
農業女子プロジェクトメンバー一覧（令和３年７月27日現在）　　合計859名　

名前 住所 会社名、農場名等 生産品（1次産業） HP

高橋　ひかり 北海道小樽市 株式会社 北海道開拓使 ぶどう、桜桃

籔内　直美 北海道釧路市 浅野牧場 牛乳

後藤　涼 北海道帯広市 株式会社アグリファッショングループ 十勝ガールズ農場 トウモロコシ、ジャガイモ、カボチャ

森谷　裕美 北海道北見市 農業生産法人 有限会社森谷ファーム 玉ねぎ、白花豆、紫花豆、大福豆、小麦、ビート moriya-farm.com

遠藤　幸枝 北海道北見市 遠藤農場 甜菜　馬鈴薯　秋まき小麦

倉田　真奈美 北海道岩見沢市 (株) 倉田農場 水稲 http://kuratan.com/

小林　睦実 北海道岩見沢市 小林農園 小麦、大豆、長ネギ、スイートコーン、青ねぎ、にんにく　

太田　優代 北海道岩見沢市 太田農場 米、麦、大豆、落花生、野菜全般

佐伯　佳代子 北海道岩見沢市 ファーム雫 ミニトマト、オクラ、ズッキーニ、茄子、唐辛子、ニンニク

内山　佳奈 北海道美唄市 うちやま農園 アスパラガス http://uchiyamanouen.com

野見山　絵美 北海道三笠市 のみやまファーム ミニトマト、メロン、スイカ、オクラ、南瓜、馬鈴薯、他 http://www.nomifarm.com/

本田　莉奈 北海道千歳市 本田農園、TokoTokokitchenproject かぼちゃ、じゃがいも、ブロッコリー、スイスチャードなど

溝口　めぐみ 北海道深川市 溝口農場 米、秋まき小麦、大豆、小豆、さつまいも

大野　朱利 北海道富良野市 ふらの 大野農園 ミニトマト、スイートコーン、小麦

田中　久美子 北海道せたな町 米、いも、豆類 、金魚草、ひまわり

高木　智美 北海道京極町 髙木農園
馬鈴薯生食用(男爵、キタアカリ、きたかむい)、人参、小麦、
豆類(小豆、大豆)

三島　ちひろ 北海道倶知安町 三島農場 男爵、玉ねぎ、ビート、米、黒大豆、小豆

麿　麻美子 北海道仁木町 株式会社NIKI Hills ヴィレッジ ワイン用・生食用ぶどう、さくらんぼ、りんご、洋梨、プルーン http://nikihills.co.jp/

東山　ハナコ 北海道長沼町 東山農場 米、大豆、麦、にんにく

高橋　教恵 北海道東神楽町 農業法人、合同会社縁ing japan(エニシングジャパン) 米 http://enisiing.main.jp/

宇山　夕香里 北海道東川町 むらなか農場 水稲、大豆、少量多品目野菜

松家　芳 北海道美瑛町 米、麦、甜菜、馬鈴薯、大豆

西尾　菜緒 北海道上富良野町 Nishio Farm ニンニク、人参、南瓜、じゃがいも

佐藤　絵美 北海道上富良野町 佐藤ファーム 小麦、馬鈴しょ、てん菜、大豆、赤えんどう豆、白金時豆、スイートコーン

島崎　ひとみ 北海道上富良野町 しまねずみファーム アスパラガス、ミニトマト

山内　ショウ 北海道中富良野町 メロン、米、かぼちゃ、スイートコーン

藤田　恵美 北海道中富良野町 藤田農園 メロン、お米、南瓜

久保田　佑美香 北海道南富良野町 くぼた farm じゃがいも、蕎麦、甜菜、人参、南瓜、スナップえんどう、インゲン、スイートコー
ン、小豆、ほうれん草、玉ねぎ

松鶴　愛 北海道南富良野町 松鶴ファーム ミニトマト スナップえんどう スイートコーン かぼちゃ http://matsutsuru-farm.com/

加藤　庸加 北海道湧別町 加藤牧場 生乳

硲　美咲 北海道興部町 硲牧場 生乳

木村　香菜子 北海道豊浦町 桜農園 かぼちゃ、薬用作物

椿　あや子 北海道むかわ町 椿 農場 トマト、レタス

澤居　恵利 北海道音更町 at LOCAL 芋、甜菜、小麦、白かぶ、長芋、水菜、その他

高野　華瑠菜 北海道音更町 at LOCAL 芋、甜菜、小麦、白かぶ、長芋、水菜、その他

藤井　史織 北海道鹿追町 Ｆａｒｍ　Ｂｅｌｌ　Ｖｅｇｇｙ　（べるべじぃ） いちご

八木　茂美 北海道池田町 八木農場 秋蒔き小麦、ビート、じゃがいも、小豆、金時豆、つくねいも

小林　晴香 北海道別海町 小林牧場 牛乳

森　有紀 北海道別海町 森牧場、JA中春別酪農ヘルパー 牛乳、肉用牛

石岡　紫織 青森県弘前市 石岡りんご園 りんご http://ishioka-apple.com

六島　淳子 青森県弘前市 ノースランドペペガーデン 果樹（プルーン他）、豆 https://www.northlandpepegarden.com/

小山　成美 青森県弘前市 小山青果 りんご

工藤　誉子 青森県つがる市 工藤農園 米、葱、ブロッコリ－

菅井　彩 青森県つがる市 やちなかファーム ミニトマト

へらい　陽 青森県六戸町 へらい農園 米

内山　沙織 青森県横浜町 内山牧場 牛乳 

吉田　清華 青森県三戸町 農業生産法人四季菜にんにく (株) にんにく、葉にんにく、姫にんにく http://shikisai229.ocnk.net/

豊川　歩美 青森県五戸町 とよかわ農園 ながいも、にんにく、ごぼう

水合　真紀 青森県階上町 みずあい農園 長ネギ、黒米、飼料米

山本　早苗 岩手県盛岡市 山藤農園 食用米、飼料用米、きゅうり、黒平豆、ラズベリーほか

及川　和子 岩手県大船渡市 Three Peaks りんご、ぶどう http://3peaks-winery.com/

伊勢崎　まゆみ 岩手県遠野市 風土農園 米（ササシグレ）、野菜、豆、ハーブ、全て自然栽培と自然農

吉田　美保子 岩手県遠野市 遠野アサヒ農園 遠野パドロン、ポップ、とうもろこし、フルーツトマト、さつまいも

田村　真理子 岩手県八幡平市 ちぢみ小松菜、水稲、菌床しいたけ、受託野菜苗他

瀬川　智子 岩手県八幡平市 せの畑 米、野菜全般 https://senohata831.com/

及川　愛 岩手県奥州市 株式会社oi  Line きゅうり、春菊

髙山　真里子 宮城県仙台市 マリズファーム
米、野菜(一般の野菜の他に希少野菜、伝統野菜、西洋野菜など年間
約80種類）
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高橋　智美 宮城県石巻市 メルカート東北株式会社 ブロッコリー、西洋野菜

大石　知子 宮城県白石市 もろきゅうり

早坂　幸野華 宮城県登米市 サンクチュアリますぶち
ハーブ類、ハーブ苗、ベリー類（ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベ
リー）梅、キウイ、野菜等

岩崎　とみ子 宮城県登米市 米・米ファーム合同会社 米、ヤーコン

星　光 宮城県栗原市 Semine Hoshi Rice Farm 米（ササニシキ、ひとめぼれ、つや姫、だて正夢）

中條　友紀 宮城県栗原市 ねほりばーらんど 菌床椎茸

伊藤 惠子 宮城県美里町 株式会社　はなやか 米、麦、大豆、野菜など

齋田　綾華 宮城県美里町 みやぎ　齋田農園 米

佐藤　愛生 秋田県横手市 愛生農園(あいのうえん) 水稲(あきたこまち)、メロン、野菜、つま菊、山椒など多量多品目

佐々木　繭香 秋田県湯沢市 合同会社 結來莉農園 お盆用小菊、長ネギ、あきたこまち

坂本　寿美子 秋田県鹿角市 Happy Agriculture Project#KUROSAWA あきたこまち

斉藤　美和子 秋田県鹿角市 さいとう農園 米、アスパラ、とまと

小澤　はるか 秋田県大仙市 夢こうじょう 米

小松　瑞穂 秋田県大仙市 米、枝豆

林崎　栄美 秋田県仙北市 有限会社農業法人　北浦郷 米

加藤　マリ 秋田県仙北市 三吉農園 いぶりがっこ用大根、多品目野菜 https://www.sankichi-farm.com/

藤村　ゆき 秋田県大潟村 健康米　味楽農場 米（あきたこまち）、もち米、大豆、野菜 http://miraku-nojo.ocnk.net/

千葉　香奈 山形県山形市 千葉ぶどう園 ぶどう

我妻　飛鳥 山形県米沢市 野菜農園　笑伝(EDEN) 野菜(キャベツ、ブロッコリー、トマト、とうもろこし他) http://yasaieden.com/

鈴木　晃子 山形県米沢市 農事組合法人　麦わらぼうし 栗　かぼちゃ　ハーブ

井上　夏 山形県鶴岡市 井上農場 米、トマト、小松菜、枝豆

高橋　綾 山形県新庄市 米香房Gratia*s 稲作　大玉トマト　大豆 http://www.komekobo-gratias.net/

齋藤　優子 山形県新庄市 Berryneさいとう農園 ラズベリー

渡邊　初子 山形県寒河江市 渡辺農園 桜桃 http://sakuranbojapan.com/

芳賀　あゆみ 山形県寒河江市 米（はえぬき・つや姫・雪若丸）・サクランボ（佐藤錦・紅秀峰）

長沼　由紀 山形県上山市 四季の果実　長沼果樹園 さくらんぼ、プルーン、西洋梨、りんご、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、ｷｭｰｲﾌﾙｰﾂ  

吉田　佳子 山形県上山市 Happy Fruit Yoshida 桜桃、ぶどう(デラウェア、大粒系) 和梨、干し柿

高橋　菜穂子 山形県村山市 山形ガールズ農場 米、小玉スイカ、里芋 http://girlsfarm.jp/

坂井　奈緒 山形県村山市 こめやかた 米、サクランボ、スイカ、ナス

結城　こずえ 山形県天童市 yamagata goodies(ヤマガタグッティーズ） ラフランス、山菜

鈴木　千尋 山形県東根市 鈴木農園 さくらんぼ、西洋なし、いちご

沼沢　愛 山形県尾花沢市 米、飼料米

阿部　亜矢子 山形県尾花沢市 有限会社　あべ農園 すいか、米、 http://www.abenouen.com

漆山　陽子 山形県南陽市 漆山果樹園 ぶどう（３０種類）、野菜 http://urushiyama.com

平　良子 山形県南陽市 平のうえん 水稲、林檎、さくらんぼ、丸ナス http://tairanouen.crayonsite.com

増川　ひづる 山形県河北町 さくらんぼ

新田　祥子 山形県真室川町 最上真室川新田農園 米、ミニトマト、ほうれん草、雪うるい

熊谷　由美子 山形県鮭川村 （有）熊谷伊兵治ナメコ生産所 菌床なめこ

中川　美花子 山形県高畠町 十四代中川吉右衛門 米、野菜 http://kichiemon14th.net/

佐藤　綾香 山形県高畠町 佐藤農園 りんご、ぶどう、くり

梅津　悠 山形県白鷹町 はるかカンパニー 野菜（かぼちゃ等）、水稲

土屋　明美 山形県白鷹町 やさい畑ｉ-ｍａｋｅ（アイｰメイク） 夏秋トマト、その他（レタス等）

佐藤　ゆきえ 福島県福島市 農業生産法人㈲まるせい果樹園 果樹（さくらんぼ、もも、なし、ぶどう、りんご、あんぽ柿） http://www.geocities.jp/fukushimamarusei/

景井　愛実 福島県福島市 桃、りんご、米、野菜など

加藤　絵美 福島県福島市 株式会社カトウファーム 水稲、ミニトマト http://katofarm-f.jp/

八木沼　恵子 福島県福島市 八木沼果樹園 りんご、梨、キウイ

大和田　瑞貴 福島県福島市 有限会社まるせい果樹園 さくらんぼ　もも　なし　りんご　ぶどう　柿　西洋梨

武藤　藍 福島県会津若松市 ミニトマト

木村　貴華子 福島県会津若松市 弥七農園 きゅうり　トマト　　ナス　　ブロッコリー

折笠　ルミ子 福島県郡山市 叶養蜂場 蜂蜜

増田　笑 福島県いわき市 大和田自然農園 米、ベリー類（ブルーベリー、ブラックベリー等）

佐藤　昌子 福島県いわき市 ファミリーファーム エディブルフラワー・ハーブ・マイクロリーフ http://familyfarm.jp/

寺山　佐智子 福島県須賀川市 （株）　阿部農縁 桃、梨、露地野菜 http://abe-nouen.com/

渡辺　佳子 福島県須賀川市 渡辺果樹園 梨、桃

遠藤　亜美 福島県相馬市 稲作

加藤　麻里 福島県二本松市 菊

稲福　由梨 福島県田村市 福福堂 黒米、米、もち米、エゴマ、ブルーベリー、山ぶどう http://fukufukudou.jp
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佐藤　昭子 福島県西会津町 (株)キノコハウス 米 http://kinokohouse.jp/

佐々木　美穂 福島県会津坂下町 cucuFarm.（ククファーム.） きゅうり、小松菜、ほうれん草、とうもろこし、ルッコラ

武田　永子 福島県西郷村 水稲

塩田　明美 福島県石川町 akechanファームラボ 西洋野菜、食用ハーブ

菅野　富美恵 福島県浪江町 花農家あい トルコギキョウ

三浦　綾佳 茨城県水戸市 株式会社ドロップ・ドロップファーム フルーツトマト http://dropfarm.jp/

沼田　泰子 茨城県古河市 ぬまたやすこ農園 ナス、キャベツ、サニーレタス、小松菜、西洋野菜など、米

阿部　美穂 茨城県古河市 Hola Sol Hacienda 青パパイヤ、ズッキーニ、ビーツ

鈴木　美登里 茨城県石岡市 石岡鈴木牧場 牛乳・ヨーグルト・チーズ

知久田　玲子 茨城県結城市 トマト、米、大豆、小麦、麦

横田　祥 茨城県龍ケ崎市 （有）横田農場 米 https://www.yokotanojo.co.jp/

沼尻　ゆう子 茨城県常総市 水稲

鈴木　美幸 茨城県常総市 鈴木農場 米（コシヒカリ）

永田　順子 茨城県笠間市 農業生産法人（有）ナガタフーズ 水稲、大根、甘藷

本多 恭子 茨城県牛久市 女化ブルーベリーの森 ブルーベリー https://blueberry-forest.jimdo.com

高山　幸子 茨城県つくば市 sanchi 大根、人参、スイカ、パプリカ、小松菜、里芋

大和田　綾子 茨城県ひたちなか市 Yum Yum Farm 水稲、サツマイモ

海野　寛子 茨城県ひたちなか市 海野農園 さつまいも、米、落花生、少量多品目野菜

黒澤　季世香 茨城県ひたちなか市 黒澤農園 さつまいも、加工用トマト、じゃがいも、米

小橋　さや子 茨城県ひたちなか市 サツマイモ

早川　咲子 茨城県常陸大宮市 観光農園いちごBOX いちご（ひたち姫） www.15box.jp

菅野　久美子 茨城県常陸大宮市 おひさまのいちご園 いちご www.ohisamano15.com

田中　久美子 茨城県稲敷市 かぼちゃ、空豆

野口　裕美 茨城県かすみがうら市 （株）野口農園 れんこん http://hasudane.web.fc2.com/

口町　亜香里 茨城県鉾田市 くちまちファーム 小松菜、水菜、ピーマン、サツマイモ

山口　麻衣子 茨城県城里町 わんぱく農園 いちご、ニンニク

荒井　ひろこ 茨城県河内町 株式会社ゲブラナガトヨ ペチュニア、ネメシア、朝顔、セロシア、ポインセチア http://www.poinsettia.co.jp/

石山　奈幹 茨城県境町 石山製茶工場 茶（さしま茶） http://www.sakai-town.jp/category/1431474.html

石塚　梢 茨城県利根町 ほうれん草、キャベツ

長谷川　紀子 栃木県足利市 株式会社長谷川農場 肥育牛 https://hasegawa-noujou.jp

小竹　花絵 栃木県栃木市 パナプラス 野菜苗

尾花　由紀子 栃木県栃木市 尾花いちご園 苺 camera4me   http://manali.exblog.jp/

小林　美香 栃木県栃木市 小林一夫ぶどう園 ぶどう

石塚　弥生 栃木県栃木市 石塚畜産 黒毛和牛、水稲

大塚　文江 栃木県栃木市 大塚なえや 野菜苗、キャベツ、ブロッコリー、ネギ、小松菜、ほうれん草、人参、大根、カリフラワー、カブ、白菜、レタス、花など

福田　結美 栃木県鹿沼市 丸福農園 トマト

西岡　智子 栃木県大田原市 momo farm 米、ビール麦、無農薬野菜

青木　清子 栃木県上三川町 苺

古沢　昌子 栃木県塩谷町 いなほ総合農園 水稲、麦、大豆、蕎麦

浅野　晃子 栃木県那須町 あさの鶏卵 鶏卵

髙橋　ゆかり 栃木県那須町 （有）那須高原今牧場 生乳

長久保　恵理 栃木県那須町 株式会社アロハファーム にんにく、たまねぎ、イモ類、ビーツ、ハーブ http://alohafarm.co.jp/

横川　砂輝 栃木県那須町 株式会社アロハファーム 米、にんにく、たまねぎ、ビーツ、イモ類 http://alohafarm.co.jp/

鴫原　廣子 群馬県前橋市 アグリの森 じゃがいも、トウモロコシ、なす、キュウリ、トマト、落花生、大根http://www016.upp.so-net.ne.jp/agurinomori/

高橋　理恵 群馬県前橋市 HEART　GREEN ハウス栽培、露地野菜 なし

金井　佳世 群馬県前橋市 金井野菜園 長ネギ、ハーブ、カボチャ、キャベツ、大根、ナスなど季節の露地野菜

近藤　久美 群馬県前橋市 （有）近藤スワインビジネス 養豚

松島　薫 群馬県前橋市 有限会社松島農園 チーズ工房 Three Brown 生乳 http://threebrown.jimdo.com/

飯野　晃子 群馬県前橋市 株式会社プレマ 小松菜 http://www.premafoods.com/index.html

上野　和泉 群馬県高崎市 倉渕ごはん農園 米、もち米

山形　ちづ代 群馬県桐生市 山形農園 露地野菜、米

瀧澤　初江 群馬県伊勢崎市 たきざわ農園 米、小麦、

齋田　真由美 群馬県伊勢崎市 有限会社 サイタ養豚 養豚

大澤　美沙 群馬県伊勢崎市 大澤ファーム 茄子、ネギ、ほうれん草、枝豆

中島　沙織 群馬県太田市 産直倶楽部 玉ねぎ、小松菜、イタリア野菜・ハーブ各種、他 産直用多品種 http://sanchokuclub.com/

窪田　ゆかり 群馬県太田市 フルーツトマト、トマト、ナス、枝豆、ほうれん草、レタスなど

栗原　沙織 群馬県太田市 栗洋農園 施設野菜(茄子、キュウリ、トマト)
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遠藤　春奈 群馬県沼田市 えんどうず&こんにゃく工房 迦しょう こんにゃく芋

小渕　優希 群馬県渋川市 株式会社farmlab いちご、とうもろこし、トマト、ハーブ、米等

石坂　恵美 群馬県渋川市 石坂牧場　エミート 黒毛和牛（出産から肥育まで） http://gunma-emeat.com

長岡　和代 群馬県渋川市 トマト

斉藤　美保 群馬県渋川市 Berry Farm Saito いちご、ブルーベリー

松本　知恵　 群馬県藤岡市 とまとや 施設トマト

折茂　麻衣子 群馬県藤岡市 折茂ピックファーム株式会社 養豚一貫経営

山口　あきら 群馬県藤岡市 上州百姓「米達磨-こめだるま-」 有機栽培の米、大麦、小麦、大豆 http://organic-y-farm.shop-pro.jp/

黛　佐予 群馬県安中市 有限会社妙義ナバファーム 椎茸、舞茸、きくらげ http://www.navafarm.com

赤石　洋子 群馬県みどり市 Akaishi Farm ラビタン 大玉トマト、米、その他野菜

大澤　真美 群馬県みどり市 大澤農園 トマト、きゅうり、ちぢみほうれん草

岩田　紀子 群馬県榛東村 農café 梅、お米 http://ume.gunmablog.net/

永井　明日佳 群馬県長野原町 はりえんじゅ牧場 ズッキーニ、とうもろこし、トマト、いんげん、モロッコ、きゅうり

平形　佐和美 群馬県高山村 Kimidori Farm&Kitchen ビーツ、高山きゅうり、さつまいも、とうもろこし http://kimidorifarm.com/

川村　夏恵 群馬県昭和村 有限会社農園星ノ環
レタス、コマツナ、ほうれん草、キャベツ、白菜、白小豆、加工用
トマト

星野　美樹 群馬県昭和村 有限会社農園星ノ環 レタス、コマツナ、ほうれん草、キャベツ、白菜、白小豆、加工用トマト http://hoshinowa.com

高橋　奈々子 群馬県昭和村 有限会社ノームランド高橋 レタス、小松菜、ほうれん草、ブロッコリーなど http://gnomeland.jp

吉川　博子 群馬県昭和村 あすなろ工房 ほうれん草

小田桐　好江 群馬県昭和村 合同会社 おだぎり菜園 レタス、キャベツ、白菜、ほうれん草、白小豆

原沢　智子 群馬県みなかみ町 一作農園 りんご、梅、唐辛子 http://www.issakunouen.jp

原澤　恵美子 群馬県みなかみ町 原沢りんご園 りんご、梅

高橋　品子 群馬県みなかみ町 やまとしりんご園 りんご、米

根岸　聡美 群馬県板倉町 ミネラルファーム尚香園（しょうこうえん） 露地野菜（黒枝豆、アロマレッド人参、ちぢみほうれん草、 SUKIYAKIネギ、ニガウリ）、ハーブ苗、米、糯米

柏崎　祐子 群馬県板倉町 かしいち農園 きゅうり、ミニトマト、米

榎本　房枝 埼玉県さいたま市 榎本農園 大玉トマト、カラフルミニトマト、野菜全般（年間１００種類ほど）

清水　かおり 埼玉県さいたま市 葡萄、梨

田島　友里子 埼玉県さいたま市 こばと農園

寺西　弥生 埼玉県さいたま市 ほたるファーム 露地野菜全般、ブルーベリー https://hotaru-farm.jimdofree.com/

田畑　桃代 埼玉県川越市 たばちゃん農園 とうもろこし、枝豆、ほうれん草、里芋、大根、レタス、サラダからし菜などのサラダ用野菜

遠藤　政子 埼玉県熊谷市 遠藤ファーム 大和芋、ネギ、ゴボウ、人参、トマトなど多品目プラス養蜂 http://www.endo-farm.com/

棚澤　美由紀 埼玉県熊谷市 Marche de Miyuki 長ねぎ、西洋ねぎ、ラディッシュ、人参他多品目

牧野　涼子 埼玉県本庄市 こだまの丘農園まきの 露地野菜（茄子、ゴーヤー、ブロッコリー、ロマネスコ、レタス、玉ねぎ等）

谷口　知子 埼玉県本庄市 （株）塚田牧場 肉用牛

大野　由美 埼玉県鴻巣市 壽農園 水稲 http://www.kotobuki-nouen.jp

鮫島　文子 埼玉県深谷市 野ぶどう酒直売所深谷店　　　　　 野ぶどう http://www10.ocn.ne.jp/~nobudous/index.html

田中　綾華 埼玉県深谷市 ROSE LABO株式会社 バラ http://flowery.jpn.com

篠崎　祭 埼玉県深谷市 カントリーファーム ブロッコリー、トウモロコシ(味来)、ネギ、米(特別栽培米)

橋本　梢 埼玉県深谷市 ユリ、人参、カボチャ、小松菜、大根、ジャガイモ等

貫井　香織 埼玉県入間市 貫井園 原木しいたけ、緑茶 http://nukuien.com/

添田　香菜 埼玉県幸手市 香菜田農園 ハーブ、玉ねぎ、ビーツ、ニンジン、大豆、小豆、サトイモ、 http://kanatafarm.jp/

山口　由美 埼玉県越生町 山口農園 青梅

遠山　いづみ 埼玉県川島町 遠山農場 米、麦

神田　優美 埼玉県川島町 これから 米

飯島　千春 埼玉県鳩山町 ちはるふぁーむ ネギ、ユーカリ、のらぼう菜 https://chiharufarm.wordpress.com/

加藤　早苗 埼玉県小鹿野町 株式会社アグリカルチャーセンター えのき、まいたけ、しいたけ

菅野　亜希 埼玉県美里町 ブロッコリー、タマネギ、ホウレンソウ、ズッキーニ等

小暮　恵里 埼玉県上里町 マルチファーム福 ネギ、小松菜、ミニトマト、枝豆、ジャガイモ、玉ねぎ等多品目

須賀　恵美 埼玉県上里町 須賀農場 野菜約40種類、米、大豆、麦、酒米

今井　由紀子 千葉県千葉市 わかばの里 落花生

石毛　麻里子 千葉県銚子市 トマト、セロリ、キャベツ、トウモロコシ

高品　めぐみ 千葉県銚子市 めぐみファーム キャベツ、大根、ごぼう、小松菜、白菜、他

石毛　理恵 千葉県銚子市 大根、人参、トウモロコシ

小宮　寛美 千葉県市川市 小宮梨園 梨

湯浅　美幸 千葉県市川市 リリーズハウス 湯浅花園 百合

田嶋　夏奈江 千葉県市川市 枝豆、大根

三須　美智子 千葉県船橋市 三須トマト農園 トマト http://misu-tomato.jp/tomato/

中井　結未衣 千葉県館山市 株式会社バラの学校 バラ http://www.baranogakkou.co.jp/
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成田　浩美 千葉県館山市 神余真菰庵 マコモタケ https://kanamari-makomo.amebaownd.com/

花島　綾乃 千葉県松戸市 綾善 文旦、野菜 https://www.h-ayazen.com/

恩田　直美 千葉県松戸市 恩田農園 枝豆、小松菜、ネギ、米

渡邉　洋子 千葉県松戸市 カブ、ネギ、枝豆

戸張　江利子 千葉県松戸市 カブ 枝豆

小幡　あゆみ 千葉県松戸市 ブルーベリーファーム新松戸 ブルーベリー、枝豆、ほうれん草、小松菜、その他多品種

池澤　美穂 千葉県野田市 みのりファーム トマト、枝豆、ｷｸｲﾓ、ブロッコリー、モロヘイヤ、白菜、ほうれん草、ラディッシュ、

菅澤　雅美 千葉県成田市 HAPPY FARM さつまいも

溝口　優子 千葉県成田市 あるまま農園 露地野菜（年間30〜40品目） http://www.arumamanouen.com

石渡　暁子 千葉県佐倉市 Ishiwata rice farm 米

室住　環 千葉県東金市 あいよ農場 露地野菜、米(どちらも農薬・化学肥料不使用)

小島　裕美 千葉県旭市 小島農園 きゅうり、とまと、チンゲン菜、キャベツ、ブロッコリー、トウモロコシ http://kojimanouen.com/

平野　佳子 千葉県旭市 キュウリ 

大塚　良美 千葉県旭市 胡瓜

宮負　由香 千葉県旭市 宮負農園 れんこん

江口　さや香 千葉県柏市 お米とハーブ　EGUCHI RICE FARM 米 http://www.eguchiricefarm.com

岩立　友紀子 千葉県柏市 岩立農園 チンゲン菜

安藤　千里 千葉県市原市 安藤農園 玉ねぎ、ナス、オクラ、ブロッコリー、米

矢口　優子 千葉県流山市 カナルファーム ブラックベリー、ブルーベリー、梅、その他果樹多種、野菜多種

周郷　綾 千葉県八千代市 周郷梨園 梨、トマト、米

長岡　みづ枝 千葉県八千代市 長岡草花園 花壇苗、鉢花

下田　裕子 千葉県君津市 マルベリー・ガーデン ブルーベリー

荒木　静 千葉県富津市 株式会社ｙｏｚｅｍ 枝豆、水稲、ブロッコリー

秋山　幸公子 千葉県八街市 やさいのきもち（(有)秋山茂商店） 牛蒡、人参、馬鈴薯等

中込　麻衣子 千葉県八街市 中込農園 生姜、落花生、人参、里芋、馬鈴薯

足達　智子 千葉県南房総市 大紺屋農園(おおごやのうえん) 稲作、野菜、イタリアン野菜、ハーブ

鈴木　副予 千葉県南房総市 農業生産法人有限会社サンポーファーム レタス、キャベツ、キュウリ、カボチャ

平野　歩 千葉県匝瑳市 平野園 苗木、植木 http://hirano-en.com/

小林　眞弓 千葉県香取市 小林農園 水稲、大根、じゃがいも

平山　美里 千葉県山武市 ネギ、水稲

石橋　正枝 千葉県山武市 ふぁーむいしばし ねぎ、うり

田村　澄子 千葉県山武市 ネギ　（ハーブ栽培予定）

小川　順子 千葉県山武市 おがわファーム 米、ネギ、イチジク

青木　昭子 千葉県いすみ市 農園タロとあき 米、野菜、果樹、食用花

竹内　朱紀 千葉県横芝光町 竹内農園 ピーマン、なす、とうもろこし、ミニトマト、カブ、レタス、米など

實川　真由美 千葉県横芝光町 株式会社アグリスリー 梨 、米、施設野菜、露地野菜 www.shiroyamaminorien.com

竹川　麻衣子 千葉県一宮町 さいのね畑 有機野菜 http://www.sainone.com/

齋藤　絢子 千葉県一宮町 ミナモトファーム 少量多品目栽培

末吉　絢子 千葉県睦沢町 SunnyPrism農園 西洋野菜、ハーブ等

細谷　啓子 千葉県白子町 たまねぎ、落花生、ブロッコリー

金谷　昌美 東京都世田谷区 シダックスエコファーム じゃがいもなど　少量多品種 https://www.shidaxecofarm.jp/

相原　亜矢子 東京都練馬区 小松菜、ほうれん草、キャベツ、大根、茄子、きゅうり、トマト、ジャガイモ 等

白石　菜保子 東京都練馬区 白石農園 30〜40種類の野菜、ブルーベリー

磯沼　杏 東京都八王子市 磯沼ミルクファーム 生乳、堆肥 http://isonuma-farm.com

菱山　まり子 東京都八王子市 菱山ファーム 枝豆、トマト、トウモロコシ、キュウリ、大根、白菜 http://www.hishiyama-farm.com

小田桐　咲子 東京都立川市 トマト

吉見　茜 東京都立川市 吉澤農園 ミニトマト、アスパラガス、ブルーベリー

山内　美香 東京都調布市 山内ぶどう園 葡萄、柿、イチジク、野菜 http://yamauchi-kaju.com/

斉藤　由美子 東京都調布市 斉藤農園 いちご、トマト、枝豆、トウモロコシ、玉ねぎ、米　ほか

小野　久枝 東京都小平市 にごりや農園 東京うど、トウモロコシ、ブロッコリー、キュウリ、トマトなど約50品目

石坂　亜紀 東京都日野市 石坂ファームハウス 野菜（露地栽培、庭先販売のため少量多品目）

川名　桂 東京都日野市 Neighbor's Farm 小松菜 https://www.neighborsfarm.com/

森田　良枝美 東京都清瀬市 えびやま園芸 鉢バラ、パンジー、ビオラ、プリムラ、ナデシコ、金魚草、野菜苗

嘉山　紘子 東京都稲城市 嘉山園
梨(稲城、新高、あきづき、かおり)、葡萄(高尾ぶどう、シャ
インマスカット)

安田　加奈子 東京都西東京市 安田農園   『 野菜屋 やすだ』 四季折々多品目、露地野菜全般

白井　あかり 東京都瑞穂町 近藤ファーム 長ネギ、トマト、キュウリ https://www.kondofarm-tokyo.com

デュラント　安都江 東京都瑞穂町 Base Side Farm 小松菜、ケール、落花生
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名前 住所 会社名、農場名等 生産品（1次産業） HP

蛯原　眞由美 神奈川県横浜市 myuproject(ミュープロジェクト)まーたん農園 野菜（少量・多品種）

高橋　久美子 神奈川県横浜市 ひばりファーム なす、とうもろこし、トマト、そらまめ、カリフラワー、キャベツ、タマネギ等

相馬　友子 神奈川県横浜市 はるかぜ農園 少量多品目野菜

島田　馨子 神奈川県横浜市 株式会社ゆうゆう農場 ネギ、ナス、ホウレン草、ブロッコリー http://youyou-farm.com/

宮本　優美 神奈川県川崎市 露地野菜　ほか

小島　有貴 神奈川県横須賀市 荒崎yukiファーム キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、人参、三浦大根、玉ねぎ、サツマイモ、小松菜、ラディッシュ、パクチー等

鈴木　寛子 神奈川県横須賀市 ブロ雅農園 夏作はメロン、冬作はブロッコリー、他年間100種類栽培

永野　亜由美 神奈川県横須賀市 永野ファーム トマト、きゅうり、ねぎ、レタス、キャベツ、大根、ブロッコリー 、人参、その他

髙橋　美千子 神奈川県平塚市 果樹（ブルーベリー、ラズベリーなどベリー系）

岡本　あゆみ 神奈川県藤沢市 枝豆、ピーマン、ブロッコリー、トウモロコシ、かぶ、露地とまとなど

加藤　なつみ 神奈川県藤沢市 レタス、枝豆、茄子、ブロッコリー

青木　紀美江 神奈川県三浦市 青木農園 露地野菜年間８０～１００品目 http://www.aokinouen.com/index.html

山田　靖子 神奈川県三浦市 くろぜむ農園 大根、キャベツ、メロン、トマト

石井　由貴 神奈川県三浦市 石井みかん園　ザ・作兵衛 大根、みかん　 http://thesakube.com/about

小高　律子 神奈川県大和市 トピナンファーム トピナンブール（菊芋） hit125.com  スラット125

常盤　ふみ代 神奈川県湯河原町 常盤果樹園 柑橘系（温州みかん、湘南ゴールド、レモンetc)

木村　圭子 神奈川県愛川町 有）半原きのこ園 しいたけ、きくらげ

曽我　千秋 新潟県新潟市 (株)曽我農園 トマト、アスパラガス、枝豆 http://www.soga-farm.com/

岩﨑　千秋 新潟県新潟市 弥右エ門農園・弥右エ門農園ヘルスフーズ部 水稲、果樹（柿）、露地野菜（大根） http;//www.health-foods-niigata.jp

高松　ひかり 新潟県新潟市 ひかり畑
自然栽培藤五郎梅、自然栽培各種野菜、スイートコーン、キャベ
ツ、和梨、洋ナシ、

http://www.hikaribatake.jimdo.com

中原　美由紀 新潟県新潟市 有限会社　中原農園 人参、とうもろこし、かぶ

桑原　憲子 新潟県新潟市 特例農業法人　株式会社たくみファーム トマト、いちじく、人参、グリーンカール http://www.takumi-farm.jp/

佐藤　佑美 新潟県長岡市 さとう農場 水稲

横田　飛鳥 新潟県加茂市 ㈱ライスグローワーズ 水稲 okome.com

吉村　志織 新潟県十日町市 sea farm 米、黒米、さつまいも

小川　夕子 新潟県妙高市 チームささ 米

太田　和枝 新潟県上越市 有限会社　おおた　　 米 http://www.ootanojo.com/

庄司　さな絵 富山県富山市 庄司梨園 梨（なつしずく、幸水、豊水、あきづき、新高、新興、ラフランス）

池田　薫 富山県富山市 はちみつや はちみつ

松井　貴子 富山県富山市 たかこゆきやさい きんかん、ズッキーニ、ヤーコン http://takacoyukiyasai.com/

高波　麦穂 富山県富山市 りんご、芋類

林　伊希子 富山県富山市 呉羽梨　はやしさん 梨

金丸　晴美 富山県高岡市 ハーブガーデン平田 ハーブ http://herb-garden-hirata.jimdo.com/

青沼　佳奈 富山県高岡市 clover farm 生乳 http://clover-farm.blogspot.jp/

小林　由紀子 富山県魚津市 米工房Jasmine 米

有澤　ゆかり 富山県滑川市 あいす自然農園
野菜全般・レタス、小松菜、ミズナ、さつまいも、トマトなど多品目
（自然栽培）

http://aiceshizennouen.wix.com/aice

深井 あゆみ 富山県滑川市 深井農園 りんご

濱田　律子 富山県黒部市 濱田ファーム 米（コシヒカリ、黒米、イタリア米）、大麦 http://www.hamadafarm.com/

中道　真由美 富山県南砺市 立野原観光農園 いちご

海道　瑞穂 富山県入善町 株式会社アグリたきもと 米、大豆、ジャンボ西瓜、白ネギ、ブルーベリー

寺田　晴美 富山県入善町 ㈱Stay gold てらだファーム 米 https://terada-farm.com/

五十里　優美 富山県入善町 水稲、大豆

宮野　沙知 石川県金沢市 （農）Ｏｎｅ 水稲、れんこん、にんにく、馬鈴薯 http://www.one2013.com

田中 礼奈 石川県金沢市 きよし農園 柚子、ヘタ紫なす

高　博子 石川県七尾市 高農園 伝統野菜、西洋野菜、エディブルフラワー http://www.notostyle.jp/index.php?id=1094&listid=26

小島　友紀 石川県七尾市 自然栽培の里＠のと（活動団体名） 米（こしひかり）

浦辺　千寿 石川県七尾市 ネテ製穀 米、小麦 http://www.shoku-no-nekko.com

谷山　聰子 石川県小松市 野菜、花の少量多品種

南出　清美 石川県加賀市 ホウレンソウ、ネギ、ハーブ系

濱田　友紀 石川県羽咋市 農業組合法人 アグリスターオナガ 米、野菜（リーフレタス、ベビーリーフなど）、アールスメロン、米粉麺

笠間　令子 石川県内灘町 株式会社　笠間農園 小松菜、ほうれん草、枝豆、人参、ブロッコリー http://www.kasamanouen.jp

土田　未来子 福井県勝山市 土田農園 なす、漬物瓜、里芋、カラフル野菜、珍野菜など多数

滝本　和子 福井県勝山市 滝本ふぁーむ 米 pongashinotakimoto.info

宮崎　公美子 福井県鯖江市 米、大麦、そば、大豆

藤井　和代 福井県あわら市 カメハメハ大農場 スイカ、メロン、トマト、日本ホウレンソウ、こかぶ http://www.h4.dion.ne.jp/~kameha/

井畑　敦子 福井県あわら市 スローファーム水月 ハーブ http://micchannoume.saleshop.jp

冨田　美和 福井県坂井市 ゆめいく株式会社 米、バラ
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名前 住所 会社名、農場名等 生産品（1次産業） HP

伊藤　美奈 山梨県韮崎市 おひさまぶどお 葡萄 http://www.ohisamabudoo.com

片山　京子 山梨県南アルプス市 MayumiFarm 桃、すもも、ぶどう、米

粕谷　ひろみ 山梨県南アルプス市 さくらんぼ　もも農園　農’ｓ　(ノウズ) さくらんぼ、もも http://www.nou-s.com

名執　小百合 山梨県南アルプス市 山昭農園 サクランボ、桃、葡萄、柿

青柳　美土里 山梨県北杜市 ビオファーム美土里 露地野菜

田中　千春 山梨県北杜市 Chiharu farm トマト、ケール、小松菜、ほうれん草、春菊など

近藤　かおり 山梨県甲斐市 しゃんと畑 スイートコーン、きゅうり

古屋　千鶴 山梨県笛吹市 マルサフルーツ　古屋農園 桃、葡萄、さつま芋、甲州百目柿 http://www.marusa-.com

森田　絵美 山梨県笛吹市 モリタファーム 桃 http://www.moritafarm.com

向山　香織 山梨県笛吹市 カネヤマ農園、株式会社アミナチュール 桃、ぶどう http://shop.ami-nature.com

佐藤　しのぶ 山梨県甲州市 ぶどう房さとう 生食ぶどう、醸造ぶどう、すもも

三森　かおり 山梨県甲州市 有限会社　ぶどうばたけ 生食ぶどう http://budoubatake.net/

堀川　清美 山梨県甲州市 桃娘農園 桃

西矢　理恵 山梨県甲州市 農業生産法人　（株）あすなろ園 ぶどう、もも、さくらんぼ、いちご http://www.asunaroen.com/

佐仲　睦子 山梨県中央市
ズッキーニ、オクラ、ジャガイモ、サツマイモ、モロヘイヤ、ミニト
マト、茄子、ピーマン

一之瀬　まゆみ 山梨県中央市 マルヨシ園芸農産物直売所 トマト（ナス、キュウリ、もろこし等）、米（コシヒカリ） http://www001.upp.so-net.ne.jp/maruyosi/

かわじ　みき 山梨県富士河口湖町 小松菜、ハーブ、大豆 http://www.mikids.jp

宮沢　みえ 長野県長野市 宮沢農園 野菜苗、花苗、シクラメン http://m-nouen.dee.cc/

竹内　和恵 長野県長野市 ラ・フルティエールタケウチ ぶどう、プルーン、サワーチェリーなど www.fruitrytakeuchi.jp

松木　うさぎ 長野県長野市 松木武久農園 りんご http://www.matsuki-ringo.com/

相澤　悦子 長野県長野市 相澤農園 あんず、ぶどう、りんご

竹ノ内　真理子 長野県長野市 竹ノ内農園 りんご http://www.takenouchinoen.jp/

峯村　志帆 長野県長野市 信州・マルサ果樹園 りんご

黒鳥　由理子 長野県長野市 株式会社大地の卵 平飼い有精卵（鶏卵） https://daichino.base.shop

宮島　裕紀子 長野県松本市 生乳、水稲、スイカ、野菜各種

小林　ちえみ 長野県松本市 長いも、ブルーベリー、多品目野菜

宇田川　博子 長野県松本市 株式会社Farm常念 米、そば、野菜 

殿倉　由起子 長野県飯田市 (株)太陽農場 しめじ、りんご、アスパラ http://www.taiyonojo.co.jp/

伊藤　友子 長野県飯田市 株式会社七久里農園 トマト、ネギ、白菜 http://nanakurinouen.co.jp/

田尻　智子 長野県須坂市 洋梨

中村　沙季 長野県須坂市 林檎、葡萄 https://nakamura-fruits.studio.site

松澤　みどり 長野県小諸市 松澤農園 林檎

下島　幸恵 長野県駒ヶ根市 ズッキーニ https://genmaiko.jimdo.com

田中　綾 長野県中野市 有限会社フレッシュファクトリー トマトほか

清水　絵美 長野県中野市 農事組合法人　三ツ和農産 水稲 https://mitsuwanousan.shopinfo.jp/

津金　貴子 長野県中野市 つがね農園 りんご、ぶどう、桃、柿、梨、洋ナシ、プラム https://tsuganenouen.jimdofree.com/

木内　マミ 長野県飯山市 ひぐらし農場
キャベツ、レタス、さやえんどう、ほうれん草他野菜約12種類、アス
ター、ヘリクリサム他ハーブ約20種類

http://www2.hp-ez.com/hp/higurashinoujou/home1

松崎　陽子 長野県佐久市 farm はれのひ　松崎自然農園 レタス、ズッキーニ、トマト、カブメインに少量多品で100種類ほど http://www.farm-harenohi.net/

高橋　友美 長野県佐久市 はちみつ屋 gram はちみつ

横嶋　孝子 長野県千曲市 （株）横島物産・横島アプリコットファーム あんず http://yokoshimabussan.com/

福嶋　子真 長野県安曇野市 信州安曇野 フレンドファーム
りんご（主にピンクレディー™️、他フジ、紅玉等多品種）、桃、プルーン、
梨、枝豆、とうもろこし、栗、サツマイモ、菊芋等

新海　智子 長野県川上村 レタス・白菜

二井谷　輝子 長野県南相木村 竹屋八朔 ほうれん草、ズッキーニ、カリフラワー http://takeya81.com

森　友実 長野県軽井沢町 白ほたる農園 大豆、とうもろこし

久保田　由美 長野県軽井沢町 (株)ブラッサム、ブラッサムファーム軽井沢 フルーツほおずき(食用ほおずき) http://www.blossom-f.jp

大塚　なほ子 長野県軽井沢町 米、みかん、柿がメイン。季節ごとの野菜や果物いろいろ http://naturactive.jp

戸田　桃香 長野県下諏訪町 中信ファーム トマトベリー　ぺピーノ

迎　陽子 長野県富士見町 迎ふぁーむ 菊

齋藤　志穂 長野県原村 麓farm ラベンダー、ネメシア、ジニア、など各種花苗

山崎 絵美 長野県箕輪町 りんご

堀川　さち 長野県飯島町 すみれ自然農園・食堂 ズッキーニ、ミニトマト、カボチャ、カブ、ダイコン、メキャベツなどhttp://sumirefarm-sachi.com/

白鳥　友季子 長野県南箕輪村 大和屋農園 りんご、ブルーベリー、コシヒカリ、白毛餅米 http://yamatoyanouen.petit.cc/

伊豆　より夏 長野県阿南町 みたぼら農園 鶏卵 http://mitavora.main.jp

佐倉　理恵 長野県阿智村 ファーム さくらいろ 他品種多品目野菜 https://farm-sakurairo.com

西尾　美佐緒 長野県南木曽町 みなとや農園 米、野菜

中村　忍 長野県生坂村 ぷてぃ・べるじぇ ぶどう（生食用） http://www.petit-verger.com/

横山　優子 長野県白馬村 野菜全般（主にミニトマト）
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竹内　みか 長野県坂城町 有限会社　長野ローズ バラ苗 http://www.naganorose.co.jp/

村中　幹 長野県小布施町 カエルフルーツカンパニー りんご、桃 http://www.kaeru-fruits-company.com

髙橋　美彩 長野県野沢温泉村 農事組合法人　野沢農産生産組合 米、そば http://nozawa-nosan.com/

下川　妙美 岐阜県岐阜市 (株)クレドファ-ムレンゲの里 米、柿、旬のお野菜

江口　美智子 岐阜県大垣市 Eguchi hope farm 米

寺田　真由美 岐阜県高山市 株式会社　寺田農園 トマト、メロン http://syobey.com/

矢澤　千春 岐阜県関市 やまへい農場 いちご、さつまいも、かぼちゃ、里芋

中垣　野歩 岐阜県恵那市 なかがき農園 トマト

辻　理恵 岐阜県山県市 株式会社　ＴＦＦ　ひなたぼっこ園 菌床しいたけ、黒ニンニク http://tff.jp

杉谷　朋美 岐阜県飛騨市 蔵樹LABO スナップエンドウ、みょうが、えごま

伊藤　すみれ 岐阜県海津市 トマト

大山　めぐみ 岐阜県岐南町 株式会社備中農園 とうもろこし、じゃがいも、白菜、カリフラワー、イタリアン野菜 https://bichu-nouen.com

水谷　清美 岐阜県池田町 （有）サポートいび さつまいも　かぼちゃ　トマト http://www.support-ibi.jp/

細野　桃佳 岐阜県池田町 細野ファーム トマト http://hosofarm.com/

上田　美代子 静岡県静岡市 長橋農園 スルガエレガント

相佐　由香 静岡県浜松市 寿梅園（じゅばいえん） 青梅 http://jyubaien.com/

長谷川　都也子 静岡県浜松市 くろーばーファーム 人参、ゴーヤ、ほうれん草、とうもろこし

平松　美帆 静岡県浜松市 平松ファーム ミニトマト、リーフレタス http://hiramatsu.farm/

伊藤　京美 静岡県浜松市 有限会社イトウファーム サラダほうれん草

青野　陽子 静岡県三島市 青野園芸 トマト、ミニトマト、キュウリ、三つ葉、ハーブ

舘　彩香 静岡県島田市 株式会社ハラダ製茶農園 茶、水稲、野菜（サニーレタス、トウモロコシ等） http://www.harada-tea.co.jp

豊田　由美 静岡県富士市 ちゃの生 ブルーベリー、お茶、ラズベリー http://www.chanoki-fuji.com

望月　多希 静岡県富士市 富士山麓ファーム 草花、花き、さつまいも http://fuji36.net/

横田　菜々 静岡県焼津市 株式会社キツタカ い草

加藤　有希 静岡県掛川市 (有)加藤農園 ポトス、コニファー、フィットニア、初雪カズラ

鈴木　明日香 静岡県袋井市 水月 お米、キャベツ、ブロッコリー、ロマネスコ http://www.sui-getsu.jp/

永島　未礼 静岡県下田市 まめったい農園 露地野菜（固定種中心）、米、小麦 http://mamefarm.com

栗本　めぐみ 静岡県御前崎市 KURI　BERRYFARM いちご

早川　ナナ 静岡県菊川市 nanacos レタス、ブロッコリー、トウモロコシ、キュウリなど

谷口　恵世 静岡県牧之原市 Ｏｉｓｈｉ～♪農園 茶、ﾚﾀｽ、ﾄｳﾓﾛｺｼ、温室ミカン、露地ミカン、水稲

小川　あすか 静岡県清水町 アグリライフ三島 ニンジン、ジャガイモ

下山　直子 静岡県長泉町 下山柿園 四ッ溝柿　アーティチョーク http://www4.tokai.or.jp/kaki

中野　菜穂 静岡県川根本町 株式会社Agrinos ゆず http://agrinos.co.jp/

早川　幸恵 静岡県森町 百姓人 スイートコーン、根深ネギ、紅心大根、海老芋

野田　留美 愛知県名古屋市 野田農場 米、トマト

平田　朱美 愛知県名古屋市 株式会社山田組　天空のアグリパーク ブルーベリー、梅、かんきつ、柿など http://berry-good.sblo.jp/

山本　久美子 愛知県豊橋市 池田物産株式会社 キャベツ、肥育牛

加藤　江依子 愛知県豊橋市 ほっぷフアーム カラフルトマト

鈴木　江理奈 愛知県豊橋市 鈴木ばら園 バラ

彦坂　由美 愛知県豊橋市 有限会社　州田園（しまだえん） 青じそ、わさび菜、ブロッコリー

加藤　記子 愛知県豊橋市 加藤農園 食用菊

中山　千晴 愛知県豊橋市 ミニトマト

岡本　尚子 愛知県豊橋市 おかもと農園 米、次郎柿、野菜

伊藤　めぐみ 愛知県豊橋市 株式会社めぐりとまと ミニトマト

鈴木 美有紀 愛知県豊橋市 百年柿園　ベル・ファーム 柿 http://www.tees.ne.jp/~bellfarm/

大木　美智子 愛知県豊橋市 Natural farm 風音〜Kazane 〜 種無し巨峰

中村　美恵 愛知県豊橋市 シクラメン、ボロニア、あじさい、日々草などの花苗

志村　歩 愛知県岡崎市 志村農園 ほうれん草、小松菜、水菜、レタス、キュウリ、スナップエンドウ、スィートコーンなど

住　珠紀 愛知県瀬戸市 すみ農園 露地野菜（ナス、ズッキーニ、きゅうり、白菜、キャベツ）施設野菜（トマト）

新美　久美子 愛知県半田市 新美水耕ハウス サンチュ

市野　里沙 愛知県半田市 市野園芸 いちご http://www.ichino-15.com/

榎本　佐和子 愛知県豊川市 榎本はちみつベリーファーム ブルーベリー、ブラックベリー、ラズベリー http://enomoto-farm.jimdo.com/

鈴木　智恵 愛知県豊川市 ナス、キャベツ、絹さやえんどう

杉山　尚美 愛知県津島市 ベジタリ菜 露地野菜（ベビーリーフ、カリフラワー、スティックセニョール、イタリア野菜等）

鈴木　薫 愛知県碧南市 鈴盛農園 五色のカラフルにんじん、フルーツコーン、カラフルポテト

永井　千春 愛知県碧南市 Vege TanaQ ニンジン（へきなん美人®、へきなんにんじん他） タマネギ（へきなんサラダタマネギ他）などhttp://hekinanbijinchan.jimdo.com

石川　咲姫 愛知県豊田市 いしかわ製茶 茶
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名前 住所 会社名、農場名等 生産品（1次産業） HP

野田　美香子 愛知県豊田市 mama's農園 米・麦・大豆

平岩　美智代 愛知県安城市 ほうれん草、小松菜、だいこん、青ねぎ、おくら

熊澤　千恵子 愛知県小牧市 （有）アグリ熊澤 稲作

永井　聡子 愛知県小牧市 永井ぶどう園 ぶどう http://nagaibudouen.com

後藤　弥生 愛知県稲沢市 株式会社 松山農産 米、キャベツ、ブロッコリー、トウモロコシ www.matuyama-farm.com/

生田　智美 愛知県新城市 野菜のちから　tomoさん農園 ミニトマト（施設）露地野菜（20種程度）、ブルーベリー

森　智子 愛知県新城市 （有）大東牧場 生乳 http://www.tees.ne.jp/~milk-ice/daitou.htm

近藤　由佳 愛知県知多市 ペコロス農園 ペコロス

田口　菜穂美 愛知県日進市 田口農園 施設栽培（ミニトマト、トマト）

浅井　美沙 愛知県日進市 浅桑園 ぶどう

中川　倫子 愛知県田原市 Patch Farm 人参、葉にんにく、里芋、二十日大根、コールラビなど多品種 http://patchfarm.biz/

岡本　景子 愛知県田原市 農業法人 新鮮組 野菜20種～50種

森屋　美穂 愛知県田原市 ピースフルファーム 大根、人参、さつま芋、ピーマン、ズッキーニなど多品目

伊藤　美弥 愛知県愛西市 お米de元気！愛菜農家 米、露地野菜

田島　沙紀 愛知県愛西市 株式会社 田島蓮園 れんこん https://www.lotus-garden.co

南條　ちとせ 愛知県阿久比町 ペコロス

大崎　佳子 愛知県美浜町 株式会社　萬秀フルーツ グレープフルーツ、その他柑橘栽培 http://grapefruit.co.jp/

森川　美保 愛知県美浜町 季の野の台所 大豆、小麦、米 http://kokokonohatake.p1.bindsite.jp/

山中　千佳 三重県四日市市 農事組合法人 ハサマ共同製茶組合 茶

清水　加奈 三重県四日市市 有限会社マルシゲ清水製茶 かぶせ茶 http//www.marushige-cha.jp

堤　智春 三重県四日市市 まる万製茶 製茶 http://manjirocha.good.cx/

吉田　菜穂子 三重県四日市市 ひなた農園 露地野菜 http://hinata-farm.com/

三浦　俊子 三重県四日市市 みえむすび農園 じゃがいも、人参、里芋、玉葱、大根、ニンニク等 http://mie-musubi.com/

池田　汐里 三重県四日市市 池田製茶 茶 http://www.maruike.mie.jp

山原　裕美 三重県四日市市 山原農場 かぶ、大根、キャベツ、じゃがいも、ブルーベリー

近藤　啓子 三重県鈴鹿市 Natural Vegetable 近藤けいこ カラフル野菜、ベビーリーフ、ミニ野菜 http://www.keikon.info

名村　悦子 三重県鈴鹿市 川口農園、名村製茶 白ネギ、野菜、お茶

井上　早織 三重県名張市 株式会社　アグリー 小松菜、水菜、レタス、春菊、その他葉物野菜 http://agree-nouen.com

吉川　文 三重県亀山市 こだわり野菜栽培ユニット　すいーとぽたけ 年間約２００品種の野菜、果樹、ハーブ http://sky.geocities.jp/mieraymisa/

萩　由加里 三重県菰野町 萩ファーム 米、麦、大豆

陰地　盛希 三重県度会町 おんじ屋 米(ミルキークイーン) https://onjiya.com

奥村　美華 三重県紀北町 いちご

浅野　美恵 滋賀県大津市 美の里ファーム 有機農業、自然農法による米、蕎麦(小麦) http://www.minori-farm.net/

夏吉　ゆり子 滋賀県守山市 河西いちご園 いちご、梨

高橋　佳奈 滋賀県高島市 みのり農園 とうもろこし、自然薯、西洋野菜 http://www.minorinouen.info/

水口　良子 滋賀県高島市 みなくちファーム 野菜全般、原木椎茸、水稲

清水　暁美 滋賀県高島市 AkatsukiField 苺、トマト http://wwww.akatsukifield.com

片山　恵美 滋賀県東近江市 サンテ農園 米、キャベツ、かぼちゃ、さつまいも等

池内　桃子 滋賀県東近江市 池内農園 米

山田　真実 滋賀県東近江市 野菜と旅する 野菜等

小林　加奈子 京都府福知山市 小林ふぁ～む 米 トマト トロなす

鎌部　真由美 京都府綾部市 かまべファーム 水稲、京野菜

立松　季久江 京都府綾部市 ともときファーム丹波 黒豆・米・人参など、旬の野菜多品種 http://www.tomotoki-tanba.com

金久　典子  京都府京丹後市 プルメリアファーム 米  野菜（ジャガイモ、玉ねぎ等）   

成田　佳子 京都府京丹後市 大佳農産（はるかのうさん） 玉ねぎ、人参、キャベツ

長谷川　結女 京都府久御山町 株式会社　山末農園 野菜苗　九条ネギ　こまつ菜

山中　紫布 京都府久御山町 株式会社 山末農園 九条ネギ http://www.yamasue-farm.com

山部　知歩 京都府久御山町 しんやさい京都 九条ネギ、ふわとろ長ナス、聖護院大根、金時人参、ケール、ブロッコリー、オクラ、新京野菜など

東　テル子 京都府和束町 東茶園 宇治茶 http://www.azuma-tea.com/

三野　恵理子 京都府伊根町 三野養鶏 卵、水稲 

浅田　裕見子 大阪府大阪市 あさだ農園 観光農園用甘藷、ジャガイモ。なにわの伝統野菜

細川　清巳 大阪府大阪市 株式会社清巳 伊賀米こしひかり

吉田　妙子 大阪府堺市 ヨシダファーム 鶏卵 http://www.yoshida-youkeijo.com

岡田　かほり 大阪府堺市 一般社団法人農labo大人女子会 水なす、キャベツ、葉物 https://www.nolabofactory.com/

松本　朋子 大阪府岸和田市 松本農園
軟弱野菜（施設・露地）（小松菜、水菜、菊菜、白菜、ほう
れん草）

中井　優紀 大阪府茨木市 千提寺farm. 三島ウド

安田　栄里 大阪府茨木市 安田農園 野菜一般 http://www.yasudanouen.net/
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松下　慶子 大阪府茨木市 松下ファーム 米、果物（はっさく、甘夏ほか）、野菜ほか

西山　みえ 大阪府富田林市 葡萄屋 ぶどう（デラウェア） http://budouya.crayonsite.net

杉本　三織 大阪府富田林市 まるさんふぁーむ 青ねぎ

高田　知里 大阪府富田林市

出口　とし江 大阪府松原市 City farm 出口 米、きゃべつ、枝豆、少量多品目

谷口　由香 大阪府柏原市 谷口ぶどう農園 ぶどう

立道　智昭 大阪府泉南市 VegeFruHOUSE BuuFuuUuu 水稲、西洋野菜

立道　智惠 大阪府泉南市 VegeFruHOUSE BuuFuuUuu 水稲、西洋野菜

西河　沙希 大阪府能勢町 メレンゲファームにしかわ 米、枝豆

小安 未貢 大阪府河南町 イージーファーム 人参、ミニトマト　等 http://ｲｰｼﾞｰﾌｧｰﾑ.com

森本　聖子 兵庫県神戸市 苺、セロリ、芽キャベツ、ハーブ類、西洋野菜

渡越　睦 兵庫県神戸市 とごえファーム きゅうり、ブロッコリー等

浅川　元子 兵庫県明石市 元農園（チアファーム） アスパラガス、ナス、ズッキーニ、茎ブロッコリー等

藤田　梨奈 兵庫県明石市 LAND FARM 米（ひのひかり） http://land-farm.localinfo.jp/

真杉　園英 兵庫県高砂市 Sonoeファーム トマト、いちご

黒田　亜子 兵庫県小野市 農事組合法人　きすみの営農 水稲、小麦、蕎麦、小豆、黒大豆、キャベツ、 じゃがいも、さつまいも、等 http://kisumino.jp

荒木　礼子 兵庫県丹波篠山市 米、丹波黒豆（篠山特産）

呉田　まどか 兵庫県丹波篠山市 丹波の里あかり農園 サラダ野菜、米、黒豆 http://www.akari-farm.com/

小田垣　縁 兵庫県養父市 農事組合法人 八鹿畜産 養豚 

小村　香織 兵庫県丹波市 旬野菜専門農家 丹波KOM'S FARM 少量多品目野菜 http://komsfarm.jimdo.com/

関　美絵子 兵庫県丹波市 株式会社芦田ポートリー 鶏卵 http://ashidapoultry.jimdo.com/

山本　香奈子 兵庫県丹波市 丹波の農園　ひとたね ミニトマト　

岡田　美穂 兵庫県丹波市 農家民宿おかだ 2024 米、黒大豆、トマト、ぶどう

堤　由美 兵庫県南あわじ市 堤farm　　南あわじ農業女子部 レタス、玉ねぎ、米、キャベツなどなど

堤　真名美 兵庫県南あわじ市 TopField レタス、玉ねぎ、水稲 http://www.top-field-lettuce.com/

新納　由美子 兵庫県南あわじ市 ホリコファーム 玉ねぎ、白菜 http://horiko-farm-awj.com/

和田　早織 兵庫県南あわじ市 和田農園 玉ねぎ

堀川　小織 兵庫県南あわじ市 堀川farm 玉ねぎ、レタス、米など

藤木　悦子 兵庫県宍粟市 藤木農園 施設野菜（トマト、メロン）、米、露地野菜、野菜苗

村井　容子 兵庫県加東市 こはれ農園 桃、有機野菜

山下　　安美 兵庫県加東市 ディ・ファーム 水稲

神尾　咲 兵庫県たつの市 グランドファーム神尾 トマト http://www.grandfarm-kamio.com/

冨田　美和子 兵庫県稲美町 多品目野菜、コメ

原田　百世 兵庫県上郡町 株式会社 杉本農産 米、（委託で大豆、麦、そばを少々） http://sugimoto21.com

福田　峰子 奈良県奈良市 農業生産法人（有）むろう大沢農場 ブルーベリー、ハーブ http://www.fukudafarm.com

松岡　みずほ 奈良県天理市 まっちゃんのお花+veg 花壇苗、多肉植物、直売用野菜

山村　順子 奈良県天理市 育つ畑　山村農園 夏秋ナス　刀根早生柿

平井　クミ 奈良県五條市 西吉野　柿と梨の平井農園 柿、梨、すもも、びわ http://hirai-farm.com/

阪本　未優 奈良県五條市 さかもと養鶏株式会社 卵 https://sakamoto-yokei.com/

松浦　くみこ 奈良県宇陀市 有限会社アグリ　アグリファーム農園 ブルーベリー、お米、アスパラ（緑、紫）、他野菜 http://www.aguri-a2bn.com

下川　麻紀 奈良県山添村 自然派農場　しもかわ
野菜（万願寺とうがらし、トマト、なすアンジェラ、）、イタリ
アン野菜（黒キャベツ、リーフチコリ等）

高松　明恵 奈良県田原本町 高松農園 青ネギ、米

浅田　仁美 奈良県曽爾村 美味しいトマトの研究所　あした元気になぁ～れ！トマト https://so-nice-tomato.com/

亀谷　ウダーラ 奈良県明日香村 Turtle Feet Farm アスパラガス、ツルムラサキ

山本　まゆ 和歌山県和歌山市 大根、人参

木野　明美 和歌山県和歌山市 さつまいも、大根

新田　りえ 和歌山県海南市 わかやまマルシン園 温州ミカン（本格貯蔵　しもつみかん） http://marushinfarm.ocnk.net/

松浦　麻美 和歌山県橋本市 あさみ農園 ブルーベリー、いちじく、たねなし柿、紀の川柿 http://asaminouen.com/

池上　亜友美 和歌山県橋本市 農事組合法人　ちょういしファーマーズ 柿、桃、野菜、その他加工品

三木　里恵 和歌山県御坊市 Miki's Farm なすび、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、キャベツ、ｽﾞｯｷｰﾆ

田中　艶 和歌山県紀の川市 茄子、きゅうり

西　愛美 和歌山県岩出市 あゆみ農園 パプリカ、ズッキーニ、ブロッコリー、ニンジン http://www.ayumifarm.com

吉瀬　リエ 和歌山県紀美野町 きみのフルーツ 柑橘類 http://www.kimino-fruit.com

いのはら　ゆきこ 和歌山県かつらぎ町 こどもブルーベリーファーム ブルーベリー、原木椎茸

垣淵　浩子 和歌山県みなべ町 垣淵農園 南高梅 http://nannkoubai.com/

二葉　美智子 和歌山県みなべ町 ふたば農園 梅 http://micchannoume.saleshop.jp

木島　貴子 和歌山県日高川町 Miyama　PLANTATION 苺（和歌山県オリジナル品種　まりひめ）
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名前 住所 会社名、農場名等 生産品（1次産業） HP

藏光　綾子 和歌山県日高川町 藏光農園 梅、みかん、甘夏、ハッサク、カーネーション http://www.kuramitsu-farm.com/

松井　有紀子 和歌山県日高川町 まるまつ農園 温州みかん、しらぬい

古田　彩 和歌山県白浜町 Furuta　　Farm ポンカン　

狩野　秀子 和歌山県那智勝浦町 米、ブロッコリー、ニンニク

苅部　美乃里 和歌山県古座川町 株式会社あがらと 食用バラ、西洋野菜を中心とした野菜 https://agarato.jp/

水谷　知世 鳥取県米子市 合同会社らくのう トマト

古谷　葉子 鳥取県智頭町 ちづの農家　旬菜屋 白ネギ、ぶどう、水稲 http://syunsaiya.jimdo.com/

柿原　弥生 鳥取県三朝町 やよすけふぁーむ いちご

山田　繭子 鳥取県琴浦町 ブロッコリー、白ネギ、芝、米、二十世紀梨、その他野菜

杉川　一二美 鳥取県北栄町 杉川農園 大栄西瓜、切り花（ストック、トルコキキョウ、アレンジメントアスター）

米澤　幹枝 鳥取県北栄町 スイカ

梅津 恵美子 鳥取県北栄町 梅津農園 西瓜、ほうれん草、ブロッコリー、中玉トマト

奥田　光里 鳥取県大山町 奥田園芸 花壇苗 http://okudaengei.sakura.ne.jp/

泉　智加 島根県松江市 いち花 はちみつ https://ichika.shopinfo.jp/

佐々木　京子 島根県浜田市 株式会社扇原茶園 茶 http://www.senbarachaen.jp/

多久和　美由紀 島根県出雲市 多久和農園 シクラメン、アジサイ、花壇苗

中島　明日香 島根県益田市 合同会社　農夢 とまと

松尾　穂乃香 島根県益田市 社会医療法人正光会　就労継続支援A型事業所さんさん牧場 キュウリ・ミニトマト・マイクロトマト・バタフライピー・グラスジェムコーン http://www.sansanfarm.jp

渡部　裕子 島根県大田市 さんべ女子会 ミニ野菜、ハーブ http://www.harenohi-antenna.com/

小田　ちさと 島根県安来市 れんこん

藤井　孝子 島根県江津市 株式会社MOG-MOG 水稲・イチゴ

戸谷　ひとみ 島根県飯南町 ははそいる 野菜苗（トマト・ナス・ピーマン・カボチャ）

曽田　春奈 島根県飯南町 来島牧場 生乳

三宅　智子 島根県津和野町 米、メロン、ぶどう、野菜、果樹など年間約50種類ほど

岡本　尚子 岡山県岡山市 めぐみ農園 トマト 

平松　裕美子 岡山県岡山市 エコファーム・ポノ 自然栽培の野菜・果物 http://eco-farm-pono.com/

藤井　美佐 岡山県岡山市 ㈱卵娘庵（らんこあん）ひよこさんちの直売所 養鶏、放飼い卵 http://hiyokosan.net

寺岡　明美 岡山県岡山市 里山農場 人参、じゃがいも、玉ねぎ、小松菜、ほうれんそう、大根などhttp://www.satoyama-farm.com/

廣瀬　樹里 岡山県岡山市 (有)岡山県農商 青ネギ、ミニトマト、米、黒豆、小麦 kennosho.com

安富　由美子 岡山県岡山市 有限会社安富牧場 酪農 www.yasu-tomi.com

花房　昭美 岡山県岡山市 美味い物クラブ&美老堂 発芽ニンニク、クレソン、サラダセット

山﨑　理未 岡山県岡山市 オルトファーム 小松菜

岡本　貴子 岡山県岡山市 株式会社おかやまおひさまファーム バナナ

五賀　晶子 岡山県岡山市 有限会社たんぽぽ 米

河合　直美 岡山県岡山市 河合いちご農園 いちご

近藤　徳子 岡山県岡山市 株式会社ミモレ農園 果樹、原木椎茸、野菜、米など http://www.mimorefarm.com

宇田川　志歩里 岡山県岡山市 たまねぎ、とうもろこし、きゅうり

小原　千恵子 岡山県倉敷市 Koara Kitchen　コアラキッチン 米、もち米、黒豆、よもぎ http://88kome.net

斎藤　千恵子 岡山県倉敷市 おかやまおひさまファーム株式会社 バナナ

江尻　教子 岡山県井原市 耕せファーム 菊芋 http://www.tagayasefarm.jp

山下　希 岡山県総社市 山雅FABRICANT 葡萄、米 http://sanga@-f.com

産本　敦子 岡山県総社市 きびの里　食彩Labo いちじく、じゃがいも　他

角田　文子 岡山県総社市 MOMOFARM ナス

高越　友紀 岡山県総社市 メゾン山手 セロリ、メロン

国友　幸恵 岡山県新見市 株式会社クニファーム トマト http://www.kunifarm.co.jp

森安　かんな 岡山県備前市 オルトファーム(お米販売用屋号：阿比留屋) 小松菜、米 http://www15.plala.or.jp/ortofarm/

坂口　智美 岡山県備前市 下林農園 みかん、れもん

岩川　美紀 岡山県赤磐市 桃

三原　昌代 岡山県真庭市 ひるぜん農園 とうもろこし、米、ねぎ http://www.rakuten.co.jp/milkycorn/

中村　妃佐子 岡山県真庭市 株式会社　十字屋　十字屋ファーム
レタス、たまねぎ、葉ニンニク、ミニチンゲンサイ、ラディッ
シュなど

黒坂　いづみ 岡山県美作市 （有）　海田園　　黒坂製茶 荒茶

梶原　めぐみ 岡山県浅口市 株式会社めぐみ たまご

岡本　美和 岡山県和気町 エコファーム彩―sai 古代米(黒米、赤米、緑米、香り米)

丹　敦子 岡山県和気町 長ナス

河上　朋子 岡山県矢掛町 河上農園 米、小麦、野菜

田淵 亜希子 岡山県矢掛町 旬家ファーム（しゅんやファーム） 米、野菜（少量・多品種）

山部　美由紀 岡山県矢掛町 土井農園
りんご、西条柿、にんにく、唐辛子、その他季節の野菜な
ど
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名前 住所 会社名、農場名等 生産品（1次産業） HP

田尻　佐知子 岡山県矢掛町 田尻盛果園 梨、桃、苺 http://www.tajiriseikaen.com

大林　綾子 岡山県鏡野町 大林農園 野菜（年間30品目以上を有機質肥料を使って栽培） http://oonouen.jp/

小坂　祐子 岡山県美咲町 美咲ブルーファーム寒竹 ブルーベリー、米 http://www.misaki-bfk.com/

太田　佳美 岡山県吉備中央町 佳豊庵 ピオーネ http://kahouan.shop-pro.jp/

島　友香 広島県広島市 ハニー・プラス はちみつ

神明　りえ 広島県広島市 白木山GARDEN キュウリ、広島菜

赤坂　佳折 広島県竹原市 丸政農園 アスパラ、ほうれん草、長ネギ、枝豆、小松菜

神田　香奈子 広島県竹原市 京果園神田 バラ

久和田　早紀 広島県三原市 久和田農園 ぶどう、梨、白ネギ http://kuwadanouen.com/

橋本　葵 広島県三次市 合同会社 井田川ファーム橋本 肉用牛

前田　智永 広島県庄原市 合同会社まえだ農園 ミニトマト https://maeda-nouen.jimdo.com/

藤本　佐知子 広島県庄原市 株式会社藤本農園 アイガモ農法米、減農薬米 http://www.aigamoya.net

脇　智美 広島県東広島市 アグリアライアンス・脇農園 アスパラガス、白ネギ、 ナス

山本　智美 広島県東広島市 少量多品種（かぼちゃ、なす、大根、ほうれん草など）

麓　陽子 広島県東広島市 志和の盆地野菜 ふもとや 少量多品目の野菜 https://www.fumotoya.jp/

前川　すずみ 広島県廿日市市 前川農園　farm front river 米、野菜 （25種類程度）

池田　淳子 広島県廿日市市 前川農園 米、野菜、果実

小西　礼子 広島県廿日市市 小西果樹園 梨、葡萄、米

田島　あゆみ 広島県安芸高田市 吉浦牧場 酪農

西原　美和 広島県北広島町 西原牧場 生乳

福原　美江 広島県北広島町 福原牧場 牛乳

狩又　恵美 広島県大崎上島町 トマト

岩﨑　亜紀 広島県大崎上島町 岩﨑農園 レモン

文田　真弓 広島県大崎上島町 文田農園 レモン、せとか、不知火

藤中　夏実 広島県大崎上島町 オーガニックファームふじや レモン、オリーブ、みかん

立石　弥生 広島県世羅町 有限会社こめ奉行 水稲、キャベツ

姿　沙織 広島県神石高原町 農事組合法人高原の里まき ピオーネ、シャインマスカット、水稲、飼料稲

中川　真紀 山口県下関市 豊浦ナーセリー 鉢花、花壇苗

西村　淑子 山口県宇部市 西村ファーム　実り屋 米、キャベツ、ブロッコリー、ミニトマト、その他野菜

才木　祥子 山口県宇部市 まこっこ農園 トマト、キュウリ、白ネギ、茶

佐藤　美加 山口県宇部市 栽培屋さと なす、さといも、パセリ、その他野菜

藤田　善江 山口県下松市 農事組合法人21世紀フラワーファーム 花（ゆり、金魚草、スターチス）アスパラ、ブルーベリー、小麦http://www.kvision.ne.jp/~kvn2132651/

宮川　温子 山口県下松市 農事組合法人　メロウランド アスパラガス、ミディトマト、ハウスとうもろこし　等 http://www.mellow-land.com

村井　美穂 山口県岩国市 みかん

作田　妙江 山口県光市 タカムラ農場 水稲、小麦

西山　美貴 山口県美祢市 農業生産法人有限会社梶岡牧場 肉用牛、野菜 http://www.firehill.com/

白井　裕貴 山口県周南市 ふくぷくファーム株式会社 ほうれん草、水稲 http://fukupuku.com/

加藤　三七子 山口県山陽小野田市 (株)花の海 野菜、花の苗

上妻　あかね 山口県周防大島町 上妻みかん園 みかん

西岡　さち子 徳島県徳島市 有限会社西岡産業 いちご

高井　綾子 徳島県徳島市 高井農園 稲作、苺

吉永　真由美 徳島県阿南市 西地食品有限会社 すだち、ゆず、しょうが http://nishiji-foods.com

金子　美佳 徳島県吉野川市 ねっこ農園 青ネギ https://nekko-noen.jimdofree.com/

豊崎　舞 徳島県阿波市 味菜園 菜花、グリーンピース、スナップエンドウ、ピーマン、翡翠ナス等

藤川　和美 徳島県美馬市 つきの農園 トマト、白菜、豆類、芋類など　　　

福田　瞳 徳島県勝浦町 とくしま有機農業サポートセンター ほうれん草、小松菜、野菜苗

阿部　なるみ 徳島県上勝町 NARUMI FARM 夏秋有機ミニトマト、生姜、さつまいも、薬草茶など http://kamikatsunooyasai.com

長谷川　望 徳島県藍住町 長谷川農園 れんこん http://www.tk2.nmt.ne.jp/~rencon/hasegawa-farm

三好　奈美 香川県高松市 よしよしアグリ きゅうり

尾池　美和 香川県観音寺市 (株)Sun so 青ネギ http://www.sunso.co.jp

三谷　文子 香川県東かがわ市 米、サトウキビ（和三盆）、苗木（ひのき、ヤマザクラ、くぬぎ等）

田原　利恵 愛媛県松山市 Ｈプロジェクト株式会社 米、ケール、伊予なす http://www.ehime-hpro.com/

三浦　ひかり 愛媛県松山市 Ｈプロジェクト株式会社 米、ケール、伊予なす http://www.ehime-hpro.com/

三島　早稀 愛媛県松山市 柑橘（いよかん、でこぽん、不知火ほか）

花澤　友香 愛媛県今治市 花澤家族農園　　菓子工房 花菓舎 自然農法　柑橘、野菜、採卵鶏 http://kakasha.jimdo.com

山下  由美 愛媛県宇和島市 企業組合津島あぐり工房 柑橘、米、野菜 http://www.tsushima-aguri.com/

野本　沙希 愛媛県八幡浜市 Magenta　mikan 温州みかん
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原田　美佐子 愛媛県西条市 原田農園 トマト、アスパラ、パプリカ、ピーマン、きゅうり、オクラ、キャベツ、ブロッコリー、葉物

戸田　利茄 愛媛県西条市 戸田果樹園 ぶどう、みかん、水稲 http://todakajuen.com/

寄町　梨沙 愛媛県大洲市 たいよう農園 キャベツ、タマネギ http://www.taiyonouen.com/

鈴木　綾子 愛媛県四国中央市 鈴木農園 すーやん 水稲、里芋、やまのいも、じゃがいも、さつまいも、ねぎ、旬野菜

竹中　伸枝 愛媛県松前町 竹中園芸 シクラメン、ラナンキュラス、プリムラ http://takenakaengei.web.fc2.com/

谷岡　真衣 愛媛県内子町 たにおか農園 柿、きゅうり

北岡　ひとみ 愛媛県内子町 きたおかのうえん ピーマン、原木椎茸、その他（ナス、シシトウ、カボチャほか）

土居　裕子 愛媛県伊方町 株式会社ニュウズ 温州みかん、甘平、せとか、不知火、清見タンゴール http://www.news-mikan.com

野村　由希子 高知県高知市 野村農園 メロン、ハウス生姜、露地生姜

吉村 奈々 高知県高知市 よしむら農園 エディブルフラワー、ゆず、水稲、野菜 http://www.yoshimura-nouen.com

柳村　三代子 高知県高知市 柳村農園 メロン、新生姜、水稲

西川　きよ 高知県南国市 南国にしがわ農園 グアバ https://www.nishigawa-nouen.com/

山本　美加 高知県土佐清水市 ファームヤマモト 菜花、ラッキョウ

高橋　望 高知県香南市 高橋農園　山北みかんライフ みかん http://yamakitamikan.com

江渕　結衣 高知県安田町 江渕牧場 生乳

佐藤　晶 高知県本山町 さとうベジファーム しょうが

畑澤　菜穂 高知県大豊町 株式会社はるひ畑 トマト、スナップえんどう、ほうれん草、人参、蕪、スイートコーン http://haruhibatake.jp/

森田　かおり 高知県いの町 森田農園 生姜、さつまいも、じゃがいも、里芋、とうもろこし、柑橘類等

水田　かおり 高知県いの町 高知水田農園 生姜、さつまいも、じゃがいも、里芋、ごぼう、コリンキー http://mizutanouen.cart.fc2.com/

原田　知穂 福岡県福岡市 有限会社　池上ファーム 養豚、飼料米、食用米

吉田　倫子 福岡県福岡市 博多ハニー 日本ミツバチ

伊藤　久美 福岡県福岡市 伊藤農園 筍

小川　舞 福岡県福岡市 能古島おがわ農園 ブルーベリー、柑橘、芽吹きピーナッツ https://nokonoshima.jimdo.com/

石橋　亜紀子 福岡県大牟田市 みかん、米、すもも

安達　彩 福岡県大牟田市 安達農園 いちご

長　真弓 福岡県大牟田市 梨

古賀　百伽 福岡県久留米市 うるう農園 玉ねぎ、ロマネスコ

藤田　美奈子 福岡県直方市 農園　藤田 トマト、オクラ等野菜生産

松尾　瑞紀 福岡県八女市 太郎五郎久家茶園 茶、紅茶

野中　絵里奈 福岡県八女市 みどり園大渕 茶

鶴　一果 福岡県八女市 鶴製茶園 クレインオリーブフィールズ 茶、オリーブ、リーフレタス、米

平　裕子 福岡県八女市 たいら農園 菊芋、筍 https://smi.base.shop/

白木　優 福岡県小郡市 白木のいちご しあわせもん いちご http://www.shiraki-ichigo.com

くわの　由美 福岡県福津市 くわの農園 米、キャベツ、いちご　等 https://www.k-nouen.com/

鬼塚　美佳 福岡県うきは市 有限会社オニヅカバイオシステム 花、野菜苗、エディブルフラワー

松延　佳代 福岡県朝倉市 阿蘇のとまと屋さん トマト、玉ねぎ、野菜全般

星野　純子 福岡県朝倉市 個人農家ほしの キャベツ、ほうれん草、稲、他12種露地野菜 http://noukahoshino.jimdo.com/

和佐野　由樹 福岡県朝倉市 有限会社　白鳥園 胡蝶蘭

徳永　順子 福岡県みやま市 ぶどう

河野　可織 福岡県みやま市 河野農園 セロリ

柚木　マスミ 福岡県糸島市 惣菜畑　がんこ 大根、かぶ、オクラ、かぼちゃ他

沖　恭代 福岡県糸島市 おき農園 野菜（大根など） http://okifarm-itoshima.com/

日高　ゆかり 福岡県鞍手町 株式会社花田農園 水稲、トマト、春菊、ブロッコリー

古賀　美木 福岡県大刀洗町 株式会社こがひら農園 ほうれん草

池上　祥子 福岡県大木町 池上農園 あまおういちご http://ichigoman.ocnk.net

横尾　律子 佐賀県佐賀市 ヨコオファーム 米、麦、大豆、人参、じゃがいも、大根、かぶ

光吉　利絵 佐賀県佐賀市 Mituyoshi Rice Farm 米、麦、大豆

石橋　有美 佐賀県佐賀市 石橋果樹園 みかん、桃

田代　飛香 佐賀県唐津市 吉村農園 カラーピーマン、ハウスみかん

中原　千恵 佐賀県唐津市 Little Farm きゅうり

桜井　華絵 佐賀県鳥栖市 アスパラ

市丸　初美 佐賀県伊万里市 株式会社百姓屋 ブロイラー、花苗（パンジー、ビオラ等のポット苗） http://i-hyakusyouya.jimdo.com/

谷口　未佳 佐賀県伊万里市 株式会社 百姓屋 ブロイラー、花苗 http://i-hyakusyouya.jimdo.com/

平島　佳子 佐賀県伊万里市 平島製茶 お茶、大根

木須　旬子 佐賀県伊万里市 フェルマ木須 稲作 http://fermakisu.com/

山口　彩華 佐賀県武雄市 いとう養鶏場　(有限会社　伊東養鶏場) 鶏卵 http://ito-eggfarm.com/

塚島　信子 佐賀県鹿島市 株式会社塚島ファーム 生乳
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七島　和美 佐賀県小城市 有限会社　七島農産 無農薬米、減農薬米、酒米、麦、大豆 http://www.nanasimanousan.net/

吉田　智美 佐賀県小城市 たんぽぽ工房 米、麦、大豆、玉ねぎ、ブロッコリー等露地野菜

三根　由紀子 佐賀県嬉野市 三根孝一緑茶園 うれしの茶、うれしの紅茶

中島　千明 佐賀県嬉野市 ナカシマファーム 牛乳 http://www.nakashima-farm.com/

奥園　淑子 佐賀県神埼市 よしこちゃんの畑 アスパラガス https://m.facebook.com/yoshikochan.asupara

香月　涼子 佐賀県神埼市 香月ファーム、香月さんちのいちご畑 苺、水稲、麦、大豆

園田　亜貴子 佐賀県みやき町 (株)サガンベジ 葉物、有機野菜、ホウレン草、小松菜、水菜、春菊など http://www.saganvege.com

大富　藍子 佐賀県みやき町 大富牧場 牛乳、牛肉

平川　裕美 佐賀県玄海町 平川農園 いちご

岩下　佐代子 佐賀県有田町 切り花全般

岩渕　かな子 佐賀県大町町 ベジタブルファーム　かな玉 玉ねぎ

黒木　貴子 佐賀県白石町 黒木農園 れんこん、玉ねぎ、さがびより米 http://www.kuroki-nouen.com/

向井　明日香 佐賀県太良町 株式会社　明日香園 オリエンタルユリ、ケイトウ http://www.asukaen.com

澤山　奈津実 佐賀県太良町 果樹園みかんの木 みかん、温州みかん、中晩柑（でこぽん） http://www.mikannoki.com

松本　綾子 長崎県島原市 松本農園 生姜、人参、大根、白菜、ごぼうなど

前山　沙織 長崎県諫早市 米、麦、大豆、カボチャ

下田　留加 長崎県諫早市 下田農園 ブロッコリー、レタス、カリフローレ、ホウレンソウ

松尾　絵里香 長崎県松浦市 松尾農園（Matsuo Nouen + Coffee） ナス、オクラ、海外の珍しい野菜など https://www.matsuonouen.net/

栄木　志穂 長崎県雲仙市 いちご、じゃがいも、メロン、スイカ、米

宮田　佐久美 長崎県雲仙市 ミヤタファーム 馬鈴薯

山口　愛 長崎県長与町 山口柑橘園 柑橘類（温州ミカン、デコポン、ハルカ、甘夏、マーコット等）、水稲、野菜

徳山　渚 熊本県荒尾市 徳山果樹園 梨、米、ナス

永井　香織 熊本県水俣市 Mr.Orange しらぬい、レモン、グレープフルーツ、甘夏、パール柑ほか http://mr-orange.net/

一瀬　きぬ子 熊本県玉名市 イチノセファーム 米、馬鈴薯、玉葱、甘藷、ネギ、ブロッコリー

蘇鉄　薫 熊本県玉名市 (有)蘇鉄園芸 トマト http://www.k-tomato.jp/

林田　裕美 熊本県玉名市 株式会社レッドアップ トマト http://www.redup.jp

倉田　裕美 熊本県玉名市 葉たばこ、米

坂口　真奈美 熊本県上天草市 株式会社　天草よかもん ブロッコリー

井野　千晶 熊本県阿蘇市 NPO法人阿蘇エコファーマーズセンター ミニトマト

佐藤　智香 熊本県阿蘇市 阿蘇さとう農園 阿蘇高菜

後藤　みどり 熊本県合志市 Winne Made Holsteins 生乳

高木　真美 熊本県和水町 (株)高木牧場 牛乳

大津　愛梨 熊本県南阿蘇村 O2Farm 阿蘇特産の赤牛、無農薬米 http://www.o2farm.net/

藤原　美里 熊本県南阿蘇村 藤原農園 アスパラガス

後藤　孝美 熊本県山都町 後藤農園 茶、稲作、和牛繁殖

坂本　素子 熊本県氷川町 案山子 ブロッコリー、キャベツ、白菜、米、麦

永井　正子 大分県大分市 sechirio berry いちご

黒木　緑子 大分県大分市 黒木ファーム ピーマン、ネギ

安部　紗和子 大分県大分市 さわ農園 きゅうり、なす、オクラ等 https://oyasaisawa.thebase.in

梶原　美由紀 大分県中津市 株式会社梶原畜産 豚

大石 弥生 大分県竹田市 トマト

岸本　朋子 大分県竹田市 豊後荻橘屋 トマト

渡邉　かおり 大分県竹田市 カボス

野村　寛子 大分県豊後高田市 野村晴耕園 少量多品目野菜

江藤　幸枝 大分県杵築市 果樹、米

中野　花子 大分県宇佐市 株式会社　安心院オーガニックファーム ベビーリーフ

宮田　紀恵 大分県宇佐市 宮田ファミリーぶどう園（㈱王さまのぶどう） ぶどう http://ww6.tiki.ne.jp/~miyata777/

田端　香寿恵 大分県宇佐市 久保さんちのお米株式会社 水稲 https://kubosantino-okome.com/index.html

和田　梢 大分県豊後大野市 農事組合法人グリーン法人中野 水稲 http://gnakano.com

竹林　千尋 大分県由布市 小松台農園 野菜、ハーブ、藍の葉 https://chikurinbatake.jimdo.com

村田　姿子 大分県由布市 有限会社 由布院散歩道 ポポー、いちじく

村上　明日美 大分県九重町 あすみ農園 露地野菜（黒人参、紅芯大根など機能性野菜等）

児玉　亜沙美 宮崎県宮崎市 児玉農園 マンゴー

田實　美加 宮崎県宮崎市 MKファーム 各種苗

中武　海咲 宮崎県宮崎市 中武農園 里芋、白ネギ、西洋野菜

野崎　真美 宮崎県宮崎市 野崎畜産 牛（繁殖）

八田　京子 宮崎県宮崎市 株式会社オーチャード・イワマン マンゴー https://www.orchardiwaman.com/
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池田　陽子 宮崎県日南市 マンゴー、米

渡邉　茜 宮崎県日南市 くらうんふぁーむ いちご（さがほのか）、キクラゲ(500株) http://clown-farm.com/

小川　紘未 宮崎県小林市 おがわ農園 ミニトマト http://www.miniokfarm.com/

岩田　さつき 宮崎県小林市 岩田農園 かんしょ、里芋、ニンジン、ホウレンソウ、米

中村　有里 宮崎県日向市 アミューズ株式会社 採卵鶏

安藤　一美 宮崎県西都市 マンゴー、胡瓜、種子籾

藤田　梓 宮崎県西都市 ゴーヤ

落合　鮎美 宮崎県国富町 葉タバコ、千切大根、サトイモ、黒大豆

岩下　香織 宮崎県川南町 Iwashita Agri Farm 岩下アグリファーム ミニトマト、ズッキーニ、スイートコーン

増田　睦美 宮崎県川南町 Mutsumi農場 椎葉放牧豚 精肉 https://shiba-houbokuton.shop/

染田　麻弓子 宮崎県門川町 染田園芸 ミニトマト（アイコ）、中玉トマト、スイートピー、スターチス、水稲など

福島　佳子 鹿児島県鹿児島市 薩摩の薫農園 にんにく、ねぎ http://kaorinokuroninniku.jp/

横山　薫 鹿児島県鹿児島市 株式会社横福 にんにく、ねぎ、ラッキョ、玉ねぎ

迫　智子 鹿児島県鹿児島市 マルタカ菜園 パセリ、ラディッシュ、小松菜、ほうれん草 https://marutaka-saien.jp/

鎌田　美香 鹿児島県鹿児島市 鎌田ユリ園 ユリ

押領司　美和子 鹿児島県鹿児島市 春菊

上別府　美由紀 鹿児島県鹿屋市 鹿児島黒牛　美由紀牧場 子牛

白澤　奈津紀 鹿児島県枕崎市 合同会社オープネス オクラ、ブロッコリー https://tsuku2.jp/openness

桑原　こず枝 鹿児島県枕崎市 菊屋 菊

楠　千春 鹿児島県枕崎市 マルヨシ花園 周年菊

深澤　幸子 鹿児島県枕崎市 ふかざわ農園 果樹、野菜

大吉　枝美 鹿児島県指宿市 大吉農園 キャベツ、ケール、枝豆、プチヴェールなど

千田　知子 鹿児島県指宿市 千田植物園 観葉植物

前川　くみ子 鹿児島県指宿市 緑の宝石　前川農園 オクラ・スナップえんどう他 http://www.maekawanouen.com/

大道　裕子 鹿児島県指宿市 オクラ、スナップえんどう、エディブルフラワー

福山　明日香 鹿児島県薩摩川内市 キャベツ、白菜、シュクライ、レタス、キュウリ、オクラ他

鶴田　さゆり 鹿児島県日置市 ままりあ農園 いちご

瀬崎　由美 鹿児島県曽於市 瀬崎農園 サツマイモ、米、水菜、白菜、らっきょ、葉ネギ、根深ネギ、じゃがいもなど

宮迫　智子 鹿児島県曽於市 株式会社宮迫農産 大根、キャベツ、ごぼう

窪田　加奈子 鹿児島県霧島市 （株）窪田畜産 黒毛和牛

高橋　さやか 鹿児島県いちき串木野市 森の蔵農園 みかん ポンカン

西　美香 鹿児島県いちき串木野市 西果樹園 大将季、サワーポメロ、ポンカン

小宮　智子 鹿児島県南さつま市 小宮357ファーム らっきょう、トマト、きゅうり、ピーマン、米 https://sites.google.com/site/komiya357farm

放生會　眞子 鹿児島県志布志市 畑カフェ＋工房 Norari ピーマン、イチゴ、パッションフルーツ

柏　孝代 鹿児島県奄美市 kashiwa farm パッションフルーツ、マンゴー、ミニトマト

若松　由美恵 鹿児島県南九州市 さくら知覧園 茶、唐芋、寒干し大根、人参、大麦若葉 http://cha-daisuki.com

末吉　清子 鹿児島県南九州市 せごどんファーム サツマイモ

瀬川　知香 鹿児島県南九州市 Sweet×Sweet スイートコーン　ヤングコーン　ポップコーン https://eino-ofukuwake.jimdofree.com/

松山　みどり 鹿児島県南九州市 株式会社さくら知覧園 茶

雪丸　あゆみ 鹿児島県南九州市 雪丸製茶 茶

平出水　祥子 鹿児島県伊佐市 ひらいずみ農園 中玉トマト　フルティカ https://www.rakuten.co.jp/hiraizumi-no-en2019/

熊田　明日香 鹿児島県さつま町 熊田製茶 茶

笹原　幸子 鹿児島県錦江町 笹原農園 焼酎加工カンシヨ

牧　由美子 鹿児島県屋久島町 屋久島山福農園
紫ウコン（ガジュツ）、秋ウコン、春ウコン、クスリウコン、パッショ
ンフルーツ

www.yakushimado.com

松本　倫子 鹿児島県徳之島町 松本果樹園 タンカン、パイナップル、アテモヤ、金柑子温州、パパイア http://www2.synapse.ne.jp/kajyuen/

徳田　美香子 鹿児島県徳之島町 豊永農園 タンカン、ドラゴンフルーツ、パパイヤ、ジャガイモ、サトウキビ

大橋　カツミ 鹿児島県徳之島町 ダイキチ食品園芸 島みかん（ヤマ・シークニン） http://www5.synapse.ne.jp/yamasikunin/

寿　いづみ 鹿児島県天城町 パッションファームとくのしま パッションフルーツ、かぼちゃ

中岡　あゆみ 鹿児島県伊仙町 みさき果樹園 マンゴー、バレイショ

眞榮城　美保子 沖縄県石垣市 眞榮城牧場 肉用牛

小山内　まさよ 沖縄県石垣市 石垣島ミルククラウン 牛乳

比嘉　ともえ 沖縄県豊見城市 Cuculu Garden ハーブ（主にバジル、タイム、ローズマリー）

玉城　睦子 沖縄県豊見城市 ＭＭファーム トマト

上里　さゆり 沖縄県豊見城市 Herb&Spice Garden ハーブ

喜納　玲 沖縄県南城市 クリアファーム スティックブロッコリー、ジャンボニンニク

野口　樹里 沖縄県南城市 株式会社mama 米、野菜41種類、ハーブ16種類 http://shizenyasai.jp

照屋　和江 沖縄県恩納村 小さな果樹園Calm パッションフルーツ、アテモヤ
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島袋　真奈美 沖縄県伊江村 農業生産法人(有)しましまふぁーむ 生乳 https://www.dairy.co.jp/edf/list/kyusyu/shimashima.html

新垣　良恵 沖縄県八重瀬町 sun sun vegetable イタリアンパセリ

吉田　尚実 沖縄県八重瀬町 吉田農園 レタス、ショウガ、オクラ
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