平成30年3月30日現在

「安心！広島ブランド」特別栽培農産物

生産者別販売店一覧

（ホームページ公表を希望する生産者のみ掲載しています）

野菜・果実・その他
生産者(連絡先)
飯田 和浩

品

目

編

販売店・出荷先（連絡先）

販売（予定）時期

トマト，きゅうり

①フォレオ広島東店
広島市東区温品１丁目
②広島市東区民文化センター
広島市東区東蟹屋町10-31
（毎週木曜11時40分～13時中庭にて直売）
③直売所 飯田農園
広島市東区矢賀3-13-15

（トマト，きゅうり）
平成29年5月中旬～7月下旬

ミニトマト，きゅうり

①ゆめマートはなわ三次東店
三次市三次町129-1
②ゆめマート 三次市十日市4-1-30
③（株）丸珠物産（CCPLAZA）
三次市十日市1-1-10
④JAきんさい館，インショップ
三次市廻神町3370（JA三次販売課）
⑤トレッタみよし 三次市東酒屋町438
⑥フードオアシスみよし
三次市江田川之内町503-2
⑦フレスタ三次店 三次市南畠敷町228-1

（ミニトマト）
2017年6月下旬～9月下旬

なす

①アンデルセン本店，②福屋百貨店本店
③そごう百貨店広島店，④三越百貨店広島店
⑤アバンセ全店，⑥ユアーズ
⑦イズミ広島地区，⑧ひろしま夢プラザ
⑨イオンモール広島祇園店，⑩フレスタ
⑪銀座松屋，⑫西武池袋本店
⑬大丸百貨店，⑭ピーコックストア

（なす）
平成29年7月上旬～10月下旬

うめ

①万汐農園
尾道市向島町2387-2
090-1684-0818

（うめ）
平成29年6月～

きゅうり

①ＪＡ広島中央
となりの農家

（きゅうり）
平成29年6月下旬～8月中旬

れんこん

①自宅販売
（れんこん）
三原市大和町大草
平成29年8月中旬～
0847-34-1717
平成30年4月中旬
②産直市 となりの農家
ＪＡ広島中央西条支店
東広島市西条中央5丁目
082-431-0051
ＪＡ広島中央高屋店 東広島市高屋町杵原
082-439-1147
ＪＡ広島中央黒瀬店 東広島市黒瀬町
082-383-2700
③道の駅 「よがんす白竜」 三原市大和町和
木 0847-35-3022

れんこん

①ＪＡ広島中央
②エブリイ
③道の駅 「湖畔の里

広島市東区矢賀
082-281-5495

福永 丈也
三次市畠敷町

（きゅうり）
2017年5月下旬～8月下旬

ＮＰＯ狩留家
広島市安佐北区狩留家町
082-844-0826

濱浦 志保香
尾道市向島町
090-1684-0818
インスマート株式会社
広島市西区商工センター
082-501-5555
貞守 詔視
三原市大和町
0847-34-1717

東 浩二
三原市大和町
0847-34-1510

（れんこん）
平成29年9月～
福富」

紺谷 敏明
れんこん

①道の駅「たけはら」
竹原市本町1－1－1
0846-23-5100

（れんこん）
平成29年10月～平成30年3月

れんこん

①ＪＡ産直市やっさ三原店，本郷店
②ニチエー三原店
③道の駅「みはら神明の里」

（れんこん）
平成29年11月～平成30年5月

三原市大和町
0847-34-0567

農事組合法人
アグリンク池迫
三原市久井町
0847-32-6741

生産者(連絡先)
山﨑 浩美

品

目

販売店・出荷先（連絡先）

販売（予定）時期

えだまめ（たんくろう）

①トレッタみよし
三次市東酒屋町438
0824-65-6311
②フレスタ三次店
三次市南畑敷町228-1
0824-64-8200

（えだまめ）
2017年7月下旬～8月下旬

いちじく（蓬莱柿）

①万汐農園
濱浦 志保香
尾道市向島町2387-2
090-1684-0818

（いちじく）
平成29年9月～

生姜（大生姜）

①（株）よつば農産
京都府亀岡市東別院町鎌倉中垣内2-1
0771-27-7500
②（株）名古屋生活クラブ
愛知県名古屋市西区比良2丁目120
052-501-0251
③（株）金芳
東京都中央区築地5-2-1
03-3541-8661
④ピクメディア（株）
東京都港区赤坂7丁目1-16
03-6721-0030

（生姜）
平成29年9月下旬～年内

うんしゅうみかん
中晩かん類（はるみ）
レモン

①とれたて元気市
082-831-1831
②（株）kikitori
03-3783-1315

（うんしゅうみかん）
平成29年11月下旬
～平成30年2月中旬
（中晩かん類（はるみ））
平成29年11月上旬
～平成30年1月中旬
（レモン）
平成29年10月上旬
～平成30年5月中旬

さといも

①エブリイ三原店
三原市城町2-13-48
②エブリイ竹原店
竹原市竹原町48-3
③マックスバリュ本郷店
三原市下北方1-14-1
④道の駅みはら神明の里
三原市糸崎4-21-1
⑤道の駅たけはら
竹原市本町1-1-1
⑥やっさふれあい市場三原店
三原市皆実4-7-28
⑦やっさふれあい市場本郷店
三原市下北方1-1-13

三次市東酒屋町

濱浦 志保香
尾道市向島町
090-1684-0818

神石高原町生姜生産者協議会
神石郡神石高原町
090-2804-6299

中本 彰弘
呉市豊浜町
090-1013-1984

新宅 充典
三原市小泉町
0848-66-3388

0848-61-4080

（さといも）
平成29年10月末～

0846-24-6400
0848-85-0565
0848-63-8585
0846-23-5100
0848-63-3446
0848-85-0485

大上 隆己
レモン

①（株）信濃屋食品
03-3412-2448
②養畑商店桃山台店
078-752-1125
③チャウス
0287-74-5156
④産直野菜ぷちトマト
072-750-0831
⑤（株）今田商店
03-3551-5885

（レモン）
平成29年10月上旬
～平成30年6月下旬

みずな，こまつな
ほうれんそう，チンゲンサイ
非結球レタス，かぶ

①フォレオ広島東店
広島市東区温品1丁目
②広島市東区民文化センター
広島市東区東蟹屋町10-31
（毎週木曜11時40分～13時中庭にて直売）
③直売所
広島市東区矢賀3丁目13-15

（みずな，こまつな
ほうれんそう，チンゲンサイ
非結球レタス，かぶ）
平成29年10月上旬～7月下旬

れんこん

①とれたて元気市
広島市安佐南区大町東2丁目14-12
082-831-1831
②よがんす白竜
三原市大和町和木652-3
0847-35-3022

（れんこん）
平成29年10月～

呉市豊浜町
090-8939-5472

飯田 和浩
広島市東区矢賀
082-281-5495

金原 貴生
三原市大和町
090-8657-8504

生産者(連絡先)
山﨑 浩美

三次市東酒屋町
0824-63-6345

品

目

販売店・出荷先（連絡先）

販売（予定）時期

スイートコーン
(ゴールドラッシュ)

①トレッタみよし
三次市東酒屋町438
0824-65-6311
②フレスタ三次店
三次市南畠敷町228-1
0824-64-8200

（スイートコーン）
平成29年11月上旬～11月下旬

かんしょ(安納芋）

①トレッタみよし
三次市東酒屋町438
0824-65-6311

（かんしょ）
2017年10月上旬～

中晩かん類(ブラッドオレンジ)
うんしゅうみかん
レモン

①直接販売
尾道市瀬戸田町中野475-1
0845-27-3681

（中晩かん類）
平成30年2月～
（うんしゅうみかん）
平成29年11月～
（レモン）
平成29年11月～

今田 直樹
三次市高杉町
能勢 賢太郎
尾道市因島洲江町
080-3053-3901

http://remon.or.tv/

実成 憲二
呉市豊浜町
0823-68-3089

中晩かん類(はるみ)
レモン

①とれたて元気市
082-831-1831

中晩かん類(はるみ)
平成29年12月中旬
～平成30年1月下旬
（レモン）
平成29年11月上旬
～平成30年5月下旬

レモン

①楽天市場

（レモン）
平成29年11月上旬
～平成30年7月下旬

竹川 正孝
呉市豊浜町
090-4738-3350

http://rakuten.co.jp/

②楽天クリムゾンハウス
東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

吉本 清隆
①ゆめタウン己斐店

大崎上島町中野
0846-64-3088

レモン
②ゆめタウン庚午店

（青レモン）
平成29年11月～
（黄レモン）
平成30年2月～

木本 韶一
呉市豊町
0823-66-3851

レモン
（宝韶寿）

①アル・ケッチャーノ
0235-78-7230

（レモン）
平成29年12月下旬
～平成30年8月下旬

だいず
（サチユタカ）
（あきまろ）

①直接販売
山県郡北広島町川戸2809-3
0826-72-7855

（だいず）
通年

農事組合法人せんごくの里
山県郡北広島町
0826-72-7855

http://www.sengoku.eek.jp

②道の駅「舞ロードＩＣ千代田」きたひろ市場
山県郡北広島町有田1122
0826-72-0171
③Ａコープちよだ店
山県郡北広島町有田
0826-73-0550
④ＪＡとれたて元気市
広島市安佐南区大町東2丁目14-12
082-831-1831
⑤有限会社さんさん市
山県郡北広島町都志見2609
0826-84-1316
⑥ふれあいたかた産直市
安芸高田市吉田町山手1945-1
0826-43-2166
⑦産直市みずほ企業組合
島根県邑智郡邑南町下田所260-3
0855-83-1217
⑧わさーる産直館
山県郡北広島町大朝2513-1
0826-82-7831
⑨からしろ館
山県郡北広島町宮迫386-12
0826-82-2472
⑩産直市場ICHIKURA八千代店
安芸高田市八千代町佐々井字二郎丸
1405-5

株式会社プロテック
福山市南蔵王町
084-943-6444

いちご
（さがほのか）
（やよいひめ）

①スーパー「エブリイ」駅家店地縁マルシェ
福山市駅家町上山守450-5
084-961-4560
②ＪＡ福山市神辺アグリセンターふれあい市
福山市神辺町川北1071-3
084-962-4733

生産者(連絡先)
猪上 淳

三原市高坂町
080-3095-1613

品

目

販売店・出荷先（連絡先）

販売（予定）時期

にんじん
（向陽）

①道の駅みはら神明の里
三原市糸崎4-21-1
0848-63-8585

（にんじん）
平成30年1月～

茶（やぶきた，こまかげ）

①小倉園（直接販売）
府中市上下町深江504
0847-62-2594
②ひろしま夢ぷらざ
広島市中区本通8-28
082-541-3131
③ＪＡ全農とれたて元気市
広島市安佐南区大町東2-14-12
082-831-1831
④東急ハンズ広島店
広島市中区八丁堀16-10
082-502-4541

（茶）
平成30年4月1日～

秋山 剛
府中市上下町
0847-62-2594

