
市町村 有機農業者・グループ 農産物 認証等 販売方法・販売先 連絡先

奈良市
ＭＯＡ自然農法自然食
山辺研究会  生産事業部

米（コシヒカリ） ＪＡＳ有機
直売
１１月上旬より新米販売
無くなり次第終了

部長　森本 浩匡
電話・FAX 0743-82-0839
Eメール human@kcn.jp
奈良市都祁友田町145番地

タムラファーム出荷組合
田村　耕一

米（コシヒカリ、ヒノヒカ
リ、黒米・モチ）

ＪＡＳ有機 直売(電話受付）

田村耕一
電話 0742-24-2222 FAX 0742-24-2232
Eメール yamato88@m3.kcn.ne.jp
奈良市杉ヶ町86-8

健一自然農園　　伊川　健一 茶
Web、アーバンリサーチＤＯＯＲＳ、ナチュラル
ハーモニー、他

健一自然農園
電話・FAX　0743-56-3313
Eメール　yamato@kencha.jp
http://www.kencha.jp
大和郡山市筒井町696－1

月ヶ瀬健康茶園　　岩田　文明
茶（煎茶、紅茶、ほうじ
茶など）

ＪＡＳ有機
直売
ＨＰに商品案内あり

月ヶ瀬健康茶園
電話 0743-92-0739 FAX 0743-92-0737
Eメール info@tukicha.com
http://www.tukicha.com
奈良市月ヶ瀬尾山1965

タツミ茶園　　代表　巽　直弥 茶

直売、
月ヶ瀬温泉直売所で販売
（奈良市月ヶ瀬尾山2681）
茶のオーナー制度も実施

タツミ茶園
電話・FAX  0743-92-0669
Eメール　fun_ky-junior@docomo.ne.jp
奈良市月ヶ瀬長引297

天然自然農法会　歌姫農園
代表　阿藤　鋭郎

野菜（葉菜類・果菜類・
根菜類）、ハーブ

旬の駅ならやま、ピザリアニューエイジ
新規取引は応相談

代表　阿藤　鋭郎
電話 0742-51-0600 FAX 0742-47-7003
奈良市山陵町2089　アーバンヒル1-105

福光園　福井　周一 米、茶

茶：
ＪＡＳ有機
米：エコ
ファーマー

米：直売
茶：直売、つげの畑高原屋（奈良市針町345 道
の駅 針テラス 内）他で販売

福光園
電話 0743-82-0027 FAX 0743-82-1761
Eメール fukkouen@nara-i.net
奈良市都祁白石町198

田原ナチュラル・ファーム
代表　高島　佐和

茶、野菜（葉菜類・果
菜類・根菜類）

直売(電話受付）
五ふしの草（奈良市芝辻町880、船橋通り商店
街内）、奈良オーガニックマーケット（ＪＲ奈良駅
前、毎月１回）　他で販売

代表　高島　佐和
電話・FAX 0742-36-5385
Eメール sawatea@future.ocn.ne.jp
http://tawarafarm.exblog.jp/　（ブログ）
奈良市三条桧町33-7-C301号

羽間（はま）農園
代表　羽間　一登

米、茶（紅茶・番茶）、
豆類、しいたけ、野菜
（大根・菊芋）

直売、奈良オーガニックマーケット（ＪＲ奈良駅
前、毎月１回）で販売
米・茶 ： くるみの木（奈良市法蓮町567-1）、五
ふしの草（奈良市芝辻町880、船橋通り商店街
内）、睦実（奈良県大和郡山市千日町25-1）

代表　羽間　一登
電話・FAX 0745-82-3381
Eメール　kazuto.0625am1015@docomo.ne.jp
ＨＰ：http://hamanouen.blogspot.com
宇陀市榛原天満台東4丁目5－2
（農園は奈良市都祁南之庄に所在）

葉香製茶 茶 電話・FAX・ハガキ・E-mail

葉香製茶
電話・FAX 0743-92-0916
Eメール  youkocha@kcn.jp
http://web1.kcn.jp/yokocha/

大和
郡山市

ＭＯＡ自然農法大和郡山研究会
代表　米澤　靖子

野菜（葉菜類・果菜類）
ＭＯＡ販売を通じて販売
直売は応相談

代表　米澤　靖子
電話 0743-56-5805
大和郡山市横田町825

天理市 乾　嘉一
米（コシヒカリ）、紫黒米、
野菜(果菜類、根菜類）

米：直売（電話受付）、野菜：Ａコープ櫟本東
店、ダイキ天理店、農民連を通じて各販売店で
販売
新規取引は応相談

乾　嘉一
電話・FAX　0743-69-2148
Eメール　nousento@yahoo.co.jp
天理市上仁興町723

井上　義満 野菜（葉菜類）、芋類
直接連絡
新規取引は応相談（上牧方面のみ対応）

井上　義満
電話　080－5710－7259
橿原市東池尻町155
Eメール　jh3mmm@yahoo.co.jp

杉本　俊造 水稲
新規取引は応相談
本人に連絡

杉本　俊造
電話・FAX　0744-22-5515
橿原市東坊城町771

一般財団法人　慈光会
野菜（葉菜類・果菜類・
根菜類）、果実等

慈光会自然食品販売所で販売
（五條市五條2-311-1）
店舗販売・宅配等

(財)慈光会
電話 0747-23-1238  FAX 0747-25-0994
Eメール　jiko-kai@pluto.plala.or.jp
http://www.jiko-kai.org/shop/
五條市五條2-311-1

(株)パンドラファームグループ
梅、水稲、野菜、赤し
そ

ＪＡＳ有機
通信販売
梅については新規取引応相談

(株)パンドラファームグループ
電話　0747-26-2288　FAX　0747-25-0225
五條市野原中4-5-27

宇陀市 小林　文一 野菜（葉菜類） ＪＡＳ有機
年間契約栽培中心
新規取引は応相談

小林　文一
電話　0745-83-2756　FAX 0745-83-2751
宇陀市大宇陀岩清水1565

田中　伸彦 野菜（葉菜類） ＪＡＳ有機
農民連を通じて各販売店で販売
新規取引は応相談

田中　伸彦
電話・FAX　0745-82-1510
宇陀市榛原下井足1840

中谷　健二 野菜（葉菜類・果菜類） ＪＡＳ有機
大和高原わくわく宇陀いち（宇陀市榛原萩原
1263-6）、めぐみの郷にて販売

中谷　健二
電話  0745-82-1400   FAX 0745-82-1400
宇陀市榛原萩原251

正岡　常雄 野菜（葉菜類・果菜類）
特別栽培
農産物

大阪中央市場・農民連を通じて各販売店で販
売
新規取引は応相談

正岡　常雄
電話・FAX　0745-82-3040
宇陀市榛原自明59

(有)山口農園
野菜（葉菜類）、各種
ハーブ

ＪＡＳ有機
生協、イトーヨーカ堂、イオン等の量販店で販
売
新規取引は応相談

(有)山口農園
電話　0745-82-2589　FAX 0745-82-2669
Eメール　info@yamaguchi-nouen.com
http://www.yamaguchi-nouen.com/
宇陀市榛原大貝332

(株)陽光ファーム２１
野菜（葉菜類、根菜
類）

ＪＡＳ有機
イオン系列量販店、大丸等で販売
個人宅配・ＨＰに商品案内あり

(株)陽光ファーム21
電話　0745-82-2750　FAX 0745-82-2757
Eメール yf21@sol.dti.ne.jp
http://www.yoko-farm21.co.jp
宇陀市榛原栗谷108

ふじみ農園 水稲、茶
茶：エコ

ファーマー

茶：直売所（まほろばキッチン、わくわく宇陀い
ち、こもれび）、インターネット
　　新規取引は応相談

藤井　三司
電話・FAX　0745-92-3767
宇陀市室生下笠間383

ハンサムガーデン株式会社 野菜 要相談

ハンサムガーデン株式会社
電話　06-6232-2012  FAX　050-3737-
4996
Eメール mah.shijp@gmail.com

明日香村谷　由章 野菜（葉菜類） エコファーマー
農民連を通じて各販売店で販売、一部直売所
新規取引は応相談

谷　由章
電話　090-1232-9279
ＦＡＸ　0744-57-9483
Ｅメール　yoshi323@live.jp
明日香村平田255番地（25号）

※この一覧は、有機農業推進法で定義された有機農業によって作られた農産物の情報を、農家からの提供情報に基づいて掲載しています。
　農産物の生産方法の詳細や認証等の状況については、各農業者に確認の上、ご活用下さい。

橿原市

五條市

有機農業で作られた農産物の販売情報
（H27.8月時点）


