
農業女子女子プロジェクト　サポーターズ名簿（令和4年5月現在）

名前 都道府県名 ホームページアドレス等 職業、勤務先等

竹山　ナオユキ 滋賀県 http://takekin-farm.sunnyday.jp/ 竹金（たけきん）果樹園

佐伯　桃子 東京都 http://horipro.co.jp/talent/SC122/ フリーアナウンサー　（NHK）

廣井　洋平 東京都 http://www.kyohdai.com 行政書士

髙橋　容子 千葉県 http://ameblo.jp/smile-vegeful-yk/ 株式会社まつの

渡部　郁子 東京都 http://watanabeikuko.jimdo.com/ アウトドアナビゲーター、温泉ソムリエ

渋谷　往男 東京都 東京農業大学国際バイオビジネス学科

株式会社　華エンタープライズ 大阪府 http://hana-rosso.com/

伊藤　淳子 東京都 http://juncoito.blogspot.com/（※ブログ） 伊藤淳子事務所

田中　美弥 富山県 http://www.miya-tomigaeri.com 田中繁雄公認会計士事務所

鎌倉　希旭 長野県 http://hikarukamakura.naganoblog.jp/（※ブログ） 法律事務所職員

新井　絹世 神奈川県 http://www.araikinuyo.jp/ 神奈川県議会議員

吉野　隆子 愛知県 http://www.asaichimura.com/ オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村

福島　恭子 岡山県 Ｌucky island 福島農園

中島　隆子 福岡県 総合商社勤務

株式会社　高千穂 神奈川県 http://www.100percent.co.jp/ 100%自然素材主義編集部

横山　藍 山梨県 食品会社勤務

小谷　あゆみ 東京都 http://ameblo.jp/ayumimaru1155/（※ブログ） フリーアナウンサー、ベジアナ

中原　麻衣子 東京都 http://ameblo.jp/vege-maimai（※ブログ） 個人事業主（HeartfulKitchen）

木村　純一 東京都 野菜ソムリエ

藤田　志穂 東京都 http://www.o-gr.net/index.html 会社員（Office G-Revo株式会社）

吉田　由美 東京都 http://fooddesigners.net/ NPO法人フードデザイナーズネットワーク理事／シニア野菜ソムリエ

小池　一美 神奈川県 https://www.facebook.com/comadeli（facebookアカウント） コマデリ（弁当販売）＆横浜市青葉区地域活動

農業生産法人　Ｈプロジェクト株式会社 愛媛県 農業タレント育成

ビズ・リファイン株式会社 福岡県 http://www.umaka-yasai.com 九州産にこだわった野菜を宅配するECサイト運営

神野　敬子 東京都 俳優

桂　政彦 東京都 ｃｒｅａｔｉｖｅｋｅｉ、自然農法実践者

友谷　清志 岡山県 http://takebemai.jimdo.com たけべ特別栽培農産物研究会

岩田　真理子 東京都 ERAN株式会社（マナー講師・アンチエイジングフードマイスター）

馬越　愛 大阪府 八百屋件カフェ従業員

岩田　るみ 東京都 http://ameblo.jp/lavieendanse　（※ブログ） カルチャリスト合同会社代表、アンチエイジングフード協会事務局 

小東　和裕 兵庫県 http://about.me/yasaizukuri 週末兼業農家（百菜畑）　野菜でつながるコミュニケーション研究所

岡　由子 山梨県 http://www.chikyu-genkimura.com/ NPO法人 地球元気村 山梨支部長（野菜ソムリエ）

田中　雄二 埼玉県 http://terasakatanada.jimdo.com/ 自由業（フリーの映像制作者）

占部　恵子 大阪府 http://www.coorde.co.jp 株式会社コーデ

井手添　敬子 鳥取県 特定非営利活動法人　楽　理事長

藤岡　佳代子 愛媛県 http://cocokayo.com 団体役員

堀　耕太 東京都 http://www.farmer-cloud.com Nexfarm

沼尾　ひろ子 栃木県 http://hirokonumao.com 現役TVアナウンサー農家、「篠井里山モデル」プロデューサー

香月　りさ 東京都 http://ameblo.jp/vf-mamako/（※ブログ） 「野菜ソムリエ、野菜ぎらい克服塾講師」

永石　ひろし 千葉県 http://npoasar.ne.jp NPO法人農業生産支援活動会

橋本　秀美 東京都 http://atelier-bonum.com フラワーデザイナー

武田　芳計 千葉県 武田農園　代表

加藤　百合子 静岡県 http://m2-labo.jp 代表取締役社長（株式会社エムスクエア・ラボ）

大谷　弘人 三重県 http://locavore-japan.jp/ ロカヴォア株式会社代表取締役、NPO法人名神ツーリズム大学代表理事

簗瀬　昌文 栃木県 会社員

柴田　かおる 東京都 http://www.meetup.com/Nippon-Go/ 司会、短大講師、朗読講師

山脇　加奈子 愛知県 会社員

加地　まゆみ 愛媛県 愛媛６次産業化プランナー

木村　真琴 大分県 http://ameblo.jp/macomekko/ フードアナリスト/ウエルネスフード研究家

平田　英之 岡山県 岡山県

斉藤　総幸 栃木県 栃木県職員　（河内農業振興事務所）

嶋田　佑紀 埼玉県 http://www.emo-lab.jp 合同会社ｅｍｏ 代表

山崎　智美 新潟県 http://www.tecum-sr.com/ 社会保険労務士

伯母　直美 東京都 http://www.naomi-uba.com/ 暮らしのRecipeキッチンスタジオ　伯母農園　ママキッズネットワークトップアドバイザー

北村哲嗣税理士事務所 埼玉県 http://www.office-kitamura.com/ 北村哲嗣税理士事務所

玉川　眞奈美 山梨県 http://www.infinivalue.jp/ 株式会社インフィ二バリュー　栄養士、代表取締役　フードコーディネーター、野菜ソムリエ  

酒匂　ひろ子 東京都 http://ameblo.jp/hirokoskitchen/（※ブログ） HIROKO’S KITCHEN　料理教室の運営と菓子製造業

株式会社ｚｉｔｅｎ 東京都 http://www.ziten.jp/

牧野　悦子 埼玉県 http://ameblo.jp/etsumaki/（※ブログ） 野菜ソムリエ（料理教室主宰、商品開発、講座講師等）

三品　節 埼玉県 学習院女子大学環境教育センター

本多　優二 群馬県 無職

武久　景子 福岡県 http://kenko-shitake.jp/ 株式会社　武久

大木　久美子 東京都 奥村商事株式会社

飯田　康介 埼玉県 セプテーニ・オリジナル

奥村商事株式会社 東京都 http://www.okumurashoji.co.jp/index.html 奥村商事株式会社

江草　聡美 岡山県 Mirare Serare　（岡山の果樹等のネットショップ）　http://greensboro.exblog.jp/ （株）バイトマーク　代表取締役

滝沢　敏弘 新潟県 新潟県十日町地域振興局農業振興部

山ノ内　優次 福岡県 http://www.nichiryunagase.co.jp/ 株式会社ニチリウ永瀬

端無　徹 三重県 自営業

http://juncoito.blogspot.com/
http://www.miya-tomigaeri.com/
http://hikarukamakura.naganoblog.jp/
http://ameblo.jp/ayumimaru1155/
http://ameblo.jp/vege-maimai
https://www.facebook.com/comadeli
http://ameblo.jp/lavieendanse
http://ameblo.jp/vf-mamako/
http://ameblo.jp/hirokoskitchen/
http://ameblo.jp/etsumaki/
http://www.okumurashoji.co.jp/index.html


農業女子女子プロジェクト　サポーターズ名簿（令和4年5月現在）

名前 都道府県名 ホームページアドレス等 職業、勤務先等

大平　恭子 岩手県 http://brandstory.jp/ シニア野菜ソムリエ、６次産業化プランナー（全国）、ブランドストーリー代表

岡本　文洋 三重県 農業自営（グリーンサービス岡本）

岡山県青果物販売株式会社 岡山県 http://www.umaina.co.jp 果実加工品製造業及び販売

安倍　昭恵 山口県 http://akieabe.jp/ 内閣総理大臣夫人

下総　夕可里 愛知県 http://www.avatarj.com スターズエッジ・インターナショナル

済美高等学校　食物科学コース 愛媛県 http://www.saibi.ac.jp 高校生（担当：家庭科担当　塚野夕佳）

山田　雅恵 東京都 （株）トリップモード

田村　裕康 神奈川県 株式会社エムアンドエムサービス

大澄　宣枝 北海道 http://www.cupid.jp.net NPO法人赤い糸プロジェクト

共栄火災海上保険株式会社　 東京都 http://www.kyoeikasai.co.jp/ 損害保険業（担当：広報室　小林、大久保）

小倉　光香子 東京都 http://onlines.digiweb.jp/index.html にっぽんやさい

福井 功 千葉県 http://www003.upp.so-net.ne.jp/ichikawa/CAMEL-top.html （有）キャメルスタジオ

株式会社アタゴ 東京都 http://www.atago.net/japanese/ 計測機器の製造・販売

森田　吉公 大阪府 http://www.alchemics.co.jp/ 株式会社アルケミックス

福島　征二 大阪府 グリーンラボラトリー

日本農業情報システム協会 千葉県(本社） http://jaisa.org/ （担当　中島隆子）

清水　宜之 東京都 http://www.kokken.or.jp/ 一般財団法人日本穀物検定協会

株式会社　大志 北海道 http://taishi-k.jp

武笠　みどり 埼玉県 http://www5c.biglobe.ne.jp/~mukasa/

株式会社丸福繊維 愛知県 http://www.marufuku.ne.jp/ 帽子・日焼け防止マスクの製造

組込みソフトウェア女子会発 専門技能集団ギルド 『きみと』 神奈川県 https://www.facebook.com/groups/550095935117268/ ＩＴ系技能ギルド　きみと （代表　東　有紀）

篠原　久仁子 東京都 http://yasai-journal.com/ 野菜ジャーナリスト　

宮下　迪帆 京都府 大学生

イセファーム株式会社 茨城県 http://www.ise-egg.co.jp/index.html 鶏卵生産・堆肥製造販売

一般社団法人 日本茶アンバサダー協会 東京都 http://www.nihoncha.org/ 日本茶のファンを増やす活動を展開する一般社団法人

黒木　美佳 宮崎県・東京都 http://miculture.jp/ 歌手（黒木姉妹）兼芸能・イベント企画会社社長

牛窪  万里子 東京都 http://www.meridian-p.net/member/ushikubo.html フリーアナウンサー（兼　事務所運営）

渡邊　智之 東京都 農業現場への各種IT(ICT)の普及・利活用推進

都築　冨士男 大阪府 株式会社都築経営研究所

株式会社　東海化成 岐阜県 http://www.tokai-kasei.co.jp/ 農業・園芸用プラスチック資材製メーカー

柴田　理恵 東京都 会社員（編集）

TABICA(たびか) 東京都 https://tabica.jp/ 農業体験など地域ならではの体験の提供

株式会社ラクーン　クラウド受注・発注システム「OCREC」 東京都 https://corec.jp 企業間取引を効率化するためのサービス提供

JA佐波伊勢崎（佐波伊勢崎農業協同組合） 群馬県 http://www.ja-sawa.or.jp/index.html 農業協同組合

スリーエムジャパン株式会社 東京都 http://www.labelyasan.com/

もちちゃん＆もちくん（有限会社サンウッド） 東京都 http://mochikun-japan.com/

株式会社レオパレス21 東京都 http://www.leopalace21.co.jp/

長田由美子 埼玉県 会社員

カルエンタープライズ株式会社 長野県 http://www.calenter.co.jp 製造業

株式会社DACホールディングス 東京都 https://www.dac-group.co.jp/

日本野菜ソムリエ協会 東京都 https://www.vege-fru.com/

ソリマチ株式会社 東京都 https://www.sorimachi.co.jp/

株式会社　NHK出版 東京都 https://www.nhk-book.co.jp/ 出版社

株式会社リーガロイヤルホテル東京 東京都 https://www.rihga.co.jp/tokyo

株式会社パソナ農援隊 東京都 http://www.pasona-nouentai.co.jp/

株式会社東急ハンズ 東京都 https://www.tokyu-hands.co.jp/

シダックスエコファーム 東京都 https://www.shidaxecofarm.jp/ 野菜の生産・流通事業・農業体験・スクール事業

キリンビバレッジ㈱ 世界のKitchenから 東京都 https://www.kirin.co.jp/products/softdrink/kitchen/ 清涼飲料の製造販売

株式会社　名古屋東急ホテル 愛知県 https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

株式会社リブ・コンサルティング 東京都 https://www.libcon.co.jp/

幸南食糧株式会社　地域活性化研究所 大阪府 http://www.kohnan.co.jp/

株式会社 丸和住宅 栃木県 https://maruwa-net.jp/

株式会社マイナビ地域創生 東京都 https://sousei.mynavi.jp/

株式会社そごう・西武　そごう広島店 広島県 https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/

株式会社ハマネツ 東京都 https://www.hamanetsu.co.jp/

株式会社トータルハウジング 鹿児島県 https://www.total-housing.net/

大興貿易株式会社 東京都 https://www.e-neem.com

リデン株式会社 東京都 https://new.agmiru.com

AYUMI 東京都 https://instagram.com/ayumiayunco?igshid=YmMyMTA2M2Y=モデル

※　参加登録順に掲載しています。
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