみ、玄米、大豆、そば K1517087

山田　和仁 新潟県南魚沼市今町628-1 もみ、玄米、大豆 K1517088

佐藤　貴浩 新潟県魚沼市穴沢1409-1 もみ、玄米、大豆、そば K1517089

村山　浩平 新潟県十日町市大黒沢268 もみ、玄米、大豆、そば K1517090

桑原　保子 新潟県中魚沼郡津南町大字中深見丙3312 もみ、玄米、大豆、そば K1517091

丸山 としみ 新潟県中魚沼郡津南町大字外丸丙1475 もみ、玄米、大豆、そば K1517092

小林　利治 新潟県南魚沼市姥島新田254 もみ、玄米、大豆 K1517093

木村　武義 新潟県南魚沼市仙石1722番地 もみ、玄米、大豆 K1517094

板鼻　昭義 新潟県南魚沼市山谷260-1 もみ、玄米、大豆、そば K1517095

小倉　秀夫 新潟県南魚沼市川窪161 もみ、玄米、大豆 K1517096

渡辺　秀和 新潟県佐渡市栗野江1094-1 もみ、玄米、大豆、そば K1517097

小林 智一郎 新潟県阿賀野市中央町2丁目7番30号 もみ、玄米 K1517098

関口　佳徳 新潟県阿賀野市山口町2-4-8 もみ、玄米 K1517099

関本　俊幸 新潟県新潟市中央区日の出2丁目1-28 もみ、玄米 K1517100

小薗　　稔 新潟県新潟市秋葉区中野2丁目16番14号 もみ、玄米 K1517101

横山　　浩 新潟県村上市塩谷1335-13 もみ、玄米 K1517102

熊倉　信夫 新潟県五泉市村松 1299-2 もみ、玄米、小麦 K1517103

袖山　吉宗 新潟県新潟市南区上下諏訪木131 もみ、玄米 K1517105

細山　和仁 新潟県新潟市西蒲区遠藤130 もみ、玄米 K1517106

伊藤　光子 新潟県新潟市西蒲区巻甲2469-8 もみ、玄米 K1517107

早川　正人 新潟県新潟市秋葉区子成場188-2 もみ、玄米 K1517108

渡邉　誠児 新潟県燕市道金 444-1 もみ、玄米、大麦、小麦 K1517109

西田　和則 新潟県上越市板倉区針390-18 もみ、玄米 K1517110

本臼　光代　 新潟県上越市板倉区田井88の4 もみ、玄米 K1517111

福原 浩太郎 新潟県中魚沼郡津南町大字外丸丙252-3 もみ、玄米 K1517112

横山　　肇 新潟県新潟市西区新通2545-1 もみ、玄米 K1517113

佐藤　敏彦 新潟県新潟市西蒲区升潟758-9 もみ、玄米 K1517114

竹之内　勲 新潟県糸魚川市平牛1302 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1518001

櫻井　久夫 新潟県北魚沼郡川口町大字田麦山521 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1518002

近藤　正行 新潟県長岡市麻生田町1344 もみ、玄米、大麦、大豆 K1519003

駒野　一貴 新潟県長岡市来迎寺2246 もみ、玄米、大豆 K1519004

磯部　正人 新潟県村上市荒島 928 もみ、玄米、大豆、そば K1519005

榎本　祥一 新潟県新発田市三日市533-31 もみ、玄米、大麦、大豆 K1519006

佐藤　淳一 新潟県新発田市大栄町 3-3-12 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1519007

松田　和哉 新潟県新発田市高山寺232 もみ、玄米、大麦、大豆 K1519008

水野　昭弘 新潟県新発田市荒町甲1604ｴﾄﾜｰﾙ新発田105 もみ、玄米、大麦、大豆 K1519009

堀　　吉彦 新潟県阿賀野市堤162-1 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1519010

土屋　　学 新潟市南区田尾918番地 もみ、玄米、大豆 K1519012

渡辺　竹己 新潟県西蒲原郡弥彦村大字上泉1496-4 もみ、玄米、大豆 K1519014

伊藤 佐和子 新潟県燕市粟生津223 もみ、玄米、大豆 K1519015

佐藤　慎也 新潟県小千谷市大字山谷2702-2 もみ、玄米、大豆 K1519016

須佐　大哉 新潟県魚沼市吉田364番地 もみ、玄米、大豆、そば K1519017

髙橋　正明 新潟県魚沼市青島42-4 もみ、玄米、大豆、そば K1519018

椿　　敏幸 新潟県魚沼市堀之内3998-1 もみ、玄米、大豆、そば K1519019

清水　良雄 新潟県南魚沼市穴地665-2 もみ、玄米、大豆 K1519020

中川　政男 新潟県佐渡市畑野1085 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1519021

井藤　克紀 新潟県佐渡市中興乙1635 もみ、玄米、大豆 K1519022

本間　　創 新潟県佐渡市貝塚444番地 もみ、玄米、大豆 K1519023

甲斐　秀寿 新潟県佐渡市潟端221 もみ、玄米、大豆 K1519024

木下　明彦 新潟県佐渡市羽茂村山107 もみ、玄米、大豆 K1519025

出口　英之 新潟県佐渡市羽茂村山720 もみ、玄米、大豆 K1519026

名地　泰三 新潟県長岡市学校町3丁目11番36号 もみ、玄米 K1519028

猪飼 美智子 新潟県長岡市喜多町509-6 もみ、玄米、大豆 K1519029

髙野　春樹 新潟市南区犬帰新田436 もみ、玄米 K1519030

佐藤　　直 新潟県魚沼市金ヶ沢111番地 もみ、玄米 K1519031

田邉　輝雄 新潟市西蒲区漆山2818番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1519034

横山　英治 新潟県糸魚川市大字能生2752番地19 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1519037

鈴木　清司 新潟県村上市中原1761 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆 K1519038

小田　泰徳 新潟県村上市北新保239 もみ、玄米、大麦、大豆 K1519039
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神田　太一 新潟県新発田市松岡甲1548 もみ、玄米、大麦、大豆 K1519041

水野　光男 新潟県阿賀野市千唐仁23番地 もみ、玄米、大豆 K1519042

杵鞭　　篤 新潟県新潟市秋葉区七日町1878-1 もみ、玄米、大豆 K1519043

須藤　　昇 新潟県新潟市秋葉区満願寺230-3 もみ、玄米、大豆 K1519044

清野　　寿 新潟県東蒲原郡阿賀町倉ノ平270番地 もみ、玄米、そば K1519045

朝倉　　淳 新潟県新潟市江南区鐘木580 もみ、玄米、大豆 K1519046

石塚　　忠 新潟県新潟市江南区横越中央3-1-36 もみ、玄米、大豆 K1519047

大橋　公一 新潟県新潟市西区上新栄町6-4-13 もみ、玄米、大豆 K1519048

松永　雄二 新潟県燕市松橋1708-1 もみ、玄米、大麦、大豆 K1519049

丸山　　豊 新潟県燕市野本696番地 もみ、玄米、大豆 K1519050

金子　裕基 新潟県三条市戸口232 もみ、玄米、大豆、そば K1519052

椛澤　幸夫 新潟県長岡市天下島1丁目10番地38号 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1519053

平賀　修一 新潟県南魚沼市仙石1777 もみ、玄米、大豆、そば K1519054

駒形　正樹 新潟県南魚沼市寺尾452-甲 もみ、玄米、大豆 K1519055

中村　茂郎 新潟県長岡市小国町苔野島115地1 もみ、玄米、大豆 K1519057

横田　将史 新潟県上越市大日169-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1519058

笠原　秋彦 新潟県上越市頸城区島田804-3 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1519060

五十嵐 健一 新潟県糸魚川市大和川6490 もみ、玄米、大豆 K1519061

山﨑　俊哉 新潟県糸魚川市大字田海118番地 もみ、玄米、大豆 K1519062

加藤　益裕 新潟県阿賀野市分田1336番地 もみ、玄米 K1519063

古山　亮介 新潟県加茂市前須田401-甲 もみ、玄米 K1519064

藤﨑　徳康 新潟県長岡市楡原1583-1 もみ、玄米 K1519065

大江 伊久夫 新潟県佐渡市吉井本郷128-1 もみ、玄米 K1519066

池田　森一 新潟県新潟市西蒲区大原445 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1520001

田中　勝良 新潟県長岡市飯塚3762 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1520002

黒坂　正春 新潟県柏崎市西山町尾野内385 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1520003

野上　克巳 新潟県新潟市江南区楚川甲521 もみ、玄米 K1520004

高橋　由佳 新潟県新潟市北区松浜３－１４－２４ もみ、玄米 K1520005

佐藤　祐一 新潟県村上市大毎３０７ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆 K1520006

吉村　崇康 新潟県阿賀野市下条町３－２２ もみ、玄米、大豆 K1520007

土田　庸雄 新潟県北蒲原郡聖籠町大字大夫１８８１－１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1520008

渋谷 謙太郎 新潟県新発田市島潟１２４９－２ もみ、玄米、大麦、大豆 K1520009

川島　友幸 新潟県新発田市中曽根町１－７－１３ もみ、玄米、大麦、大豆 K1520010

渡辺　大資 新潟県胎内市長橋下３０２ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1520012

渡部　　学 新潟県佐渡市新穂舟下１６－１ もみ、玄米、大豆 K1520013

朝妻　　克 新潟県新潟市西区中権寺２９５０－１ もみ、玄米、小麦、大豆 K1520015

吉田　　朝 新潟県南蒲原郡田上町大字湯川１８０１－３ もみ、玄米、大豆 K1520016

小池　直哉 新潟県五泉市上野６６８ もみ、玄米、大豆、そば K1520017

平井 久美子 新潟県新潟市西区松海が丘３－２－８ もみ、玄米、大豆 K1520018

小林　希望 新潟県新潟市西区鳥原６３０－４ もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1520019

星野　誠一 新潟県三条市帯織３４６８ もみ、玄米、大豆 K1520020

清水　康嗣 新潟県三島郡出雲崎町尼瀬１８６ もみ、玄米、大麦、大豆 K1520021

諸橋　　敦 新潟県長岡市荻野２－６－１４ もみ、玄米、大麦、大豆 K1520022

小見　憲広 新潟県長岡市浦瀬町１２０８７ もみ、玄米、大麦、大豆 K1520023

児玉　仁志 新潟県柏崎市緑町１２－２７ もみ、玄米、大豆 K1520024

大渕　　充 新潟県小千谷市大字岩沢３６７－７ もみ、玄米、大豆、そば K1520025

清水　節夫 新潟県南魚沼市穴地７５０ もみ、玄米、大豆 K1520026

小宮山　潔 新潟県十日町市東下組１０８７番地３ もみ、玄米、大豆、そば K1520027

岡田　政規 新潟県妙高市国賀１－６－１８ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1520029

中嶋　　昭 新潟県上越市板倉区熊川７９－７ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1520030

宮路　一馬 新潟県糸魚川市大字桂６０７－１ もみ、玄米、大豆 K1520031

小林　長司 新潟県長岡市天下島１－８－３６ もみ、玄米 K1520032

佐藤　寛樹 新潟県新潟市北区長場１８１６番地 もみ、玄米 K1520033

竹之内 泰次 新潟県燕市長所６０６１番地５ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1521004

豊永　芳博 新潟県新潟市西蒲区打越甲２５５４番地 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1521005

山田　要知 新潟県村上市山辺里１９７－２２ もみ、玄米、大豆 K1521007

平山　修一 新潟県村上市今宿１３４ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1521008

高山　和彦 新潟県阿賀野市小栗山 391 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1521009

原　　聖志 新潟県新潟市北区森下４３－１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1521010

鈴木　康弘 新潟県新発田市下小中山４１２－１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1521011

佐藤　優治 新潟県村上市日下１１７４－３ もみ、玄米、大豆 K1521013

長谷川　隆行 新潟県新発田市宮古木３６５ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1521014

鶴間　康博 新潟県佐渡市原徳和 1442 もみ、玄米、大豆、そば K1521017

笹川　和広 新潟県新潟市西蒲区五之上２５７０番地 もみ、玄米、大豆 K1521020

田邉　敦史 新潟県新潟市西蒲区漆山３１９８－２ もみ、玄米、大豆 K1521021
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山本　勇一 新潟県長岡市西野１６８１番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1521023

服部　友裕 新潟県燕市吉田西太田２６６－４ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1521024

矢沢　武士 新潟県長岡市栃尾大野町３－６－７３ もみ、玄米、大麦、大豆 K1521025

村上　　亨 新潟県長岡市上除町甲２２５－４ もみ、玄米、大麦、大豆 K1521026

森　　信孝 新潟県魚沼市並柳１７０９－１ もみ、玄米 K1521027

高村　直人 新潟県南魚沼市長崎３７３０ もみ、玄米、そば K1521028

細谷　　誠 新潟県上越市名立区名立大町１１２ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1521030

霜鳥　正紀 新潟県妙高市大字坂口新田１６２－３ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1521031

白野　智久 新潟県新潟市南区新飯田 842 もみ、玄米、大麦、小麦 K1521032

伊藤　公博 新潟県新潟市西区五十嵐中島５－１０－４８ もみ、玄米 K1521033

野口　悟史 新潟県新潟市江南区酒屋町４８９－４ もみ、玄米 K1521034

山口　武志 新潟県小千谷市片貝町６２４９ もみ、玄米、小麦、そば K1521036

金子　貴子 新潟県妙高市白山町２－４－８ もみ、玄米 K1521037

斎藤　　裕 新潟県村上市間瀬４０８番地 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1522001

渡邊　公雄 新潟県村上市大毎２０８番地 もみ、玄米、大豆 K1522002

高橋　　強 新潟県阿賀野市中央町１－３－１９ もみ、玄米、大豆 K1522003

鈴木　健志 新潟県新発田市真野原８６７ もみ、玄米、大麦、大豆 K1522004

大倉　　師 新潟県阿賀野市堀越５８１－１ もみ、玄米、大麦、大豆 K1522005

新保　順也 新潟県佐渡市相川小六町５１ もみ、玄米、大豆、そば K1522006

齊藤 麻衣子 新潟県佐渡市三川１２１８ もみ、玄米、大豆 K1522007

藤石　　豊 新潟県新潟市西区小針３－３５－１５ もみ、玄米、大豆 K1522008

田才 龍太郎 新潟県新潟市南区鷲ノ木新田６０９ もみ、玄米、大豆 K1522009

坂井　　輔 新潟県新潟市中央区沼垂西１－１１－１６ もみ、玄米、大豆 K1522010

五十嵐 誠喜 新潟県新潟市西蒲区馬堀２５２７番地 もみ、玄米、大豆 K1522011

篠澤　和志 新潟県新潟市西蒲区越前浜５３６２番地 もみ、玄米、大豆 K1522012

近藤　桂太 新潟県三条市飯田３１０ もみ、玄米、大豆 K1522013

山崎　哲央 新潟県長岡市中之島４１６０－８ もみ、玄米、大豆 K1522014

池田 圭一郎 新潟県長岡市青葉台２-８-８ もみ、玄米、大麦、大豆 K1522015

横山　丈浩 新潟県長岡市宮下町４９４ もみ、玄米、大麦、大豆 K1522016

岩本　　誠 新潟県見附市今町２－１５－３６ もみ、玄米、大麦、大豆 K1522017

神林　孝之 新潟県長岡市古正寺町２－２３４ もみ、玄米、大麦、大豆 K1522018

寺口　　武 新潟県南魚沼市塩沢１１５３－５ もみ、玄米、そば K1522020

南雲　猛史 新潟県南魚沼市天野沢９８ もみ、玄米 K1522021

羽鳥　　雅 新潟県十日町市伊勢平治４３５－１ もみ、玄米、大豆、そば K1522022

小島　秀洋 新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎甲７９８－４ もみ、玄米、大豆、そば K1522023

小林　拓志 新潟県刈羽郡刈羽町刈羽６４４－１ もみ、玄米、大豆、そば K1522024

熊木 眞理子 新潟県上越市大潟区雁子浜４７６－１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1522025

秋山 美智子 新潟県上越市三和区法花寺３６６ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1522026

清田　恭司 新潟県阿賀野市保田１６４５ もみ、玄米 K1522027

清野　志明 新潟県阿賀野市安野町９－２８ もみ、玄米 K1522028

田村　剛一 新潟県新潟市南区下木山７９－９ もみ、玄米 K1522029

鈴木　健志 新潟県燕市吉田西太田 1122 もみ、玄米、小麦 K1522030

山田　謙也 新潟県新潟市南区東長嶋６１－乙 もみ、玄米 K1522031

小林　康一 新潟県上越市三和区島倉７０４ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1522035

矢代　成行 新潟県新潟市西区小針2丁目11-15 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1522036

羽尾　　豊 新潟県上越市三和区下田島６６ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1522037

丸山　幸雄 新潟県見附市反田町１３２－１ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1522038

國島　康敏 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦１２３６ もみ、玄米、大豆、そば K1523011

荒井　　清 新潟県魚沼市坂木２３６ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1523012

伴田　智恵 新潟県村上市岩船新田町３－３２ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524001

岡田　　浩 新潟県妙高市大字坂口新田６３４ もみ、玄米 K1524002

横山　久紀 新潟県上越市三和区本郷４７２番地 もみ、玄米 K1524003

廣川　政良 新潟県長岡市宮本東方町１１７８－１ もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1524004

髙橋　洋介 新潟県新潟市東区寺山3-35-45シェトワＢ105 もみ、玄米 K1524008

大矢　正和 新潟県村上市南大平249 もみ、玄米、大麦、大豆 K1524009

高野　貞昭 新潟県村上市小岩内641-3 もみ、玄米、大麦、大豆 K1524010

齋藤　美紀 新潟県新発田市竹ノ花61 もみ、玄米、大豆 K1524011

渡邉　寛之 新潟県阿賀野市次郎丸 763-1 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1524012

横田　朋之 新潟県阿賀野市小河原304 もみ、玄米、大豆、そば K1524013

小林　正紀 新潟県新潟市北区長戸呂3426-3 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524014

須田　達也 新潟県新潟市江南区曽川甲177番地 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524015

小島　　要 新潟県新発田市東新町4丁目13-10 もみ、玄米、大豆 K1524016

渋谷 賢志郎 新潟県新発田市虎丸361 もみ、玄米、大豆 K1524017

近　　博之 新潟県新発田市中妻62 もみ、玄米、大豆 K1524018

石岡　みのり 新潟県新発田市金塚1088-7 もみ、玄米、大豆 K1524019
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大橋　和則 新潟県胎内市苔実 433 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524020

稲垣 駿太郎 新潟県胎内市下高田1093-5 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524021

渡部　博和 新潟県新潟市秋葉区川口2055 もみ、玄米 K1524023

小嶋　　誠 新潟県新潟市秋葉区美幸町3-13-6 もみ、玄米 K1524024

佐藤 みづほ 新潟県新潟市江南区沢海1-3-8 もみ、玄米 K1524025

遠藤　茂行 新潟県燕市小古津新 1588 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1524026

中澤　　誠 新潟県新潟市西蒲区矢島247 もみ、玄米、大豆 K1524028

玉木　康行 新潟県新潟市南区味方502番地 もみ、玄米、大豆 K1524029

石髙　弘貴 新潟県長岡市中之島231-1 もみ、玄米、大豆 K1524030

田中　妙子 新潟県三条市北入蔵2-24-7 もみ、玄米、大豆 K1524031

武樋　仁 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524032

髙野　裕太 新潟県長岡市大積町１丁目甲1011-7 もみ、玄米、大麦、大豆 K1524033

西済　美樹 新潟県新潟市秋葉区古田3-2-20 もみ、玄米 K1524034

藤井　翔真 新潟県新潟市南区下道潟176 もみ、玄米 K1524035

小杉　享央 新潟県長岡市学校町3-11-26-804 もみ、玄米 K1524036

西澤　　亨 新潟県長岡市来迎寺1919番地 もみ、玄米、小麦 K1524037

佃　　直樹 新潟県佐渡市栗野江1586 もみ、玄米、大豆 K1524038

福井　幹剛 新潟県佐渡市小木町732 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1524039

小林　拓矢 新潟県佐渡市窪田556-2 もみ、玄米、大豆 K1524040

仲川　弘晃 新潟県佐渡市羽茂三瀬102 もみ、玄米、そば K1524041

中川　健 新潟県長岡市脇野町 87 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524042

野村　耕司 新潟県長岡市中之島1470-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524043

小林　洋之 新潟県長岡市上岩井6795 もみ、玄米、大麦、大豆 K1524044

渡辺　竜也 新潟県小千谷市大字桜町1221-15 もみ、玄米 K1524045

川上　哲也 新潟県小千谷市大字小栗山1594-4 もみ、玄米 K1524046

原　佑哉 新潟県長岡市青葉台 5-44-5 もみ、玄米、大豆、そば K1524047

山内　隆弥 新潟県魚沼市佐梨501 もみ、玄米 K1524048

山田　則夫 新潟県南魚沼市樺野沢５ もみ、玄米 K1524049

岡村　一臣 新潟県南魚沼市中子新田甲104 もみ、玄米 K1524050

米田　一央 新潟県南魚沼市雲洞625番地 もみ、玄米 K1524051

新潟県長岡市今井2-38-2アーバンステージ七番館301

樋口　大介 新潟県十日町市馬場辛867 もみ、玄米、そば K1524052

春日　　巧 新潟県十日町市山谷672 もみ、玄米、そば K1524053

石塚　一久 新潟県十日町市浦田5393 もみ、玄米 K1524054

関沢　真一 新潟県中魚沼郡津南町大字上郷子種新田 3109-1 もみ、玄米、大豆、そば K1524055

桑原　武彦 新潟県中魚沼郡津南町谷内乙343 もみ、玄米、大豆、そば K1524056

飯田　敏樹 新潟県柏崎市東本町3-4-34 もみ、玄米、大豆 K1524057

藤田　直樹 新潟県柏崎市米山台1丁目3-2 もみ、玄米、大豆 K1524059

宮下　浩幸 新潟県妙高市大字雪森942番地11 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1524060

西内　清人 新潟県糸魚川市大字鷲尾7-4 もみ、玄米 K1524061

土田　　満 新潟県糸魚川市大字寺地1853-2 もみ、玄米 K1524062

小山　美加 新潟県糸魚川市横町1-9-3 もみ、玄米 K1524063

長谷川 健太郎 新潟県長岡市福住1-4-28 もみ、玄米 K1524064

古俣　英明 新潟県新潟市西区内野上新町12080-3 もみ、玄米 K1524065

山田　　大 新潟県魚沼市小出島494番地 もみ、玄米 K1524066

加藤　貴俊 新潟県新潟市東区松和町13-13 もみ、玄米、小麦、大豆 K1524067

栗賀　信雄 新潟県新潟市南区上浦486 もみ、玄米、大麦、大豆 K1524081

佐藤　司 新潟県新潟市秋葉区こがね町 8-27 玄米、大麦、小麦 K1524083

松本　善衛 新潟県村上市大津252番地 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1525001

小池　翼 新潟県村上市岩沢 3613-8 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1525002

山田　薫 新潟県村上市坂町 1947 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K1525003

大倉　拓磨 新潟県北蒲原郡聖籠町諏訪山355 もみ、玄米 K1525004

川端　麻里 新潟県新発田市東新町4-2-11 ｽﾄｰｸﾊｲﾂ202 もみ、玄米 K1525005

小岡　辰也 新潟県佐渡市羽茂村山571 もみ、玄米、そば K1525006

渡辺 扶佑子 新潟県佐渡市羽茂上山田979 もみ、玄米 K1525007

杉崎　和也 新潟県新潟市秋葉区南町3-21 JRアパート6棟208 もみ、玄米、大豆 K1525009

仲村　貴行 新潟県新潟市江南区二本木2-5-17 もみ、玄米、大豆 K1525010

松浦　美貴 新潟県新潟市西区五十嵐２の町8294-2 もみ、玄米 K1525012

佐久間 滋久 新潟県新潟市中央区女池3-62-1 もみ、玄米、大豆 K1525013

落合　一彦 新潟県五泉市南田中666 もみ、玄米、大豆、そば K1525014

野澤　裕介 新潟県新潟市西蒲区巻甲4740-1 もみ、玄米、大豆 K1525015

成田　雄也 新潟県新潟市西蒲区横曽根1451 もみ、玄米、大豆 K1525016

信賀　勝幸 新潟県見附市三林町745 もみ、玄米、大豆 K1525017

田辺 甚一朗 新潟県長岡市大口1412 もみ、玄米、大豆 K1525018

山本 雄一郎 新潟県長岡市西野2528 もみ、玄米、大麦、大豆 K1525019

土屋　祐貴 新潟県小千谷市大字桜町5013-9 もみ、玄米、大麦、大豆 K1525020
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遠藤　浩司 新潟県長岡市来迎寺1725-4 もみ、玄米、大麦、大豆 K1525021

田澤　健太 新潟県魚沼市魚野地963 もみ、玄米、大麦、大豆 K1525022

近藤　弘行 新潟県新潟市西区大野町3404-2 もみ、玄米、大麦、大豆 K1525023

倉沢　陽介 新潟県長岡市新保4-3-8 もみ、玄米 K1525024

上村　祥吉 新潟県南魚沼市下原393-4 もみ、玄米 K1525025

眞霜　櫻子 新潟県十日町市春日 183-6 もみ、玄米、そば K1525026

南雲 　壮一 新潟県十日町市八箇甲324-1 もみ、玄米、大豆、そば K1525028

小田島 健太 新潟県柏崎市西山町伊毛366-2 もみ、玄米、大豆 K1525029

池田　秀樹 新潟県上越市大字島田1426番地１ もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1525030

椿　絵里奈 新潟県上越市大和5-11-44 もみ、玄米、大豆、そば K1525031

吉田　雅人 新潟県上越市本町2-1-12-1101 もみ、玄米 K1525032

冨所　範子 新潟県見附市本所1-4-33 もみ、玄米 K1525034

岡村　博之 新潟県小千谷市高梨町2980 もみ、玄米、小麦 K1525035

樋口　拓也 新潟県新潟市南区鷲ノ木新田 5555-2 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1525036

白澤　隆久 新潟県上越市頸城区大坂井 143 玄　米 K1526001

佐藤　恵子 新潟県魚沼市米沢 147 もみ、玄米 K1522019

小池　裕也 新潟県村上市平林 1961 もみ、玄米、大麦、大豆 K1526003

本多　秀彰 新潟県阿賀野市嘉瀬島 26 もみ、玄米、大豆、そば K1526004

錦織　義紀 新潟県胎内市下館 1794-1 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1526005

朝妻　健治 新潟県新潟市西区金巻新田 40 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1526006

藤塚　大生 新潟県五泉市寺沢2丁目 2-43 もみ、玄米、大豆、そば K1526007

神田　 誠 新潟県新潟市江南区横越中央 3-4-11 もみ、玄米 K1526008

板垣　健太郎 新潟県新潟市南区大通南 1-82 もみ、玄米、大豆 K1526009

渡辺　 徹 新潟県新潟市南区小蔵子 28 もみ、玄米、大豆 K1526010

渡部　和弘 新潟県東蒲原郡阿賀町三方甲 320 もみ、玄米 K1526011

山田　 司 新潟県新潟市西区みずき野 2-23-3 もみ、玄米、大豆、そば K1526012

江川　英邦 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉 606 もみ、玄米、大豆 K1526013

吉田　武史 新潟県佐渡市小木 1968 もみ、玄米、大豆 K1526014

加藤　広史 新潟県佐渡市羽茂小泊 881 もみ、玄米、大豆、そば K1526015

小黒　章智 新潟県長岡市中之島中条丙 459 もみ、玄米、大豆、そば K1526016

大竹　耕平 新潟県三条市楢山 504 もみ、玄米、大豆、そば K1526017

中島　志穂 新潟県長岡市与板町与板乙 908-20 もみ、玄米、大麦、大豆 K1526018

三國　美奈子 新潟県長岡市石動町 338-10 もみ、玄米、大麦、大豆 K1526019

溝口　小百合 新潟県長岡市愛宕 3-9-23 もみ、玄米、大麦、大豆 K1526020

土田　太一 新潟県長岡市長倉 3-631 もみ、玄米、大麦 K1526021

山口　遵 新潟県小千谷市鴻巣町 992 もみ、玄米、そば K1526022

小林　和広 新潟県魚沼市虫野 1595-8 もみ、玄米 K1526023

五十嵐　奈保 新潟県魚沼市十日町 385 もみ、玄米 K1526024

小野塚　正和 新潟県南魚沼市塩沢 1681-2 もみ、玄米、大豆、そば K1526025

原澤　 学 新潟県南魚沼市小栗山 2123 もみ、玄米 K1526026

神南　厚志 新潟県南魚沼市宮 923 もみ、玄米 K1526027

髙橋　祐治 新潟県中魚沼郡津南町大字秋成 9720 もみ、玄米、大豆、そば K1526028

竹内　 豪 新潟県長岡市千谷沢 3995 もみ、玄米、大豆 K1526029

早川　美緒 新潟県柏崎市大字下田尻 1970 もみ、玄米、大豆、そば K1526030

山田　 純 新潟県上越市五智 1-5-18 もみ、玄米、大豆、そば K1526031

山崎　 哲 新潟県上越市中央３丁目５番16号 もみ、玄米、大豆、そば K1526032

渡邊　仁志 新潟県新潟市南区犬帰新田 797-1 もみ、玄米 K1526033

佐野　栄太 新潟県長岡市稲保 2-544-12 もみ、玄米 K1526034

野村　和希 新潟県新潟市東区中野山 1-3-1 もみ、玄米 K1526035

本多　優太 新潟県南魚沼市六日町 1036-13 もみ、玄米 K1526036

姚　 倉涌 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁 214-4 もみ、玄米 K1526037

石田　裕哉 新潟県村上市下相川336 もみ、玄米 K1527002

大滝　仁 新潟県村上市北中857 もみ、玄米、大豆、そば K1527003

竹内　陽祐 新潟県村上市小口川213アンソイエＮＡ102 もみ、玄米、大麦、大豆 K1527004

山岸　範史 新潟県新潟市江南区袋津6-5-26 もみ、玄米、大豆 K1527005

武仲　美智子 新潟県阿賀野市船居102 もみ、玄米、大豆 K1527006

佐久間　英二 新潟県北区木崎3番地 もみ、玄米 K1527007

山田　達朗 新潟県北区太田715 もみ、玄米 K1527008

今井　拓也 もみ、玄米 K1527009

渡邉　由里子 新潟県新発田市大栄町5-10-20-2 もみ、玄米 K1527010

諸橋　慎一 新潟県胎内市飯角21-4 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K1527011

若井　翔平 新潟県新潟市江南区亀田東町3-2-8 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1527012

鈴木　健太 新潟県五泉市丸田戊103 もみ、玄米、大豆、そば K1527013

梅津　亮 新潟県新潟市南区菱潟303 もみ、玄米、大豆 K1527014

山本　圭一 新潟県西蒲原郡弥彦村大字井田2538 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K1527015

新潟県新発田市新栄町2-10-18アーバンハイツコスモス105
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笹川　智弘 新潟県燕市分水桜町3-11-12 もみ、玄米、大豆 K1527016

竹内　孝文 新潟県新潟市西蒲原区遠藤1545 もみ、玄米、大豆 K1527017

熊谷　典人 新潟県佐渡市新穂正明寺1062 もみ、玄米 K1527018

駒形　憲昭 新潟県佐渡市金井新保乙508-11 もみ、玄米、そば K1527019

山田　慎 新潟県佐渡市沢根篭町25 もみ、玄米 K1527020

小林　由李 新潟県三条市袋123 もみ、玄米、大豆、そば K1527021

芳賀　愛実 新潟県三条市東裏館2-22-38メゾンフジミ2 もみ、玄米、大豆、そば K1527022

丸山　佳祐 新潟県長岡市上田町1-9 もみ、玄米、大麦、大豆 K1527023

小林　由佳 新潟県小千谷市上片貝674 もみ、玄米、大麦、小麦 K1527024

坂大　恵子 新潟県魚沼市十日町863 もみ、玄米 K1527025

遠藤　徳朗 新潟県魚沼市田川310 もみ、玄米 K1527026

瀧澤　洋平 新潟県南魚沼市思川40 もみ、玄米 K1527027

髙澤　喬 新潟県南魚沼市塩沢210 もみ、玄米 K1527028

細谷　麻莉乃 新潟県上越市大潟区内雁子新田455 もみ、玄米、大豆 K1527030

仲谷　和浩 もみ、玄米、大豆、そば K1527031

中条　睦之 新潟県上越市富岡2652-18 もみ、玄米、大豆、そば K1527032

細野　明日香 新潟県糸魚川市大字平890 もみ、玄米 K1527033

飯島　哲 新潟県新潟市江南区亀田本町4-1-26 もみ、玄米 K1527034

本間　格 新潟県南区西白根251-10 もみ、玄米 K1527035

伊藤　友樹 新潟県新潟市西蒲区巻甲2469-8 もみ、玄米 K1527036

吉原　学 新潟県妙高市上百々1丁目4-28 もみ、玄米 K1527037

佐藤　真那臣 新潟県新潟市北区高森3963 もみ、玄米 K1527038

鈴木　佳樹 新潟県村上市下鍛冶屋510-13 もみ、玄米 K1527039

高橋　一生 新潟県新潟市西蒲区大原4165 もみ、玄米 K1527040

中村　大地 新潟県佐渡市両津湊101 もみ、玄米 K1527041

岡村　茂則 新潟県加茂市寿町16-16 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆、そば K1528002

内山　美穂 もみ、玄米

松田　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

新潟県上越市五智1丁目3番12エンゼルハイツ102号

新潟県村上市布部3212 K1528003

新潟県村上市日下948-3パルヴィレッジ202 K1528004

新潟県阿賀野市上蔵野473 K1528005

新潟県阿賀野市押切1056-59 K1528006

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

新潟県胎内市東牧145-1 K1528007

新潟県新潟市秋葉区浦輿野78 K1528008

新潟県長岡市寺泊上荒町7826-1 K1528009

新潟県三条市如法寺1-22 K1528010

新潟県加茂市大字宮寄上1553 K1528011

新潟県長岡市喜多町792 K1528012

新潟県長岡市芹川町2548 K1528013

新潟県長岡市新保1-16-1 K1528014

新潟県小千谷市片貝山屋町319 K1528015

新潟県南魚沼市六日町2339-2 K1528016

新潟県中魚沼郡津南町大字赤沢3355 K1528017

新潟県上越市吉川区原之町1434-2 K1528018

新潟県上越市大学前163番地 K1528019

新潟県小千谷市城内4丁目7番34号 K1528020

新潟県妙高市白山町3-8-8 K1528021

新潟県新潟市西区坂井474-15 K1528022

新潟県村上市仲間町626-13 K1528023

新潟県五泉市石曽根6167-2 K1528024

新潟県東蒲原郡阿賀町五十島651 K1528025

新潟県新潟市江南区茜ヶ丘1-16 K1528026

新潟県新潟市西区内野西1-17-7メゾンセジュール202号 K1528027

新潟県長岡市岩野1808 K1528028

新潟県三条市南新保19-18 K1528029

新潟県魚沼市新保204-3 K1528030

新潟県魚沼市下新田377 K1528031

新潟県十日町市松之山古戸203-5 K1528032

新潟県十日町市伊達辛264 K1528033

新潟県佐渡市小木町81-1 K1528034

新潟県佐渡市原黒313 K1528035

新潟県佐渡市河原田本町369-5 K1528036

新潟県阿賀野市小浮822 K1528040

新潟県長岡市六日市町1613 K1528041

新潟県糸魚川市大字田伏234-2 K1528037

新潟県柏崎市大字藤井955-18 K1528038

新潟県柏崎市藤元町4-2 K1528039
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