
NO. 名 称 市 町 村 NO. 名 称 市 町 村
1 うぐいすの宿観光果樹園 山形市 60 梅ケ枝清水 東根市
2 オコメカフェ 森のたんぼ 山形市 61 奥山 康市（たえちゃんちのくだもの） 東根市
3 (有）内外ファーム 山形市 62 きつね道（みち）サクランボ園 東根市
4 さとみの漬物講座企業組合 山形市 63 ⿊⽥果樹園 ⿊⽥ 賢治 東根市
5 株式会社 割烹 飯豊 山形市 64 みのる果樹園 東根市
6 山形 朝日屋（山形産直） 山形市 65 ヤマトもぎとり園 東根市
7 瑞穂 山形市 66 ⼯藤 正利 東根市
8 パル観光果樹農園 山形市 67 ㈲安達農園 東根市
9 ⼩笠原 正次 山形市 68 石井 正則 （石井果樹園） 東根市
10 太郎右ェ門農園 山形市 69 自然・食 浄心庵 東根市
11 ゴッツォ山形 山形市 70 いしやま農園 東根市
12 ふる⾥サクランボ園⼤曽根 山形市 71 農haco 東根市
13 ⻑岡農園（元気農縁ʼS） 山形市 72 百笑家 姫 尾花沢市
14 矢萩果樹園 山形市 73 そば処 鶴子 尾花沢市
15 趣味処「たくみ」 山形市 74 農事組合法人ドメーヌ楽酒楽粋 尾花沢市
16 ⻄村農園 山形市 75 さがみの⾥ 吉⽥実 山辺町
17 こんのぶどう園 山形市 76 佐藤機⼯ 山辺町
18 株式会社やまや園 ピザリア 山形市 77 お惣菜とお食事の店 ヤマキチ 山辺町
19 珈房たかせ 山形市 78 石川 秋子（秋子の餃子） 中山町
20 ROCKETS㈱ ｶﾌｪダイニング990 山形市 79 くだもの楽園（仲野農園） 河北町
21 ﾅﾁｭﾗﾙｶﾌｪ ｸﾞﾗﾝﾛｯｸ 有路裕美 山形市 80 へんみ農園 河北町
22 新宮 均（山菜そば処あら宮） 山形市 81 山崎商事株式会社 河北町
23 板橋農園 寒河江市 82 企業組合かほくイタリア野菜研究会 河北町
24 菅野果樹園  寒河江市 83 食彩遊膳 まる梅 河北町
25  渡邉観光櫻桃園(Sweet Cherry Watanabe) 寒河江市 84 ふたばFactory 矢ノ目糀屋 河北町
26 フルーツサトー 寒河江市 85 ハチ蜜の森キャンドル 朝日町
27 丸高農園 寒河江市 86 だいちゃん農園ゲストハウス 朝日町
28 お日さま農園 寒河江市 87 くだもの中屋(元気農縁ʼＳ） 朝日町
29 鈴⽊秀峰園 上山市 88 農ノ丸 朝日町
30 ⻑沼農園 ⻑沼春芳 上山市 89 はしもと農園 ⼤江町
31 (有)蔵王ウッディファーム 上山市 90 カフェ ウーピー ⼤江町
32 (有)蔵王ﾏｳﾝﾃﾝﾌｧｰﾑ山川牧場 上山市 91 トラットリア ノンノ 新庄市
33 カーム ヒル (ファーム元気地) 上山市 92 米の匠 みのりガーデン 新庄市
34 ⾥山・紅ファーム  上山市 93 commune AOMUSHI 株式会社 新庄市
35 ㈲上山観光ﾌﾙｰﾂ園（山形チェリーランド） 上山市 94 暮らし考房 ⾦山町
36 有限会社 牧野観光フルーツ園 上山市 95 お休み処 一福や ⾦山町
37 斎藤観光果樹園 上山市 96 有限会社 舟形マッシュルーム 舟形町
38 四季の果実 ⻑沼果樹園 上山市 97 アトリエOne２ 信夫正己 舟形町
39 エコ・ノーサン宮林 村山市 98 ⼤沼養蜂・農家⺠宿はちみつ屋 真室川町
40 こめやかた 村山市 99 果菜⾥庵 真室川町
41 ⼿打ち蕎⻨ おんどり 村山市 100 ほっこり処 みなもとや 鮭川村
42 永澤農園 村山市 101 石川農園 米沢市
43 蔵⺠宿あおやぎ 村山市 102 農事組合法人 ⻨わらぼうし 米沢市
44 エージェントKM（あたご総本家） 村山市 103 森果樹園 米沢市
45 笹原果樹園 村山市 104 TRY米沢にんにく屋 米沢市
46 農家レストラン たも山⼯房 草⽊庵 村山市 105 㐂多路そば 米沢市
47 ⻘柳 太介（元気農縁ʼS) 村山市 106 リストランテ喜右ェ門 米沢市
48 ⺠泊⼯房FUu〜 村山市 107 農家⺠宿  若松屋 米沢市
49 ⼤町さくらんぼ園 天童市 108 農家⺠宿 善左エ門 米沢市
50 王将果樹園（㈱山形さくらんぼﾌｧｰﾑ） 天童市 109 葉っぱ塾 ⻑井市
51 フルーツの森 森谷果樹園 天童市 110 農家れすとらん なごみ庵 ⻑井市
52 佐藤果樹園 天童市 111 フランス厨房 ジュアン ⻑井市
53 今野農園 天童市 112 漆山果樹園 南陽市
54 花笠果樹園 天童市 113 ⻑澤農園 南陽市
55 ⼯藤農園 ⼯藤 務 天童市 114 カフェギャラリー美蔵 高畠町
56 花輪さくらんぼ園 天童市 115 ⺠宿の越後屋 ⼩国町
57 まゆはきの丘直売所 天童市 116 有限会社白い森よこね物産品直売所 ⼩国町
58 ドライ⼯房 原⽥ 天童市 117 農家⺠宿・農家茶屋 いろり 飯豊町
59 山形フレンチ シェ・ボン 天童市 118 ⽥中 俊昭 飯豊町
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NO. 名 称 市 町 村 NO. 名 称 市 町 村
119 ⻑南農園 鶴岡市 1 （株）アーキネット 東根市
120 穂波街道 緑のイスキア 鶴岡市 2 特定非営利活動法人 森と水 鶴岡市
121 やさいの荘の家庭料理菜ぁ 鶴岡市 3 森谷 健  山形市
122 いこいの宿「農」・農家の宿「⺟家」 鶴岡市 4 山形中央観光株式会社 東根市
123 有限会社鶴岡グリーンファーム 鶴岡市 5 ⻘⽊ ⾠司 東京都
124 産直あさひ・グー  鶴岡市 6 武⽥ 剛 山形市
125 有限会社 ⽥和楽 鶴岡市
126 農家⺠宿 権太郎 鶴岡市
127 農家⺠宿 松べえ 鶴岡市 団 体 会 員（８）
128 農家⺠宿 清定 鶴岡市
129 古⺠家ギャラリー＆カフェ・けーらぎ 鶴岡市 NO. 名 称 市 町 村
130 農家⺠宿 上野ん家 上野利明 鶴岡市 1 （一社）山形県農業会議 山形市
131 day by  day 酒⽥市 2 山形県農業協同組合中央会 山形市
132 生石 ⼤松家 酒⽥市 3 全国農業協同組合連合会山形県本部 山形市
133 竹炭⼯房 鳥海の杜 遊佐町 4 全国共済農業協同組合連合会山形県本部 山形市

5 山形県⼟地改良事業団体連合会 山形市
6 公益社団法人 山形県観光物産協会 山形市

推 進 組 織 / 交 流 施 設 会 員（32） 7 山形県森林組合連合会 山形市
8 山形県内水面漁業協同組合連合会 山形市

NO. 名 称 市 町 村
1 ㈱⼤江町産業振興公社 ⼤江町
2 Asahi自然観 朝日町 県・市 町 村（36）
3 もがみ農村体験ネットワーク 新庄市
4 ⻑井グリーン・ツーリズムネットワーク ⻑井市 NO. 名 称 市 町 村
5 グリーン・ツーリズムなんよう 南陽市 1 山形県観光⽂化スポーツ部観光復活戦略課 山形市
6 高畠町ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑﾈｯﾄﾜｰｸ 高畠町 2 山形市農林部農政課 山形市
7 めざみの⾥ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議会 飯豊町 3 米沢市産業部農政課 米沢市
8 農家レストラン「エルベ」 飯豊町 4 鶴岡市農林水産部農政課 鶴岡市
9 産直あぐり 鶴岡市 5 酒⽥市農林水産部農政課 酒⽥市
10 庄内直売組織連絡会議 鶴岡市 6 新庄市商⼯観光課 新庄市
11 鶴岡産直組合「しゃきっと」 鶴岡市 7 寒河江市農林課 寒河江市
12 ⻑沼温泉ぽっぽの湯運営協議会 鶴岡市 8 上山市観光課 上山市
13 酒⽥市ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議会 酒⽥市 9 村山市農林課 村山市
14  四季の森 しらい自然館（鳥海山おもしろ自然塾推進協議会） 遊佐町 10 ⻑井市商⼯振興課 ⻑井市
15 白鷹ツーリズム推進協議会 白鷹町 11 天童市経済部農林課 天童市
16 山の内地域づくり協議会・やまばと 村山市 12 東根市農林課 東根市
17 やまがた⾥の暮らし推進機構 川⻄町 13 尾花沢市農林課 尾花沢市
18  特定非営利活動法人 スペース・アンド・タイム・クリエーション 寒河江市 14 南陽市商⼯観光課 南陽市
19 ふるさとむら宝谷 鶴岡市 15 山辺町産業課 山辺町
20 庄内町グリーン・ツーリズム推進協議会 庄内町 16 中山町産業振興課 中山町
21 一般社団法人 東根市観光物産協会 東根市 17 河北町農林振興課 河北町
22 特定非営利活動法人 葉山の⾥たしろ 寒河江市 18 ⻄川町商⼯観光課 ⻄川町
23 新・農業人ネットワーク山形 朝日町 19 朝日町総合産業課 朝日町
24 清流と山菜の⾥ほその村（農家レストラン蔵）  尾花沢市 20 ⼤江町政策推進課 ⼤江町
25 やまがた農業⼥子ネットワーク 天童市 21 ⼤石⽥町産業振興課 ⼤石⽥町
26 特定非営利活動法人さわらび会（やまさぁーべ） ⼤江町 22 ⾦山町産業課 ⾦山町
27 特定非営利活動法人 自然体験温海コーディネット 鶴岡市 23 最上町交流促進課 最上町
28 さとう農園株式会社 山形市 24 舟形町まちづくり課  舟形町
29 鮭川村観光協会 鮭川村 25 真室川町企画課 真室川町
30 よってけポポラ 東根市 26 ⼤蔵村産業振興課 ⼤蔵村
31 一般社団法人 観光資源マネジメントやまがた 東根市 27 鮭川村むらづくり推進課 鮭川村
32 道の駅 尾花沢 花笠の⾥ねまる 尾花沢市 28 ⼾沢村まちづくり課 ⼾沢村

29 高畠町農林振興課 高畠町
30 川⻄町まちづくり課 川⻄町
31 ⼩国町産業振興課 ⼩国町
32 白鷹町商⼯観光課 白鷹町
33 飯豊町商⼯観光課 飯豊町
34 三川町産業振興課 三川町
35 庄内町商⼯観光課 庄内町
36 遊佐町企画課 遊佐町

賛 助 会 員（6）実 践 者 会 員（133）


