
認証品目 商品名 申請者名 お問合せ先 認証品目 商品名 申請者名 お問合せ先

アイスクリーム類 きみあいす （合）田村農園 076-465-2245 五平餅 富富富ミニ五平 拓味フーズ㈱ 076-423-5705

きみソフト 富富富梅ミニ五平

煮たまご ゆにたま （合）田村農園 076-465-2245 富富富こんぶミニ五平

温泉たまご 清酒 純米原酒　八王 福鶴酒造㈱ 076-455-2727

プリン きみぷりん （合）田村農園 076-465-2245 純米生原酒　八王

とろりんプリン アグリピア　パン工房 0766-63-1422 生酛　 純米大吟醸 ふくく

かぼちゃプリン 山廃純米 ふくく

ゆめぷりん ㈲前崎養鶏 0766-31-5384 かぶら寿し かぶら寿し ふる里の味加工組合 0763-62-4075

米菓 焼もち 田悟　晃一 0766-67-1521 かぶら寿司（鰤入り） （株）ヨネダ 0763-52-8123

いりがし かぶら寿司（鯖入り）

立山権現　焼かんもち （農）食彩工房たてやま 076-463-5700 かぶら寿し 権次郎漬本店 0763-62-2730

こおり餅 （農）味彩おおやま 076-483-1417 三清かぶらずし 三清かぶらずし酵房 0763-82-6533

揚げかきもち （有）アグリワン薮波総合農場 0766-61-4460 さば入かぶらずし 三和食品（株） 0763-52-2848

力こりもち （農）ファーム八乙女 0763-82-6075 ぶり入かぶらずし

手焼き凍り餅 ふれあい工房　庄司寿美子 076-436-5693 かぶら寿司 佐野漬物教室　 0766-23-4090

寒餅揚げチップ かぶら寿司 金田外美子 0766-63-2020

かんもち 横越のかきもち （農）横越下集落営農組合 0766-63-6890 農産物漬物 あおしま漬 （有）米山農産 0765-78-0030

生かきもち （株）とぎや 0766-63-5301 金糸瓜の粕漬 山崎地区農産加工グループ 0765-84-8933

かきもち 田悟　晃一 0766-67-1521 たまねぎの粕漬 （農）食彩あさひ 0765-82-1093

立山権現寒もち （農）食彩工房たてやま 076-463-5700 赤かぶ漬 （農）音川加工 076-469-3969

立山権現編みかんもち 大かぶ漬

寒乾こりもち （農）ファーム八乙女 0763-82-6075 七色漬

寒干し凍り餅 ふれあい工房　庄司寿美子 076-436-5693 みょうがの甘酢漬

メルヘンかきもち 中田新一 0766-67-4487 しその実漬

生もち こだわり杵つき餅（豆） 日の出屋製菓産業（株） 0763-52-3011 うめーっ！ 稲積好梅サークル 0766-74-6653

こだわり杵つき餅（昆布） 赤かぶ酢漬 権次郎漬本店 0763-62-2730

生切餅（黒豆） （有）八日堂 076-429-4588 らっきょ酢漬

生切餅（昆布） きゅうり粕漬

立山権現しろのしもち （農）食彩工房たてやま 076-463-5700 黒うり粕漬

立山権現豆のしもち なす粕漬

立山権現昆布のしもち 茄子のからし漬

立山権現よもぎのしもち かずみのらっきょう漬け 滑川市農村婦人研究会 076-471-2144

立山権現古代米のしもち 氷見稲積梅 氷見稲積梅　㈱ 0766-72-2221

斗棒餅（昆布） （株）とぎや 0766-63-5301 減塩やくぜん梅干

斗棒餅（豆） 梅干し （農）八尾農林産物加工組合 076-454-4710

白押餅（白） 切干し漬（しょうゆ漬） [八尾の里の和風ピクルス]

横越もち（白） （農）横越下集落営農組合 0766-63-6890 切干し漬（柚子入り漬物）

横越もち（黒豆） 赤かぶ酢漬 なんと農業協同組合 0763-67-3443

横越もち（昆布） 千枚漬 ふる里の味加工組合 0763-62-4075

横越もち（黒砂糖） なすの味噌漬

切りもち （農）食彩あさひ 0765-82-1093 梅干し 佐野漬物教室　 0766-23-4090

切りもち（よもぎ） 佐野麹漬け大根

切りもち（ミックス） 茄子漬 金田外美子 0766-63-2020

力もち（昆布のしもち） （農）ファーム八乙女 0763-82-6075 きゅうりのビール漬

力もち（白のしもち） ヤーコンの粕漬 いなばヤーコン俱楽部 0766-68-3283

力もち（豆のしもち） ヤーコンの醤油漬

切餅（白） (農)うなづき食工房 0765-65-2037 純国産なたね油 高岡市農業協同組合 0766-63-7331

切餅（黒豆） エバオイル（えごま油） 株式会社　健菜堂 076-457-2870

切餅（昆布） えごま油 田島哲夫 0763-32-8283

切餅（きび） 干柿 富山干柿・ころ柿 （農）富山干柿出荷組合連合会 0763-52-0078

切餅（よもぎ） 富山あんぽ柿

餅 ふれあい工房　庄司寿美子 076-436-5693 柿ごのみ

昆布餅

豆餅

切もち （農）ファーム池多 0766-56-5311

切り餅（白） （農）末友営農組合 0766-69-8049

切り餅（黒豆）

切り餅（昆布）
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認証品目 商品名 申請者名 お問合せ先 認証品目 商品名 申請者名 お問合せ先

ジャム類 りんごジャム 滑川市農村婦人研究会 076-471-2144 豆菓子 カルシウム家族 アグリピア高岡農産物加工協議会 0766-63-0517

りんごジャム 富居　信子 0765-22-3288 煮豆 黒大豆のうま煮 （農）うなづき食工房 0765-65-2037

りんごジャム （農）松永うの花農園 0766-68-1754 果実・野菜飲料 桃の恋人 ㈱ｆｅｒｍｅ山川 0763-32-0436

うんめえ梅ジャム （農）味彩おおやま 076-483-1417 ぎゅぎゅっとりんご 宮坂貞子 0765-24-8582

いちごジャム すはまグループ　針原美千代 0766-56-2142 りんごチップ (農)国吉農林振興会 0766-31-1695

池多りんごジャム のざき工房（野崎良子） 076-436-0341 干しいも ふる里の味加工組合 0763-62-4075

ルバーブジャム 切り干し大根 （農）八尾農林産物加工組合 076-454-4701

りんごジャム NPO法人　山田の案山子 076-457-2333 干しいも

りんごジャム (農)国吉農林振興会 0766-31-1695 乾しいたけ 株式会社　きのこの十兵衛 090-4688-5151

ラズベリージャム ベリーズ工房黒部 0765-52-2452 今日からあなたも料理長

ブルーベリージャム 黒部生干しいも 株式会社　大地農産 0765-52-5301

ブラックベリージャム ドライフルーツミックス ㈲窪田農産 0763-52-1374

ストロベリージャム ドライフルーツりんご

葡萄ジャム ドライフルーツ柿

ミックスジャム ボッサの干しぶどう （マスカットベーリーA） ボッサファーム 0765-52-1028

柚子マーマレード ボッサの干しぶどう （シャインマスカット）

アップルジャム 焼き菓子 はちみつクルミシフォン アグリピア　パン工房 0766-63-1422

ル・レクチェジャム 小松菜シフォンケーキ

ラ・フランスジャム ヨーグルトシフォンケーキ

梨　ジャム ふれあい工房　庄司寿美子 076-436-5693 調味みそ えごまの葉っぱのおかずみそ 福島　恵美 0765-72-0393

豆腐 ミニとうふ たけしま食品 076-454-2421 田楽みそ （農）食彩あさひ 0765-82-1093

手づくりとうふ ほたるいか活漬け （有）カネツル砂子商店 076-475-0035

越乃にがりとうふ とうふや孫兵衛 0766-63-0180 すがたづくりたまり味

横綱 長井食品 0766-22-4894 ほたるいか沖漬（樽仕込み） （株）川村水産 076-475-7058

もめんとうふ 長沢食品 076-469-2614 プレミアムほたるいか沖漬け

焼とうふ ほたるいかの醤油漬け （有）京吉 0766-55-3498

木綿とうふ とうふ工房茶屋　江本良一 076-454-3202 ほたるいか活漬けスミ作り （有）カネツル砂子商店 076-475-0035

絹ごしとうふ ほたるいか塩辛 （株）川村水産 076-475-7058

油揚げ 浜塩にがり油揚げ とうふや孫兵衛 0766-63-0180 ほたるいか黒作り

油揚げ とうふ工房茶屋　江本良一 076-454-3202 ほたるいか塩辛 （有）京吉 0766-55-3498

米みそ 池多みそ （農）ファーム池多 0766-56-5311 白えび昆布じめ （有）カネツル砂子商店 076-475-0035

ヤマイチみそ （株）立山酒店 0765-22-0378 白えび刺身 （株）川村水産 076-475-7058

越中万葉高岡味噌(といで味噌) 高岡市農業協同組合 0766-63-0075 ブリ大根 鰤大根 オークス㈱　物流センター 0766-55-8100

ここがみそ （有）アグリワン薮波総合農場 0766-61-4460 白えび天日干し （株）川村水産 076-475-7058

まめなみそ 入善町みそづくり協議会　豆な海 0765-72-2840 ほたるいかの素干

米味噌 （農）食彩あさひ 0765-82-1093 ほたるいか天日干し

減塩　手作り味噌 （農）北陸営農組合 0766-36-1546 ほたるいか沖漬 姿干し

力味噌 （農）八尾農林産物加工組合 076-454-4710 氷見産まいわしみりん干し (有)中村海産 0766-72-0596

三清のみそ 三清かぶらずし酵房（岩倉　香） 0763-82-6533 かき揚げ類 富山産白エビかき揚げ丼の具 （株）なかしま 0763-62-2174

みそ JAいみず野女性部味噌加工グループ 0766-59-2380 ます寿し 棒寿司　サクラマス オークス㈱　物流センター 0766-55-8100

五箇山みそ なんと農業協同組合 0763-67-3443 まるとヨーグルト となみ乳業協業組合 0763-32-2019

ヤマデン名水みそ 飯澤醤油味噌店　飯澤茂人 0765-56-8208 富山県産生乳100％ ヨーグルトプレーン となみ乳業協業組合 0763-32-2019

立山の農家が作ったみそ (農）いこいの杜 076-461-4321 国産はちみつヨーグルト 自然からの恵み となみ乳業協業組合 0763-32-2019

早借のみそ 農事組合法人　 早借営農組合 0766-76-2767 ヨーグルト ディ　カプラ (有)吉田興産 0765-32-5165

米みそ 稲地商店　稲地俊子 0766-82-2164 ラ・カプラ (有)吉田興産 0765-32-5165

お茶類 氷見はとむぎ茶 氷見市農業協同組合 0766-74-8821

越中はとむぎ茶 朝日町ハトムギ協議会 代表　加藤優志 0765-82-1133 冷凍肉ジュー山東水餃子 餃子のまーちゃん 076-456-3119

いなば農業協同組合 冷凍まーちゃん餃子

なんと農業協同組合 冷凍にんにく餃子

はとむぎ茶 細越ハトムギ生産組合 0766-91-6250 冷凍名水ポークえび水餃子

桑葉茶 （福）フォーレスト八尾会 076-454-2117 冷凍えごま餃子

黒豆茶 みな穂農業協同組合 0765-72-1190

アルプスはとむぎ茶 アルプス農業協同組合 0765-82-1133 （令和４年4月1日時点）

焙煎　ヤーコン茶 いなばヤーコン倶楽部 0766-68-3283

パン類 トマトジャムパン おはぎっこパン工房 0766-63-1818

大豆パン

かぼちゃパン

乾めん類 八尾蕎麦 （農）八尾農林産物加工組合 076-454-4710

立山三六そば 立山町そば推進協議会 076-462-9973

乾燥野菜・
果実類

魚介類干
物

ホタルイカ
しょうゆ漬
け

ホタルイカ
塩辛

シロエビの
昆布じめ

ヨーグルト

ナチュラル
チーズ

豚肉餃子


