認定番号を発行した「銀河のしずく」ロゴマーク等使用者一覧
ロゴマーク等使用許可日

認定番号

ロゴマーク等使用者の氏名

平成29年8月10日

ロゴマーク認定001号

株式会社純情米いわて
代表取締役社長 菊池 勝

平成29年8月10日

ロゴマーク認定002号

株式会社佐々木米穀店
代表取締役 佐々木 武男

平成29年8月10日

ロゴマーク認定003号

有限会社すぐね
代表取締役 鈴木 貞裕

平成29年8月10日

ロゴマーク認定004号

全国農協食品株式会社
代表取締役社長 百瀬 祥一

平成29年8月10日

ロゴマーク認定005号

くりや株式会社
代表取締役 徳永 真悟

平成29年8月10日

ロゴマーク認定006号

岩手県信用農業協同組合連合会
代表理事理事長 菅原 和則

平成29年8月23日

ロゴマーク認定007号

米工房 加藤米穀店
加藤 聡

平成29年8月24日

ロゴマーク認定008号

有限会社夢農業たかはし
取締役 高橋 静男

平成29年8月30日

ロゴマーク認定009号

ライスフレンド株式会社
代表取締役社長 東山 忠雄

平成29年9月5日

ロゴマーク認定010号

幸南食糧株式会社
代表取締役社長 川西 孝彦

平成29年9月8日

ロゴマーク認定011号

有限会社土屋米穀店
代表取締役 土屋 一

ロゴマーク等の使用が中止又は使用許
可が取り消された場合、その理由

有限会社姫園芸
代表取締役 櫻糀 哲也

平成29年9月8日

ロゴマーク認定012号

平成29年9月8日

ロゴマーク認定013号

平成29年9月14日

ロゴマーク認定014号

株式会社山田屋本店
代表取締役社長 秋沢 淳雄

平成29年9月14日

ロゴマーク認定015号

ライスフレンド株式会社
代表取締役社長 東山 忠雄

平成29年9月14日

ロゴマーク認定016号

全農パールライス株式会社
代表取締役社長 前田 守弘

平成29年9月26日

株式会社ミツハシ
代表取締役会長兼社長 三橋

美幸

FA92、FB92
株式会社神明 営業本部
（ロゴマーク認定017号） 東日本営業部 部長 高部 孝太郎
有限会社カワサキ森田屋
代表取締役 川崎 好之

平成29年9月26日

ロゴマーク認定018号

平成29年9月26日

ロゴマーク認定019号

平成29年10月2日

ロゴマーク認定020号

有限会社ハッピーライスいわて丸福
代表取締役 川村 巧

平成29年10月2日

ロゴマーク認定021号

有限会社田鎖農園
代表取締役 田鎖 高紀

平成29年10月2日

ロゴマーク認定022号

いちかわライスビジネス株式会社
代表取締役社長 市川 稔

平成29年10月2日

ロゴマーク認定023号

株式会社高橋農園
代表取締役 高橋 淳

平成29年10月5日

ロゴマーク認定024号

有限会社ファーム菅久
代表取締役 菅原 久耕

株式会社神明
代表取締役社長 藤尾

益雄

平成29年10月13日

ロゴマーク認定025号

高知食糧株式会社
代表取締役 山崎 広起

平成29年10月13日

ロゴマーク認定026号

花村米穀株式会社
取締役 花村 智隆

平成29年10月13日

ロゴマーク認定027号

駒木米穀店
代表 駒木 信一

平成29年10月20日

ロゴマーク認定028号

東福岡米穀協同組合
理事長 冨田 勝久

平成29年10月20日

ロゴマーク認定029号

平成29年10月20日

ロゴマーク認定030号

伊藤忠食糧株式会社
代表取締役社長 近藤 秀衛

平成29年10月24日

ロゴマーク認定031号

有限会社河判
代表取締役 河内 克倫

平成29年10月24日

ロゴマーク認定032号

株式会社武蔵糧穀
代表取締役社長 田中 敏勝

平成29年10月31日

ロゴマーク認定033号

浅見米店
代表 浅見 正史

平成29年10月31日

ロゴマーク認定034号

株式会社大阪第一食糧
代表取締役社長 熊木 周二

平成29年10月31日

ロゴマーク認定035号

株式会社青山商店
代表取締役社長 青山 福松

平成29年10月31日

ロゴマーク認定036号

株式会社みのりや米店
堂迫 与人

平成29年10月31日

ロゴマーク認定037号

有限会社サンライス
代表取締役 佐橋 誠一

木徳神糧株式会社
代表取締役社長 平山

惇

平成29年11月1日

ロゴマーク認定038号

花巻農業協同組合
代表理事組合長 阿部 勝昭

平成29年11月6日

ロゴマーク認定039号

お米のパディー
斎藤 剛

平成29年11月7日

ロゴマーク認定040号

有限会社屋部商店
代表取締役社長 屋部 憲次

平成29年11月10日

ロゴマーク認定041号

平成29年11月14日

ロゴマーク認定042号

平成29年11月14日

ロゴマーク認定043号

平成29年11月27日

ロゴマーク認定044号

有限会社つくしや
代表取締役 池田 五郎

平成29年11月27日

ロゴマーク認定045号

米浩加藤商店
加藤 裕

平成29年11月27日

ロゴマーク認定046号

福田米穀店
代表 福田 好哲

平成29年12月1日

ロゴマーク認定047号

有限会社多田金
代表取締役 菊池 真市

平成29年12月1日

ロゴマーク認定048号

関庄糧穀株式会社
代表取締役 関 英雄

平成29年12月6日

ロゴマーク認定049号

有限会社諏訪商店
代表取締役 諏訪 泰幸

平成29年12月6日

ロゴマーク認定050号

広沢米穀株式会社
代表取締役社長 広沢 久江

岩田産業株式会社
代表取締役社長 岩田

章

倉持米穀店
倉持 友紀央

代表

加藤商店
代表取締役社長 加藤

良泰

平成29年12月13日

ロゴマーク認定051号

吉田屋
小林 好通

平成29年12月13日

ロゴマーク認定052号

有限会社なかばやし
代表取締役 中林 等

平成29年12月13日

ロゴマーク認定053号

米徳米穀店
代表 吉田 幸夫

平成29年12月21日

ロゴマーク認定054号

全国農業協同組合連合会岩手県本部
県本部長 畠山 俊彰

平成29年12月21日

ロゴマーク認定055号

関根米店
関根 康雅

平成29年12月25日

ロゴマーク認定056号

有限会社第三ライスセンター
代表取締役 藤澤 明規

平成29年12月25日

ロゴマーク認定057号

有限会社松勘商店
代表取締役 松田 謙治

平成30年1月11日

ロゴマーク認定058号

平成30年1月11日

ロゴマーク認定059号

株式会社石川ライス
代表取締役 門倉 博明

平成30年1月17日

ロゴマーク認定060号

株式会社ヤマイチライス
代表取締役 小嶋 唯義

平成30年1月23日

ロゴマーク認定061号

株式会社ＰＥＢＯＲＡ
代表取締役 川村 靜功

平成30年1月23日

ロゴマーク認定062号

平成30年1月23日

ロゴマーク認定063号

株式会社藤食糧
代表取締役社長 藤本

株式会社川長
代表取締役社長 川村

幸宗

長治

有限会社米栄
代表取締役 恒川 栄悟

平成30年1月31日

ロゴマーク認定064号

株式会社金子商店
代表取締役 金子 真人

平成30年2月5日

ロゴマーク認定065号

株式会社関西米穀
代表取締役 北口 勝

平成30年2月16日

ロゴマーク認定066号

平成30年2月19日

ロゴマーク認定067号

株式会社暮坪農場
代表取締役 高橋 勲

平成30年2月19日

ロゴマーク認定068号

日本生活協同組合連合会
代表理事専務 嶋田 裕之

平成30年3月8日

ロゴマーク認定069号

合同会社平沢商店
代表社員 平沢 敦

平成30年3月8日

ロゴマーク認定070号

株式会社九州むらせ
代表取締役社長 村瀬 慶太郎

平成30年3月14日

ロゴマーク認定071号

株式会社米庄
代表取締役 堀尾 庄一

平成30年3月14日

ロゴマーク認定072号

株式会社千亀利
代表取締役 南 鉄治

平成30年3月14日

ロゴマーク認定073号

株式会社梅田商店販売
代表取締役 梅田 範雄

平成30年4月2日

ロゴマーク認定074号

有限会社山食
代表取締役 山口 洋兒

平成30年4月18日

ロゴマーク認定075号

株式会社内野米穀
代表取締役 内野 一郎

平成30年5月18日

ロゴマーク認定076号

有限会社コメマルシェたかはし
代表取締役 高橋 久

舘澤

正道

平成30年5月18日

ロゴマーク認定077号

タカラ米穀株式会社
代表取締役社長 星 広二

平成30年6月21日

ロゴマーク認定078号

有限会社小池精米店
代表取締役 小池 理雄

平成30年6月21日

ロゴマーク認定079号

株式会社福田企画グループ
代表取締役 福田 宏昭

平成30年7月3日

ロゴマーク認定080号

ライズフラット株式会社
代表取締役 鈴木 航平

平成30年7月17日

ロゴマーク認定081号

有限会社石うす屋中村米穀
代表取締役 中村 眞

平成30年8月8日

ロゴマーク認定082号

東淡路米穀・酒販
柾 政行

平成30年8月8日

ロゴマーク認定083号

北海道中央食糧株式会社
代表取締役社長 江端 正夫

平成30年8月22日

ロゴマーク認定084号

かねき米の郷
鈴木 健司

平成30年8月22日

ロゴマーク認定085号

細見米穀株式会社
代表取締役 細見 傳雄

平成30年9月3日

ロゴマーク認定086号

平成30年9月14日

ロゴマーク認定087号

O-ETSU食品工業株式会社
代表取締役 中村 太郎

平成30年9月27日

ロゴマーク認定088号

みちのく水稲研究会
有馬 司

平成30年9月27日

ロゴマーク認定089号

有限会社藤田商店
代表取締役社長 藤田 一志

千田

敏夫

平成30年10月12日

ロゴマーク認定090号

上澤田

作実

平成30年10月12日

ロゴマーク認定091号

西川米穀店
西川 信一

平成30年10月17日

ロゴマーク認定092号

株式会社ひめライス
代表取締役社長 松田 一人

平成30年11月1日

ロゴマーク認定093号

ひらた米穀店
平田 隆則

平成30年11月1日

ロゴマーク認定094号

須藤米店
須藤 憲一

平成30年11月6日

ロゴマーク認定095号

有限会社リカーショップ石塚
取締役社長 石塚 元康

平成30年11月6日

ロゴマーク認定096号

有限会社長谷川多作商店
代表取締役社長 長谷川 博

平成30年11月6日

ロゴマーク認定097号

株式会社六名米穀店
代表取締役 鈴村 勝

平成30年11月6日

ロゴマーク認定098号

三本松米穀店
加藤 久喜

平成30年11月6日

ロゴマーク認定099号

米七商事
代表 木村 剛久

平成30年11月6日

ロゴマーク認定100号

株式会社オクモト
代表取締役 奥本 浩之

平成30年11月6日

ロゴマーク認定101号

株式会社オゼキ糧穀
代表取締役 小関 克典

平成30年11月12日

ロゴマーク認定102号

はくのや米穀店株式会社
代表取締役 伯野 健悟

平成30年11月12日

ロゴマーク認定103号

株式会社堀田米穀
代表取締役 荒川 明敏

平成30年11月16日

ロゴマーク認定104号

米マイスター麹町有限会社
代表取締役社長 福士 修三

平成30年11月16日

ロゴマーク認定105号

大和産業株式会社
専務取締役 寺内 義人

平成30年11月16日

ロゴマーク認定106号

株式会社糀屋米穀店
代表取締役 伊藤 靖典

平成30年11月16日

ロゴマーク認定107号

有限会社世古米穀店
代表取締役 世古 博道

平成30年11月20日

ロゴマーク認定108号

株式会社ハラキン
代表取締役 原 啓祐

平成30年11月22日

ロゴマーク認定109号

お米専門店こめや
下地 清来

平成30年11月22日

ロゴマーク認定110号

有限会社足立米店
代表取締役 足立 守重

平成30年11月22日

ロゴマーク認定111号

青山台米穀店
店長 的場 義幸

平成30年11月30日

ロゴマーク認定112号

株式会社こめしん
代表取締役社長 徳山 淳一

平成30年12月4日

ロゴマーク認定113号

株式会社パールライス宮城
代表取締役社長 成田 順治

平成30年12月4日

ロゴマーク認定114号

株式会社食創
代表取締役 竹森 直義

平成30年12月19日

ロゴマーク認定115号

団兵衛五十川商店
代表 五十川 繁

平成30年12月21日

ロゴマーク認定116号

峡東食糧協同組合
理事長 平塚 義

平成31年1月17日

ロゴマーク認定117号

有限会社米豊商店
代表取締役 内藤 幸男

平成31年2月14日

ロゴマーク認定118号

株式会社ナンブ
代表取締役 武笠 安雄

平成31年2月14日

ロゴマーク認定119号

株式会社福糧
代表取締役 中川 一男

平成31年2月20日

ロゴマーク認定120号

みねお米店
峯尾 幸信

平成31年3月4日

ロゴマーク認定121号

株式会社須賀米穀店
代表取締役 須賀 稔

平成31年3月4日

ロゴマーク認定122号

株式会社丸越
代表取締役社長 土方

義人

