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カテゴリー

3.　地域ブランドに対するアドバイス・コンサルティング
　　を行う法人又は団体



2013/3/21現在
（カテゴリー順、都道府県順）

a）地域ブランド取組主体

都道府県名 会員名称
1 北海道 鵡川漁業協同組合
2 北海道 十勝ブランド認証機構（財団法人十勝圏振興機構）
3 北海道 芽室町農業協同組合
4 北海道 特定非営利活動法人「日本で最も美しい村」連合
5 北海道 松前産業クラスター研究会
6 北海道 オホーツク網走農業協同組合
7 北海道 旭川食品産業支援センター（事務局：旭川市）
8 青森県 下北ふるさと活性協議会
9 青森県 在来津軽清水森ナンバブランド確立研究会
10 青森県 ベリーオーチャド下北
11 青森県 特定非営利活動法人くろいし・ふるさと・りんご村
12 青森県 田子町農業協同組合
13 青森県 千葉　心
14 宮城県 加美よつば農業協同組合
15 宮城県 栗っこ農業協同組合
16 山形県 有限責任事業組合ままくぅ
17 山形県 遊佐ブランド推進協議会
18 山形県 羽越しな布振興協議会
19 山形県 くだものうつわ
20 山形県 「つや姫」ブランド化戦略実施本部
21 山形県 株式会社ジオンジファーム

22 福島県 一般社団法人・福島県古民家再生協会
23 茨城県 かすみがうら市ブランド化推進会議
24 栃木県 百姓番長
25 栃木県 大田原市農産物ブランド化促進協議会
26 群馬県 上野村農業協同組合特産課加工所（十石みそ工場）
27 群馬県 全国農業協同組合連合会　群馬県本部
28 群馬県 ㈱金井農園
29 埼玉県 草加せんべい振興協議会
30 埼玉県 本庄精密農法研究会（戸塚貞男　会員）
31 埼玉県 金井幹雄（本庄精密農法（PF）研究会　代表）
32 千葉県 八街落花生商工協同組合
33 千葉県 木更津市観光ブルーベリー園協議会
34 東京都 特定非営利活動法人ウヤギー沖縄
35 東京都 住友林業株式会社
36 東京都 小平ブルーベリー協議会
37 神奈川 耕栄ふぁくとりーふぁーむ
38 神奈川 杉田梅復活推進委員会
39 新潟県 にいがた地鶏生産普及研究会
40 新潟県 魚沼越光.com
41 富山県 富山県花卉球根農業協同組合
42 富山県 魚津漁業協同組合
43 富山県 氷見市農業協同組合
44 長野県 泰阜村産直組合
45 長野県 社団法人長野市農業公社（担当：総務部　徳竹浩二）
46 長野県 長野県立科町（担当：農林建設課農林係　萩原邦久）
47 岐阜県 丹生川宿儺かぼちゃ研究会
48 静岡県 焼津鰹節水産加工業協同組合
49 静岡県 掛川茶振興協会
50 静岡県 川根茶業協同組合（担当：事務局長　長島　一也）
51 静岡県 沼津魚仲買商協同組合
52 静岡県 京丸うなぎ㈱、京丸うなぎ吉田養鰻場㈱
53 静岡県 有限会社　丸新　柴本製茶
54 愛知県 祖父江ぎんなんブランド推進協議会
55 愛知県 「春日井サボテン」ブランド構築推進協議会
56 愛知県 一宮市浮野養鶏農業協同組合
57 愛知県 一色産うなぎブランド普及協議会
58 三重県 水沢茶農業協同組合
59 三重県 ＪＡいなべ
60 三重県 大内山酪農農業協同組合
61 三重県 あのりふぐ協議会
62 滋賀県 アドベリー生産協議会（会長　梅村勝久）（担当：高島市商工会）
63 滋賀県 長浜バイオクラスターネットワーク
64 滋賀県 滋賀県家畜商業協同組合
65 滋賀県 有限会社クサツパイオニアファーム（担当：代表取締役　奥村次一）
66 滋賀県 「近江牛」生産・流通推進協議会
67 京都府 京都府茶協同組合
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68 京都府 京都北山丸太生産協同組合（担当：事務局　松本吉弥）
69 京都府 舞鶴蒲鉾協同組合
70 京都府 京都米菓工業協同組合
71 大阪府 大阪泉州農業協同組合
72 兵庫県 家島産炭焼きあなご　穴号
73 兵庫県 株式会社　ささ営農
74 奈良県 吉野葛製造事業協同組合
75 奈良県 今西康雄
76 奈良県 結崎ネブカ生産部会（ＪＡならけん農産物生産・流通部会蔬菜部内）
77 和歌山 紀伊の森　　きいのもり
78 和歌山 株式会社秋津野
79 和歌山 みなべいなみ農業協同組合
80 和歌山 龍神村森林組合
81 鳥取県 財団法人大山恵みの里公社
82 鳥取県 株式会社はりまや
83 鳥取県 鳥取地域ブランド農産物育成検討会議（鳥取市）（担当：農林水産部農業振興課生産振興係　大坪宗臣）
84 島根県 浜田市水産物ブランド化戦略会議（浜田市役所産業経済部水産課）
85 岡山県 つやま新産業創出機構
86 岡山県 千屋牛
87 岡山県 一般社団法人水辺のユニオン
88 広島県 世羅高原６次産業ネットワーク
89 広島県 大野漁業協同組合
90 広島県 有限会社美波羅農園

91 広島県 農事組合法人世羅高原農場　
92 山口県 山口県うに協同組合
93 山口県 深川養鶏農業協同組合
94 香川県 ㈱ヤマヒサ
95 愛媛県 えひめ愛フード推進機構
96 愛媛県 愛南漁業協同組合
97 愛媛県 宇和島蒲鉾協同組合
98 愛媛県 越智今治農業協同組合（ＪＡおちいまばり）
99 高知県 四万十川下流漁業協同組合
100 高知県 土佐黒潮天日塩生産組合
101 高知県 株式会社四万十ドラマ
102 福岡県 豊築漁業協同組合
103 福岡県 豊前棚田ゆず振興協議会
104 福岡県 福岡県有明海海苔共販漁業協同組合連合会
105 佐賀県 佐賀県有明海漁業協同組合
106 佐賀県 神埼そうめん協同組合
107 佐賀県 小城羊羹協同組合
108 長崎県 長崎県茶業協会
109 長崎県 五島手延うどん協同組合
110 長崎県 株式会社素兵衛屋
111 熊本県 小国町森林組合
112 熊本県 ＪＡあしきた
113 熊本県 くまもと南園の匠協同組合
114 熊本県 菊池地域農業協同組合
115 大分県 豊の森と住まいを結ぶネットワーク（豊ネット）
116 大分県 国東市特産水産物銘柄化推進協議会（担当：林業水産課水産係　堤）　　
117 大分県 農事組合法人紫草の里営農組合
118 宮崎県 宮崎県乳用牛肥育事業農業協同組合（担当：事業部　上柳英人）
119 宮崎県 みやざきブランド推進本部（担当：宮崎県農政水産部農政企画課　ブランド担当）　　　　　　
120 宮崎県 特定非営利活動法人ゆめ豊かにちなん
121 鹿児島 鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会（担当：事務局　宮内茂）
122 鹿児島 NPO法人物網人
123 鹿児島 種子屋久農業協同組合
124 鹿児島 鹿児島県奄美市商水情報課
125 沖縄県 久米水産株式会社
126 沖縄県 牛頭株式会社

b）地域ブランドアドバイザー

都道府県名 会員名称
1 北海道 森嶋　輝也（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構　中央農業総合研究センター　農業経営研究領域　主任研究員）

2 青森県 坂本　貴秀（郷土食コーディネーター）
3 青森県 加藤　哲也
4 宮城県 伊藤房雄（東北大学大学院農学研究科　准教授）
5 宮城県 小林　豊弘（小林経営研究所　代表）
6 宮城県 行政書士いとう事務所
7 山形県 田北俊昭
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8 福島県 髙橋英子
9 茨城県 園部　武雄（弁理士　園部国際特許事務所　所長）
10 茨城県 小園江和博
11 茨城県 宮崎　隆子
12 栃木県 押久保　政彦（弁理士）
13 群馬県 芦田健一
14 埼玉県 田端　克雄（グラフィックデザイナー、（有）フィールド・サイド）
15 埼玉県 いわさき特許・商標事務所
16 埼玉県 高橋特許商標事務所
17 千葉県 飯田　一哉
18 千葉県 加藤　寛昭（食と農研究所代表、中小企業診断士）
19 千葉県 二宮咲子
20 千葉県 株式会社m2imageworks
21 千葉県 斎藤　修
22 千葉県 和泉守計

23 東京都 伊藤　保（（株）三菱総合研究所　地域経営研究本部　主任研究員）
24 東京都 川辺　紘一（事業創造大学院大学　教授）
25 東京都 桜井　雅幸（中小企業診断士）
26 東京都 重松　忠憲（愛媛新聞社　東京支社　営業部）
27 東京都 正林国際特許商標事務所
28 東京都 末田　正幸（中小企業診断士、行政書士、ＪＥＴＲＯ農水産調査課長）
29 東京都 服部　八郎（中小企業診断士　農業経営支援センター所属）
30 東京都 安井　美沙子(東京財団研究部　プログラム・オフィサー　兼　広報ディレクター)
31 東京都 小川　眞一（弁理士、小川特許商標事務所）
32 東京都 吉澤　和希子（弁理士（商標法・意匠法分野））
33 東京都 社団法人農協流通研究所
34 東京都 渡部　茂夫（有限会社team-Aコーポレーション　代表取締役、日本ダイレクトマーケティング学会会員）
35 東京都 石川智康（JTB法人東京　チーフマネージャー、全国地ビール醸造者協議会（JBA）　顧問）
36 東京都 伊藤淳子（株式会社エイガアル代表取締役社長）
37 東京都 吉田　隆太（株式会社ミスター・エム　取締役）
38 東京都 奥野　彰彦（ＳＫ特許業務法人　弁理士）
39 東京都 浅野　勝美（浅野国際特許事務所 所長弁理士）
40 東京都 町田　芳之（有限会社クリエィティブ・コネクション代表取締役、財団法人社会経済生産性本部認定経営コンサルタント、クリエイティブディレクター／コピーライター）

41 東京都 鈴木　俊博
42 東京都 金丸　弘美
43 東京都 鈴木康介（バイオ特許・中国商標　プロシード国際特許商標事務所）
44 東京都 庭野　勉
45 東京都 大津　洋夫
46 東京都 篠原　勤（活性化コンサルタント／ブランドマーケティング専門家）
47 東京都 平岩　理緒
48 東京都 松延　洋平
49 東京都 有明国際特許事務所
50 東京都 仲山幹子
51 東京都 菊池優希
52 東京都 堀　将人
53 東京都 太下義之
54 東京都 松田国際特許事務所
55 東京都 丹野　実
56 東京都 佐藤　ともこ
57 東京都 調所謙一（ずしょけんいち）
58 東京都 中川　豊（弁護士）
59 東京都 よしはら特許商標事務所
60 東京都 Fine　Food　Finder
61 東京都 吉谷　和孝
62 東京都 佐藤英二（弁理士）
63 東京都 小原国際特許事務所
64 東京都 豊一有限会社
65 東京都 遠藤和光
66 東京都 今　智司
67 東京都 半田国際特許事務所
68 東京都 村角忠之
69 東京都 斎藤健
70 東京都 小倉朋子（㈱トータルフード）
71 東京都 佐藤　芳晴
72 東京都 金原商標登録事務所
73 東京都 日本食品分析センター
74 東京都 地域ブランドデザイン’Ｓ
75 東京都 フードニスタ　浜田　峰子
76 東京都 相原特許商標事務所
77 東京都 小松　秀彦
78 東京都 高山特許事務所

資料2　4 / 13 ページ



2013/3/21現在
（カテゴリー順、都道府県順）

79 東京都 浅野　卓
80 神奈川 西井　弘（綱島の桃の会、かながわ県政モニターOB会・食の安全研究部会）
81 神奈川 西原　昌男
82 神奈川 後久　博
83 神奈川 八坂　博信
84 神奈川 麻　雅幸
85 神奈川 岡星竜美
86 神奈川 エヌアイリサーチアンドコンサルティング
87 神奈川 杉山さやか
88 神奈川 鈴木一好
89 神奈川 フードビジネスコンサルタントオフィス シナプス
90 神奈川 亀谷 彰（有限会社タートル）
91 神奈川 浅尾国際特許商標事務所

92 石川県 大友信秀
93 山梨県 内田秀俊（内田ぶどう園々主、知的財産コーディネーター、地域コーディネーター）
94 山梨県 株式会社 ネオスペース
95 長野県 中嶋　聞多（国立大学法人信州大学学長補佐、人文学部・人文科学研究科　教授）
96 長野県 小林　千春
97 静岡県 川口　和孝（夢現屋　経営研究所　代表、中小企業診断士）
98 静岡県 栗田国彦
99 静岡県 中小企業診断士　玉置事務所
100 静岡県 株式会社ブルックスタジオ
101 静岡県 丸子紅茶
102 愛知県 渡辺久士（渡辺久士特許事務所・所長）
103 愛知県 西脇正倫
104 愛知県 あいぎ特許事務所
105 三重県 稲岡 張実（まるごと四日市地域ブランド事務局）
106 大阪府 垣木　晴彦（アルカディア知財事務所　弁理士）
107 大阪府 澤崎　聡
108 兵庫県 吉村　哲郎
109 奈良県 奥田　晴彦（中小企業診断士）
110 奈良県 勝本吉伸
111 鳥取県 岩崎　仁（ブランド・マネジメント・コンサルティング　代表）
112 岡山県 菅野敦也（ブランド構築コンサルタント、サンベルディエール）
113 岡山県 笠原　英俊
114 広島県 三宅　曜子
115 広島県 専徳院特許事務所
116 高知県 迫田　司
117 高知県 隅田　和稔
118 福岡県 俵　慎一（ブレイブネットワーク　代表）　
119 福岡県 平岡　豊
120 福岡県 （有）職彩工房たくみ
121 福岡県 五十嵐正毅
122 福岡県 中嶋和昭
123 熊本県 坂本　純夫（坂本労務経営事務所　代表）
124 熊本県 波積　真理（熊本学園大学商学部　教授）
125 大分県 三浦丈治
126 大分県 岩本礼二
127 大分県 坪根　清志
128 鹿児島 地方産業経営研究所
129 鹿児島 田中　博道

c）アドバイス・コンサルティングを行なう法人又は団体

都道府県名 会員名称
1 北海道 むらずみ経営グループ
2 北海道 有限会社スカイ　代表取締役　岩崎元彦
3 北海道 （社）北海道地域農業研究所
4 宮城県 たまてん
5 宮城県 株式会社クレア
6 宮城県 ㈱オークジャパン
7 宮城県 （株）アサーティブ＆シーエス（担当：プランニング/プロデューサー　桜井真理子）
8 宮城県 株式会社プロジェクト地域活性
9 宮城県 株式会社ＦＭＳ綜合研究所
10 宮城県 ホシザキ東北株式会社
11 山形県 合同会社庄内フード・コミュニティ
12 山形県 東北公益文科大学　公益総合研究所（担当：公益総合研究所　客員研究員　大島文雄）
13 茨城県 独立行政法人種苗管理センター(担当：業務調整部　品種保護対策課)
14 茨城県 株式会社AGIC(エイジック)
15 埼玉県 近藤　穣（株式会社スーパー開発代表取締役、農業経営支援センター役員、特定非営利活動法人「食の安全・安心支援機構」役員）
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16 埼玉県 株式会社コスモポリタン
17 千葉県 株式会社ミダス・ジャパン
18 東京都 全国共同出版株式会社
19 東京都 特許業務法人　もえぎ特許事務所
20 東京都 株式会社リクルート
21 東京都 気象情報システム株式会社

22 東京都 株式会社スーパースイーツ
23 東京都 フードコンサルティング株式会社
24 東京都 株式会社ブランドクリエイト
25 東京都 株式会社コミュニティブレインズ
26 東京都 KPクリエイションズ株式会社
27 東京都 株式会社エムアールディ
28 東京都 日本セールスレップ協会
29 東京都 社団法人販路コーディネータ協会
30 東京都 株式会社フォーバル
31 東京都 アグリ・フューチャー株式会社
32 東京都 パートナーオブスターズ株式会社
33 東京都 特許業務法人むつきパートナーズ
34 東京都 株式会社玄
35 東京都 平木国際特許事務所　種苗グループ
36 東京都 一般社団法人ロハス・ビジネス・アライアンス（共同代表大和田順子）
37 東京都 株式会社朝日ＰＲセンター
38 東京都 有限会社アイエヌアールコンサルティング
39 東京都 財団法人農政調査委員会
40 東京都 株式会社グローバルフード
41 東京都 株式会社アミタ持続可能経済研究所
42 東京都 国産株式会社
43 東京都 （株）ランドブレイン
44 東京都 （株）ブレーンバンク
45 東京都 （株）イデアフレスカ
46 東京都 株式会社ナルコーポレーション
47 東京都 株式会社商い創造研究所
48 東京都 株式会社情報デザイン研究所
49 東京都 こめみそしょうゆアカデミー
50 東京都 株式会社エヌ・シー・シー
51 東京都 有限会社キムラビジネスネットワーク
52 東京都 特定非営利活動法人ＮＰＯプラントツアーズ
53 東京都 株式会社さくらコミュニケーションズ
54 東京都 株式会社ジェイ･アイ･シー旅の販促研究所
55 東京都 株式会社 スマートデザイン
56 東京都 やまぐち食農連携推進研究会
57 東京都 株式会社ジャパン・アグリ-カルチュア・マーケティング＆マネジメント
58 東京都 株式会社ライフデザイン研究所
59 東京都 株式会社ぐるなび
60 東京都 株式会社K&Tパートナー（担当：高橋　由樹）
61 東京都 株式会社ブランド総合研究所（担当：代表取締役社長　田中章雄）
62 東京都 佐俣桂子（（株）日経リサーチデータ事業本部チーフコンテンツエキスパート）
63 東京都 株式会社日本総合研究所（担当：総合研究部門新社会システム創成クラスター　上席主任研究員　金子和夫）

64 東京都 久遠特許事務所（担当：弁理士　奥山尚一）
65 東京都 ブランド戦略コンサルタント　薫習房
66 東京都 株式会社協同宣伝（担当：コミュニケーションプランニング局　岡本志郎）
67 東京都 社団法人農林水産先端技術産業振興センター
68 東京都 (株）テレウェイヴリンクス(担当：飲食総合事業部　芦田　賢治）
69 東京都 エフティピーエス株式会社（担当：代表取締役　徳江　倫明）
70 東京都 生越　由美（東京理科大学大学院教授）
71 東京都 財団法人日本水土総合研究所
72 東京都 財団法人農村開発企画委員会（担当：研究員　友田滋夫）
73 東京都 社団法人食品需給研究センター（担当：企画部　長谷川潤一）
74 東京都 社団法人日本能率協会（担当：産業振興本部第４事業部　箱崎浩大）
75 東京都 全国畜産農業協同組合連合会（担当：事業部長　白岩　茂樹）
76 東京都 日本弁理士会（担当：日本弁理士会事務局事業部業務国際課主事　大橋　義治）
77 東京都 農業経営支援センター（担当：渉外担当役員　加曾利　文之）
78 東京都 有限会社農業マーケティング研究所（担当：代表取締役所長　山本和子）
79 東京都 財団法人都市農山漁村交流活性化機構（愛称　まちむら交流きこう）
80 東京都 高橋　純子
81 東京都 日本地域産業総合研究所
82 東京都 株式会社バイヤーズ・ガイド
83 東京都 株式会社サンビジネス
84 東京都 ジェイフーズ・オーガナイジングセールスマネジメント株式会社
85 神奈川 ＬＬＰ国際環境農業開発事業組合
86 神奈川 株式会社ベイサイドカンパニー
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87 神奈川 NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ
88 神奈川 株式会社アムコ（代表取締役天野良英）
89 神奈川 株式会社流通研究所（担当：代表取締役　剱持　雅幸）
90 神奈川 ニーズデザイン

91 新潟県 株式会社アドハウスパブリック
92 石川県 （有）吉田一彦企画室（担当：吉田　一彦）
93 福井県 株式会社リンクコーポレーション
94 岐阜県 F.F.M.A生鮮食品市場アドバイザー
95 岐阜県 有限会社たけかわ企画
96 岐阜県 特許業務法人オンダ国際特許事務所（担当：理事　谷尾唱一）　
97 静岡県 文章作成講座～「ことのは塾」
98 静岡県 ＳＢＳメディアサービス株式会社
99 愛知県 渥美特許事務所
100 京都府 中川総合法務オフィス
101 京都府 おむすびマーケット実行委員会
102 大阪府 特許業務法人ＯＭＮＩ国際特許事務所
103 大阪府 インフォソナー株式会社（担当：代表取締役　井筒　寛）　
104 大阪府 株式会社アグリシステムソリューションズ（担当：代表取締役　松村　啓司）
105 大阪府 株式会社日経リサーチ（担当：大阪支社　加藤昌俊）
106 兵庫県 合同会社デザインサポート
107 奈良県 （有）梅屋プロジェクト
108 和歌山 吉田　敬
109 鳥取県 佐々木茂雄（国立大学法人鳥取大学 産学・地域連携推進機構知的財産管理運用部門 部門長・教授）
110 岡山県 中原淑貴
111 香川県 社団法人　おいしさの科学研究所
112 香川県 四国ドリームビズ
113 福岡県 松崎経営コンサル・Ａｃ
114 福岡県 マイクロメディアジャパン株式会社
115 福岡県 新現役の会　
116 福岡県 株式会社Feel alliance（フィールアライアンス）
117 福岡県 株式会社ドライビング・フォース
118 福岡県 （有）タサカイツオ
119 福岡県 九州大学大学院芸術工学研究院
120 福岡県 株式会社食品産業情報センター
121 福岡県 株式会社ブレーンダム
122 福岡県 株式会社地域マーケティング研究所
123 福岡県 合同会社メグコーポレーション（担当：専務　木原　孝文）
124 福岡県 株式会社ブレイクスルー
125 長崎県 株式会社　エム・ディー・オー
126 熊本県 （株）談
127 熊本県 ＯＷＬビジネスコンサルティング株式会社
128 大分県 アイオンプランニングセンター株式会社（担当：代表　宮本英一）
129 鹿児島 株式会社ドゥーイット
130 鹿児島 特定非営利活動法人Ｂig up

d）流通・加工・販売に関する法人又は団体

都道府県名 会員名称
1 北海道 株式会社　オカモト
2 北海道 株式会社北海道ラボラトリー
3 岩手県 岩出町産地直売組合
4 宮城県 有限会社 仙台昭和レーベル印刷
5 宮城県 宮城県蒟蒻協同組合（担当：理事長　大久太一）
6 茨城県 有限会社　アトムセブン
7 群馬県 全国第３セクター市場連絡協議会
8 東京都 モリタフーズ株式会社
9 東京都 財団法人流通経済研究所
10 東京都 株式会社ブールヴァール
11 東京都 マーケティングセバスチャン株式会社
12 東京都 株式会社グローバル・ヴィュー
13 東京都 株式会社ポッカコーポレーション
14 東京都 株式会社岡村製作所
15 東京都 株式会社フードゲート・ネットワークス
16 東京都 株式会社エー・ピーカンパニー
17 東京都 株式会社Ｍ＆Ｋ
18 東京都 ニッコーレン株式会社（担当：営業本部　実生明男、宗像広志）
19 東京都 全国生活研究グループ連絡協議会
20 東京都 全国女性農業経営者会議
21 東京都 企業組合　東京セールスレップ

22 東京都 （株）ミナト商会（担当：代表取締役社長　星川　稔）
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23 東京都 ロイヤルホールディングス株式会社
24 東京都 アサヒビール株式会社（担当：酒類本部営業統括部エグゼクティブプロデューサー　田中　誠司）
25 東京都 経営管理システム研究所
26 東京都 （有）　良品工房
27 東京都 社団法人日本セルフ・サービス協会
28 東京都 伊藤忠商事株式会社（担当：食料経営企画部　武内 茂喜）
29 東京都 株式会社昭島松源
30 東京都 三菱食品株式会社
31 東京都 カルビー（株）（担当：広報室　有馬正巳）
32 東京都 住友商事株式会社（担当食料事業業務企画部長　金澤範和）
33 東京都 青果物流通研究会（担当：事務局長　鹿間　茂）
34 東京都 全国水産物卸組合連合会
35 東京都 全国青果物商業協同組合連合会（会長　井口幸吉）（担当：専務理事　上村健二）
36 東京都 東京青果株式会社
37 東京都 日清製粉株式会社(担当：取締役　業務本部長　大枝宏之）
38 東京都 三菱商事株式会社（担当：食品本部戦略企画室　経営企画担当総括マネージャー　川上　泰弘）
39 東京都 全日本漬物協同組合連合会
40 東京都 株式会社菱豊フリーズシステムズ
41 神奈川 株式会社ＳＰＥＣＫ　（スペック）
42 神奈川 株式会社テクニカン
43 神奈川 有限会社食のベストパートナー
44 神奈川 (株）渡辺特殊食品
45 神奈川 川島　卓
46 新潟県 有限会社四季の定期便
47 新潟県 津南町農業協同組合
48 福井県 小浜市食品加工協同組合（担当：参事　吉村明）
49 長野県 足立　輝治
50 静岡県 株式会社　いちうろこ
51 愛知県 有限会社　　ミック・ジャパン
52 愛知県 イシグロ農材㈱
53 京都府 京北銘木生産協同組合
54 大阪府 物産展ダイレクトドットジェーピー
55 大阪府 株式会社　エム・アイ　グッドフェローズ　
56 大阪府 社団法人日本生花商協会
57 兵庫県 米田工機株式会社
58 兵庫県 丹波ふるさとネット
59 和歌山 有限会社熊野鼓動
60 和歌山 特定非営利活動法人　熊野ワールド
61 広島県 株式会社八百金
62 山口県 有限会社広中食品
63 山口県 ふるさと萩食品協同組合
64 徳島県 全国農業協同組合連合会　徳島県本部（担当：園芸部市場販売グループ　池北好宏）
65 愛媛県 まゆ（代表：御子柴真由美（積み木作家））
66 高知県 馬路村農業協同組合（担当：代表理事常務　平野美保）
67 福岡県 合同会社Pomodoro
68 福岡県 株式会社　まあるいテーブル
69 佐賀県 九州ブランド株式会社
70 長崎県 株式会社竹村
71 熊本県 鹿央みそ
72 大分県 中津商工会議所青年部
73 海外 Joint B&K Co., Ltd.（上海皆信国際貿易有限公司）

e）農林水産業・食品業者の事業者の組織する団体

都道府県名 会員名称
1 青森県 李澤進、李澤亘、大島正樹
2 岩手県 全国農業協同組合連合会　岩手県本部
3 宮城県 全国農業協同組合連合会　宮城県本部
4 宮城県 株式会社渡辺採種場
5 茨城県 全国農業協同組合連合会　茨城県本部
6 茨城県 株式会社　大嶋農場
7 栃木県 全国農業協同組合連合会　栃木県本部
8 埼玉県 秩父ぶどう組合連絡協議会
9 埼玉県 JA埼玉ひびきの　本庄営農経済センター
10 埼玉県 全国農業協同組合連合会　埼玉県本部
11 千葉県 全国農業協同組合連合会　千葉県本部
12 東京都 農事組合法人　農業体験塾管理組合
13 東京都 財団法人魚価安定基金
14 東京都 財団法人食品産業センター
15 東京都 全国農業協同組合連合会
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16 東京都 JA全国女性組織協議会（JA全中地域生活部女性組織対策室）
17 東京都 全国中小企業団体中央会
18 東京都 全国農業協同組合中央会（担当：食の安全安心室）
19 東京都 社団法人全国木材組合連合会（担当：専務理事　尾薗春雄）
20 東京都 社団法人全国農協乳業協会（担当：総務グループ　関芳和）
21 東京都 財団法人日本こんにゃく協会（担当：参与　大林　達也）

22 東京都 財団法人日本特産農産物協会
23 東京都 社団法人大日本水産会
24 東京都 社団法人日本鰹節協会
25 東京都 社団法人日本茶業中央会
26 東京都 全国開拓農業協同組合連合会（担当：業務部　部長　臼井靖彦）
27 東京都 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会
28 東京都 全国乾麺協同組合連合会
29 東京都 全国漁業協同組合連合会
30 東京都 全国森林組合連合会
31 東京都 全国水産加工業協同組合連合会
32 東京都 全国青果卸売協同組合連合会
33 東京都 全国製麺協同組合連合会
34 東京都 全国菓子工業組合連合会
35 東京都 財団法人大日本蚕糸会
36 東京都 日本特用林産振興会
37 東京都 日本肥料アンモニア協会（担当：事務局長　成田義貞）
38 新潟県 農事組合法人雪太郎の郷（担当：代表理事　佐藤　健一）
39 石川県 （株）スギヨ（担当：特販部　部長　堀　昌次）
40 山梨県 フルーツ山梨農業協同組合
41 岐阜県 株式会社谷田商店
42 静岡県 朝霧ヨーグル豚販売協同組合
43 静岡県 ＪＡ静岡経済連
44 静岡県 由比町桜海老商工業協同組合・由比港漁業協同組合
45 愛知県 食農産業クラスター推進協議会（担当：事務局長　中野　和久）
46 三重県 三重中央農業協同組合
47 三重県 三重県茶業会議所
48 大阪府 大阪府こんにゃく協同組合
49 兵庫県 三宅　敏和
50 兵庫県 社団法人兵庫県食品産業協会
51 奈良県 奈良県森林組合連合会（担当：参事　中津義次）
52 奈良県 奈良県木材協同組合連合会（担当：専務理事　辻善昭）
53 和歌山 和歌山県木炭協同組合（担当：代表理事　日下善右衛門）
54 広島県 全国農業協同組合連合会　広島県本部
55 香川県 法人
56 福岡県 鐘崎漁業協同組合（担当：管理課長　権田）
57 長崎県 長崎県菓子工業組合
58 鹿児島 枕崎水産加工業協同組合

f）消費者団体

都道府県名 会員名称
1 東京都 財団法人　消費科学センター
2 東京都 主婦連合会
3 東京都 特定非営利活動法人　バイオマス産業機構
4 東京都 一般社団法人国際バイオマスセンター

g）地方公共団体

都道府県名 会員名称
1 北海道 斉木　良博
2 北海道 函館市農林水産部
3 北海道 帯広市食産業振興協議会（帯広市役所）（担当：事務局長　都鳥真之）
4 青森県 青森県板柳町
5 青森県 青森県おいらせ町　企画課
6 青森県 青森県（担当：農林水産部総合販売戦略課）
7 青森県 青森県つがる市（担当：経済部地域振興対策室）
8 青森県 青森県弘前市（担当：農林部農政課）
9 岩手県 相馬　政江
10 岩手県 岩手県一関市 農林部　農政課
11 岩手県 岩手県（担当：農林水産部流通課）
12 宮城県 宮城県角田市（担当：産業建設部角田ブランド推進課）
13 宮城県 宮城県大崎市
14 宮城県 宮城県（担当：農林水産部農林水産政策室）
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15 宮城県 宮城県亘理町（担当：産業観光課）
16 宮城県 宮城県栗原市（担当：産業経済部農林振興課）
17 秋田県 金澤　修（鹿角市議会事務局主幹）
18 秋田県 秋田県仙北市（担当：仙北市 商工観光部 農政課 政策調整係　課長補佐　小松弘樹)
19 秋田県 秋田県五城目町（担当：まちづくり課）
20 山形県 山形県米沢市
21 山形県 山形県

22 山形県 山形県高畠町（担当：産業経済課　産業政策係長　深瀬吉弘）
23 山形県 山形県西川町（担当：産業振興課）
24 山形県 山形県最上町（担当：農林課農林係）
25 福島県 鹿股敏文
26 福島県 藤澤　弥榮
27 福島県 福島県郡山市農林部農政課
28 福島県 福島県（担当：農林水産部）
29 福島県 福島県玉川村（担当：企画産業課）
30 福島県 いわき市農業生産振興協議会
31 茨城県 茨城県
32 茨城県 茨城県行方市
33 茨城県 茨城県鉾田市産業経済課
34 栃木県 栃木県芳賀町
35 栃木県 かぬまブランド推進協議会（会長　大橋　勲）（担当：かぬまブランド推進協議会事務局（鹿沼市経済部かぬまブランド担当）渡辺克明、佐藤覚）

36 栃木県 栃木県（担当：農政部経済流通課マーケティング対策班　吉澤文恵）
37 栃木県 栃木県宇都宮市（担当：経済部農業振興課）
38 群馬県 群馬県（担当：農政部蚕糸園芸課販売戦略グループ）
39 群馬県 群馬県上野村
40 群馬県 群馬県中部県民局政策室（担当：濱野　朋義）
41 埼玉県 肥沼　位昌
42 埼玉県 埼玉県（担当：農業ビジネス支援課　ブランド・輸出支援担当）
43 千葉県 中村　松洋
44 千葉県 千葉県匝瑳市
45 千葉県 千葉県（担当：農林水産部農林水産政策課）
46 千葉県 木更津市
47 東京都 東京都
48 神奈川 杉山昇太
49 神奈川 神奈川県小田原市（担当：経済部農政課）
50 神奈川 神奈川県環境農政局かながわ農林水産ブランド戦略課
51 新潟県 新潟県三条市経済部農林課
52 新潟県 新潟県（担当：農林水産部食品・流通課）
53 新潟県 新潟県三条市（担当：経済部農林課農産園芸係長　渡辺　博之）
54 新潟県 新潟県新潟市（担当：農林水産部　食と花の推進課セールス担当　斉藤　和弘）
55 富山県 浜田泰友
56 富山県 富山県上市町（担当：上市町産業課農政班主事　成瀬　徳寿）
57 富山県 富山県（担当：農林水産部農産食品課　主査　尾島聡）
58 石川県 竹内　茂
59 石川県 羽咋市1.5次産業振興室
60 石川県 石川県農林水産部農業政策課
61 福井県 福井県
62 福井県 福井県大野市（担当：産業経済部産業政策課政策推進係）
63 山梨県 北杜市役所　食と農の杜づくり課
64 山梨県 山梨県
65 山梨県 甲府市産業部
66 長野県 長野県須坂市
67 長野県 長野県飯山市
68 長野県 長野県農政部農産物マーケティング室
69 長野県 長野県大鹿村
70 長野県 長野県木島平村（担当：産業振興課　農林係）
71 長野県 長野県栄村（担当：産業建設課　産業振興係　斎藤保）
72 長野県 長野県長野市（担当：産業振興部産業政策課）
73 岐阜県 岐阜県
74 静岡県 静岡県焼津市役所（担当：経済部地域資源活用室新事業サポート担当）
75 静岡県 静岡県庁産業部マーケティング室
76 静岡県 静岡県浜松市役所（担当：農林水産部　農業水産課長　根本紀房）
77 愛知県 豊橋養鰻漁業協同組合
78 愛知県 愛知県農林水産部
79 愛知県 愛知県幡豆郡一色町役場
80 三重県 松崎　健一
81 三重県 三重県志摩市
82 三重県 三重県（担当：農水商工部農水商工企画室）
83 滋賀県 滋賀県野洲市役所
84 滋賀県 滋賀県（担当：農政水産部農政課　企画調整担当）
85 京都府 京都府与謝野町
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86 京都府 京都府（担当：農林水産部農産流通課　京の農林水産物ブランド推進プロジェクト）
87 大阪府 大阪府（担当：①環境農林水産部環境農林水産総務課　企画グループ）（担当：②環境農林水産部農政室推進課地産地消推進グループ）

88 兵庫県 兵庫県（担当：農林水産部農林水産局総合農政課研究調整係）
89 奈良県 杉・桧の地域認証東吉野ブランド研究検討会（担当：奈良県東吉野村地域振興課）

90 奈良県 奈良県（担当：農林部マーケティング課）
91 奈良県 奈良県天川村（担当：産業建設課）
92 奈良県 奈良県下北山村（担当：産業建設課）
93 和歌山 和歌山県広川町
94 和歌山 和歌山県（担当：農林水産部農林水産総務課）
95 和歌山 和歌山県有田市（担当：経済建設部　有田みかん課）
96 和歌山 和歌山県みなべ町（担当：うめ課）
97 鳥取県 鳥取県（担当：商工労働部兼農林水産部市場開拓局地産地消推進室　主幹　村上敦志）
98 鳥取県 鳥取県北栄町（担当：産業振興課　妹尾秀司）
99 島根県 雲南市
100 島根県 出雲市
101 島根県 奥出雲観光協会
102 島根県 島根県隠岐支庁農林局
103 島根県 島根県しまねブランド推進課
104 岡山県 岡山県（担当：農林水産部農政企画課対外戦略推進室）
105 岡山県 岡山県倉敷市（担当：経済局農林水産部農林水産課　唐井大）
106 岡山県 岡山県真庭市（蒜山振興局）
107 広島県 広島県
108 広島県 廿日市市環境産業部農林水産課
109 広島県 広島県三次市
110 広島県 広島県呉市（担当：農林振興課　城戸太郎）
111 広島県 広島県東広島市（担当：産業部農林水産部　神尾博志、岡本典久）
112 山口県 山口県萩市商工観光部商工課萩ブランド流通開発室
113 山口県 山口県長門市
114 山口県 山口県（担当：農林水産部流通企画室　主任　恵美奈大作）
115 徳島県 徳島県
116 香川県 かがわ県産品振興協議会
117 愛媛県 愛媛県農林水産部ブランド戦略課
118 愛媛県 愛媛県愛南町（担当：水産課水産振興室　上田耕平）
119 高知県 高知県仁淀川町（担当：企画課）
120 高知県 高知県（担当：商工労働部新産業推進課）
121 高知県 高知県室戸市
122 福岡県 上田　拓
123 福岡県 福岡県（担当：農林水産部園芸振興課　流通振興係　堀之内隆）
124 佐賀県 佐賀県上峰町（担当：産業商工課　大坪）　　　　　　　　
125 佐賀県 佐賀県農林水産商工本部流通課
126 長崎県 松浦市農林課
127 長崎県 長崎市
128 長崎県 長崎県諫早市
129 長崎県 長崎県雲仙市　　
130 長崎県 長崎県新上五島町（担当：まちづくり推進課地域づくり班）
131 長崎県 長崎県物産流通推進本部
132 熊本県 玉名市地域振興課玉名ブランド推進係
133 熊本県 八代市企画振興部地域振興課
134 熊本県 熊本県合志市
135 熊本県 熊本県菊池市役所
136 熊本県 熊本県人吉市役所農業振興課
137 熊本県 熊本県（担当：農林水産部園芸生産・流通課　楮本）　　
138 熊本県 熊本県山鹿市（担当：農林部農林企画課）
139 大分県 磯田　健
140 大分県 大分県（担当：農林水産部おおいたブランド推進課　阿部）
141 大分県 大分県玖珠町（担当：農林課農政係　後藤）　　　　　　　　
142 宮崎県 宮崎県西都市
143 宮崎県 宮崎県都農町役場
144 鹿児島 鹿児島県志布志市
145 鹿児島 南種子町町長　名越修
146 鹿児島 鹿児島県
147 鹿児島 鹿児島県鹿屋市
148 鹿児島 鹿児島県知名町（担当：農政課野菜係　上村）　　　　　　　
149 沖縄県 沖縄地域知的財産戦略本部
150 沖縄県 沖縄県本部町
151 沖縄県 沖縄県粟国村（担当：総務課　新城光則）
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h）有識者、研究者

都道府県名 会員名称
1 北海道 杉山　裕
2 北海道 堤悦子
3 北海道 北海道立総合研究機構　工業試験場
4 青森県 佐々木　純一郎
5 宮城県 東北大学経済学研究科・地域計画研究室
6 茨城県 氏家　清和
7 群馬県 税所　哲郎
8 埼玉県 土田　義三（バイオマス利活用コーディネーター）
9 千葉県 大江　靖雄
10 千葉県 栗原　伸一
11 千葉県 霜浦　森平
12 千葉県 高松　孝行
13 東京都 島津　望
14 東京都 リクルートじゃらんリサーチセンター
15 東京都 GIS
16 東京都 髙橋　梯二
17 東京都 杉原たまえ
18 東京都 荒井　寿光
19 東京都 荒蒔康一郎
20 東京都 上原　征彦
21 東京都 澁澤　 栄

22 東京都 土肥　一史
23 東京都 林　良博
24 東京都 （株）ANA総合研究所（担当：部長　豊島　進）
25 東京都 社団法人全国農業改良普及支援協会
26 神奈川 みなとみらい大学
27 神奈川 杉山世子
28 長野県 信州大学　地域ブランド・オフィス
29 愛知県 服部　忠
30 京都府 宮崎　猛
31 大阪府 釜我　美菜子
32 和歌山 市原　諭
33 山口県 齊藤雄司

i）その他企業、経済団体

都道府県名 会員名称
1 北海道 財団法人オホーツク地域振興機構
2 北海道 北海道経済連合会
3 宮城県 株式会社惠工房
4 茨城県 株式会社ウエルシード
5 埼玉県 株式会社　元気埼玉
6 埼玉県 権田　功（デザインプロデューサー・一級建築士、（株）計画機構　代表）
7 千葉県 柴崎法務事務所
8 千葉県 秋本　雅弘（日本IBM　コンピテンシー・知的財産推進）
9 東京都 ジェイフーズ・オーガナイジング株式会社
10 東京都 株式会社アシストシステム研究所
11 東京都 株式会社エーディービー　
12 東京都 鈴木敏
13 東京都 大須賀　純（読売新聞東京本社事業開発部）
14 東京都 大島哲治
15 東京都 株式会社　ＡＤＥＯＳ　アデオス
16 東京都 本田　茂樹
17 東京都 中根　哲夫（株）大広　第１営業局第２部長）
18 東京都 久保　丹（ケイ・ストラテジー代表）
19 東京都 吉田 早苗
20 東京都 水産経済新聞社（担当：梅川　瑞穂）
21 東京都 富士通株式会社　農林水産事業本部

22 東京都 日本電気株式会社（担当：パブリックサービス推進本部　小坂猛）
23 東京都 世戸口　健二
24 東京都 富士通株式会社　政策渉外本部
25 神奈川 （株）オーガニックパートナーズ
26 東京都 T-1グランプリ実行委員会
27 神奈川 ビューローベリタスジャパン株式会社
28 富山県 横井憲治　チューリップテレビ
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29 石川県 能登町商工会
30 長野県 水島　せつ子
31 岐阜県 日本陶彩株式会社
32 静岡県 有限会社プロテクトサービス
33 静岡県 小川憲洋
34 愛知県 創芸舎クッキングスタジオサンテ
35 愛知県 中日新聞社
36 京都府 富士通株式会社　京都支社
37 大阪府 フラワーラボラトリー
38 高知県 特定非営利活動法人とさはちきんねっと
39 福岡県 社団法人九州経済連合会

j）個人会員など

都道府県名 会員名称
1 秋田県 AFA企画
2 埼玉県 宮崎広之（PF研究会）
3 埼玉県 稲川　晴彦(自由民主党さいたま市議)
4 東京都 今中徹也
5 東京都 安田えみ
6 東京都 長嶋祐成
7 神奈川 長谷川　由美
8 神奈川 佐藤　秀良
9 神奈川 金堂聖子
10 神奈川 曽根大助
11 神奈川 伊東　勲
12 神奈川 武内万利子
13 山梨県 芳賀　正道
14 山梨県 清里高原・朝日ヶ丘班景観委員会
15 静岡県 松本浩毅
16 京都府 遠藤貴也
17 京都府 橋本將詞
18 京都府 八田耕道（JGAP審査員補、JGAP内部監査員、JGAP指導員）
19 大阪府 西河智崇
20 大阪府 枝川　拓矢
21 兵庫県 藤本　裕昭

22 広島県 生田智康
23 広島県 田邊農園
24 福岡県 辻　トシコ
25 福岡県 堤弘崇
26 長崎県 中山貴史
27 大分県 日浦　昭二
28 宮崎県 海野ヒロミツ
29 沖縄県 大宜見　洋文
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