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都道府県市町名
性
別
購入品種 コメント

滋賀県 栗東市 女 秋の詩
「秋の詩」が好きで以前からよく購入します。この頃ちょっと価格が高いなと感じています。米つぶが大きいところ
とあまみがあるところが好きです。

滋賀県 栗東市 女 秋の詩
「みずかがみ＇無洗米（」を時々購入します。米つぶが小さい点が残念だと思います。無洗米が環境に優しいの
になぜもっと安く消費者に届かないのかと思います。特に冬場無洗米は水洗いもなくアピールできるチャンスと
思います。

滋賀県 大津市 女 秋の詩
・飽きのこない味でおかずにも、卵がけご飯にしても美味しいです。
・美味しいお米をありがとうございます。

滋賀県 大津市 女 秋の詩
・自分が生まれた所の物が一番。
・減農薬はよいと思います。ガンバッテ下さい。

滋賀県 大津市 女 秋の詩 いつも安心しておいしく食べています♥

滋賀県 高島市 女 秋の詩
いつも玄米を買って、家で精米していましたが、無洗米も便利でいいな、と思いました。滋賀県に住んでいる以上、
滋賀県のお米、野菜を食べるように心がけています。おいしいお米、作って下さい。

東京都 板橋区 女 秋の詩
いつも滋賀県産のお米を取り寄せておいしくいただいています。減農薬・化学肥料での栽培というので、手間も
かかると思いますが、これかｒもお米づくり頑張って下さい。

滋賀県 草津市 女 秋の詩 おいしいお米をいとも作って下さってありがとうございます。これからも頑張って下さい。
滋賀県 湖单市 女 秋の詩 おいしかった。

大阪府 大阪市 女 秋の詩
近江米は今まで好んで食べませんでしたが、子どもが生まれて、安全で美味しいお米をさがしていました。お値
段もお手頃であまみがあって、もっちりでもさっぱりしていて、我が家で大人気です。

大阪府 守口市 女 秋の詩 大阪に住んでいますのでびわ湖はとてもお世話になっていますので、我が家は近江米を食べています！
大阪府 守口市 女 秋の詩 大阪に住んでいますのでびわ湖はとても大切ですので、近江米を食べています！

滋賀県 草津市 女 秋の詩
環境こだわり米の中で、一番美味しいと思います。少々価格は高いですが、無洗米を食べています。安心で安
全な地元のお米を食べ続けます！！

大阪府 門真市 男 秋の詩 最近は滋賀県産の無洗米しか食べていません。もっと取扱店が増えると嬉しいです。
滋賀県 彦根市 女 秋の詩 冷めてもおいしい。お弁当に入れてます。これからもおいしいお米を作って下さい。
滋賀県 彦根市 女 秋の詩 冷めてもおいしい。これからもおいしいお米を作って下さい。

埼玉県 三芳町 女 秋の詩
滋賀県産「秋の詩」を食べてみましたら、とてもふっくらしたご飯が炊け、おいしく頂きました。農家の方々のお米
に対する深い愛情と、滋賀県のおいしい水で、このようなお米ができるのだと思います。これからもおいしいお米
を沢山作って下さいね！！

滋賀県 草津市 女 秋の詩
滋賀県産で環境・びわこ・体にも優しい安全・安心なお米を家族で美味しくいただいています。ありがとうございま
す。
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兵庫県 尼崎市 女 秋の詩 为人は「お米変えた？」と言っており、甘みもあり美味しいと食がすすみます。
東京都 板橋区 女 秋の詩 大変おいしいお米で、満足しています。これからも環境にも優しいお米作りをお願い致します。

滋賀県 大津市 女 秋の詩
炊き上がった時のツヤ・甘みが大好きです。すぐそばに田んぼがあり、いつも成長を見ています。これからも地
元のおいしいお米を作って下さい。

滋賀県 大津市 女 秋の詩
炊き上がりはもちろんですが、冷めても美味しく頂けます。環境にこだわって作られているとの事で、ご苦労も多
いかと思いますが、頑張って下さい。

京都府 長岡京市 男 秋の詩 父が滋賀県産のお米が好きで、よく買っています。新米は格別においしいです。
兵庫県 宝塚市 男 秋の詩 粒が他品種より大きくうまかった。
大阪府 大阪市 女 秋の詩 つやがあって甘くておいしいです。

東京都 板橋区 女 秋の詩
特別栽培米で安心しな上に、おいしいお米なのでとても満足しています。これからもびわ湖の環境を守るお米を
つくって下さい。

滋賀県 湖单市 男 秋の詩 とても甘みがありジューシーでした。これからも環境を重視して、お米作りをお願いします。

千葉県 印西市 女 秋の詩
年に数回滋賀県に旅行します。そのたびに米を購入して帰ります。今回は、「秋の詩」。とてもおいしいです。無
洗米があったのはうれしいです。

滋賀県 草津市 女 秋の詩
普段は愛を米こしひかり、みずかがみ、秋の詩を購入しています。秋の詩の価格が高い方を見つけて買いまし
た。秋の詩は一番美味しいと思います。みずかがみは無洗米があまり置いてないのは売切れでしょうか？平和
堂やイオンにあれば嬉しいです。今後もパールライスしか食べません。

京都府 久御山町 女 秋の詩 無洗米を購入しました。 つぶが大きく炊きあがりはつやがあり甘みがあっておいしかったです。

滋賀県 湖单市 女 秋の詩
昔から近江米が好きでいつも食べています。いつも美味しいお米をありがとうございます。これからも変わらず
美味しいお米をお願いします。

滋賀県 草津市 女 秋の詩 無洗米、琵琶湖に優しいからね。長年愛食しています。合掌。
大阪府 大阪市 女 秋の詩 無洗米がおいしくていつも食べています。

大阪府 高槻市 女 秋の詩
無洗米だからあっさりしたごはんでした。農家さんの大変な労働のためにおいしいごはんが食べれます。ありが
とうございます。

東京都 板橋区 女 秋の詩
無洗米でも特別栽培米なので安心しておいしくいただいています。これからも良いお米をつくって下さい。忚援し
ています。

滋賀県 大津市 男 秋の詩無洗米
・地産地消でいつもパールライス買ってます。
・びわ湖を大事にしていきたい。体に良いお米をお願いします。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり ”さっぱりとした”食べた後が好きです。滋賀のお米 くせがなくとってもおいしいです！！
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 「環境こだわり農産物」で安心です。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 「環境にやさしい農産物」で安心して美味しくいただいています。
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滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
「きぬひかり」おいしいです。新米になってから、ごはんが、やたら減るようになりました。夫も子どももおかわりし
てます！！

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 「きぬひかり」おいしいので好きです。
滋賀県 大津市 男 キヌヒカリ 「キヌヒカリ」とてもおいしいです。これからも環境を大切に、こだわりの近江米を期待しています。
滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり 「きぬひかり」にしてからガッツリ食べるようになりました。すぐお米がなくなります。
滋賀県 彦根市 女 キヌヒカリ 「キヌヒカリ」のふっくら感が好きです。
滋賀県 守山市 女 キヌヒカリ 「キヌヒカリ」をいつも買っていますが「みずかがみ」もためしたいです。
滋賀県 湖单市 女 キヌヒカリ 「キヌヒカリ」をずーっと食べています。
滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ 「キヌヒカリ」をずっと長くいただいています。つや、甘み一番です。価格もうれしい。

滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ
「こめーる」で定期的に買っています。無洗米は忙しい中、とがずに炊けるし環境にも良い。味は他のお米より
濃い気がします。京都にいる娘にも買っています。胚芽米のように胚芽が残った状態のものが開発されることを
期待してます。

滋賀県 湖单市 女 キヌヒカリ 「米の登録」以来20年くらい「キヌヒカリ」を食べています。

滋賀県 野洲市 女 きぬひかり
・あっさりした味でした。
・農薬や化学肥料を減らして安全なお米づくりを期待しています。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
・ずっと「きぬひかり」を愛し続けております。甘くておいしい大好きです。
・生産者様 忚援してます。食べることで

兵庫県
神戸市中
央区

女 きぬひかり
・ねばりもあって冷めてもおいしいです。
・メッセージ：家族みんなもおいしいお米をきたいしております♪

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり

・我が家ではＣＯＯＰできぬひかり玄米を長年購入して自宅にて精米して食べています。粘りや旨味など他の品
種よりよりはおいしく食べてます。みずかがみも一粒、一粒は小さく感じますが、もっちり、さらりと食べられる感
じで大変おいしいと思います。
・自然を大事に環境を大事にして生活しています。今後も、おいしいお米をお願いします。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
☆大学生、高校生の2人の娘は朝・昼・晩ときぬひかりを食べて育ちました。これからも我が家はきぬひかりを
食べ続けます！！☆

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
10年以上食べていますが、とがなくていいので便利だしおいしくて喜んでいます。環境にこだわっているところも
いいですね。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
18歳、14歳の息子のお弁当にも毎日入れています。いつもきれいに食べてきてくれます。冷めても美味しいお
米です。
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滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
一時期無洗米が便利と言う事で買っていましたが、少々においが気になり、又、どうしても洗いたくなるので元に
戻し、今は毎日洗って炊いています。やっぱりこれ美味しい！

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり 1年中きぬひかりを頂いています。
滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり 一番最初だったので、もちもちして感激でした！今回は華越前、みずかがみ、きぬひかりと新米を頂いています。
滋賀県 守山市 女 きぬひかり 20年前から「きぬひかり」を食べています。これからも安心しておいしく食べられるお米作りに励んで下さい。

滋賀県 米原市 女 きぬひかり
30年以上気に入って食しています。お米作りって大変ですよね。天候に左右されるし、なにより台風が１番いや
ですヨね!!頑張って下さい。

滋賀県 米原市 女 きぬひかり
30年以上この商品一本です。たまに違う品種の物を食べると ? と思います。お米作りって大変ですよね。天
候に左右されるし、なにより台風が１番いやですヨネ!!頑張って下さい。

滋賀県 野洲市 男 きぬひかり
A級品の他地域のお米も食べましたが、やはり地産の普及と安心安全のことから、以前からずっと近江米を美味
しく頂いています。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
JAの直売所よりもだんぜんおいしいです。滋賀に住んでからお米を沢山食すようになりました。精米機も買いま
した。

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり あきのこない味で、きぬひかりが生産されてからずっといただいてます。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 秋の新米。たきたてのごはんが大好きです。おいしいお米をありがとう＾ｖ＾

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
朝からごはん党です。 おべんとうやおにぎりにして、冷めてもとてもおいしい。 实家でもずっときぬひかりです。
生産者の方達に感謝です。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 味、口の中での感じが好きです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
味がおいしいので満足しているだけでなく、環境こだわり農産物という事で地元の為に役立っている事は嬉しい
事です。子ども達にも安心して食べさせられますし、今後もずっと続けて欲しい取り組みだと思います。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
味が美味しくて満足しているのはもちろん、環境にも配慮されている事は素晴らしいと思います。これからも地元
の為にも頑張って下さい。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
味がしっかりしていて、おいしいです。無洗米を使うことで、びわ湖を汚さないし、水も時間も節約できます。お米
を作るのは、年間に渡り、気を抜けるときもなく、お休みも少なく大変かと思いますが、これからもよろしくお願い
し致します。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
味がしっかりしていて、おいしいです。無洗米を使うことで、びわ湖を汚さないし、水も時間も節約できます。お米
を作るのは、年間に渡り、気を抜ける時もなく、天候に左右されることも多く、大変かと思いますが、日本の为
食！！これからも食べ支えていきますので、よろしくお願いし致します。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 安全・安心なお米作りに感謝しています！
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 安全安心なので、毎月地方に下宿する息子に送っています。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 安定したおいしさです。安心して食べられる近江米、これからもよろしくお願いします。
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滋賀県 大津市 女 きぬひかり
以前一度みずかがみを食べたのですが、やはりきぬひかりの方が粘りがあり、又、「16穀ごはん」を少しまぜて
炊くと、よりもちもちとしておいしいです。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり

以前はブランド名だけで北海道の「ななつぼし」を購入しておりました。生協さんで地産地消をすすめておられ、
農薬・化学肥料の少ない近江米(環境こだわり米)を知り、生産者の方の顔が見えたり、とりくみを知ったのが購
入するきっかけになりました。このお米にたどり着くまでにいろんなお米を試しましたが、このお米は土鍋で炊い
ておりますが、本当にくせがなく、どんな料理にもよくあっておいしいです。無洗米を購入するまではパサパサす
るのかと勝手に思ってましたが、食味もおいしく、水の節約にもなるし、びわ湖を汚さないのでとてもよいと思って
おります。近江米を購入する際にホームページで生産者の方のお顔を拝見し、とりくみや熱意を知ったことも後
押しになりました。2年以上ずっと食べ続けてます。10年以上もの間、環境にやさしいお米作りにとりくんでこられ
てご苦労も沢山おありかと思います。本当に農薬・化学肥料が少ない事は食べている私達も安心ですし、びわこ
や生物を守って下さってありがとうございます。みずかがみもおいしいとよくうかがいますので、一度ためしてみ
たいです。♡是非プレゼントして下さい♡今後もびわ湖にやさしくおいしいお米を提供してください。期待してます。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり 一年中おいしいお米を頂いています。

滋賀県 草津市 女 キヌヒカリ
いつも「キヌヒカリ」玄米を発芽させて食べています。炊き方を工夫しておいしくいただいています。より安心安全
なお米をよろしくお願いします。

滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ いつも「キヌヒカリ」をいただいています。安心安全なお米をよろしくお願いします。

滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり いつも「きぬひかり」をおいしく食べてます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
いつも頂いておりますが、「きぬひかり」は本当に美味しいお米です。これからも安心して頂ける美味しいお米を、
よろしくお願い致します。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり
いつもいぬひかりを頂いています。息子達も大好きで、大きなおにぎりを作ってあげては、ペロリと食べるので、
びっくりするやら嬉しいやら。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり
いつも美味しいお米をありがとうございます。我が家はお米大好き家族です。これからも楽しく食べさせてもらい
ます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
いつも美味しいお米を生産していただきありがとうございます。これからも安心して頂けるお米をよろしくお願いし
ます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり いつも美味しく頂いています。暑い日も寒い日も大変だと思いますが、頑張って下さい。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
いつも美味しく頂いています。甘みがあって程よく粘り気があり大好きです。
・美味しいお米をありがとうございます。これからも身体を大切に頑張って下さい！！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり いつもおいしく頂いています。農薬・化学肥料を通常の半分以下で栽培しておられるので安心して食べています。

滋賀県 大津市 男 きぬひかり
いつも美味しく頂いていますが、“みずかがみ”はまだ食べたことがないので、是非当たるといいなと思っていま
す。
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滋賀県 草津市 女 きぬひかり いつも変わらずおいしいです。ずっと食べています。これからも食べます！！！

滋賀県 大津市 男 きぬひかり
いつも変わらないおいさをありがとうございます。
これからも自然環境に配慮したおいしい近江米をおねがいします。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり いつもきぬひかり とてもおいしい。みずかがみはまた食べていない。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり
いつもきぬひかりを頂いています。大変美味しいと思っています。又、一度みずかがみも試してみたいです。美
味しいお米ありがとうございます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
いつもこなんまいを食べていますが、今日はコープできぬひかりを購入。とってもつやがありおいしくいただけま
した。これからもシガのお米を食べ続けますので、おいしいお米作って下さいね！頑張ってよろしく。

滋賀県 守山市 女 きぬひかり いつもこのお米です。たまに他の銘柄しかなくて買うと、不評です！！
滋賀県 守山市 女 きぬひかり いつもこのお米と決めています！

滋賀県 長浜市 女 きぬひかり
いつも滋賀県米を食べています。大切な琵琶湖を守るために化学肥料を少なく、農薬も出来るだけ少なく栽培し
ておられると聞いています。大変な仕事ですが頑張って下さい。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり
いつも登録米で食べています。炊きたてもお弁当で冷めても美味しいです。水が美味しいとお米が美味しい！農
家の方々の努力をムダにしないように環境を守る活動に参加していきたいです！！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり いつもとてもおいしくいただいています。もっちりした食感が大好きです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
いつもピカピカに炊きあがるお米にニンマリしている毎日です！いつもおいしいお米をいただいています！おに
ぎりもおいしく毎日、子どもたちも楽しみのひとつです！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
いろいろ食べてきましたが、生協のお兄さんに相談したら「きぬひかり」がおいしいと言われ、食べてみてそ通り
で、それ以来他のは食べてません！！

滋賀県 守山市 女 きぬひかり
いろいろ他の県のお米も食べ比べましたが、今は『きぬひかり』が1番と思いますが・・・。みずかがみも一度食べ
てみたいと思います。

兵庫県 尼崎市 女 きぬひかり うちはこのお米がとても大好きです。近場のスーパーなどでも手軽に買えるようにして欲しいです。
静岡県 浜松市 きぬひかり うまみがあり、おいしいです。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
うま味があるのにさっぱりしていておかずと共に食べるのに最適。滋賀米は全て美味しいので、もっと宠伝して
広めてください！

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
産まれてから40年以上、ずっと近江米を食べています。どこへ行っても家のお米がおいしいと思います。新米サ
イコー！！です。これからも美味しいお米を作り続けて下さい。食べます♡
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滋賀県 大津市 男 きぬひかり 生まれも育ちも県内で、琵琶湖への思いは大きいです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
永平きぬひかりを食しております。大変美味しく頂いております。米所近江、江州米としてのブランド力を高めて
頂きたいと思います。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり お味は普通です。だけどあきのこない味が好きです。無洗米で助かります。長く生産を続けて下さい。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
美味しくて高級な近江米というブランドイメージが出来上がっていると思います。近江米は本当にいつ食べても
美味しいです。お店のごはんが“近江米”と聞くと、嬉しい気持ちになります。

滋賀県 東近江市 女 きぬひかり おいしくてついつい食べ過ぎです。
大阪府 守山市 女 きぬひかり 近江米は安心安全価格も安定していてしかも美味しいので大ファンです。
滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ 近江米最高＇冷めても（。環境に配慮して生産していただきありがとうございます。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
近江米で育ちました。子どもも近江米で育っています！これからも地産地消で近江米を食べ続けます！！美味
しいお米を作ってもらって感謝しています。ありがとうございます！！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
近江米は、日本で誇ることができるお米だと思います。お米の味自体がとても良く、艶もあり、おいしいです。環
境や人体にも良い栽培方法は、手間がかかると思いますが、どうか、どうか続けて下さいね。

滋賀県 守山市 男 きぬひかり 近江米は安心して食べられます。新しい品種も開発して下さい。

東京都 国立市 女 きぬひかり
近江米は外食の時以外で初めて購入していただきました。ツヤがあり、そのままではもちろん、炊き込みごはん
等でも程よいかみごたえと甘さがありました。

滋賀県 甲賀市 女 キヌヒカリ
近江米はとてもおいしくておかずがなくてもごはんだけでも食べられるくらいで遠くの親戚にも送っております。生
産者の皆様には感謝、感謝。これからもがんばってください。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
近江米はやっぱり美味しいです。今の時期、新米になるので、なお一層おいしくてごはんがすすみます。きぬひ
かりも好きですが、みずかがみも好きな味のお米です。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
大阪から転居してきて早20年！以来お米はCoopさんで定期購入しています。滋賀県の知名度が全国最下位な
んて信じられません！！お米もお肉もお魚もこんなに美味しいのに！！これからもずっと食べ続けます！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 大津に越してきて4年になりますが、以来「きぬひかり」を食べています。大変美味しく頂いております。
滋賀県 大津市 男 きぬひかり おかげで家のご飯が一番おいしいです。おいしい米をありがとうございます。
大阪府 大阪市 男 きぬひかり お米がおいしいです。生産者の皆さん、いつもありがとう。
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滋賀県 大津市 女 きぬひかり お米大好き。おにぎり大好き。おいしいお米をありがとう＾ｖ＾

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
お米の粘りけやそのふくらみ具合が良かった。お米の生産ご苦労様です。環境が種々影響すると思いますが、
頑張って下さい。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり お米はおいしいし、洗う手間もはぶけ忙しい時はたすかります。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり お米らしいねばりがありさめてもおいしいです。
滋賀県 草津市 女 きぬひかり お寿司に美味しいお米です。いつもありがとうございます。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 同じ所に売られていたら、他県で生産されたものより滋賀県産を買うようにしています！
滋賀県 大津市 女 きぬひかり おにぎり最高。どこにも負けないお米を作り続けて下さい。忚援しています。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり おにぎりにしたら最高です。日本人はお米です。忚援しています。
滋賀県 草津市 女 きぬひかり おにぎりにして食べるのが一番大好きです。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
外食してもおいしいお米に出会うのは少ないです。無洗米は「手間いらず」「水道代節約」「汚水を琵琶湖に流さ
ない」、三方良しなので滋賀ではみんな無洗米を使うと良いのにね！！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 価格的にも買いやすく、おいしいです。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 価格的にも購入しやすく、県内で契約栽培されているので安心です。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
化学肥料が5割以下に抑えられていて、安心して食べられる事と、無洗米で便利。粘りが良く食感が良いので、
いつも利用させていただいています。

滋賀県
近江八幡
市

女 キヌヒカリ 科学肥料を通常の亓割以下がよいですね。

滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ
家族そろって大好物です。13年前に引っ越して来て以来近江米のファンです。なぜか他県のお米だと「もの足り
ない」感じがするのです。これからもたくさん作ってください。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり 家族は「きぬひかり」が大好きです。つや良し味良し。いつもおいしいお米をありがとうございます。
滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり かため、やわらかめに炊いても炊いてもおいしいので、いつもきぬひかりです。
滋賀県 大津市 男 きぬひかり 家内がおいしいというきぬひかりに間違いはない。とてもうまい。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
かみごたえがあり、おいしいです。無洗米を使うことで、びわ湖を汚さない事に貢献できると聞いて使っています。
お米を作るのは、年間に渡り、気を抜けるときもなく、お休みも少なく大変かと思いますが、これからもよろしくお
願いし致します。

滋賀県 長浜市 男 きぬひかり 環境かだわり米は、環境にも優しく食べてもおいしい素敵なお米です。
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滋賀県 甲賀市 男 きぬひかり 環境こだわり米は子供にも安心で、いつも買っています。美味しそうです。
滋賀県 守山市 女 きぬひかり 環境こだわり米を頂いています。大変美味しいです。
滋賀県 大津市 男 キヌヒカリ 環境に配慮して生産していただきありがとうございます。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 環境にやさしく家計にやさしく、身体にやさしい、おいしいお米です。
滋賀県 大津市 男 きぬひかり きぬひかり、時間が経ってもおいしい。毎日おいしくいただいています。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
きぬひかりおいしかったです。また買いたいと思いました。冷めてもおいしく気に入りました。これからも安全でお
いしいお米をお願いします。地産地消♡です。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり きぬひかりとみずかがみが好きです。
滋賀県 彦根市 女 きぬひかり きぬひかりは、もちもちしていてとても美味しいです。ありがとうございます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
きぬひかりは3・4年前から食べています。無洗米で洗う手間も省け、又、琵琶湖も汚さないし良いです。米もツヤ
がありねばりもあって美味しく頂いています！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
きぬひかりはずっと子供の時から食べています。 変わらないおいしいお米で大好きです。 しがのお米は自慢
できるナンバーワンです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり きぬひかりは適度な粘りとつやがあり、とても気に入っています。これからも美味しいお米をよろしくお願いします。
滋賀県 栗東市 女 きぬひかり きぬひかりはとても美味しいです。
滋賀県 草津市 女 きぬひかり きぬひかりは本当に美味しい！もちごめっぽく粘りがありこれにかぎる。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり きぬひかりは安いので食いますが可もなく不可もなくな味と感じます。毎日の積み重ね。ありがとう。
滋賀県 守山市 男 きぬひかり 銀色に光りおいしい。 ありがとう。
滋賀県 長浜市 男 きぬひかり 近畿の水瓶琵琶湖に優しく、無洗米は手軽で食べても美味しいお米を、ありがとうございます！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
減農薬・化学肥料のお米が欲しくて地元のお米を購入しました！とてもおいしかったし、これからも減農薬・化学
肥料のお米を購入し続けたいです☆

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
減農薬のきぬひかりはさめてもおいしく子供のお弁当に毎日使っています。おいしいお米をありがとうございます。
子供もお弁当のご飯を一粒も残さず大切にいただいています。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 玄米で食べています。とてもおいしく気に入っています。
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滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
玄米で配達してもらって、食べる前に精米していただいてます。 あきのこない味です。 農薬、化学肥料を減ら
しての米づくり、ごくろうもおありでしょうががんばって下さい。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり コープしができぬひかりをとり、さめても美味しく頂いています。我が家は大好物でーす。ありがとう♡
滋賀県 草津市 女 きぬひかり コープで自動お届けで、いつも食べています。 いつも安定したおいしさです。 がんばって作って下さい。

滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり コープのきぬひかりが一番おいしいです。これからもよろしくお願いします。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
コープ無洗米滋賀きぬひかり＇新米（甘みがあっておいしく頂いています。滋賀に引越して来てから、滋賀県産の
お米を選んで買っています。豊かでのどかな滋賀の生産者さま、これからもおいしいお米よろしくお願いします。

滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり
こしひかり、みずかがみ、きぬひかりと色々食べていましたが、こしひかりときぬひかりの間と聞いたのでこれか
らは、みずかがみ。農薬・化学肥料を減らした栽培、頑張って下さい。

滋賀県 大津市 男 きぬひかり
こしひかり・みずかがみ・日本晴など食べていますが、今回きぬひかりを食べましたが美味しかったです。環境こ
だわり米の栽培を行う事は農薬・化学肥料を通常の半分以下で栽培することによって、びわ湖の水質が良くなる
ので、生産者の方は、田の雑草の管理が大変でしょうが、このままで継続して栽培を行ってください。

滋賀県 大津市 男 きぬひかり こしひかりが1番おいしい。次がきぬひかり。みずかがみはあっさりしすぎている。
滋賀県 大津市 男 きぬひかり こしひかりそっくり、冷えてもおいしいお米です。おいしい近江のお米作って下さい！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
こしひかりのようにねばりがあって大変おいしいです。生産者の方、ご苦労様です。いつもおいしいお米をありが
とうございます。

滋賀県 守山市 女 きぬひかり
こしひかりは文句なくおいしい。 みずかがみはもちもちして、びっくりするほど美味しい。 でも、きぬひかりは美
味しくてあきがこないので一番好き。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
こしひかりもおいしいのですが、我が家ではきぬひかりが好評です。ねばりもほどよく食感がいいと思います。い
つもコープ＇個配（で買っていたのですが今回新しいコープがオープンしたので買ってみました。コープは生産地
もわかりパッケージの説明も適切でコープ以外我が家には考えられません。

滋賀県 長浜市 女 きぬひかり こしひかりよりかたく、日本晴よりやわらかく、みずかがみといっしょくらい気に入ってます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
こしひかりより安いしおいしい！農薬・化学肥料を減らしての生産は大変だと思いますが、環境面においても消
費者である私達にとっても、すごく助かる事なので、これからも頑張って下さい！！！

滋賀県 守山市 男 きぬひかり 小粒で食べやすいです。
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滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
今年、「きぬひかり」にしてから、ごはんの減り方がかわりました。めっちゃなくなります。ごはん苦手な子ども
がおかわりするようになりました。おいしいです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり

今年のきぬひかりはますます美味しくなった気がします。毎月定期購入をさせていただいておりますが、足り
なくなりそうなときは、他のお米は食べたくないので、早めに個数増量の連絡を入れてきらさないようにしてい
ます。家族全員、このもっちりとした食感が大好きな様です。いつもいつも安心・安全でおいしいお米を作って
頂いて本当に感謝しています。おいしく頂く事でしか忚援できませんが、これからも宜しくお願い致します。食
べる事でびわ湖を守っているなんて言って頂いてうれしいです。ほんの微力ですがこんな日常生活で守れる
ならば、せっせと参加させていただきますよ！

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
今年はきぬひかりを定期購入しています。ひと粒ひと粒がしっかりとした食感でおいしく頂いています。品種改
良でよりおいしいお米が出来て、いろいろ試してみるのも楽しみです。

大阪府 枚方市 女 きぬひかり
子供が家の近くの店で安い米で作ったおにぎりよりも、このきぬひかりの方がおいしいと好評です。毎月おい
しくお米を食べさせてもらってます。今後も、もっとおいしいお米たのしみにしてます。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり
子供達も喜んで食べています。お弁当おにぎりでも美味しいです。道の駅では、きぬひかりの玄米も買ってい
ますよ。農作業大変でしょうが頑張って下さい！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり このお米のダイファンです。本当においしい！！
滋賀県 野洲市 男 きぬひかり この品種が日常おいしい。

滋賀県 大津市 男 キヌヒカリ
米粒が大きく甘みを感じおいしかった。農薬を使わないように努力されている皆様。よりおいしい安全なお米、
大変だと思いますがびわ湖をよりきれいにしてくださることを願っています。昨年関東より引っ越してきました。
びわ湖大好きです。

埼玉県 富現市 女 きぬひかり これがおいしいので、实家の父に送ってもらっています。おいしいお米をありがとうございます。
滋賀県 大津市 男 きぬひかり これからも安心・安全はお米を栽培して下さい。.
滋賀県 彦根市 女 きぬひかり これからも美味しいお米を届けて下さいね。子供達も大好きです！

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
今回初めて無洗米を購入してみました。最初は水の白濁が少し気になりましたが、とてもおいしく炊きあがっ
ています。これからも、びわ湖に優しい米作り頑張って下さい。
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滋賀県 大津市 女 きぬひかり

最近「秋の詩」を頂くのが多かったのですが、实家で「きぬひかり」を頂いたらとても美味しくて、今年のお米の
定期購入は「きぬひかり」に決めました。いつも美味しくて安全なお米を作っていただいて本当にありがとうござ
います。また、实家にいた頃からなので、40年以上生協のお米を食べ続けてきました。転勤が多かったので、7
都市で生活してきましたが、各地の美味しいお米のおかげで大きな病気もせず元気に過ごしてこらました。環
境だけでなく、家族の健康も守っていただいて本当にありがとうございます。ここ数年天候不良や災害が多くて
生産者の方々はご苦労が多いと思いますが、これからも美味しいお米の生産をくれぐれもよろしくお願い致し
ます。

滋賀県 大津市 男 きぬひかり 雑穀を入れても美味しいです。近江米は誇れるブランドだと思います。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり さめても温かいときと同じ様に美味しく頂いています。農薬・化学肥料5割以下、うれしいです。
滋賀県 草津市 女 きぬひかり 冷めてもおいしい！ 変わらぬ品質をお願いします。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
冷めてもおいしくてオニギリにすると“あっ”という間になくなります。これからもおいしいお米よろしくお願いしま
す。

福五県 敦賀市 女 きぬひかり
滋賀県から敦賀に来て4年目になりますが、今でもずっと近江米を食べています！私にとってお米＝近江米な
ので、これからも大好きな近江米を食べ続けていきます！みずかがみも食べたいです♡

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
滋賀県在住49年で当たり前のように近江米をずっと食べつづけているので、時々おにぎりなどを買って食べる
とびっくりします。おいしくない…毎日の为食にこんなにおいしいものを食べつづけられていることに感謝です。
他府県の人にもっと広めたいです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 滋賀県産のお米を頂けるのを感謝して頂いてます。
滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ 滋賀県に住むようになってお米のおいしさを改めて实感した。品種で気にいってます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
滋賀県に住むようになり、なるべく滋賀県産のお米を食べるようにしています。美味しくて大好きです。これから
も忚援しています！！

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 滋賀県に引っ越ししてきてからは、ずっと滋賀のお米を食べています。どれも美味しいです！
滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり 滋賀県に引越をしてから、近江米をずっと食べています。おいしくて他府県のお米を買わなくなりました。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
滋賀県認証環境こだわり米は、私たちの体にも水源としての「びわ湖」にも優しい農方で育てられたと知りまし
た。 おいしい白米として選んでいましたが、もう一つの役割も担っていたのですね。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
滋賀県のお米が日本一おいしいと思っています。
県内産１００％のお米しか、ずっと食べていません!!

滋賀県
近江八幡
市

男 きぬひかり 滋賀県のお米はおいしいです。 いろいろ新品種が増えていくのを期待しています。



All Right Reserved YOMIURIRENGO ADVERTISING AGENCY CO. LTD

購入者コメント-13

50

京都府 京都市 女 きぬひかり
滋賀県のお米を食べてからは、他の米は食べられないなあと思うくらいおいしいお米でした。子供は正直でい
つもより食いっぷりが良くてびっくりします。選んでよかったです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 滋賀産のお米の生産、がんばって下さい。
滋賀県 東近江市 女 きぬひかり 滋賀産米にこだわってます。無洗米が楽です。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 滋賀のお米は美味しいです。炊き上がる時の香りがいいです。

滋賀県 長浜市 女 きぬひかり
滋賀のお米は美味しいと思います。琵琶湖の水の恵みのおかげでしょうか。農家の皆さんの心意気が伝わっ
てきます。これからも近江米のおいしいお米を誇りを持って作って下さい。感謝しています。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
滋賀のお米はとても美味しいと思います。農薬・化学肥料が半分以下で栽培・・・は、家族にも安心です。これ
からも美味しいお米を期待してます！

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
滋賀のお米をいろいろ食べ比べしてます♡きぬひかりは初めて食べてみました。炊きたては大変おいしかった
です。でも、冷めてからはみずかがみかな・・・とも思います。これからも滋賀のお米を食べ続けたいと思うので、
びわ湖にも人にも優しく、美味しいお米をお願いします！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 滋賀の風土にあったしっとり美味しいです。誇りを持って頑張って下さい。
滋賀県 大津市 男 きぬひかり 時間が経っても美味しいです。近江米は他県に誇れるブランドです。
愛知県 名古屋市 女 きぬひかり 实家に帰った時に買ってます！おいしいです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
しっとり甘みのある美味しいお味です。毎日家族と共に安全で美味しいご飯を頂いています。普通よりも手間
をかけてこだわり米を作って下さっていることに感謝の気持ちで一杯です。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり しっとりおいしいお米です。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 地場で作られた近江米、からだに一番です。おいしいお米ありがとう！3食ごはんで～す。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
地元滋賀のお米には、美しい湖国風景と共に愛着を感じています。米どころ滋賀の収穫量がもっと増えて、若
い人達の就農が増えて欲しいと思います。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
地元の安心、安全なお米を美味しくいています。 とぐ手間も省けて助かります。 これからも人に優しい、環境
に優しいお米作りを頑張って下さい！

滋賀県 長浜市 男 キヌヒカリ 地元のお米はおいしいです。環境にこだわって栽培されびわ湖にも優しいお米をありがとうございます。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
食の安心・安全を滋賀県から全国に発信してほしい。安心米のノウハウを、日本米に広めてください。滋賀の
お米信頼してます。
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滋賀県 草津市 女 きぬひかり 食感が良い。無農薬で。

滋賀県 野洲市 女 きぬひかり
白くてつやつや、さめても美味しくいただけます。環境にこだわりびわ湖に優しく良いことだらけです。これから
もおいしいお米よろしくお願いします！！

滋賀県 東近江市 女 きぬひかり
新婚当初は、仲間がお米を持って来てくれて、買った事がありませんでした。今は子どもが3人。毎日お弁当3
つ！月20ｋｇ。生協さんに滋賀のお米持って来てもらいます。水も空気も米も湖国産の子3人です。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
新米美味しく頂いています。ふっくら♡びわ湖の環境を考えながら、将来もおいしいお米を作って下さい！あり
がとうございます。

滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり
新米が出て美味しく頂きました。滋賀に引越してきて早4年。ずっと近江米を食べ続けています。目の前が田
んぼなので作って下さった方に感謝しながら！！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 新米がとても美味しかったです。おいしいお米をありがとうございます。
滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり 新米ってご飯だけで食べられるぐらいおいしいです。いつも秋は幸せです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
新米とかいてあり購入しました。値段も手頃だったので食べてみました。まずまずの味だと思います。实家もき
ぬひかりを作っていて＇愛媛（、实家の方が美味しく感じました。＇水が違うのでしょうか？（

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 新米はもちもちとして美味しい。これからも永～くお米を作って下さい。大好きです。＇国産に限る（

大阪府 泉大津市 男 きぬひかり
炊飯器のふたを開けると、新米はピカピカ輝いて、何とも言えない良い香りで、食べるとふっくらむっちり美味
しかった！！

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり 炊飯器を開けた時の香りつやがとても気に入っています。食べるともちっとしていて食感が大好きです。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり ずーっときぬひかり食べてます。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 数年前より無洗米きぬひかりを食べています。もちもちし、冷えてもおいしく頂いています。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 少しカタメが好きなのできぬひかりがよい感じです。
滋賀県 野洲市 女 きぬひかり 少しやわらかで、甘い食感が気に入ってます。これからも地元のお米を食べていきたいです。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり ずっと安心・安全のお米を食べています。
滋賀県 野洲市 女 きぬひかり ずっと同じお米を食べています。これからも安全でおいしいお米を作って下さい。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり ずっときぬひかりです。価格も丁度良いです。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり ずっときぬひかりを食べています、大好きです。
滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ 生協大津で登録しています。お安くて味も甘くておいしいです。
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滋賀県 高島市 女 きぬひかり 生協で買うお米は安心して食べています。

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり

生協で滋賀のお米を買っています。 今回はきぬひかりでしたが、滋賀の一おし「みずかがみ」ぜひ共食べた
いと思っております。 お米の品種は色々ありますが滋賀が一番。 お米をつくりことで「地球にやさしく、びわ
湖にやさしく、人にやさしく、環境にやさしく、風景にやさしく 皆で守っていきましょう。 TPPになっても、日本の
お米、おいしいお米、皆でいただきましょう。

滋賀県 湖单市 女 きぬひかり 生協で登録以来ずっと食べてます。
滋賀県 大津市 きぬひかり 生協で登録米として購入しています。毎日、おいしくいただいてます。

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
生協で毎月きぬひかり玄米を買っています。我が家ではきぬひかりのねばりがあってさらっとする感が好きで
食べています。

滋賀県 野洲市 女 きぬひかり 生協で毎月購入しています。おいしいお米を作って下さい。

滋賀県 野洲市 女 きぬひかり
生協に加入して以来、ずっとこだわり米を買ってきました。減農薬なのでびわ湖にも安心、人にも安心です。こ
んなお米を作って下さる生産者に感謝です。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 生協の協同購入で月に2回登録しています。長年食べ慣れた味、これからも変わらぬおいしさを届けて下さい。

滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ
生協の組合員になって30数年ずーと「キヌヒカリ」ひとすじです。炊きあがりにつやがあり冷めてもおいしくもち
もちしていてお弁当にもぴったりです。大変でしょうがこれからも減農薬でお願いします。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
祖母にお弁当を特ってもらってます。お米が、きぬひかり・みずかがみの時がありますが、近江米が美味しい
です。私はきぬひかりの方が粘りがあるので好きです。当選して祖母にプレゼントしたいです。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 大変ネットリして美味でした。安心安全なお米を作って下さい。

滋賀県
近江八幡
市

女 キヌヒカリ 食べやすい。ふっくらとおいしい仕上がりのお米です。

滋賀県 野洲市 女 きぬひかり
旦那さんが、この米にかわったとたん、気づかずおかわりがふえました！！いつもおいしいお米をありがとうご
ざいます。変な天気が多いですがこれからもがんばって下さい♪

滋賀県 守山市 女 きぬひかり
小さい時から白米が大好きで、特に近江米は冷めても美味しく、おにぎりや玉子かけごはんには欠かせませ
ん。これからもずっとおいしいお米を作り続けて下さい。

滋賀県 野洲市 女 きぬひかり 力があって新米の今時は特においしいです。以前からこればかり頂いています。
滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ 地産地消、やっぱり滋賀のお米が一番安心。がんばってほしいです。
滋賀県 大津市 男 きぬひかり 地産地消でおいしくいただいてます。
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滋賀県 野洲市 女 きぬひかり 丁度良い炊きあがり、おいしいです。おいしいお米ありがとう。

滋賀県 草津市 男 きぬひかり
粒が大きくて美味しいです。TPP等ありますが、地元のお米を食べていくので頑張って作って下さい。忚援して
います！！

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 冷たくなったらごわごわする。
滋賀県 草津市 女 きぬひかり 冷たくなったらパラつく？
滋賀県 大津市 男 きぬひかり つやがあって大変美味しいです。お米を作るって大変だと思いますが、頑張ってください。
滋賀県 大津市 男 きぬひかり つやがあってたいへん美味しいです。お米を作るのは大変だと思いますが、頑張ってください。

滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり
つやつやしていて、いただいてもかむほどおいしく感じました。近江米が全国でもおいしいと聞いています。こ
のようなお米、とてもほこりに思います。

滋賀県 大津市 男 きぬひかり 定期購入しています。やわらかすぎず、ちょうどいい硬さでいつもおいしくいただいています。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 定期的に月2回取っています。5kg×2づつ。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 定期で注文しており長年のファンです。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 定期登録して食しています。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
低農薬で環境にも配慮したお米なのに風味も良く美味しいです。どんな物でも良い物を作るには手間がかか
りますが、これからも美味しいお米を作って下さい。

滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ
手軽で環境にも良く他のお米より味が濃いので好きです。お米の精米過程で胚芽が失われるのが残念です。
胚芽米にするには無洗米としては無理なことなのでしょうか。「キヌヒカリ」の胚芽米、できたらいいですね。

滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり 適度なねばりとツヤ、甘みが好きです。生産者様、安全で美味しいお米を、いつもありがとう！！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 手間無しで安心で来てとても美味しい！！

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり
とがずに炊けるのでとてもスピーディー！しかも「びわ湖」を汚さずに済む。普通米と同じ炊き上がりで気に
入っています。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 特に特徴を感じない味。環境への努力すばらしいと思います。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
長い間このお米を食しております。もっちり感とかみごたえ、ほんとうにおいしいです。さすがお米の本場近江
米。大いに琵琶の山が实りに影響しているのでしょう。滋賀の誇りです。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
長い間食べていますが、とがなくていいので便利だしおいしいのがグッドです。減農薬等の配慮もうれしいで
すね。

滋賀県 大津市 男 きぬひかり なんでこんなにおいしいのかと思っています。
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滋賀県 大津市 男 きぬひかり

日本一の湖、「びわ湖」がある滋賀県でこだわって作られたお米は、ほのかな甘みがあり、とてもおいしかった
です。秋田や新潟の米に負けない日本一の米にして、滋賀を盛り上げて下さい。そして、TPP問題で、外国米
の進出に対する不安はあると思いますが、味や品質は絶対に外国に負けません!! これからは、自信を持ち、
美味しいお米を作って下さい。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 日本人はお米を食べてこそ！お米なしには生きられません。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
値段が安いのにおいしいお米でした。 無洗米はとても便利で助かります。 これからもおいしいお米を作って
くださいね！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
粘り・固さ・艶等、どんな料理にも合うので、登録購入しています。安全・安心の地元産をこれからも頑張って
下さい。

大阪府
三島郡島
本町

女 キヌヒカリ ねばりがあっておいしいお米でした。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
ねばりがありおいしい。農薬等が半分以下の使用で安全に食せる。作り手の方がたいへん御苦労があろうと
思います。ありがたく思います。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり ねばり気がちょうど良く、おいしくいただいています。

滋賀県 野洲市 女 きぬひかり
ねばりもあまみあっておいしかったです。日本全国だけでなく、世界に「近江米」の名を広めて下さい。三日月
知事と共に頑張ってPRをお願いします。「おにぎり」にしてあちこちに配って下さい。

滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり ねばりもつやもとってもおいしいお米でした。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 年間登録しておいしく頂いております。何年も愛用しています。滋賀県産としてほこりに思っています。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
年間利用登録をしています。一時みずかがみを購入していましたが、すべてのお米の値段があがり、きぬひ
かりに変更しました。おいしかっただけに残念です。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
年間を通して玄米です。でもやはり今の時期、新米がおいしいですネ。安全なおいしいお米を頑張って下さい。
よろしくお願いします。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 農薬・化学肥料5割以下にひかれて、無洗米きぬひかりを毎回買っています。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 農薬・化学肥料にこだわり栽培されているのでこれからもがんばってください。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 農薬等ひかえての栽培でおいしく食せてうれしいです。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり
農薬の使用をひかえたお米、安心して食べられおいしいです。環境こだわり農産物は消費者が安心して食べ
られるお米です。TPPに負けないで作り続けてほしいと願っています。

滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり
初めて食べた感想、水の節約、ビタミンが逃げていない。簡卖、時間の節約。友人にも促して続けて試食しよ
うと思っています。増々、その発展祈ります。
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滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり
初めて食べた無洗米きぬひかり。洗わず、どのようなお味か案じつつ…水も節約。ビタミンがそのまま。続け
て買ってみようと考えて使い始めました。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
東日本大震災の時、实家の千葉でお米を購入する事が難しくなり、实家と友人にきぬひかり無洗米を送り「本
当に美味しかった！！」と喜ばれました。お米の美味しい所に住むことができ幸せです。これからもたくさん頂
きたいと思います。

京都府 京都市 キヌヒカリ
光っていてとてもおいしいです。日本の米は本当においしくてすばらしい。近江米は知らなかったがサイコーで
す。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 非常に美味しいと、家族みんなに好評でした。これからも良いお米を生産して下さい。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり びわ湖にやさしい近江のお米が大好きです。いつも美味しいお米をありがとう！

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
ふっくらもっちりほんのり甘くて、家族みんなで美味しくいただいています!! 地産地消は、滋賀県LOVEの私た
ちに嬉しい限りです。 これからも食べることで忚援していくので、生産、よろしくお願いします。

滋賀県 野洲市 女 きぬひかり
ふっくら柔らかなご飯が手軽に炊けて毎日美味しく頂いています。子どももよく食べます(*^_^*)新米の季節に
なるとお米の減りが早いです！

滋賀県 大津市 女 きぬひかり ふんわり甘みがあって美味しいので、いつも購入しています。みんなに大好評！
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 便利で助かってます。安定した味だと思います。努力に感謝です。

滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ
他のお米を時々いただきますが近江米はにおいもなくおいしい。これからも安心でおいしいお米を作ってくだ
さい。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
ほんとうにおかずはいらないほどのおいしいご飯はありがたいです。進化しつづけるおいしいお米作りありが
とうございます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり 毎日、きぬひかりを食べてます。いつもおいしいです。おいしいお米、ありがとうございます。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 毎日1升炊いています。高校生と中学生の息子達がおいしいとおかわりしてくれます。
滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり 毎日3人分のお弁当を作っています。冷めてもごはんおいしく頂いています。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
毎日鍋を使って炊き上げています。甘みあって、とても美味しいです。子どもたちも大好きです。
いつものうやくのすくないおこめをありがとうございます。おいしいおこめなのでもっとつくってください。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 無洗米きぬひかり、いつも大変おいしくいただいております。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 無洗米きぬひかり、すぐ高速炊きをしてもふっくらおいしい。ごはんで毎日おいしくいただいています。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 無洗米きぬひかりおいしいです。地方に下宿している息子に食べさせたくて送っています。安全・安心。

滋賀県 東近江市 女 きぬひかり
無洗米きぬひかりです。値段がお手頃なのにとても美味しくて感動致しました。手間ひまかかるお米作り！！
ありがとうございます。

滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり 無洗米きぬひかりとても美味しいお米だと思います。これからも美味しいお米を作って下さい。
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滋賀県
近江八幡
市

女 きぬひかり 無洗米きぬひかりを初めて購入しました。食べるのが楽しみです。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり
無洗米で手軽に美味しく頂いています。たきたても冷めても美味しくお値段も手頃でお気に入りです。私自身
家庭菜園をしていて、野菜作りの大変さを痛感・・・。農家の方々はすごいなぁと感心します。暑さ寒さお天気
大変ですが、がんばって下さい！

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり 無洗米は手間が省けて、排水も汚れないので、よく利用しています。美味しいね。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
無洗米は便利で環境にも優しいと思いますが「おいしくない」という偏見がまだまだあります。もっとアピールし
てください。

滋賀県 栗東市 女 きぬひかり 無洗米は便利ですが、味に不安があると思っていました。食べたらとっても美味しくてビックリです。
滋賀県 野洲市 女 きぬひかり 無洗米より普通の精米を好んで食べています。これからもよろしくお願いします。
滋賀県 彦根市 女 きぬひかり もうずっとこのお米ばかりです！環境への配慮もされ、ずばらしいです。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
もち米のような粘りと、ほっこりとした食感、つやがありとても美味しいです。生協で登録して毎月定期的に
取っています。香りもご飯の香り！食欲がそそられます。

滋賀県 大津市 女 きぬひかり
約10年近くきぬひかり＇普通米（で食べています。 他のお米は買ったことがありません。 この食感は、どこの
産地のブランドよりおいしいと思います。 外食時に特に納得します。 生産者の方々、きぬひかり、今よりもっ
とおいしくがんばって下さい。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり 約20年ずっ～と頂いています。おいしいお米です。
滋賀県 甲賀市 女 きぬひかり 安くて、ウマイ。 滋賀生協のお米。 きぬひかり、大好き!!
滋賀県 湖单市 女 きぬひかり 安くておいしいお米を望みますので、大変ですが＇TPPもあり（、頑張って下さい。

滋賀県 草津市 女 きぬひかり
やっぱりおいしい！環境に配慮したお米・・・次の世代へと続くようにがんばって作って下さい！忚援していま
す。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり やっぱり近江米は一番安心でおいしです。

滋賀県 彦根市 女 きぬひかり
やっぱり新米はおいしいなと思います！ とがずに炊ける無洗米は便利だし、それでも変わらずおいしいので、
我が家の定番です♡ 無洗米 LOVE

滋賀県 大津市 男 きぬひかり やわらかくてファンです。いつもおいしいお米をありがとうございます。
滋賀県 大津市 女 キヌヒカリ やわらかさやつやがちょうどよくて大好きです。
滋賀県 大津市 女 きぬひかり やわらかすぎない食感が好きで定期購入しています。これからも美味しいお米を期待してます！
滋賀県 大津市 女 きぬひかり 来年も生産して下さい。わが家の定番米です。
滋賀県 彦根市 女 きぬひかり リウマチで炊事等に難儀してますが、無洗米はとても助かっています。
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滋賀県 栗東市 女
コープこしひか
り

１０年前に生協に入った時は便利だからという理由でお米を買っていましたが、それ以上に安心して食べられ
るという大切な価値があることを知り、ずっと生協で買っています。
いろんなお米を食べてみたくてきぬひかり＇滋賀に引越してきて知りました（や日本晴などいろいろ買っていま
す。今後もよい品質のお米に期待します。

滋賀県 草津市 女
コープ無洗米コ
シヒカリ

安心で安全なお米は、滋賀県産！全国に、世界に、発信することを目指して欲しいです。まずは、県民から、
まずは、私から。信頼してます。滋賀のお米！

茨城県 つくば市 女
コープ無洗米コ
シヒカリ

とても美味しく、いただいています。大変だと思いますが、頑張って下さい。

滋賀県 守山市 男
コープ無洗米コ
シヒカリ

とてもモチモチしておいしい。何もかけなくても進みます。とがなくて便利。簡卖に炊ける。たくさん食べて、元
気になろう！おいしいお米作って下さい！

大阪府 東大阪市 女 こしひかり
“滋賀県認証環境こだわり米”安心して食べられる貴重なお米ですね。味も甘味を感じられて、気に入っており
ます。農薬や化学肥料化学肥料を控える農業は、とても苦労が多く難しいと聞きます。大切なびわ湖を守って
下さっているのですね。感謝して頂きたいと思います。

北海道 江別市 女 こしひかり “特別”な感じで、“こだわり米”とも…本当に美味しく、よくかんで“味わって”食べました。

大阪府 大東市 女 こしひかり
”農薬、化学肥料を通常の５割以下に減らし、びわ湖周辺の環境への負荷を減らして栽培されている”という
ので、買って食べてます。 とても美味しいお米です。 これからも近畿の水がめのびわ湖を守る取り組みを忚
援したいと思っています。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
「こだわり」とあったので、大根のべったらと白米のみで食しました。甘みがあっておいしかったです。石川の实
家からのお米とは少しかためな気がしました。

滋賀県 大津市 女 コシヒカリ 「びわ湖」を守っていただいていることに感謝します!!
滋賀県 草津市 女 コシヒカリ 「みずかがみ」は私には水っぽく感じます。ひと月に「コシヒカリ」と交互に10ｋgずつ買っています。

滋賀県 東近江市 女 こしひかり
・お寿司、炊き込みご飯に適していると思いました。
・お米への思い、大変御苦労もあるかと思いますが、頑張って下さい。ありがとうございます。

滋賀県 彦根市 男 こしひかり
・お昼に冷めた御飯でもおいしく食べてます。
・環境にも優しいお米を作るのは難しそうですが、これからも、楽しみに配達をまってます。＠

滋賀県 彦根市 男 こしひかり
・お弁当の時、オニギリを作ってます。おいしいです。
・農薬が少ない分、大変なのでしょう。びわ湖にも優しいのでこれからも食べ続けます。



All Right Reserved YOMIURIRENGO ADVERTISING AGENCY CO. LTD

購入者コメント-21

58

大阪府 箕面市 女 こしひかり

・九州より引っ越して来て、関西に来たのでとはじめて滋賀のお米を買ってみました。もちもちしてとっても美味
しかったです。
・私の両親も果物を作っており、農業は大変だと思っています。体に気をつけていつまでも美味しいお米を
作って下さい。

滋賀県 守山店 男 こしひかり
・最近、関東より越してきて近江米を食べるようになりました。毎日おいしく頂いております。
・びわ湖を守る為に工＇苦（労しながらと思いますが、また来年度もよろしくお願いします。

奈良県
大和郡山
市

女 こしひかり

・新米おいしかったです。わが家はかまにもこだわっていますが、ごはんピカピカで粒が立っていました!!!本当
においしくいただきました。
・生産者のかたへ：TPPがスタートしますが、私は日本米を食べ続けます!!これからもおいしいお米を作ってく
ださい!!期待しています、忚援しています。

大阪府 箕面市 女 こしひかり

・先月より一人暮らしをはじめ、自分のお米を買うようになりました。「お米によって違いがあるのかなぁ？」と
思っていましたが、前回購入したものに比べてお米の粒の見た目、炊き上がりの味わいも格段に良いので驚
きました。また、毎日食べるものですので、農薬や化学肥料が少ないのも嬉しいポイントでした。次回も購入し
たいと思います。
・昼食はパンが多かったのですが、冷めてもおいしいお米なので、おむすび派になりました！あたたかみのあ
るパッケージから作り手さんのお顔を想像しながら頂いています。

東京都 江東区 女 こしひかり
・つやつやのおいしいご飯いただきました。おかずが無くても何杯もご飯がすすむ＇み（ました。
・これからも大変ですがお米づくり頑張って下さい。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
・とてももちもちしておいしかったです。今までで一番おいしかったです。
・これからもこだわり米を作って下さい。食べ続けたいと思います。

滋賀県 彦根市 女 こしひかり
・毎月配達して頂いてます。あっという間に食べてしまってます。
・寒くなりますので、お体大切に。

滋賀県 守山市 女 こしひかり 1回に炊くお米の量が少なくても今回美味しく感じました！
京都府 京都市 女 こしひかり 1歳の娘もお米が大好きでとてもよく食べました！

大阪府 大阪市 女 こしひかり

一粒一粒味がしっかりしていて美味しい。3年前から遠くにあるスーパーに買いに行って食べ続けています。
家族でよくびわ湖を訪れています。毎回、湖西→湖北→湖東の一周コースです。この夏は、マキノビーチで湖
水浴も楽しみました。四季折々自然の美しい滋賀が大好きです。時に厳しい自然の中で作られた「お米」、あ
りきたりな表現かもしれませんが、「八十八」いえ、それ以上の手間・愛情を注いで作ってくださっていることに、
無限の感謝を捧げ美味しく頂いています。
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滋賀県 大津市 女 こしひかり １粒１粒がしっかりきわだって甘みがあり、おいしかった！生産者さんこれからもお願いします。

滋賀県
近江八幡
市

女 こしひかり 一粒一粒の美味しさと粘りが気に入って定期購入しています。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
一粒がしっかりしていて食べごたえがありました！！最近移り住むにも滋賀県が人気でてきていますよね！
子供の遠足も毎年びわ湖博物館でとても身近な気がしています。これからも忚援しています！

滋賀県 大津市 女 こしひかり 1人ぐらしをしている息子に送りました。ちょうど良い2kgです。おいしかったそうです。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 2回目の購入です。新米おいしく頂いています。

大阪府 東大阪市 女 こしひかり
3年ほど前からこのお米を食べ気に入っています。これからもおいしいお米を作り続けてほしいと思います。
頑張ってください。

京都府 京都市 女 こしひかり
4月10日に26年産のこのお米を買い食べたところ、とても美味しかったので袋を残して、有る所を探していま
す。今日は八百一本館さんに有りましたので、さっそく買いました。良かったです。

京都府 京都市 女 こしひかり
JA北びわこのこしひかりがお気に入りです。食べ過ぎるとどうしても体重に影響が出るので・・・。美味しい御
飯を食べるには、運動もしっかりする事も大事ですね。

京都府 京都市 女 こしひかり
味・質、ほとんど気に入っていますが、無農薬を望んでいるので、以前食べていたかるがもの有機栽培など
あればうれしいです。

京都府 京都市 女 こしひかり
味があって美味しいです。どのようなおかずにも合いますし、これからも近江米を頂きたいと思っています。こ
れからも生産者様のご活躍をお祈りしております。お米大好きです！お米は日本の宝です。

大阪府 松原市 女 こしひかり
味はほとんど間違いなく、安心して食べています。 袋にキャップをつけて、そのままおけるようになってほし
いなぁ。

滋賀県 大津市 男 コシヒカリ あっさりしていておいしいです。おいしいお米を作ってください。

京都府 八幡市 男 こしひかり
あっさりとした味で一粒一粒がしっかりしてつやがあり、おいしいお米です。半分以下の農薬で栽培。安心し
て食せます。

滋賀県 栗東店 女 こしひかり
甘みがあり炊きたてはいつもピカピカ。毎日美味しく頂いております。生産者の方々もご苦労が多いかと思い
ますが、信頼して安心して頂いております。今後ともよろしくお願い致します。

滋賀県 草津市 男 こしひかり
洗う手間なく、モチモチでおいしいです。子供達も大好き。おいしいお米作って下さい。ガンバレ、フレ！フ
レ！

滋賀県 草津市 女 こしひかり
洗う手間なくモチモチおいしい。朝ゴハンに最適。これからもおいしい米作りがんばって下さい。フレ！フレ！
がんばれ

大阪府 寝屋川市 男 こしひかり 安心･安全でおいしいお米を毎日食べています。
兵庫県 神戸市 女 こしひかり 安心していただけるのますます美味しいです。
滋賀県 大津市 女 こしひかり 安心でおいしいコープこしひかりをいつも愛用しています。
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京都府 京都市 女 こしひかり 安全・あんしんできるお米を届けてくださり、ありがとうございます。

兵庫県 神戸市 女 こしひかり
以前から近江米を食していて今回は、「環境こだわり米」という袋の文字が目にとまりました。なるべく近場の
米・野菜をたべたく、関西でとれる農産品を購入しています。近江米は価格も手ごろでおいしいと思います。天
候不順な日も多く大変でしょうが、どうかがんばってください。

大阪府
大阪市城
東区

女 こしひかり 以前ちゃう銘柄を食べて、滋賀のお米に良い印象を持っていなかったが、とてもおいしかった。

大阪府 東大阪市 女 こしひかり いつ食べてもツヤがあり、甘みもあり安心して食べれるのでずっと買います＞ｖ＜

滋賀県 野洲市 女 こしひかり
いつも滋賀県のこしひかりをおいしく食べています。特別栽培米は特に安心して購入できます。滋賀県に住ん
で良かったと思います。

京都府 京都市 女 こしひかり いつも滋賀のお米を食べてます。これからもおいしいお米をお願いします！！
滋賀県 大津市 女 こしひかり いつも生協さんで、近江米こしひかりを買っています。無洗米で手早く美味しく頂いています。

大阪府 大阪市 女 こしひかり
いつも生協に申し込んで、「秋の詩」ばかりを食しています。 おいしいです。＇温かいうち（ 今回は来実があり、
消費量が変わり近所で買い足しました。

滋賀県 大津市 女 こしひかり
いつも生協を通じて、おいしいお米をいただいています。 安心安全な日本のお米を守るために、がんばって
下さい！

大阪府 和泉市 女 コシヒカリ
いつも鳥取コシヒカリか富山コシヒカリを食べているのですが、近江米は冷めてもおいしくいただけたので嬉し
かったです。私は、炊き立てのごはんも好きですが、冷やごはんも好きなのでとてもおいしくいただきました。

奈良県 生駒市 女 こしひかり

いつもは地元奈良産のひのひかりを食べています。マックスバリュに行ったときに初めて購入しました。いつも
のより、もっちりして甘い気がしました。又買ってみたいと思えるお米でした。お米は作るのにとても手間のか
かる作物だそうですね。これからもおいしいお米を作って下さい。安全なものは、安心できます。毎日食べるも
のだからよけいにです。よろしくおねがいします。

大阪府 大阪市 こしひかり いつも無洗米を購入しています。滋賀県のお米美味しく、朝昼晩たべてます。
京都府 長岡京市 女 こしひかり いつもよく食べていて美味しい。

滋賀県 草津市 女 こしひかり
今まで家の田んぼで採れた「にほんばれ」ばかり食べていたので、初めてこしひかりを食べてみました。おい
しかったです。

滋賀県 高島市 女 こしひかり
今まできぬひかり・みずかがみと食べてきました。どれも美味しいです。こしひかりも粘りがありおいしいお米
です。

大阪府 四条畷市 女 こしひかり いろいろなお米を買ってみましたが、このお米は甘みがありやさしい味です。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 色が白くて美味しかった。滋賀県は近いので親近感があり安心して食べれます！

京都府 京都市 女 こしひかり
美しいびわ湖、守りたいデス。せっけんを使い、おいしい農産物が育つ、美しい水を守りたいですね。しがの作
物は安心して食べられマス。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 近江米、美味しいです。 旅行先で自慢のお米を食べても、やっぱり近江米が好きです。
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大阪府 大阪市 女 こしひかり
近江米は、とてもおいしいです。 無洗米は、忙しい人にとってはありがたいです。 生産者の方には、従来通
り頑張って下さい

大阪府 大東市 女 こしひかり
近江米美味しいです！同じ近畿地方で、こんなに美味しいお米が出来るなんてビックリです。近江、びわ湖に
行きたくなりました。

大阪府 吹田市 女 こしひかり 近江米おいしく頂いています。6人家族月20kgたべます。かげながら忚援してます。

大阪府 大阪市 女 こしひかり
近江米があれば近江米を買っています。水が豊かなせいか、炊いた時パサパサする事がありません。ちなみ
に朝宮茶も親戚にもらいますが美味しいです。

滋賀県 守山市 女 こしひかり
近江米が一番よく食べます！お弁当でたくさんごはん作(使？（うので農薬が通常の半分以下なのはすごくあ
んしん！そしてびわ湖にも優しいなんて、滋賀のほこりですね！コープさんが近くに出来たのでこれからも買い
まくります♡

大阪府 枚方市 女 こしひかり 近江米しか食べていません。とても甘みがあって美味しい。

京都府 京都市 女 こしひかり
近江米のイメージは「みずかがみ」。澄んだ水で育ったお米。農薬を減らす事で仕事量が増えると思いますが、
食べる私達の為に頑張って下さいね。

滋賀県 守山市 女 こしひかり 近江米のこしひかりを食べてますが今回はじめて「みずかがみ」を食べます。楽しみです。

滋賀県 大津市 女 こしひかり
近江米はおいしいのですからTV等でもっと宠伝してもいいと思います。おいしいお米をありがとうございます。
これからもがんばって作り続けて下さい。

大阪府 大東市 女 こしひかり
近江米は環境に配慮したクリーンなお米というイメージがあります。秋の詩やみずかがみもおいしいです。いつ
までもおいしくて安全なお米が食べられるようによろしくお願いします。

滋賀県 野洲市 女 こしひかり 近江米はたしかに、おいしい。水のおいしいのが、大いにえいきょうしていると思う。
滋賀県 大津市 女 こしひかり 近江米はほんとおいしです♡滋賀で育ってよかった＾ｖ＾これからも皆さんに美味しさを届けて下さい。
京都府 宇治市 女 コシヒカリ 近江米を食べてみて米がツヤツヤきれいでおいしかった。近江米をこれから食べていこうと決定しました。

滋賀県 栗東市 男 こしひかり
お実様に食べて頂いて、おいしいと言って下さいます。勿論、私たちも食べても甘くて、美味しいです。これから
も美味しいお米生産に忚援しています。

大阪府 吹田市 女 こしひかり お米おいしかったです。滋賀県米安心して食べれます。これからもおいしいお米作り頑張ってください。

滋賀県 彦根市 男 こしひかり
お米大スキで、近江米がやっぱり一番ですね。 おいしい！ 米がつやつやで、光っていていい香り！
生産者へ いつもおいしいお米ありがとうございます。 頑張って下さい。

京都府 京都市 女 こしひかり お米が好きなので気に入りました。でも、みずかがみも食べてみようと思います。
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滋賀県 大津市 女 こしひかり お米が無くなった時、売り出しているお米を買うのですが、こしひかりが1番口に合います。さめてもおいしい。

京都府 亀岡市 女 こしひかり
お米がピカピカ＆モチモチに炊き上がり、値段以上の価値でした。琵琶湖の豊かな自然の恩恵をいっぱい受
けて、安心して口にすることができるお米を作り続けて下さい。

大阪府 寝屋川市 女 こしひかり お米とてもおいしかったです。

兵庫県 芦屋市 女 こしひかり
お米の甘さがキワだっている。農薬が5割以下と表示されていますが、その分手間暇をかけていただいている
事に感謝したい。

滋賀県 彦根市 女 こしひかり お米は好きじゃないので、もっと甘いお米があったらなぁ～と思います。

滋賀県 大津市 女 こしひかり
お米を買う時は、必ず、「環境こだわり農産物」のマークを確認します。 農薬や化学肥料を減らして作ることは、
たいへんなことかもしれませんが、日本の子供達のためにも是非がんばっていただきたいと思います。 農家
の皆様、いつもおいしいお米をありがとうございます。

滋賀県 草津市 女 こしひかり お米を研いでいる時の感触が良い。ごはんだけでもおいしく食べれました。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 同じ近畿圏で、おいしいお米が食べられることがうれしいです。
滋賀県 大津市 女 こしひかり 同じ場所に売られていたら、他県で生産されたものより滋賀県産を買うようにしています！

京都府 京都市 女 こしひかり
お鍋でごはんを炊いています。ふたをあけた時のつやつや感は本当に感動します。つくってくださっている方々
の愛情を感じます。大変なお仕事だと思います。お身体くれぐれも大事にしてくださいませ。

京都府 宇治市 女 こしひかり おにぎりだけでおかずなしでいくらでも食べられるおいしさです。
京都府 京都市 女 こしひかり お値段もお手頃でおいしく頂きました。
滋賀県 甲賀市 女 こしひかり 香りもよく、ねばりがあっておいしいです。いつもおいしいお米をありがとう。大切に一粒一粒いただいています。
大阪府 高石市 女 こしひかり 価格がお手ごろだったので買いました。すごくおいしかったです。これからもおいしいお米楽しみにしています。
大阪府 高石市 男 こしひかり 価格が安いのに美味しいのにびっくりしました。これからも買います。

大阪府 寝屋川市 女 コシヒカリ
科学合成農薬・肥料等通常の5割以下に、ということに取り組まれたことに感銘いたしました。これからも私たち
消費者のためにもますます頑張ってください。

大阪府 茨木市 女 こしひかり
化学合成農薬を、使用を少なくしている米がほしかった。安心して食べられ、さめても美味。いつも新米の様な
おいしさがうれしい。

大阪府 吹田市 女 こしひかり
家族6人、みんなこのお米が大好きです。滋賀こしひかりを毎月20ｋｇ食べています。とてももちもちしていて、
甘みがあり美味しいです！！これからもずーっと買います。お米作り頑張ってください！

奈良県 天理市 女 コシヒカリ 家族でおいしくいただきました。
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大阪府 大阪市 女 こしひかり 家族もおいしいと喜んでいます。

大阪府 大阪市 男 こしひかり
かめばかむ程おいしい。近頃は全国的に新たな品種が出て来て競争も厳しいでしょうが近畿では一番。これ
からも頑張ってください。

滋賀県
近江八幡
市

女 こしひかり 体に安心なものを作るのは大変ですが、がんばってください。

岐阜県 大野町 女 こしひかり 身体によいお米を食べて、長生きしたいです。 びわ湖にもやさしいお米。これからも頑張って作って下さい。

大分県 杵築市 女 こしひかり
環境こだわり米で安心して食べられます。81歳になる母は独居老人なので無洗米を大阪⇒大分県に定期的に
送っています。生産者の皆様、低農薬での米づくりは、ご苦労が多いと思います。人にも環境にも優しい農業、
忚援しています。

大阪府 池田市 女 こしひかり 環境こだわり米・特別栽培米滋賀県産こしひかりおいしかったです！

大阪府 大東市 女 こしひかり
環境こだわり米というので、試しに買って食べました。とても美味しかったので又、買っています。秋の詩・みず
かがみやきぬひかり等美味しいお米が沢山ありますね。ぜひ玄米も食べてみたいと思います。生協でも扱って
ほしいです。

大阪府 大阪市 女 こしひかり 環境と体にやさしいお米なので大変うれしく思っています。ガンバって下さい。
大阪府 吹田市 女 こしひかり 環境にこだわって低農薬で育てられることを嬉しく思います。Coopで1年契約致しました！！

大阪府 豊中市 女 こしひかり
環境に優しいと言う事は、身体にも優しいので安心して孫に持たせています。減農薬は草抜き等も大変と聞き
ますので、農家の方々にはとても御苦労だと思います。ありがとうございます。

滋賀県 野洲市 女 こしひかり 環境を守るのは大変ですが、頑張って下さい。

大阪府 大阪市 女 こしひかり
近畿の水瓶琵琶湖の水質の為に「環境こだわり農作物」で努力されているのがとてもうれしいです。これからも
ぜひがんばって下さい。

大阪府 茨木市 女 こしひかり 近畿の水瓶を大切にしてほしいものです。頑張ってください。

大阪府 茨木市 女 こしひかり
くせがなくて食べやすいお米。化学肥料・農薬が少なく使っているのが良いし嬉しい。琵琶湖の水と同様に体
に良い米を作って欲しい。

大阪府 枚方市 女 こしひかり 口に入れる物ですから安心・安全が嬉しいです。
滋賀県 東近江市 女 こしひかり 結局これが一番。いつも安心して頂いています。
京都府 京都市 女 こしひかり 減農薬・減化学肥料に賛同して、これしか食べません。こういう取組が広がってほしいです。
大阪府 寝屋川市 女 こしひかり 高校まで滋賀に住んでいたので、なつかしかったです。ごはん大好き！
滋賀県 栗東市 女 こしひかり コープのしがのお米はいつも美味しい。
兵庫県 神戸市 女 こしひかり 国産の特別栽培米にこだわっています。これからも美味しいお米をお願いします。
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滋賀県 草津市 女 こしひかり
ここ20年位、平和堂の“こしひかり”を色々と食べています。10kg入り、5kg入りはここ1年位で、大変価格が安く
なりましたが、我が家は今、夫婦二人だけなので2ｋｇ入りももう少し安くなれが嬉しいです。

滋賀県 大津市 女 こしひかり こしひかり美味しかった。美味しいお米をありがとうございます。
大阪府 高槻市 女 こしひかり こしひかり美味しかったです。これからも頑張っておいしいお米を作って下さい。
滋賀県 大津市 女 こしひかり こしひかりが好きでおいしくいただいております。みずかがみも食べてみたいです。

滋賀県 大津市 女 こしひかり
こしひかりは母の实家が農家で子供の頃より食べており、それが今も習慣になっています。特に新米はつやと
甘味がありおかずなしでもおいしく食べられます。その上に環境にやさしく体にもいいのでこれからも選んで食
べていきたいと思っています。美味しいお米こだわり米お願いします。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
子どもが今年生まれて、農薬や化学肥料の少ない食品を選ぶようになりました。安全でおいしいお米、ありが
とうございます。

大阪府 大東市 女 こしひかり
子どもが滋賀県の彦根に転勤になり、お米が美味しいと聞き、それ以来滋賀のお米を購入しています。子ども
の言った通り、本当に美味しいと思っています。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 子どもが独立し少し値が高くても、おいしいお米が食べられるようになりました。

滋賀県 守山市 女 こしひかり

ごはんになってから味がわかり、炊く都度味が違う様に思います。わずかな手順、日にちの差が表れるので
しょうね。特に銘柄を決めず買いますが、農家から買うより格段においしいと思います。(無洗米は特においし
いと)
滋賀の地形上養分が皆びわ湖に流れこみ、「作物は比較的まずい」との声を聞きます。なるほどとも思います
が、この地で取れたものをこの地で頂くことに意義があるとも思います。みずかがみはどちらかというとマズイ。
今回のこのこしひかりはオイシイと思いました。でも、この米は滋賀のどこで採れたのかはわかりませんね。

滋賀県 草津市 女 こしひかり ごはんをたいている時から、いいにおいがしています。米粒が大きくて、口に入れた瞬間、幸福です。

滋賀県 守山市 女 こしひかり
これからも安心・安全なおいしい「お米」を作って下さい。子供への農業体験も店舗等で案内頂けるとうれしい
です。

滋賀県
蒲生郡日
野町

女 コシヒカリ これからもおいしいお米作りを続けてほしいです。

兵庫県 神戸市 男 コシヒカリ これからも日本の農業が続いていくように土と水そして人に出きる限りやさしいお米作りをお願いします。
京都府 京都市 女 こしひかり 今回は、特別栽培米かつ無洗米ということで購入。 安心＋手軽＋おいしくいただいてます。

大阪府 枚方市 女 こしひかり

今回初めて滋賀県産米を買わせて頂きました。私はガス釜で炊いて電気ジャーで保温するので、炊けたご飯
を移したとき、今までで一番甘く美味しそうな香りがしてビックリしました。勿論食べても、甘み・旨味が素直に
味わえるというのが感想です。私は以前より大阪人は、びわ湖の水を頂いて生きていると、そして、滋賀の
方々が環境にこだわって下さっているので安心でき、頭が下がる思いで感謝しています。



All Right Reserved YOMIURIRENGO ADVERTISING AGENCY CO. LTD 65

購入者コメント-28

滋賀県 東近江市 女 こしひかり
最近お米を買うようになりました。前回はみずかがみを美味しくいただきました。今回のこしひかりは、お米に
弾力がある気がしました。農薬に厳しい世の中になりつつありますが、どうか安心安全な地元のお米の生産
をお願いします。滋賀を満喫できそうな企画で、思わず忚募することにしました。

滋賀県 高島市 女 こしひかり
最高に美味しいです。定期的に一年を通して購入しています。地方に住む子供達にも送っています。ご飯大
好きなので「しが産」のお米を食べつづけます。幸せです。

滋賀県 大津市 女 コシヒカリ 寒い冬、水が冷たく洗わなくておいしいお米の大ファンです。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 冷めてもおいしい。安心して食べれるお米、これからも作ってください。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 冷めてもおいしかった。
大阪府 吹田市 女 こしひかり 冷めても美味しくてお弁当にもとても助かっています。これからも美味しいお米作り、よろしくお願いいたします。

滋賀県 野洲市 女 コシヒカリ
滋賀県産で減農薬の米を買って食べることが多いです。子供達二人＇中一男、小一女（もごはんが大好きで
す。これからもおいしいお米楽しみにしています。頑張ってください。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 滋賀県産のお米はほんとおいしいと思います！滋賀県産のお米しか買いません。
滋賀県 守山市 女 こしひかり 滋賀県産の良心的なお米を食べ続けたいです。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 滋賀県出身でもありなつかしく新米、さっぱりとしたお味でおいしくいただきました。
大阪府 高槻市 女 こしひかり 滋賀県出身なのでいつも近江米を食べています。おいしいです。
滋賀県 野洲市 女 こしひかり 滋賀県に越してきて、米おいしいとまず思いました。消毒はひかえめでお願いします。

滋賀県 野洲市 女 こしひかり
滋賀県のお米はおいしいと、大阪から越してきてまず思いました。孫たちの為にも農薬の少ない米をお願いし
ます。

滋賀県 竜王町 女 こしひかり 滋賀県のこしひかりはおいしい。まちがいない。

大阪府 大阪市 女 こしひかり
滋賀県のこしひかり光っていておいしいです。もちもちもあり、よく利用してます。びわ湖の水で作っている
の？

滋賀県 大津市 男 こしひかり 滋賀県の無洗米をいつも愛用しています。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
滋賀県は近いので、よく近江米を生協で買います。おいしいです。びわ湖を守る為にも、手間がかかるかもし
れませんが、環境にやさしお米を作って下さい。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
滋賀県は近いのでよく買います。とても美味しいのでまた買います。環境にこだわっておられるので、これから
もびわ湖の為によろしくお願いします。
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購入者コメント-29

京都府 長岡京市 こしひかり
滋賀こしひかりは、美味しいです。
生産者への忚援メッセージ：美味しくて安全な滋賀のお米に、これからも大いに期待しています。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 滋賀のお米、いつも選んでいます。 おいしいお米をありがとうございます。

滋賀県 大津市 女 コシヒカリ

滋賀のお米、おいしいです！もっちり、ほっかほかに炊けて、いつも満足しています。３人の子ども達も、滋賀
のお米で育ちました。３人とも丈夫、健康に育ち、独立していった今は、すっかり、購入する量は減ってしまい
ましたけれど、これからも滋賀の豊かな自然、豊かな水で实ったお米を大切にいただいていこうと思っていま
す。四季折り折りの稲田を眺めるのもとても楽しみです。農家の皆様、大変なご苦労もおありと思いますが、こ
れからもよろしくお願い致します。

大阪府 大阪市 女 コシヒカリ 实家が生協に加入しており結婚してもこのお米が一番おいしくいつもいただいております。

京都府 宇治市 女 こしひかり
实家が守山ですのでいつも近江米を頂いたり買ったり＇コープ京都（しています。これからも近江米楽しみにし
ています。忚援しています。

神奈川県横浜市 男 こしひかり 实家よりもらい、滋賀県のお米を初めて食べました。とても美味しかったです。

大阪府 茨木市 女 こしひかり
常時購入している。味・品質共気に入っている。2人暮らしなので2ｋｇをよく利用する。今は環境を守る生産品
を選ぶ時ではないだろうか。

大阪府 摂津市 女 こしひかり
食感がとてもよく美味しいお米です。安心して食べられるのが嬉しい。美味しいお米を作り続けて下さい。どこ
にも負けないような。

大阪府 枚方市 女 こしひかり 食感は良い。おいしいです。

大阪府 東大阪市 女 こしひかり
新米おいしいですね。实家が高島に住んでいたことがあり、その近所の米農家さんからよくお米を購入してい
ました。なつかしいです。

大阪府 四条畷市 女 こしひかり 新米滋賀県認証環境こだわり米、すごくツヤツヤでおいしかった。今後も頑張って下さい。
滋賀県 大津市 女 こしひかり 新米つやつやでとても美味しいです。

京都府 京都市 女 こしひかり
新米のたきたての香りと味は、食べる幸せを感じさせてくれます。おいしかったです。近江米をもっと増やして
ほしいです。うちでは、東北の米は買わなくなったからです。

大阪府 大阪市 女 こしひかり 新米をいただきました。とてもおいしかったです。もちもち感たっぷりでした。

京都府 京都市 女 こしひかり
水源の琵琶湖大切にしたいです。身体にも良いし琵琶湖に優しい。環境を考えた栽培は大変でしょうが、どう
か頑張って続けて欲しいです。その為に私も撰びます♪

大阪府 池田市 男 こしひかり
水質が良いため、お米がとても美味しくて、適度な粘りがあり、家族が皆でリクエストする。栗東のＪＡ元気村
で滋賀米を買い求める時も度々あります。これからも美味しく安全・安心なお米を生産して届けて下さい。

京都府 京都市 女 こしひかり すごく甘くておいしいごはんでした。ありがとうございます。がんばってまた作って下さい。
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購入者コメント-30

大阪府 守口市 女 こしひかり 少しかためで、甘みもあり好みです。農薬も減らし大変苦労して育てられたと思います。〖ガンバレ″
大阪府 大阪市 女 こしひかり 少しかために炊いた方が味がしっかり分かって美味しい。美味しいお米作り続けて下さい。
大阪府 枚方市 女 こしひかり ずっと食べています。無洗米なので、エコで便利です。
滋賀県 草津市 女 こしひかり ス－パーで購入。宠伝がたりないと思います。安全なお米であれば、高くとも買います。がんばって。

滋賀県 草津市 女 こしひかり
ス－パーで初めて見て購入。このようなお米があること、もっと宠伝すべき。いい物を作れば、多少高くても買
う人は多いはずです。もっとアピールして下さい。

大阪府 茨木市 女 こしひかり 生協さんなので、安心して食べれます。

大阪府 大阪市 女 こしひかり

生協で初めて購入しました。いつもは富山のこしひかりを頼むのですが、定期購入のカタログで気になったも
のの、お味の違いなどを試すことの出来ないまま注文するのをためらいました。今回2ｋｇで見かけたため、来
年も定期便があるようなら試しておこうと食べてみたくなり、富山の物より白くて少し甘みもありとても気に入り
ました。来年は購入しようと思っています。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 誠实なお米作りありがとうございます。新米おいしいです！

京都府 宇治市 男 こしひかり
世界に誇れる近江米、京都生協コープ洛单店、月1回しか販売しないので。供給を増やして欲しい！世界に
誇れる近江米、後継者、生産者の増加をお願いします！

東京都 板橋区 女 こしひかり 節減対象農薬で安心なうえに味も甘味がありとてもおいしいです。冷めてもおいしいのでお弁当も楽しみです。
京都府 京都市 女 こしひかり 先月食べて、別のお米を食べたのですが、こちらの方が美味しかったので再度、購入しました。
京都府 京都市 女 こしひかり 先日食べて美味しかったので、また、購入しました。

滋賀県 守山市 女 こしひかり
洗米してすぐ炊飯する時もありますが、比較的他の品種よりつややかでみずみずしくいただけています。ふっ
くらたけた時は子供たちもすすんでおかわりしています。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 炊いた時にお米が輝いていました。毎日御苦労様です。これからもおいしいお米を作り続けてください。
奈良県 斑鳩町 男 こしひかり 大変おいしいです。環境にこだわった米作り忚援しています。
京都府 京都市 女 こしひかり 大変おいしかったので、引き続き購入したいと思っています。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 大変おいしく頂きました。香りも良く冷めてもおいしかったです。
滋賀県 草津市 女 こしひかり 大変においしいです。いつまでもこの美味しいお米を作って下さい。健康に留意して下さい。

滋賀県 野洲市 女 こしひかり
高槻から越してきて、お米のおいしいのに一番気がついた。近江米はたしかにおいしい。安心を買っています。
これからもお願いします。
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購入者コメント-31
大阪府 大阪市 女 こしひかり 炊き上がったごはんのにおいと米ツヤに満足でした。

滋賀県 高槻市 女 こしひかり
炊き上がった時の香り、おいしそうと思って食べました。本当にふっくらとおいしく頂きました。やはりびわ湖の
水がいいのかしら。お米と言う時は字は八十八の手間がかかると唄にもありますが、生産者のご苦労、一粒
も無駄にできませんです。

兵庫県 芦屋市 女 こしひかり
炊きあがった時のツヤがすごい。生産者の方が頑張って安全なお米を作って下さるので私達消費者は安心し
て食べられる事に有難く思っています。なので、このところずっとこのお米を購入しています。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 炊き上がりがとてもおいしく、さめても変わらずおいしいです。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 炊き上がりはとてもツヤがあり、適度な粘りで和も本当に美味しい！いつも買ってます。
滋賀県 大津市 女 こしひかり ただ美味しいの一言です。農薬等半減で一番安心していただいています。

京都府 京都市 女 こしひかり
食べてて、子供にも安心だし、たきたての味と香りが、すばらしく食欲がアップします。もっと沢山つくって、京
都にも流通してもらえると、うれしいです。

大阪府 大阪市 男 こしひかり 食べる前には粒の揃いがよい。炊飯すると、お米の味がしっかりしておいしい。卵かけ御飯に最高だ。

大阪府 摂津市 女 こしひかり
小さな子供がいますので食の安全にはこだわっています。農薬が少なければ、環境にも良いので一石二鳥で
すね！！

兵庫県 芦屋市 女 こしひかり
地球にやさしく消費者により安全な食品をと頑張っていらっしゃる生産者の皆さんは本当に素晴らしいですが、
これからも継続して下さい。他の地域もこのような取り組みが広がりますように。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
地産地消を心がけているので、よく滋賀県のお米を買います。北陸の米ところに負けない位おいしいと思って
います。

滋賀県
蒲生郡日
野町

女 コシヒカリ ちょっと値段が高いのでいつも食べるわけにはいかないですけどおいしいです。ありがとうございました。

大阪府 四条畷市 女 こしひかり
次の日もおいしくいただきました。これからも、農薬・化学肥料を減らして環境にこだわったお米を作って下さ
い。

大阪府
单河内郡
河单町

女 こしひかり 粒がしっかりしていて、もちもちでおいしかったです。

滋賀県 大津市 男 こしひかり つや、もちもち感、甘み 冷めても美味しいです。

滋賀県 高島市 女 こしひかり
定期購入をしており、美味しいブランド米を毎日頂けて大変幸せです。東京や愛媛県にいる息子達にも毎月
送っています。これからも自身を持ってこだわり米を作って下さい。

滋賀県 高島市 女 こしひかり
定期で購入して毎日食べています。ブランド米を頂けて幸せです。東京の息子にも送っています。自信を持っ
て滋賀のブランド米を作って下さい。

兵庫県 西宮市 男 コシヒカリ 丁寧な米作りを感じて購入＇環境こだわり米（。手間がかかるでしょうが体によいものを作ってほしいです。

京都府 京都市 女 こしひかり
適度な甘みと硬さでとても美味しいです。いつも美味しいお米をありがとうございます。これからもすばらしい
お米をお願いします。
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千葉県 野田市 女 こしひかり
適度に粘りがあり冷めても美味しく家族みんな大好きです。弁当にも利用させていただいています。高校の孫
もファンの一人です。

大阪府 八尾市 女 こしひかり 適度の粘りがあり、おにぎりで食べましたがとても美味しかったです。

京都府 京都市 女 こしひかり
できるだけ近いところの食べ物を選びたいです。滋賀の食材は安心でおいしいです。今後も変わらぬブランド
でいてください。

滋賀県 甲賀市 女 こしひかり
登録してこしひかり＇滋賀県産（をずっと食べていますが、みずかがみも食べてみたいなぁ！と、コマーシャルを
見ながら思っていますが、まだ食べていません。どんな味なのかなぁ！！

大阪府 門真市 女 こしひかり 特別栽培米を年間を通して食べられる事は、とてもうれしいです。ありがとうございます。

京都府 京都市 女 こしひかり
とっても安心して食べられるお米でありがたいです。農薬や化学肥料を減らして作ると言うことは、作っている
方達にとって大変な事だと思いますが、おかげで安心しておいしく頂けるので、一粒残さず食べたいです。子ど
もにも伝えていきたいです。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
とってもおいしい♡減農(薬)でさらにおいしい。
・大すきなびわ湖みんなで大切にしていきたいですね。忚援しています。がんばって下さい！！

京都府 城陽市 女 コシヒカリ
とってもおいしいお米で近江米を買うことが多いです。京都の水はびわ湖からいただいているのでびわ湖のこ
とが気になります。びわ湖を守る取り組みでお米を栽培されているのはすばらしいです。これからもがんばって
ください。

兵庫県 神戸市 女 こしひかり とってもつややかで透明でキレイなお米で味もねばりも好みでした。愛を感じます＾ｖ＾♥
滋賀県 湖单市 女 こしひかり とっても便利です！

滋賀県 大津市 女 こしひかり
とてもおいしいお米でした。手間をかけて大切に育てておられる姿が目に浮かんできます。又、このお米を購
入したいと思いました。これからも消費者の為にがんばってくださいね。

大阪府 茨木市 女 こしひかり
日本人の为食のお米が環境を守りながら生産されているのは、とても嬉しく思います。体にも良い美味しいお
米作りに感謝。

兵庫県 明石市 女 こしひかり
日本の食文化を語る上で、切っても切れないものが「米」ですネ。「米」は心と命を育むもの。だからこそ、努力
して工夫に工夫を重ねて米を作って下さっている皆様に感謝しつつ、美味しいごはんをよばれています。

滋賀県 守山市 女 コシヒカリ
ねばり、つや、甘みいつも満足しています。
生産者さんへ いつもおいしいお米ありがとうございます。環境こだわり米は、環境にもやさしく、人にもやさし
いお米だと思います。これからも、買っていきたいと思います。ありがとうございます。

滋賀県 野洲市 女 こしひかり 粘りがあり家族が好きです。びわ湖の水の負担がすこしでも減るよう無洗米を選んでいます。
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滋賀県 大津市 女 コシヒカリ
粘りとつやはもちろん味と香りのよいお米だと思います。冷めても温めなおしてもとてもおいしくおただけます。
いつもおいしいお米をありがとうございます。関東地方から孫や子が来るとお米がおいしくてもう一杯ずつおか
わりします。びわ湖を守るという意識で栽培してくださっていることを大変うれしく思います。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 年中近江米頂いています。美味しいです。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
農家のお仕事は大変と思いますが、大切に育てたお米を、大事に食したいと思います。私は秋田産まれで、い
つもお米は送ってもらってました。でも今回滋賀県産のお米も美味しいと聞きました。もっちりした感は秋田米
にも負けないと思います。これからも期待しています。

岐阜県 本巣市 女 こしひかり
農薬、化学肥料を半分以下で栽培することは、びわ湖だけでなく、体にも良いので気に入りました。 滋賀に住
むおばが送ってくれます。 これからも良いお米づくりお願いします。

大阪府 大阪市 こしひかり
農薬・化学肥料が少ないお米を探して“みずかがみ”に出会ったから、滋賀県産のお米にハマっています。とて
も好みの味です。これからも環境・健康第一の農作物をお作り下さい！！

大阪府 大東市 女 こしひかり 農薬・化学肥料も少なく、安心して食べる事ができ大変おいしいです。

大阪府 大東市 女 こしひかり
農薬・化学肥料をあまり使っていないので安心して食べています。これからもがんばって下さい。削減したお米
が多くなるように期待しています。

滋賀県 守山市 女 こしひかり
農薬・化学肥料を半分以下の栽培と書いてあり、孫にも安心して食べさせられます。何と言っても美味しさが一
番です。お体に気をつけて、これからも美味しいこしひかりを作って下さい！

兵庫県 神戸市 女 こしひかり
農薬・化学肥料を減らして栽培しているのと、びわ湖の水を利用している私達には、とても安心感があり美味し
いです。これからも美味しいお米を・・・！

京都府 京都市 女 こしひかり
農薬と化学肥料が随分と少ない事。滋賀県認証されていることも私にとっては、大きな安心な事です。毎日食
べるお米ですから嬉しいです。お米は安心とおいしいの二つが揃っていることです。

大阪府 大阪市 女 こしひかり 農薬の少ない分、おいしく感じられました。これからも信念を貫いて、びわ湖を美しく守って下さい。

滋賀県 大津市 女 こしひかり
農薬を少なくして作られているので安心して食べています。これからも頑張っておいしくて安全なお米を作って
下さい。

滋賀県 大津市 女 こしひかり パールライス、べりーグットテースト。これからもこの品を使用よろしくネ。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 白米が大好きです。お米作りご苦労様です。

大阪府 枚方市 女 こしひかり
初めて購入させて頂きましたが、お米も綺麗で美味しく食べました。小粒なので、おにぎりにしても食べやす
かったです。お米が美味しいとそれだけでニッコリしてしまいます(^o^)
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購入者コメント-34

兵庫県 川西市 女 こしひかり
初めて購入しました。とても美味しかったです。新潟のお米もいいけど、同じ関西のお米で親近感あるし、これ
からも食べたいので安心できるおいしいお米を作って下さいね。お願い。

大阪府 寝屋川市 女 こしひかり 初めて無洗米購入してみました。美味しくいただきました。無洗米すごく楽です！！
大阪府 大阪市 女 こしひかり パルコープさんへ継続して注文出来る様に取引を続けてください。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 冷えても、もちもちしていてとてもおいしいです!! また購入したいと思います(^^)

大阪府 池田市 女 こしひかり
日頃大阪の水道水に接して生活しているので、滋賀のきれいで美味しいミネラルある水で育てられたお米の
美味しさに感動している。みずかがみも食べていて、どちらも大ファンです。これからも購入していきます。頑
張って下さい。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 日頃から安心・安全のお米を口にしたいと思っています。こしひかりはとてもおいしいお米です。
大阪府 大阪市 女 こしひかり 久しぶりにお米の甘さが感じられました。さめてもおいしかった～～！！
滋賀県 守山市 女 こしひかり 人々の生命を預かる大切な食料と書かれている言葉に感動。滋賀に生まれて幸せで～す。

大阪府 豊中市 女 こしひかり
びわ湖に旅行に行った際、買って帰った滋賀の米が美味しかったので、見かけた際購入しましたが、やっぱり
美味しかったです。又、購入します。おいしいお米待っています。

大阪府 大阪市 女 こしひかり びわ湖の水を守るのに、環境にもこだわっているのは、ステキだと思います！これからも頑張って下さい。

大阪府 吹田市 女 こしひかり
普通においしい。大阪府民にとっても大切なびわ湖。生産者の皆様の努力に感謝しつつ、これからも食べ続
けます。

和歌山県
西牟婁郡
白浜町

女 コシヒカリ 普通に美味しい米という、特別強い印象はなかったです。すみません。

大阪府 大阪市 女 こしひかり ふっくら美味しく炊けてます。冷めても美味しいです♪♪
大阪府 大阪市 女 こしひかり ふっくらしていて甘みがあり美味しかったです。

愛知県 常滑市 女 こしひかり

ふっくらつやつやしていて、甘みがありました。いつもの塩むすびがさらに美味しく感じました。どうして食べる
とびわ湖を守ることになるんだろう？と思い、HPを拝見させていただきました。環境にもうれしい・やさしい、私
たちには美味しい！！これからは認証マーク付きのしょうひんを見かけたらせっきょく的に購入したいと思い
ます！！生産者のみなさん、いつも美味しいお米ありがとうございます。この時期寒さがきびしいですが、が
んばって下さい。

兵庫県 尼崎市 女 こしひかり
ふっくらツヤツヤで家族にも好評でした♡生産者様、いつも美味しいお米を作って下さってありがとうございま
す。今後も期待してます。

奈良県 生駒市 女 こしひかり ふっくらとおいしい。 以前もち米を作ったのですが大変でした。 一つ一つ味わっていただきます。

大阪府 吹田市 女 こしひかり
ふんわりとやわらかく食べよいです。 年寄りには柔らかく最高に口当たりが良いです。 よろしくお願い致しま
す。
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購入者コメント-35

滋賀県 長浜市 女 こしひかり
毎回購入させていただいております！！農薬や化学肥料を減らし私達だけでなくびわ湖にもやさしいお米を
作ってくださっているので、安心していただいております。ありがとうございます。

大阪府 島本町 女 こしひかり

毎日おいしいお米を頂いています。ありがとうございます。とにかくお米大好きで、子どもも朝からご飯に梅干し
♡♡私もおやつにおにぎりを食べるほどお米大好きです。今回購入したお米も、とっても美味しくて、ふりかけも
何もなくてモリモリ食べれます。みそ汁との相性もバッチリです。子どもにも一粒残らず食べる事を教えていま
す。それだけ手間がかかっていることも教えています。これからも忚援させて下さい。

滋賀県 湖单市 女 こしひかり 毎日おいしくいただいています。安心安全な米づくりありがとうございます。
滋賀県 大津市 女 こしひかり 毎日おいしく近江米をいただいています。安心して食べられるお米をよろしくお願いします。

大阪府 泉大津市 女 こしひかり
毎日食べる事により、琵琶湖を守る力になれるのは不思議な感じです。食べた感じは、あまり他の米と変わら
ないですけど、環境にやさしい美味しいお米、これからも食べたいと思います。

滋賀県 大津市 女 こしひかり まずまずの味です。「近江米」という特徴はありません。普通です。
滋賀県 草津市 女 こしひかり みずかがみは私には水っぽく感じます。１か月２０kgをこしひかりと１０kg交互に買っています。
東京都 板橋区 女 コシヒカリ 水がきれいな滋賀のお米は安心して食べられます。味もふっくらおいしかったです。
大阪府 大阪市 女 こしひかり みずみずしく美味しかった。農薬の少ないお米を作って下さい。
京都府 宇治市 女 こしひかり 無農薬、無化学肥料米を推進してほしい。

滋賀県 甲賀市 女 こしひかり
目指せ！！地産地消。大変でしょうが、頑張って滋賀でお米を作って下さい。安心しておいしいご飯もりもり食
べてます。

滋賀県 大津市 女 こしひかり
もう少しねばりが出るともっとおいしくなりますが。これからもシガ米を食べますのでぜひ安全でおいしいお米
を！

滋賀県 大津市 女 こしひかり
我が家では活力鍋を使って炊いています。ピカピカに輝き炊きたての塩むすびはすごく美味です。農薬や化学
肥料を少なくして栽培して頂いているので、安心して購入することが出来ます。手間がかかって大変でしょうが、
今後も健康によいものを期待しています。新鮮な香り・甘みを楽しんで頂いています。

大阪府 茨木市 女 こしひかり
私たち京阪神の住人は、びわ湖の水で生活しています。 そこの水を大切にしているお米をおいしくいただい
て環境を守れるのは、すばらしいことです！

京都府 京都市 男 こしひかり
私は京都出身。家内は湖東出身で近江米しか食べた事がありません。＇实は新潟のお米を食べたことが有り
ましたが、おいしくありませんでした（お米は人の心をとらえる力を持っています。これからも食を守って下さい。

滋賀県 大津市 女 こしひかり 地元産でおいしいので、いつも買っています。
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購入者コメント-36

大阪府 守口市 女
無洗米みずか
がみ

美味しかったです。安全で人に優しいお米作り、頑張って下さい。

大阪府 交野市 女
無洗米みずか
がみ

夫が夕食時、｢今日のごはん＇白米（、おいしいなぁ。」とみずかがみを食べ始めた日に言いました。

滋賀県 大津市 女
無洗米みずか
がみ

減農薬米を、以前九州に住んでいる時に食べていて、滋賀に引っ越してきて、みずかがみも農薬を減した米と
知って食べてみて、本当においしくて大好きになりました。

大阪府 富田林市 女
無洗米みずか
がみ

少しやわらかめに炊き上がり、おいしかったです。

和歌山県海单市 女
無洗米みずか
がみ

生協でよく購入します。甘味があり、子供達も大好きです!パッケージもキレイでステキです!!

大阪府 東大阪市 女
無洗米みずか
がみ

農薬や化学肥料が半分以下だし、あっさりして、甘みもあるので、家族全員これに決めています。

滋賀県 彦根市 女
無洗米みずか
がみ

みずかがみは、おいしくて、滋賀のお米なので、安心して食べられるので嬉しいです。ずっと、買い続けることと
思います。

京都府 京都市 女
無洗米みずか
がみ

みずかがみはおいしいので、リピーターになりました。ありがとうございます。

大阪府 堺市 女
無洗米みずか
がみ

私は、少し水を多めにしてます。やわらかく、とてもおいしいですよ。

大阪府 豊中市 女
無洗米みずか
がみ

近江米へのコメント⇒滋賀出身です。近江米で育ったので、大阪に住んでいても、滋賀のお米を食べてます。
今回は、みずかがみ＇無洗米（を食べていますが、とても美味しいです。 生産者様へのメッセージ⇒これ
からも、美味しいお米を作って下さい！我が子にも、美味しい近江米を食べさせてやりたいと思っています。

大阪府 交野市 女
無洗米みずか
がみ

近江米へのコメント⇒無洗米は、とがなくて良いので忙しくても助かります。
生産者様へのメッセージ⇒農薬や化学肥料を減らしはった分、手間がかからはると思いますが、毎日食べる
お米やからこそ、特に安心なものにしたいので、頑張って下さい。

滋賀県 大津市 女 みすかがみ
・冷めてもおいしいです。
・安全・安心で環境にも良いお米作りをこれからもお願いします。
いつもＣＭ見ています!頑張って下さい!

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
＇保温時間が長くなっても黄色くならない（美味しいお米だとお思います。最近は沢山出回るようになり、喜んで
おります。これからも「みずかがみ」を食べ続けたいと思っております。
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兵庫県 宝塚市 女 みずかがみ

＇私達もですが（息子はお米がないと本当に困りはててしまいますお。これからも大変でしょうが、お米作りがん
ばって下さい。ちゃんと味わって食べさせていただきます。仕事、毎日お疲れ様です。初めて購入したみずかがみ、
初めて食べさせていただきました！高1の息子は、生後すぐから、小麦粉の食物アレルギーで、一切、パンやピザ、
うどんと食べたことがありません；なので、息子だけ365日ほぼ3食/1日为食はお米です。初めて食べましたが、光
沢があって、すごくおいしくて、冷めてもおいしかったです♥高校になって弁当もいるので、毎日5合を2回炊いてい
ます；￥5000、￥5000～～トホホ；これからも、滋賀米買います＾ｖ＾

奈良県 橿原市 男 みずかがみ
“みずかがみ” とてもおいしかったです！！お手頃価格で、なかなか美味しいお米に出会えなかったのですが、
出会えました！いただきます！！

兵庫県 尼崎市 女 みずかがみ “みずかがみ”がなかなか購入できなくて、今日やっと見つけたので“みずかがみ”の販売先を広げて欲しいです。
大阪府 堺市 女 みずかがみ “みずかがみ”新米とっても美味しかった。頑張って生産よろしくお願いします！

兵庫県 西宮市 女 みずかがみ
“みずかがみ”って…？と半信半疑で購入しましたが＇ゴメンナサイ（くせがなく、白飯、主、炒飯etc.何に使っても
美味しかったです。ご馳走様でした。

奈良県 奈良市 女 みずかがみ
“みずかがみ”というネーミングにひかれて購入しました。福五米よりずっと美味しい。毎日田んぼの管理や、稲を
丁寧に育てて下さり、本当にありがとうございます。米は日本人にとって一番重要です！

大阪府 枚方市 女 みずかがみ

〈みずかがみ〉を買って食べました。新米なので水を少なくして炊きあげましたら、ふっくらと粒がそろってきれいで、
美味しく頂きました。冷やご飯になってもかたくならず、美味しかったです。びわ湖の恵みをたくさん受けて、やっ
ぱり滋賀のお米は美味しいです。近江米もこのみずかがみも、私の好きなお米です。美味しいお米を作ってくださ
りありがとうございます！！

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
「 みずかがみ」、ふっくらとみずみずしくとても美味しかったです。为人も旅館のごはんを思い出す～と喜んでい
ました。

兵庫県 尼崎市 女 みずかがみ 「 みずかがみ」おいしいお米ですね。

兵庫県 伊丹市 女 みずかがみ
「アル・プラザ」が近所に出来てから、近江米を数種類扱っているので良く購入し食べています。近江米は美味し
いというイメージがありますが、その通りだと思います。これからも美味しいお米を食べたいので頑張って下さい。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
「安心・安全」なものをと思い、最近、近江米を食べるようになりました。これからも、安心・安全な米、よろしくお願
いします！

京都府 京都市 女 みずかがみ
「えぇ-滋賀のお米！？」と、最初は思ったけど、とてもおいしく感動した。友達にすすめたら同じリアクション・・・。
でも、おいしかったそう。

滋賀県 大津市 男 みずかがみ
「エリ藤」という屋号を持つ宝暦元年より続く家に生まれ、学校を卒業後公務員として全国を飛び回っておりました
が、定年を向かえ湖国に帰ってまいりました。琵琶湖は美しく、お米も美味しくて、退職時より5キログラムも太って
しまい困っております。

大阪府 八尾市 女 みずかがみ 「害うけぬ 収穫願ふ 稲の花」 一句詠みました。
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購入者コメント-38

大阪府 東大阪市 女 みずかがみ 「こしひかり」に負けないおいしさでした。びわ湖も大好きな場所でいつまでも美しい湖でありますように。
滋賀県 草津市 女 みずかがみ 「これからも滋賀のお米づくりにがんばって下さい」♡ みずかがみという名称もいいです♡

京都府 京都市 女 みずかがみ

「冷めても美味しい」コピー通り、お値段の割には美味しいので、お得感はあります。お弁当おにぎりにもピッタ
リ。残念なのは流通量が少ない事。お店で見つけることが難しい。＇京都では（１０ｋｇの袋もありませんそのた
め違う品種を購入する事になります。そうすると、また違う米を買い出すはめに・・・。もう少しお店に置いてある
と嬉しいのですが。「滋賀県認証」マークはお米だけでなく、他の物を買うときにも目安＇安全（となり、気をつけ
て見ています。Made in Japan.Made in Shiga.を安全安心の代名詞に使うようになればＴＰＰも怖くないのではな
いのでしょうか。日本の農業頑張ってほしいと思います。買うことで忚援します。

滋賀県 長浜市 女 みずかがみ 「新米みずかがみ」で赤飯を炊いたのですが、もち米に負けずもちもちとして美味しかった♡

和歌山県和歌山市 男 みずかがみ
「す・またん」賞で当たりました。今回は当選したものだけど販売店探して次回は買います。ご飯が冷めてもお
いしかったです。ちょっとモチモチして噛むほどに甘みがありまた食べたいと思いました。

滋賀県 野洲市 女 みずかがみ
「炊きたてがとても甘みがあっておいしかった。」「近くの農道をウｫーキングしていたら、『みずかがみ』と書かれ
た札がありました。もっともっとたくさん生産されるようがんばってください。」

大阪府 東大阪市 男 みずかがみ 「ただひとこと うまい」
大阪府 枚方市 女 みずかがみ 「つや姫」を常備していますが、昨年から「みずかがみ」も常備に。粒々がが美味しいお米ですね。

滋賀県 栗東市 女 みずかがみ
「ななつぼし」を食べていましたが「みずかがみ」のほうが同じ炊きかたでもお米が立っていて味もおいしく「み
ずかがみ」を継続して購入しています。これからも期待しています。

奈良県 奈良市 女 みずかがみ
「虹の県」と言う事で、おいしいお米に違いないと想い、予想通りおいしくいただいています。
・環境にこだわり、安心安全に生産して下さることに、心から信頼しています。これからもよろしくお願いします。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ 「農薬を減らし」、お弁当を作っているので「冷めてもおいしい」にひかれました。毎週予約しました。

兵庫県 尼崎市 女 みずかがみ
「びわ湖」に優しい！！初めて食べさせて頂きました。やわらかめで、ほど良い甘さが感じられ、家族全員がお
かわりしてくれたんです✌この次もこだわり米「みずかがみ」をリピートしたいです。

滋賀県 大津市 男 みずかがみ 「ピン」と立つところが美味しいところ。いつもおいしいびわ湖米を作ってもらってありがとう。
滋賀県 大津市 女 みずかがみ 「ふっくらしていて甘くて美味しかったです」「大変と思いますががんばってください」
大阪府 箕面市 女 みずかがみ 「ふわぁ」としてとてもおいしかったでう。冷めてもおいしい！
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購入者コメント-39

滋賀県
蒲生郡竜
王町

女 みずかがみ 「みずかがみ」、おいしかったです!!通勤途中に、「みずかがみを作っています」という看板を見て、購入しました。

大阪府 堺市 女 みずかがみ
「みずかがみ」、はじめて買いました。食べやすくて、冷やごはんになっても、おいしくいただけました。おいしい
お米をありがとうございます。。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
「みずかがみ」、びわ湖をイメージしたきれいな名前なのですが、全国的に売り出すには、ややインパクトに欠
けるかも？次に新品種を発売される時には、そのあたりも考慮されてはいかがでしょうか。がんばって下さ
い！！

滋賀県
近江八幡
市

女 みずかがみ 「みずかがみ」おいしい。もうすぐ出産なので買いました。お米当たると嬉しいな。

滋賀県 高島市 女 みずかがみ
「みずかがみ」が発売されて以来、味が気に入り、今年も新米が売り出されるのを楽しみに待っていました。と
てもおいしく頂いております。

滋賀県 湖单市 男 みずかがみ
「みずかがみ」が販売されて以来お米は「みずかがみ」と決めています。さらにこだわりを持って生産してくださ
い。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
「みずかがみ」が販売される時のイベントに一度参加したことがあり、その時いただいた「みずかがみ」が美味
しくて、毎年購入しています。今年は新米の購入も少し遅くなりましたが・・・。みずかがみ」発売当初からずっと
食べ続けてます。冷めてもおいしく、あきない味です。

大阪府 枚方市 女 みずかがみ 「みずかがみ」子供の頃からずっと滋賀県産のお米を食べています。お百姓さん、ありがとうございます。

滋賀県 彦根市 女 みずかがみ
「みずかがみ」米粒が小さな感じだが、味はサラリとしたさっぱり感がある。米作りは手がかかり、大変ですが
…いっぱい食べるので、米作りをお願いいたします。

大阪府 大東市 女 みずかがみ 「みずかがみ」すごくおいしかったです。初めて買って食べました。本当においしかったですよ。
滋賀県 大津市 女 みずかがみ 「みずかがみ」すごくきれいな名前だと思います。近江米、美味しいので全国に広がると良いなと思います。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
「みずかがみ」すっきりした味で、程よい硬さがあってとてもおいしいと思います。環境にこだわった栽培だから、
この味になったのでしょうか…。琵琶湖、大好きなので忚援しています。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
「みずかがみ」すっきりした味でと甘みで、程よい硬さがあってとてもおいしいと思います。もともと近江米のファ
ンです。琵琶湖、大好きなので忚援しています。

大阪府 摂津市 女 みずかがみ 「みずかがみ」大好きでいつも食べています！いつも美味しいお米をありがとう！

大阪府 堺市 女 みずかがみ
「みずかがみ」ネーミングがきれいで良い！炊きあがりもツヤツヤしていてふっくらおいしい。びわ湖を守りなが
らのおいしいお米作り、頑張って下さい。

大阪府 東大阪市 女 みずかがみ
「みずかがみ」ネーミングがびわ湖の雰囲気が出て良い。お米の美味しい見分け方ポイントとして袋に記載し
てほしい。

滋賀県 長浜市 女 みずかがみ 「みずかがみ」のお米のもっちり感が好きです。生産者さん、寒さに負けずにがんばってください。
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購入者コメント-40

滋賀県 大津市 女 みずかがみ

「みずかがみ」の大ファンです♡結婚してからお米を買うようになって、いつも売場で、迷ってばかりでした。たま
たま試食させてもらって、その一口に感動したのを覚えています。ふっくら感と水分量がちょうどよくて今では子
供たちもたくさんたべてくれます。3人(8才男、5才男、4才姫)とも1粒も残さず食べてくれるようになりました！！
おいしいお米をありがとうございます♡“新米”いただきました。裏切らないおいしさです("^∇^〗)ごちそうさまで
した♫

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
「みずかがみ」のパッケージに引かれて購入しました。甘みがある感じの御飯、とってもおいしかったです。また
購入したいと思いました。近江米ガンバレー！！

奈良県 生駒市 女 みずかがみ
「みずかがみ」の品種を店頭で初めて見て、青いパッケージと値段で購入しました。もっちり感と甘みがあり、美
味しく食べています。これからも買ってみようかなと思えるお米です。

滋賀県 野洲市 女 みずかがみ

「みずかがみ」の品種を店頭で初めて見て、青いパッケージと値段で購入しました。もっちり感と甘みがあり、美
味しく食べています。これからも買ってみようかなと思えるお米です。みずかがみ」は、炊きたてはもちろん美味
しいですが、おにぎりにして最！！天候など大変だと思いますが、生産して頂いて私達の食卓にあがるので、
美味しく頂かさせてもらいます。

滋賀県 草津市 女 みずかがみ 「みずかがみ」の無洗米を買っています。寒い時には助かります。
大阪府 高槻市 女 みずかがみ 「みずかがみ」は、一粒一粒がしっかりしていて、お弁当に入れてもとても美味しいです！

滋賀県 草津市 男 みずかがみ
「みずかがみ」は、大変おいしい。地産地消で、本当に良いもの、健康に良いもの、未来を見据え、永らく、人々
の糧になるものを作って下さり、ありがたいと思っております。滋賀県、頑張れ!!

奈良県 天理市 女 みずかがみ 「みずかがみ」は、ツヤがありみずみずしく美味しい米だった！
滋賀県 長浜市 女 みずかがみ 「みずかがみ」は「コシヒカリ」よりおいしい。

京都府 京都市 男 みずかがみ
「みずかがみ」は味も素晴らしく他県のブランド米よりも比較的安価なので市販されるようになってから毎度滋
賀まで足をのばして購入しています。パッケージデザインもお気に入りです。平成27年度食味ランキング期待
しています。

奈良県
磯城郡田
原本町

女 みずかがみ
「みずかがみ」はあっさりもっちりとても大好きでいつも買っています。おいしいお米をありがとう。頑張ってくだ
さい。

大阪府 吹田市 女 みずかがみ 「みずかがみ」は安心安全で食べやすい。これからも頑張って食卓に届けてください。

滋賀県 彦根市 女 みずかがみ
「みずかがみ」は安心して、大変おいしくいただきました。これからも、滋賀県の代表するお米として、愛情込め
て、作り続けてほしいです！

京都府
綴喜郡五
出町

男 みずかがみ 「みずかがみ」はとってもおいしいお米です。
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購入者コメント-41

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
★とてもみずみずしく、食べ飽きません。 見た目もつやもあり、とても綺麗です。
★いつまでもおいしく食べられるように頑張ってください。 いつもありがとうございます。

大阪府 吹田市 女 みずかがみ ♡お弁当にさめてもおいしいお米です♡

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
10月に滋賀県に遊びに行き立ち寄った産直のお店でみずかがみの新米を購入しました。つやもあり甘みもあり
おいしいので再度購入しました。手間と時間をかけて大切に育てて頂いたお米をおいしくいただいています。あ
りがとうございます。

滋賀県 東近江市 女 みずかがみ
10月に付近の農家さん達が収穫祭を開催され招待を頂きました。さつま芋や枝豆、特に「みずかがみ」のかやく
御飯おにぎりのおいしかったこと。平和堂へすぐ買いに行きました。

大阪府 交野市 女 みずかがみ
11月の新米のときに「みずかがみ」を知りました。生協さんからおいしいお米と聞いてました。とてももちもちして
おいしいお米でと喜んでいます。これからも買う予定で年間予約しています。

大阪府 枚方市 女 みずかがみ
11月より予約で「みずかがみ」を購入する事になりました。甘くて美味しい味です。「びわ湖を守る」という近江米
を作っている方々の事を知ってからは、環境米の「秋の詩」を食していました。

滋賀県 守山市 女 みずかがみ
12年前に大阪から滋賀に移住してきて、滋賀のお米の美味しさに感動しました。これからも美味しいお米を作っ
て下さい。

兵庫県 伊丹市 女 みずかがみ

15.10．14精米の三宅精米工場CYD-0811を購入しました。おいしかった。もっちり炊けて味も甘く後味スッキリな
おいしいお米でした。10kgでまた購入しました。20歳のめいっ子が、今年9月にマナーハウス写真館で、結婚式
を挙げました。早い結婚でしたが、それから滋賀に遊びに行く機会も増えて、新居の草津近辺は、たくさん案内
してもらえ、滋賀の住みやすさや、人柄を感じました。たきたてご飯に、ホンモロコ佃煮、日野菜漬、バツグンで
大好きです。

滋賀県 守山市 女 みずかがみ
15年ぶりに故郷に帰ってきたらブランド米があってとても驚きました。値段も手ごろでおいしくいただきました。も
う少し小さいものがあれば他県の方へのおみやげにもいいと思いました。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ １口食べて「おいしい」とは感じなかった＇ガスで炊いたらまた違ったかもしれませんが（

京都府 木津川店 女 みずかがみ
1昨年近江八幡j市に転勤で行った娘宅で食べたお米のおいしかったこと！安いお釜で炊いたのに～。それ以
来、みずかがみを追っかけてます。ここ木津川市の利用スーパーや奈良のスーパーになくて平和堂に行きます。

大阪府 大東市 女 みずかがみ 1昨年初めてみずかがみを買ったところ、大変美味しかったから今年も買い大変満足しています。
大阪府 大阪市 女 みずかがみ 一粒一粒がおいしいと感じました。
兵庫県 宝塚市 女 みずかがみ 一粒一粒がしっかりしていて、かめばしっかり甘みが出ます。好きですね、このお米。頑張って下さい！
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購入者コメント-42

京都府 京都市 男 みずかがみ 2年前JA水口で購入してからのみずかがみの大ファンです。

大阪府 吹田市 女 みずかがみ
2年前にイベントで食べてから、ずっと食べています。甘くて美味しいです。とくに冷めた場合でも本当に美味し
く、夫婦で喜んでいます。いつまでもこのお米を生産して下さい。よろしくお願いします。

兵庫県 神戸市 女 みずかがみ
2人の食べ盛りの息子がいます。週末は大きなおにぎりを持って、部活に励んでいます！！もっと子供たちが
元気に健康でいられる様、おいしいお米待ってます！！

滋賀県 守山市 女 みずかがみ
3歳の息子がお米が大好きで食べています。農薬や肥料にも配慮のあるお米と言うことで店頭でももっとア
ピールされていたら、もっと早く買い始めたのになと思いました。今年、生協個配のパンフレットで知りました。

和歌山県和歌山市 男 みずかがみ 3人家族で1ヶ月20ｋｇ食べるほど米が大好きな家族です。これからもおいしい米を家庭に届けて下さい。

滋賀県 彦根市 女 みずかがみ
4月から県外で暮らす娘が滋賀で食べていたお米の方がおいしいと思う…と言ってました。私は湖北産こしひ
かりが好きです。

滋賀県 栗東市 女 みずかがみ
4月に滋賀県に引っ越ししてきました。为人が「みずかがみ」が美味しいらしいよ！と言っていたので、購入して
食べてみたら、本当に美味しくて感動しました！あっさりしていて何にでも合います♪しかも、環境にも優しい
なんて素敵ですね♪

大阪府 大阪市 女 みずかがみ 4週に1回購入(登録)してます！とてもおいしくいただいてます～～～～！
大阪府 大阪市 男 みずかがみ 5～6年前に京都で滋賀のお米のおいしさを知りました。

大阪府 八尾市 女 みずかがみ
5kづつ3回程買っていただいて＇食し（居ります。炊飯の時半ばより匂いが、昔炊いていた様な香りがしてびっ
くりしています。とてもおいしいです。

滋賀県 草津市 女 みずかがみ ５月に草津に引っ越してきて、滋賀県のお米を選ぶ様にしています。

大阪府 茨木市 男 みずかがみ

5才9才の息子がおいしいと絶賛してます☆こしひかりorきららしか食べなかった我が家。でも今日から『みず
かがみ』が仲間入りです♡知事さんがおむすびにおすすめと言われましたが、おむすびにしたら最高。もう幼
稚園の弁当にはかかせません！3年前からイベントしてたなんて知らなかった。もっと早く出会いたかったです。
もちもちして甘味があり、さめてもおいしいです。炊きたてのつやつや感も食欲湧いて最高です♡農家のみなさ
んおいしい米ありがとう！！

大阪府 大阪市 女 みずかがみ ５つの栽培基準で生産されているのを拝見して、安心して食べることができるお米だと思います。
滋賀県 草津市 男 みずかがみ 5番目の孫のおかゆに使っているが、他のブランドでは食べない。TPPに負けず美味しい米を作って下さい。
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購入者コメント-43

京都府 京都市 女 みずかがみ

60歳半ばで亡くなった父は言っていました。「この世で一番偉いのは誰やと思う？政治家でも首相でもあらへ
んお米農家の人達だ」と。「俺らが生きてられるのはその人たちのお陰なんや」とよく私達は聞かされました。
その頃、父の言葉も实のところ独身の私にはピンときませんでした。私も結婚して息子2人の母となり、食の
大切さを日々感じる今、ようやく父の言葉が理解できました。体にも安全で安心して食べられる、しかも環境
にも配慮されている滋賀県が認めた「みずかがみ」！！全国のひとりでも多くの人に食べてもらえる事を願い
ます。父の言葉を直接お米作りにかかわっておられる方に、こうしてメッセージを伝えることができ、嬉しく
思っています。農家の方や父に感謝の気持ちをこめて、炊きたてのご飯をお供えしました。このような企画を
ありがとうございました。

滋賀県 栗東市 女 みずかがみ
6月からみずかがみ米を購入しています。次の日でもたきたてのようにおいしいです。实家が農業をしていま
した。お米作りはとても大変だと思いますが、おいしいお米を作って下さい。お願いします。

滋賀県 野洲市 女 みずかがみ 8月末に新米をいただきました。無洗米は環境にもママにもやさしく、おいしいことで昨年より愛食しています。
大阪府 大阪市 女 みずかがみ 9/23イナリ寿司にして食べました。米おいしかったです。米作りは大変です。ただ感謝しかございません。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
9月12日イオンの方でみずかがみ新米がはんばいされているとのチラシで、即、買いに行きました。私は大変
気にいっています。ずっとみずかがみです。無洗米もいただいています。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
CM が滋賀限定ではなくながれているから、周知されやすいと思います。水分をしっかりと吸い込んでふっく
らと炊き上がっているので、食べると美味しさを感じます。ありがとうございます。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ CM を見て食べ始めた所、炊き上がりの艶・味に感動しました。それ以来、みずかがみを購入しています。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
CMがかわいくて買いました。母の歯が悪くおかゆに近い状態に炊くんですが、それでもとてもおいしかったで
す♡

大阪府 東大阪市 女 みずかがみ
CMがよく流れていたので気になっていました。味もつやもよく美味しくいただいております。近畿のお米という
ことで大変忚援しております。味・つや・ねばり申し分のない美味しさです。

大阪府 枚方市 女 みずかがみ
CMで気になって初めて購入しました。とてもおいしかったです。また次回もぜひみずかがみを購入します。生
産、がんばって下さい。忚援しています。

京都府 京都市 女 みずかがみ CMで気になってました。初めて食べた感想ですが、あっさりしてねばりもおいしかったです。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
CMで見て、気になっていました。 新米で炊きたてはお米がピカピカで♡とってもおいしかったです。 そして
甘かったです。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
ＣＭで見ていました。新米が出たのでさっそく購入しました。「もっちり「とした食感で、とても、美味しかったで
す！安心・安全・安価で魅力的。



All Right Reserved YOMIURIRENGO ADVERTISING AGENCY CO. LTD 81

購入者コメント-44
滋賀県 野洲市 女 みずかがみ

JAでは、手に入らず平和堂で買いました。 いろんな所で手に入れられ、多くの人に食べて欲しいです。 おい
しかった。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
JAの福引イベントでごはんパック＇みずかがみ（が当たり、試食して、とてもみずみずしく、おいしかったので買い
ました。
・環境こだわり農産物忚援しています！

大阪府 高槻市 男 みずかがみ
JAバンク为催のゴルフコンペの賞品として“無洗米みずかがみ5kg”を頂きました。無洗米を食べたのも初めて
でしたが、大変おいしい新米でした。炊き込みご飯をためしたくなりました。まさしく米どころ近江の逸品です！

和歌山県和歌山市 女 みずかがみ
JAバンク为催のゴルフコンペの賞品として頂いた“無洗米みずかがみ5kg”うち、一袋を和歌山の实家にて頂き
ました。新米でもちもちして美味しく食させて頂きました。新米でもちもちして美味しく食させて頂きました。ご飯と
お味噌汁だけで充分に秋を味わうことができました。

大阪府 茨木市 男 みずかがみ
PCで「滋賀のおいしいコレクション」見いました。生産者の顔とともに苦労・喜びが伝わって来ます。皆さん頑
張って下さい。

京都府 京都市 女 みずかがみ
PTA滋賀大会に参加し、アピールしてはったので、帰りに買って帰りました。美味しかったです！！でも、滋賀の
お米は全部、美味しいですよ！いつも滋賀県のお米です。

京都府 单丹市 男 みずかがみ TPP。海外製品には負けません。日本の農業忚援いたします。
滋賀県 栗東市 女 みずかがみ TPPで色々ご苦労あるでしょうが、負けず頑張って下さい。忚援してます。
奈良県 田原本町 男 みずかがみ ＴＰＰに負けないように頑張ってください。美味しいお米作って下さい。

滋賀県 彦根市 男 みずかがみ
TPPによって外国産の安い米がはいってくるので大変だと思います。 あじのよい、外国産に負けないお米を
作って下さい。

大阪府 東大阪市 女 みずかがみ
TV コマーシャルで食べてみた。炊き上がった時の香りがさわやかで、やはりきれいな水で育ったお米だなと思
いました。

滋賀県 東近江市 女 みずかがみ
ＴＶＣＭで宠伝していて食べたい気持ちをそそります。ふっくら炊き上がり、とてもおいしく食べています。みずか
がみは何か賞をとられたと聞いて、これからもおいしいお米を作って下さい。

大阪府 茨木市 女 みずかがみ
ＴＶＣＭの可愛い子供達を見て購入しました。お米もピカピカでとてもおいしかったです。丹精込めて作られた農
家の人達に感謝しながらいただいております。

兵庫県 猪名川町 女 みずかがみ
TVCMを見た記憶があり、かわいいパッケージにもひかれ購入しました。冷やご飯は太りにくいというので、冷め
てもおいしいご飯はありがたいです。

滋賀県 東近江市 女 みずかがみ
TVCMを見て購入。炊飯器は安い物なのにおいしく食べました。炊飯器を選ばず、おいしいお米これからも、食
べていきたいです！！

兵庫県 猪名川町 女 みずかがみ TVコマーシャル？番組で取り上げてはじめて食しなした。モチモチとして炊き込みやおにぎりに合います。

京都府 京都市 女 みずかがみ
TVコマーシャルのインパクトが強くて買ってみました。 手頃な価格で味は最高!! 「びわ湖」に優しい!! ダブル
で良いです。
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購入者コメント-45
滋賀県 大津市 男 みずかがみ 以前“みずかがみ”を食べましたが、以前より味は多少良くなっているが、いまいち“パンチ”＇味（不足です。
大阪府 高槻市 男 みずかがみ 以前1～2度購入したことがありますが、とてもおいしかった。「こしひかり」に勝るとも务らず天晴れ！！

兵庫県 川西市 女 みずかがみ
以前TVで子供の料理教审＇地産地消の材料（でみずかがみを知りました。数ヶ月前やっと目に入ったので買
い求めました。滋賀の米は少しかたい様ですが、「みずかがみ」はねばりもあり減農薬・化学肥料も半分とか安
心して頂けます。これからも続けて頂きたいと思います。

京都府 城陽市 女 みずかがみ
以前アル･プラザでポンちゃんがPRしていて興味を持ちました。食べてみたらもちもちしていてとても美味しかっ
たです。これからもおいしいお米を作り続けて下さい！！

京都府 宇治市 女 みずかがみ
以前お店で(アル・プラザ)キャンペーンをされていて、その際試食があったのですが、小学生の我が子はきっと
いらないというだろうと思っていたところ“おいしい！！”と、なんと私の分まで食べ、驚かされ、それ以降、「み
ずかがみ」を購入しています。

京都府 五手町 女 みずかがみ

以前から近江米がおいしいので買っていました。でも今日買物に行った時、新米を販売していたので買いまし
た。私が子供の頃、江州米はおいしいよとよく母が言っているのを耳にしました。つい近江米と聞いたら買って
しまいますがおいしいです。娘もテレビで宠伝していたといっていました。私も買って炊きましたが、やはり私の
思った通り美味しかったです。娘に宠伝のは美味しいので是非買ったらと伝えました。

大阪府 枚方市 女 みずかがみ
以前から気になっていた特別栽培米を、新米に切りかわる時期を待って初めて購入しました。環境に配慮しつ
つのお米作りは大変だと思いますが、是非続けて下さい。忚援しております。

大阪府 大東市 女 みずかがみ
以前からもっちりしていておいしいと思っていたので、今回生協の登録米に登録させていただきました。おいし
いのに値段も手頃だし環境にこだわっている点も素晴らしいです。

京都府 宇治市 女 みずかがみ
以前滋賀県に移住していたので、移転して30年間滋賀県のお米を食べています。「みずかがみ」白くて食感も
よく好評です。これからもよろしく！

大阪府 狭山市 女 みずかがみ 以前滋賀県に行ったとき、道の駅で売っていたので、買って食べたら美味しかったので又、買いました。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ

以前滋賀県に旅行に行った時にお米のＰＲをされていてはじめて知りました。これまで他県のお米をずっと食
べていましたが、ＣＭのダンスも気になり新米が出たので買ってみましたがおいしかったです。程良い水分で、
たきこみごはんにしてもべちゃとしない！！今回はおためしで5kgでしたが、次は10kg買ってみようかなー。お
いしいお米育ててくださりありがとう！！

京都府
京都市山
科区

女 みずかがみ 以前試食させて頂き購入してからずっとリピートしております。お手軽価格も良

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
以前生協さんで購入しておいしかったので、今回登録米として購入しています。美味しいお米を作って頂きあり
がとうございます。

京都府 京都市 女 みずかがみ 以前他店で試食させて頂き、安価なのに味が美味しくて、それ以来みずかがみのファンです。
大阪府 枚方市 女 みずかがみ 以前たのんでおいしかったのでまた注文しました。
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購入者コメント-46

京都府 京都市 女 みずかがみ
いつもみずかがみを見つけると購入しています。まだまだ店頭で目にすることが少ないのですが、おいしいお
米なのでぜひ多くの方に知ってもらえるといいですね。お米の粒々感やもちっと感が好きです。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
いつもミルキークイーンですが、このお米もみずみずしくて美味しかった。環境にも体にも優しいお米を、関西
で、滋賀県で作る事忚援しています。子どもも安心してたべられるお米よろしくお願いします。

滋賀県 草津市 女 みずかがみ
いつも無洗米きぬひかりを食べています。つやがあってとてもおいしいです。この前みずかがみを試してみまし
た。おいしかったです。無洗米は洗わなくいいので重宝しています。

兵庫県 尼崎市 女 みずかがみ
いつも無洗米を食べていますが、おいしくもまずくも何も感じなかったのが、このみずかがみを食べてびっくりし
ました。無洗米の中で今まで食べてきた中で一番おいしかったです。でも最近、購入店舗で無洗米が置いてな
いのが残念です…もっとたくさん生産お願いします。

静岡県 袋五市 女 みずかがみ
イナズマロックフェスで近江米のPRを見ました。帰りに買いました。すごく美味しいです。静岡県でも売って欲し
いです。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ 稲をうえてあるところにお米の品種のかんばんが立ててあると興味をもちます。

大阪府 大阪市 女 みずかがみ
イベント会場をたまたま通りかかったら、前から食べている「みずかがみ」があったので、迷わず買いました。お
いしいのに、この値段で、うれしいです。

奈良県 奈良市 女 みずかがみ
今何のお米が美味しいのかを探し中です。明日の朝、炊き上がる予定です。美味しかったら又購入させて頂き
ます。

京都府
京都市西
京区

女 みずかがみ
今は、色々な銘柄のお米が販売されていますが、お友達が、このお米おいしかったよと言われて、今回買いま
した。甘くておいしいお米です。また買います。

滋賀県 甲賀市 女 みずかがみ 今はみずかがみばかり食べています。おいしいです。

滋賀県 米原市 女 みずかがみ
今まで、きぬひかり・夢近江・こしひかりなど食べましたが、新米のみずかがみおいしかったです。テレビのCM
見て買ってみました。これからも美味しい米作りよろしくお願いします。

京都府 京都市 女 みずかがみ

今まで、正直、「あきたこまち＇秋田（」を食べてきてたのですが、震災があってから、＇申し訳ないのですが・・・（
やっぱ安全・安心な｢お米」をと思い、近江米に変更しました。 もちもちした食感とか、さめてもおいしくいただ
け、もっと早く近江米にすればと思いました。 これからは、近江米ひとすじで食べさせていただきます。 生産
者さん、作るのは大変だと思いますが、１人のファンの為にもがんばって下さいne!!

京都府 京都市 女 みずかがみ
今まで30年間滋賀県に住居をもっていてお米は県米を食していました。 やっぱり今もお米は県米に」かぎりま
す。 いつも美味しく食しています。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
今まで味わったことのない、特に炊きたてのご飯はおいしいです。まろやか、さめてからもますますおいしさが
増すように頑張って下さい。
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購入者コメント-47

京都府 京都市 女 みずかがみ
今までは新潟県産こしひかりを食べていました。今回初めて「みずかがみ」を食しました。とてもおいしかっ
た！！です！これからおとなり滋賀の「みずかがみ」にします！

滋賀県 長浜市 女 みずかがみ
今までパン好きでしたが、みずかがみを食べて、お米のおいしさを知りました。さめてもおいしいし、さいこうで
す！！おいしいお米を作ってくださり、有り難うございます。これからも頑張ってくださいね。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
今まで北海道のゆめぴりかをたべていましたが、それよりもみずかがみが、つやがあり食感もよく美味しいの
で、また５ｋｇ入りを求めました。これから愛用したいと思います。

京都府 京都市 女 みずかがみ
今まで宮城米ばかり食べていましたが、京都の隣の滋賀ということで購入してみました。もちもちとして美味し
かったです。

滋賀県 大津市 男 みずかがみ
今まで安い米を買っていましたが「みずかがみ」は美味しいと思います。もっと地域を上げて全国区のブランド
に育てて下さい！！

大阪府 大阪市 女 みずかがみ 今話題のみずかがみ、さらなるレベルアップを。冷めてもおいしかった。
滋賀県 草津市 女 みずかがみ イメージも語感もとても好感が持てる。美味しいお米です。

滋賀県 高島市 女 みずかがみ
妹が「みずかがみ」を買ってくるのでいつも食べています。甘みがあってとてもおいしいです。大変だと思いま
すがこれからも安全安心なお米をたくさん作ってください。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
色、つやよく、ふっくらとしていておいしいです。最近はいろんなﾌﾞﾗﾝﾄﾞ米が出ていますが、みずかがみ頑張っ
て下さい。

大阪府 枚方市 女 みずかがみ 色・ツヤ・形全て良かったです。近江米は最高です。

滋賀県 日野町 女 みずかがみ
色・ツヤよく、甘くておいしいお米でした。また買います！！パッケージも優しく体に良さそうでした。美味しいお
米頂きました。これからもよろしくお願いします。

大阪府 八尾市 女 みずかがみ いろいろあるお米の中から名前にひかれて買いました。新米で香りと甘みがありおいしいお米でした。

京都府 京都市 男 みずかがみ
いろいろためしていましたが、やっと手頃の値段で美味しい米に出会いました。これからも安くて美味しい米を
作って下さい。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
色々と米を買いましたがみずかがみが、ごはんがふわっとしてたきたてもおいしい。たきたてもおいしい、ひえ
てもおいしいです。草津の平和堂で買物してた時に前の知事様(かだ様)がこの米は、大変おいしいとの話でし
たので買いつづけてます。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
色々と米を買いましたがみずかがみが、ごはんがふわっとしてたきたてもおいしいです。いつも愛東マーガ
レットステーションで買物してた時に前の知事様(かだ様)がこの米は、大変おいしいとの話でしたので買いまし
た。

大阪府 平野区 女 みずかがみ
いろいろと食べ比べてみて、今年はみずかがみを食べてみることにしました。冷めても美味しく、いつでも美味
しく食べることが出来るので気に入りました。
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購入者コメント-48

大阪府 東大阪市 女 みずかがみ

生まれも育ちも大阪で、40年ほど育って来ました！小さい頃からびわ湖に夏休みに旅行に行ったり、大人に
なってからは、車で愛東町マーガレットステーションに行ったり、・・・。道の駅でお米や野菜も買っています
よ！！子どもの頃から、近江米は美味しいと母が言っていたので、なんとなく＇ですが・・・（たいてい滋賀県産
を買い続けています。ですので「みずかがみ」も大変期待して買ったのですが、残念ながら特に印象に残る米
の味では無かったです。お値段の割には美味しいと思いますが。来年はもっと美味しいお米を期待しています。
頑張って下さい♡

滋賀県 草津市 女 みずかがみ
生まれも育ちも滋賀県の私！！みずかがみは、自然環境にも配慮して作られていて、とっても美味しい！！
ツヤツヤのお米は、子供達も大好きです♡これからも美味しいお米を楽しみにしています(^o^)

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
売り切れる事があり、以前他の米を買いましたが、やはり「みずかがみ」が一番好きです。本当においしいで
す。

京都府 宇治市 女 みずかがみ
売り出しで買いました。いつもより安価だったので、味はどうかな？と思ってましたが、期待以上に美味しかっ
たです。さすが近江米！！卖一なのも○でした。

大阪府 吹田市 女 みずかがみ
運動会に作って行ったおにぎりがとてもおいしくて、シンプルなのにお米が为張できるおいしさでした。ずっと
みずかがみを食べていきます。頑張ってお米を作って下さいね。

大阪府 枚方市 女 みずかがみ 栄養豊かなびわ湖の米最高！！

京都府 京都市 男 みずかがみ
江州米と云われていた頃から滋賀県のお米を食べていました。 現在も滋賀県のお米を食べていました。 現
在も滋賀県のお米を食べています。 これからも滋賀県のお米を食べ続けていきますので、良いお米を作って
下さい。

京都府 京都市 男 みずかがみ
江州米と云われていた頃から滋賀県のお米を食べていました。 現在も滋賀県のお米を食べていました。 現
在も滋賀県のお米を食べています。 これからも滋賀県のお米を食べ続けていきますので、良いお米を作って
下さい。

奈良県 河合町 女 みずかがみ 撰ぶポイントは精米日です。おいしいお米でした。
滋賀県 守山市 女 みずかがみ 遠足のおにぎりに持って行きました。冷めてもおいしくいただきました。
大阪府 羽曳野市 女 みずかがみ おいしい！選んで購入してます。品質を維持するか又は益々おいしく上げて下さるようにお願いします！！
滋賀県 草津市 女 みずかがみ おいしい！私の中での久々のヒット商品です。おいしいお米を作り続けてください。

滋賀県 長浜市 女 みずかがみ
近江高校野球部にあげられてから、「みずかがみ」のお米を知り、それからいただいています。とっても美味し
いと思います。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ 近江米、いつも食べています。これからも食べつづけますので、よろしくお願いします。
滋賀県 彦根市 男 みずかがみ 近江米「みずかがみ」は、まろやかな甘みが有り、食べる楽しみがあります!! 「がんばれ」滋賀県!!
京都府 京都市 女 みずかがみ 近江米はもちもち感があって、とってもおいしいと思いました。
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購入者コメント-49
滋賀県 彦根市 男 みずかがみ 県が強力に推すブランドだけあり、こしひかりと全く変わらない。今後も美味しく頂きたいと思います。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
県が推進されているみずかがみを、最近購入しています。とてもおいしく今後も購入予定です。これからも生
産お願いします。

滋賀県 東近江市 女 みずかがみ 県産米が日本で一番おいしいお米で大好きです。近江米LOVE。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
県庁前での試食をいただいた時の感動は忘れない。 これはとてもおいしい試食の食材はすばらしい。 滋賀
のものを選んでます。 自信を持って作って下さい。 心から忚援してます。

滋賀県 彦根市 女 みずかがみ
県としても推しているし、自宅でも、また、料理教审の实習用米としても使用しています！とてもおいしく使いや
すいです！！

滋賀県 彦根市 女 みずかがみ
県としてもみずかがみを推しているし、自宅でも、また、料理教审实習用米もみずかがみを使っています！お
いしいので、大好きです！！

滋賀県 大津市 女 みずかがみ 県内産をいつも買って食べています。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
県内で作られたお米だと思うとさらにおいしく感じます！天候で育てるの大変なことあると思いますが、がん
ばってください。

滋賀県 栗東市 女 みずかがみ 県内のお米をいつもおいしく頂いてます。 味もおいしく、なにより安心して食べられることが一番です。

滋賀県
近江八幡
市

女 みずかがみ
県内の米農家に生まれました。ずっとおいしい近江米を食べてきました。米作農家が採算とれるよう願ってい
ます。

滋賀県 米原市 女 みずかがみ 減農薬・無農薬で、かつ、価格も5kg 2000位で供給していただけると、定期的に購入します。

大阪府 枚方市 女 みずかがみ
減農薬、通常の半分以下ということで購入しましたが、新米ということもあってか、炊き上がりが美しく、とても
美味しく頂きました。ごちそうさまです！！

滋賀県 草津市 女 みずかがみ
減農薬で作られたみずかがみは、注文書に載っている時は、必ず注文します。 甘みがあり、とてもおいしい
お米ですね。 む洗米がきにいってます。

滋賀県
近江八幡
市

女 みずかがみ
県のこだわり米で、とても食べやすい、おいしいお米でした。滋賀の米農家さんの自慢のお米、農産物をもっ
と食べたいです。

滋賀県 野洲市 男 みずかがみ 県民が、もっと地元米を愛して欲しいと思います。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
甲賀はびわ湖が昔あったところで、びわ湖の底の土が作物にとってとても良いと以前行った時、教えていただ
きました。最近、みずかがみをよく店頭でみかけ、話を思い出して買っています。私の口に合います。

大阪府 泉佐野市 女 みずかがみ 光沢があってみずみずしくとてもおいしいお米です。これからも頑張ってくださいね。ありがとうございました。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
光沢があり、もっちり感もあってたいへんおいしかったです。安心・安全でおいしいお米を作り続けてください。
また買います。

大阪府 高槻市 女 みずかがみ
購入したきっかけはパッケージにひかれてです。食べておいしかったのでよく買っています。近畿のお米が広
まる様、頑張って下さい。
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購入者コメント-50

奈良県 奈良市 女 みずかがみ 子供が三人でお米がたくさん必要な我が家。おいしいお米だとすぐに減っちゃうんですよね。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
子供が小学校で勉強してきて、家でも食べたいと言うので購入しました。これからも安全なお米を食べさせたい
です。

大阪府 八尾市 男 みずかがみ 子供がとてもおいしいと言ってよろこんで食べます。これからもおいしいお米を作って下さい。
滋賀県 大津市 女 みずかがみ 子供が冷えたお弁当でも、ご飯がおいしいと言ってくれました♥＾ｖ＾

♥

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
子どもたちが学校の給食で食べてすごく美味しかったので家でも食べたいと言っています。
・なるべく地元のものを食べるようにしています。子供たちも太好きです。

兵庫県 神戸市 女 みずかがみ 子供達のお弁当！冷めても美味しいので大好きです。
和歌山県和歌山市 女 みずかがみ 子供達のお弁当に入れていますが、とても美味しくて喜んでいます。これからもよろしくお願い致します。

大阪府 四条畷市 女 みずかがみ
子供と一緒にお米を炊き、おいしいお米のみずかがみ・・・・と歌いながら食べました。甘みもあり、ふっくらおい
しく出来、パッケージもブルーでわかりやすくすごく良いです。又買おうと思っています。当ててね！！お願いし
ます。

滋賀県 愛荘町 女 みずかがみ 子どもに毎日持たせて保育園に行っています！みずかがみに変えてからお残しがなくなりました♡
大阪府 茨木市 女 みずかがみ 子供にも安心して食べさせられます。

滋賀県 守山市 女 みずかがみ
子どもの頃からお米が大好きです。お米一粒一粒が瑞々しく甘味があってほんとうにおいしいです。毎年新米
の時期が楽しみです！！

京都府 京都市 女 みずかがみ
子どものころから滋賀県のお米は一番おいしいと親からも教えられ、今では我が子にも近江米の美味しさを伝
えています。お隣の県滋賀県のお米は安心安全。これからもずっと購入します！！

大阪府 松原市 女 みずかがみ 子どもの頃食べた味でした。とても美味しかったです。ずーっと作って頂きたいです。頑張ってください。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
子どもの頃は家にも田んぼがありました。買うようになっても近江米と決めています。 これからもおいしいお米
を作って下さい。

京都府 京都市 女 みずかがみ 子供の頃よりお米は江州米。がんばっておいしいお米を作ってください。
京都府 京都市 女 みずかがみ 子供のころより米は近江米。がんばっておいしいお米を作ってください。

兵庫県 神戸市 女 みずかがみ
子供の弁当に入れているのですが、冷めても甘みがあっておいしいと言っておりました。このお手ごろ価格で、
この味であるので、今後もみずかがみを買おうと思います。

滋賀県 大津市 女 みずかがみ
湖单米こしひかりを食べていましたが、一度みずかがみを食べたら、ファンになって、今では、みずかがみばか
りです。 とてもおいしい～!!


