令和2年3月12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)

品

目

編

主な販売店・出荷先（連絡先）

販売（予定）時期

飯田 和浩
広島市東区矢賀
082-281-5495

トマト（桃太郎・T93・アイコ）
きゅうり（耐病四葉）

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
（毎週木曜日11時40分～13時中庭にて直売）

③直売所 飯田農園
広島市東区矢賀三丁目13-15

みずな（京みぞれ）
こまつな（みどり678）

（トマト・きゅうり）
令和元年5月中旬～7月下旬
（みずな・こまつな・ほうれんそ
う・
チンゲンサイ）
令和元年10月上旬～7月下旬
（非結球レタス）
令和元年11月上旬～3月上旬

ほうれんそう（秋の輝・春夏の輝）

チンゲンサイ（シャオパオ）
非結球レタス（矢賀ちしゃ）
かぶ（スワン）

（かぶ）
令和元年11月上旬～3月下旬

濱浦 志保香
うめ

①満汐梅林
三原市深町1816
0848-44-1645

（うめ）
令和元年6月

きゅうり

①株式会社ピックルスコーポレーション
埼玉県所沢市くすのき台3-18-3
049-258-6554

（きゅうり）
令和元年6月～

尾道市向島町
0848-44-1645

株式会社きよべじ
尾道市美ノ郷町
0848-48-1108

②株式会社三和
大阪市東住吉区1-2-68
06-6756-3000
③株式会社ニチエ―
福山市南松永2-19-31
084-934-9090

山田 学
尾道市美ノ郷町
090-1019-0438

きゅうり
（HIトライ・豊美2号・艶香 等）

①ＪＡ尾道市
尾道市新浜1-10-31
0848-20-2811（営農販売課）
②株式会社エブリィ
福山市南蔵王町1-6-11
084-931-4710
③株式会社ニチエ―
福山市南松永2-19-31
084-934-9090

（きゅうり）
令和元年6月～

トマト（パルト）

①広島市中央卸売市場 中央市場
082-279-2410
②ＪＡ佐伯中央 産直市
0829-36-2831
③ひろしまみなとマルシェ
082-258-3353

（トマト）
令和元年6月下旬～10月末

なす（狩留家なす）

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イズミ広島地区
⑦イオンモール広島祇園店 ⑧フレスタ
⑨スパーク全店 ⑩丸久全店 ⑪オイシックス
⑫ANAクラウンプラザホテル
⑬広島三井ガーデンホテル

（なす）
令和元年7月上旬～10月下旬

なす（下志和地青ナス）

①ＪＡ広島中央

（なす）
令和元年7月～10月

原田 靜治
広島県廿日市市
0829-28-3420

ＮＰＯ狩留家
広島市安佐北区狩留家町
082-844-0826

インスマート株式会社
広島市西区商工センター
082-501-5555

となりの農家西条店

②ＪＡ交流ひろば

とれたて元気市

濱浦 志保香
いちじく
尾道市向島町
090-1684-0818

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）
令和元年年9月～

生産者(連絡先)

品

目

主な販売店・出荷先（連絡先）

販売（予定）時期

貞守 詔視
れんこん

①自宅販売
三原市大和町大草
0847-34-1717
②産直市 となりの農家
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
0823-83-2700
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）
令和元年8月中旬～
令和2年3月中旬

ぶどう
（藤稔・紅伊豆・ピオーネ・
クイーンニーナ 等）

①とれたて元気市となりの農家店
東広島市西条町寺家7957-1
082-437-5831
②産直市黒瀬店
東広島市黒瀬町南方829-1
0823-83-2700

（ぶどう）
令和元年8月中旬～10月中旬

レモン

①エブリィ黒瀬店
0823-27-3131
②エブリィ西条御薗宇店
082-493-5165
③エブリィ西条寺家店
082-490-5888

（レモン）
令和元年9月中旬～
令和2年7月上旬

レモン
うんしゅうみかん
（早生・極早生）

①ベラビスタスパ＆マリーナ尾道
尾道市浦崎町太平木1344-2
084-987-1122
②ツネイシＬＲ株式会社
084-987-3280
③トレッタみよし
三次市東酒屋町438
0824-65-6311
④(有)サンヨー自然食品センター
福山市東桜町10-1
084-923-9781
⑤ベネちゃんSHOP
大阪市北区梅田3丁目3-45
0800-1234-005
⑥トラットリア・デッラ・ランテルナ・マジカ
東京都品川区上大崎2丁目9-26
03-6408-1488

（レモン・うんしゅうみかん）

生姜（大生姜）

①(有)さんわ182ステーション
神石郡神石高原町坂瀬川5146-2
0847-85-2550
②(有)さんわ182ステーション神石高原百彩館
神石郡神石高原町油木乙1983-2
0847-82-2468

（生姜）
令和元年9月初旬頃～
令和2年5月頃

ミニトマト

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とれたて元気市となりの農家店
広島県東広島市西条町寺家7957番1
082-437-5831
③ＪＡ芸南農産物直売所『ふれあい市』
東広島市安芸津町風早647番地
0846-46-1166

（ミニトマト）
令和元年9月下旬～
令和2年4月下旬

うんしゅうみかん

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（株）kikitori
03-3783-1315

（うんしゅうみかん）
令和元年11月上旬～

三原市大和町
0847-34-1717

網川実歳
東広島市黒瀬町
0823-82-2493
090-8716-3650

川本敏春
呉市安浦町
0823-84-0602

蓼原由美子（たではら農園）
尾道市瀬戸田町
0845-27-2395

令和元年8月～

備後地区生姜生産者連絡会
神石郡神石高原町
㈱神石高原内
0847-89-5005

中谷 道宣
呉市安浦町
090-3172-7863

中本 彰弘
呉市豊浜町
090-1013-1984

中晩かん類
（はるみ・しらぬい・はれひめ）
レモン

（中晩かん類）
令和元年11月上旬～
（レモン）
令和元年11月上旬～

生産者(連絡先)

品

目

主な販売店・出荷先（連絡先）

販売（予定）時期

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）
令和元年10月
～令和2年3月末

さといも

①道の駅みはら神明の里

（さといも）
令和元年11月～

三原市大和町
0847-34-0567

新宅 充典
三原市小泉町
0848-66-3388

三原市糸崎4-21-1

0848-63-8585
②道の駅たけはら
竹原市本町1-1-1

0846-23-5100
③エブリィ三原店
三原市城町2-13-48
0848-61-4080
④エブリィ竹原店
竹原市竹原町48-3
0846-24-6400

中台 正
レモン
呉市豊町
0823-66-2844

①なかだい農園

呉市豊町久比1544-1
0823-66-2844
090-3175-9394
②クローバープロジェクト21
広島県広島市西区草津港1丁目8−1
広島市中央卸売市場関連棟238番
082-276-7500

（レモン）
令和元年10月中旬
～令和2年年9月上旬

農事組合法人せんごくの里
山県郡北広島町
0826-72-7855

だいず
（あきまろ）

①道の駅 舞ロードＩＣ千代田
山県郡北広島町有田1122
0826-72-0171

（だいず）
令和2年1月～令和2年12月

うんしゅうみかん
レモン
中晩かん類

①直接販売

（レモン）
令和元年11月～

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

貝原 弘真
尾道市瀬戸田
080-6330-3567

尾道市瀬戸田
080-6330-3567

株式会社セーフティフルーツ
尾道市瀬戸田町
080-3053-3901

http://remon.or.tv/

（ネット販売）

（中晩かん類）
令和2年2月下旬～
（うんしゅうみかん）
令和元年11月下旬～
令和元年12月下旬
（レモン）
令和元年11月下旬～
令和2年5月

秋山 剛
茶（やぶきた・こまかげ）
府中市上下町
0847-62-2594

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）
令和2年4月1日
～令和3年3月31日

