
令和4年3月3日 現在

生産者(連絡先) 品目・販売時期 主な販売店・出荷先（連絡先） 販売（予定）時期

秋山　剛
　茶 ①小倉園（直接販売） 令和４年４月１日

　府中市上下町 　府中市上下町深江504 　～令和５年３月31日

　0847-62-2594 　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

木本　韶一 　レモン ①ＦＡＭ（エフエイエム） 令和４年２月上旬

　呉市豊町 　090-6928-5611 　～令和４年４月下旬

 　0823-66-3851（ＦＡＸ兼） 　Ｍａｉｌ：　ｉｎｆｏ＠ｆａｍ-ｉｎｃ.ｊｐ

大世渡商会株式会社 　中晩かん類 ①インターネット販売 令和４年1月中旬

　　（八朔，不知火，きよみ，） 　http://www.tabechoku.com/producers/20470 　～令和４年３月下旬

　広島市南区宇品 　　（ポンカン）
 　090-5263-9919 　http://osedoshoukai.thebase.in/

株式会社
セーフティフルーツ 　うんしゅうみかん ①自社販売 （うんしゅうみかん）

　尾道市瀬戸田町 　中晩かん類 　尾道市瀬戸田町中野317 （レモン）

 　080-3053-3901 　　（ブラッドオレンジ） 　0845-27-3681 令和３年12月中旬～

　レモン
②ネット販売 （ブラッドオレンジ）

　http://remon.or.tv/ 令和４年２月下旬～

中台　正
　レモン ①なかだい農園 令和３年12月

　呉市豊町 　　呉市豊町久比1544-1 　～令和４年８月上旬

 　0823-66-2844 　　0823-66-2844 　なくなり次第終了

　　090-3175-9394

②クローバープロジェクト21

　　広島市西区草津港1-8-1

　　広島市中央卸売市場関連棟238番

　　082-276-7500

貝原　弘真
　うんしゅうみかん ①貝原　弘真 令和３年12月～

　尾道市瀬戸田町 　中晩かん類  　080-6330-3567

 　080-6330-3567 　レモン

「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　編



生産者(連絡先) 品目・販売時期 主な販売店・出荷先（連絡先） 販売（予定）時期

西村　達哉
　うんしゅうみかん ①であいの館 （うんしゅうみかん）

　呉市蒲刈町 　中晩かん類 　0823-68-0120 令和３年12月上旬

 　080-2912-7097 　レモン 　～令和４年１月中旬

（中晩かん類）

令和４年1月上旬

　～令和４年４月下旬

（レモン）

令和３年11月下旬

　～令和４年６月下旬

胡子　知生
　レモン ①道の駅八王子滝山 令和３年11月上旬

　呉市蒲刈町大浦 　　東京都八王子市滝山町1-592-2 　～令和４年６月上旬

　0823-66-0507 　　042-696-1205

②道の駅まくらがの里こが

　　茨木県古河市大和田2623

　　0280-23-2661

平川　公司
　さといも ①㈱敷信村農吉 令和３年11月上旬

　庄原市口和町永田 　　庄原市板橋町1358-1 　～令和４年３月上旬

　0824-89-2200 　　0824-72-7634

　　を通して，三越広島店の食品売り場等で販売中

②道の駅たかの

　　庄原市髙野町下門田49

　　0824-86-3131

③モーモー物産館

　　庄原市口和町大月805-2

　　0824-87-2244

（農）せんごくの里
　だいず ①道の駅　舞ロードＩＣ千代田 令和４年１月

　北広島町川戸 　北広島町有田1122 　～令和５年12月

　0826-72-7855 　0826-72-0171

　福岡　夕佳
　うんしゅうみかん ①俊峰園 令和３年11月中旬

　呉市蒲刈町 　中晩かん類 　呉市蒲刈町宮盛578 　～令和４年４月中旬

　090-2000-3219 　レモン 　090-2000-3219
　http://shunpoen.com

高原生姜上下生産者協議会

　しょうが ①道の駅びんご府中 令和３年10月

　府中市上下町 　0847-54-2300 　～令和３年12月

　0847-62-2616



生産者(連絡先) 品目・販売時期 主な販売店・出荷先（連絡先） 販売（予定）時期

飯田　和浩
　みずな ①フォレオ広島東店 （みずな，こまつな）

　広島市東区矢賀 　こまつな 　　広島市東区温品１丁目 （ほうれんそう，チンゲンサイ）

　082-281-5495 　ほうれんそう ②広島市東区民文化センター 令和３年10月上旬

　チンゲンサイ   　広島市東区東蟹屋町10-31 　～令和４年７月下旬

　非結球レタス 　（毎週木曜日11時40分～13時　中庭にて直売）

　かぶ 　（コロナ対策のため令和３年度は休止中） （非結球レタス）

③直売所　飯田農園 令和３年11月上旬

　　広島市東区矢賀３丁目13-15 　～令和４年３月上旬

（かぶ）

令和３年11月上旬

　～令和４年３月下旬

中本　彰弘
　うんしゅうみかん ①とれたて元気市 （うんしゅうみかん）

　呉市豊浜町 　中晩かん類 　082-831-1831 令和３年11月上旬

　090-1013-1984 　レモン ②（株）kikitori 　～令和４年１月上旬

　03-3783-1315

（中晩かん類）

令和４年１月上旬

　～令和４年３月下旬

（レモン）

令和３年10月上旬

　～令和４年５月下旬

大世渡商会（株）
　 　レモン ①インターネット販売 令和３年９月下旬

　広島南区宇品御幸 https://www.tabechoku.com/producers/20470 　～令和４年４月下旬

　090-5263-9919 https://osedoshoukai.thebase.in/

川本　敏春
　レモン ①エブリイ黒瀬店 令和３年９月下旬

　呉市安浦町 　0823-27-3131 　～令和４年７月上旬

　0823-84-0602 ②エブリイ西条御薗宇店

　082-493-5165

③エブリイ西条寺家店

　082-490-5888

④とれたて元気市となりの農家店

　082-437-5831

たではら農園
　レモン ①ベラビスタスパ＆マリーナ尾道 令和３年９月～

　尾道市瀬戸田町福田 　うんしゅうみかん 　尾道市浦崎町大平木1344-2

　0845-27-2395 　084-987-1122

②（株）せとうちクルーズ　guntu事業部

　尾道市浦崎町1349-15

　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

　大阪府大阪市北区梅田3-3-45

　0800-123-4005

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2-9-26

　03-6408-1488

網川　実歳

　ぶどう ①となりの農家黒瀬店 令和３年８月中旬

　東広島市黒瀬町 ②産直市西条店 　　　　～９月下旬

　0823-82-2493



生産者(連絡先) 品目・販売時期 主な販売店・出荷先（連絡先） 販売（予定）時期

万汐農園
　濱浦　志保香 　いちじく 【海辺のいちじく園】 令和３年９月初旬

日本いちじく　もぎ採り体験を実施 　　　　　～10月末

【万汐農園　事務所】 （９月初旬～10月末）

　尾道市向島町2387-2 　尾道市向島町2134-1

　0848-44-1645 　TEL:090-1684-0818

　URL http://www.manchou3.com/

※前日までの要予約。

　結実状況により収量制限等の場合あり。

広島県立庄原実業高等学校

　ぶどう ①農産物直売所「アグリくん」 （ぶどう）

　庄原市西本町 　なし （広島県立庄原実業高等学校） 令和３年７月下旬

　0824-72-2151 　庄原市西本町1-24-34 　　　～10月中旬

　0824-72-2151

（なし）

令和３年８月下旬

　　　～12月上旬

池田　眞冶
（とうもろこし）

　とうもろこし ①道の駅びんご府中 令和３年８月中旬

　府中市上下町小塚 　府中市府川町230-1 　　　　～９月上旬

　090-2008-1465 　0847-54-2300

ＮＰＯ狩留家
　なす ①福屋百貨店本店　②そごう百貨店広島店 令和３年７月上旬

　広島市安佐北区狩留家町 ③三越百貨店広島店　④アバンセ全店 　　　～10月下旬

　082-844-0826 ⑤イズミ広島地区　⑥イオン　⑦マックスバリュー

⑧フレスタ　⑨スパーク　⑩丸久　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

⑭錦水館　⑮みや離宮　⑯フランス屋

⑰グランヴィア広島

安達　大輔
（とうもろこし）

　とうもろこし ①甲山いきいき村 令和３年７月下旬～

　世羅郡世羅町本郷 　ミニトマト 　世羅郡世羅町小世良341-1 （ミニトマト）

　080-5756-7721 　きゅうり 　0847-25-0090 令和３年８月下旬～

　かぼちゃ （きゅうり）

令和３年７月中旬～

（かぼちゃ）

令和３年９月上旬～

　

原田　靜治
　トマト ①広島市中央卸売市場　中央市場 令和３年７月上旬

　廿日市市峰高 　ミニトマト 　082-279-2410 　　　　　～10月末

　0829-38-3420 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

④道の駅　マイロード千代田

　0826-72-0171

⑤廿日の市（廿日市市役所前）

　0829-31-5656



生産者(連絡先) 品目・販売時期 主な販売店・出荷先（連絡先） 販売（予定）時期

万田発酵（株）
とうもろこし ①ＨＡＫＫＯパーク尾道駅前店 令和3年6月18日

　尾道市因島重井町 　 　090-5260-0790 　　　　　　　　～7月7日

　0845-24-3555 ②ＨＡＫＫＯパークたべるとくらす店

　（道の駅世羅　0847-22-4400）

　（道の駅三原　0848-63-8585）

万汐農園
　濱浦　志保香 　うめ ※６月初旬に梅もぎ体験実施 満汐梅林　梅もぎ体験

【満汐梅林】

【万汐農園　事務所】 　三原市深町1816 令和３年６月初旬

　尾道市向島町2387-2 　TEL:090-1684-0818 （実が無くなり次第終了）

　0848-44-1645 　URL http://www.manchou3.com/

※体験優先のため，青果の直売は無し。

安達　大輔 （ブロッコリー）

ブロッコリー ①甲山いきいき村 令和３年６月中旬～

　世羅郡世羅町本郷 ばれいしょ 　世羅郡世羅町小世良341-1 （ばれいしょ）

　080-5756-7721 非結球レタス 　0847-25-0090 令和３年６月下旬～

レタス （非結球レタス）

たまねぎ 令和３月５月下旬～

（レタス）

令和３月５月下旬～

（たまねぎ）

令和３年６月下旬～

飯田　和浩
　トマト ①フォレオ広島東店 令和３年５月中旬

　広島市東区矢賀 　きゅうり 　　広島市東区温品１丁目 　　　　～７月下旬

　082-281-5495 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３丁目13-15

藤沖　学
　にんにく ①ＪＡ全農ひろしまＪＡ交流ひろば　とれたて元気市 令和３年６月下旬

　　広島市安佐南区大町東２丁目14-12 　　～令和４年３月末頃

　呉市郷原町 　　082-831-1831

　090-1680-7251 ②ＪＡ広島中央　となりの農家西条店

③生鮮壱番館エブリイ黒瀬店

  　東広島市黒瀬町菅田387

　　0823-27-3131

　※そのほかエブリイ西条寺家店，西条御薗宇店，

　　宮原店，海田店，楠店，緑井店でも販売

④甲山いきいき村

　　世羅町大字小世羅341-1

　　0847-25-0090

⑤わくわく広場　レクト広島店

　　広島市西区扇２丁目1-45

　　082-208-0335

⑥ユアエルム成田店

⑦Ａコープファーマーズ宮内

⑧ＪＡ呉グリーンセンター

⑨ＪＡ呉ふれあい店

株式会社きよべじ
　きゅうり ①株式会社ピックルスコーポレーション （きゅうり）

　尾道市美ノ郷町 　　埼玉県所沢市くすのき台3-18-3 　令和３年６月～

　0848-48-1108 　　049-258-6554

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
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