
かつらぎ農産物販売促進事業にかかる登録情報掲載確認書

登録事業者（登録順）
９月８日現在

氏名 住所 電話番号 取扱品目

特定非営利活動法人かつらぎフルーツ王国振興公社 丁ノ町2160 22-8363 特産品全般
特定非営利活動法人かつらぎフルーツ王国
振興公社 地域観光案内・産品販売所　彩や

佐野702
かつらぎ温泉八風の湯内

26-7770 特産品全般

気まま農園　藍苺 売約済 ブルーベリー
土井農園 笠田中533 080-4566-8876 柿（刀根）、紀ノ川柿、シャインマスカット、トマト
てるちゃん農園 新城632-2 090-4301-0639 ぜいたくトマト、ミニトマト、イエローEX、フルーツガーネット
岸田 典子 丁ノ町65-2 22-2475 旬の果実の手作りジャム
うえすとこーすと 笠田東108-1 22-5984 ロールケーキ、シフォンケーキ、ジャム
まるしげ農園 笠田東817-5 22-1241 あんぽ柿、柿ひとえ、温室新秋柿
戸田農園 新城899-1 080-1508-2049 きゅうり、米、柿
やすい農園 東渋田228 080-5775-9075 桃、柿
田村造酢株式会社 妙寺285 22-0058 柿酢、米酢
アートフルーツ農園 西渋田282-1 090-5053-2223 柿、青梅
坂田農園 東渋田757 22-2129 梅、桃、梨、柿、キウイフルーツ
かつらぎ町商工会　ネット事業部 笠田東1270-22 22-8880 農産品全般、加工品全般
かつらぎ町商工会 アンテナショｯプ 丁ノ町2470-1 26-3091 農産品全般、加工品全般
一般社団法人道の駅紀の川万葉の里 窪487-2 22-0055 農産品全般、加工品全般
関本 貴則 背ノ山85 22-1860 キウイフルーツ、柿（たねなし柿・富有柿）、みかん、柑橘類（レモン、はっさく、ネーブル）
西垣 俊秀 星山99 090-7348-8406 梅、桃、柿、柑橘類、山椒、葡萄
浦畑 好秀 御所106 090-6914-0576 ぶどう、富有柿
御所観光組合 御所63-10 22-7737 ぶどう
井尾 浩二 売約済 ぶどう
小山 惠司 売約済 柿、桃、はるみ
小山 朝子 売約済 柿、桃、はるみ
岸岡 靖文 妙寺1076 22-6530 柿、みかん、八朔
森下 哲士 御所71 22-2975・090-7106-5158 ぶどう、柿、野菜などの農産物等
茶原 義晴 山崎228-5 23-2312 キーウィ、柿、柑橘、野菜類
中立 裕巳 山崎293-2 22-1292・090-9055-4200 南高梅、刀根柿、平種無柿、富有柿
チ フルーツ 山崎326 080-5328-1881 大石もも、柿、竹のこ
水浦農園 御所108 22-1539 ぶどう、柿（富有柿）
向井農園 御所242 22-2973 柿、ぶどう
竹本 佳充 西渋田256 090-9992-1104 桃、ネクタリン、柿
長谷場 敏雄 御所68 22-4052 ぶどう（ピオーネ）
木多浦 均 寺尾333 22-6770 桃、梨、柿
河南地区農産物加工販売組合
果夢果夢バザール

寺尾54-61 22-8993 桃

中野 玲子 兄井255 22-2889 桃、柿、みかん、ぶどう
西澤 宗徳 御所8 22-2119 ぶどう
前田農園 売約済 桃、柿、柑橘
有限会社 新岡農園 窪300 22-5830 キウイフルーツ、柿、ジャバラ果実、あんぽ柿、柿酢　他
窪田農園 東渋田580 22-2498 桃、柿
堀農園 兄井197 22-2886 桃、柿、八朔、野菜
井尾農園 井尾かつ子 御所337 22-1965 ぶどう
小柳 好秀 売約済
佐古 和明 090-4672-0949 ぶどう
池田農園 短野212-1 22-0098 ピオーネ、シャインマスカット、柿、みかん
名山農園 090-4903-2858 桃、梨、柿
関原 康晴 大谷1029 22-2602 みかん、柿
西村 功一 御所104 22-1090 ぶどう、柿



ユウキファーム 教良寺382 22-0194 梅、スモモ、柿、ネーブル
宇野 万由美 兄井244 22-0669 うめ、ぶどう
御所観光組合 なかたに農園 御所398 22-4772 ぶどう、柿
中峯 良行 広口398 090-5244-6583 ピオーネ、藤稔、シャインマスカット、山見坂ネーブル
畠中 和生　 売約済 李、刀根早生柿、富有柿、みかん、八朔、桃、ネーブル
林農園 平沼田86 090-1070-3926 桃、柿
御所観光組合 大家農園 大家光代 御所370 090-1489-5007 ぶどう、柿
林 健一 売約済 梅、桃、柿
ハヤシさんち 売約済 加工品（みかんジュース等）
上垣内 恒夫 御所525 22-2972 ぶどう、りんご、柿
井尾 巖 御所519 22-4053 野菜類、ぶどう、柿、梅等
紀農人株式会社 滝53-1 090-3037-6483　25-0155 農産物
喜多農園 御所379 090-4904-3677 ぶどう、柿
もりもとや 中飯降1067 22-5179 梅、柿、柑橘類、果物、又はその加工品
北山 克美 売約済 桃
若井 實 寺尾288-2 22-5700 桃
倉谷 勲 寺尾3-3 090-3712-4727 桃
森下 記久子 御所23 22-1540 ぶどう、柿類、みかん、りんご
柿の茶屋 中飯降612-1 22-7024 柿、みかん、桃、ぶどう，他フルーツ全般
くさちゃん農園 大谷204 090-5367-1886 桃、柿、みかん、はるみ、せとこ
門 治夫 笠田東1237 22-1788 ぶどう、柿
むらた農園 笠田東251 080-6155-8782 いちご、スモモ、柿
佐藤 務 売約済
辻本農園 短野188 090-8521-0172 柿
合同会社まる富ファーム 寺尾217 22-8333 苺、桃、柿
木村農園 西渋田345-5 080-3106-2573 ぶどう（ピオーネ、シャインマスカット）、柿
（有）池喜商店 東渋田336-1 22-2019 梅、栗、桃、葡萄、柿、みかん、トマト他
Sun Rich 丁ノ町450-1 080-3848-2814 たまねぎ、にんにく
阪中農園 東渋田458-3 080-1428-4146 桃、梨、柿
どんぐりふぁーむ 売約済 柿、キウイフルーツ、栗
頭根 英之 広口686 25-0015 柿、梅、レモン、ポンカン、つるし柿、串柿、津之望、ネーブル、柚子
道の駅かつらぎ西（上り線） 笠田東1271-28 22-7810 農産品、特産品、農産加工品
栗山農園 広口199 090-5979-6813 梅、みかん
サンヤ農場 三谷1438 090-5067-2929 梅、桃、柿、みかん、晩柑類
森田 邦男 三谷1438 080-1422-2474 梅、桃、柿、みかん、晩柑類
ツイてる！農園 御所395-2 090-2102-0200 梅、山椒、ﾋﾟｵｰﾈ、種無し柿、富有柿、みかん
伊藤農園 窪45 090-2280-0819 柿、柑橘類、筍、大豆、山椒、桃
亀田青果（株） 萩原583-1 22-4420 桃、柿
森中農園 御所51 22-4860 すいか、ぶどう
三木農園 売約済 桃
まるひで農園 売約済 柿、柑橘類
松山農園 柏木301-6 090-3036-9040 桃、柿、はるみ、不知火
はせば農園 御所48 22-2145 葡萄、野菜
かきもち藤井商店 広口704-5 25-0018 かきもち
中辻農園 売約済 桃、柿、みかん
井上 洋一 丁ノ町2161-8 20-2404 ぶどう、みかん、柿
為ちゃんファーム 東渋田334 090-3270-1101 桃、梨
若井 文雄 寺尾318-3 22-0965 桃、柿
金田ファーム 22-3809 果樹
はなたに農園 売約済 桃、柿
中谷農園 妙寺1028-4 22-7353 スモモ、桃、柿、キウイ、中晩柑、みかん
みのりハウス 三谷211 22-6774 桃、すもも、ぶどう、梨、刀根、富有、つるし柿、柑橘類
山本農園 上天野446 090-1674-8211 トマト、天野米（コシヒカリ、ヤマヒカリ）
掘農園 大谷226 22-6788 桃、柿
竹中農園 兄井274-2 22-2888 桃



北山 清英 売約済 桃、みかん、野菜
合同会社かつらぎ町あんぽ柿加工組合 大字妙寺1846-4 23-3112　FAX 23-3115 あんぽ柿
窪薮 晴久 売約済 柿
山本 馨三 西渋田50 22-2832 桃、梨、柿
谷口 千明 下天野1072 26-0055 米、野菜
寺田 邦子 蛭子41 090-6983-0993、22-7780 桃、柿、米
長谷場 正記 御所40 22-2344 ぶどう、りんご、柿
妙中農園 妙寺800-2 090-8141-9166 柿、みかん、八朔、夏みかん
森本農園 売約済 桃、柿、みかん
門田農園 山崎637 22-0051 桃、梨、柿、柑橘類
柏木産地直売所 柏木20 22-7890 桃、柿、葡萄、みかん、梅、野菜
堀 浩一 大谷171-2 090-1025-6971 桃、八朔
阪口農園 背ノ山433 22-4944 梅、トマト、桃、みかん、柿
岡野 良彦 売約済 桃
巽農園 御所76-4 売約済 ぶどう、柿
田中 宏子 売約済 柿
田中 良子 売約済 柿、桃、梨、みかん
西浦 正忠 星川401 22-2341 富有柿
森本農園 東谷 売約済 梅、李、野菜、柿、柑橘類
西 正広 志賀348-1 26-0162 野菜、加工品（餅、味噌、こんにゃく等）
松本農園 売約済 桃、柿
重谷農園 御所8 22-2118　090-3270-5262 ブドウ、柿、栗

松山農園 御所380 22-2345 ぶどう、柿（富有柿）

下垣内 泰貴 御所231 090-2106-7513 ぶどう

田林 シズ子 佐野525-1 080-1486-6376 ぶどう、梨

やまもとファーム 短野1192 売約済 柿、みかん
下垣内農園 御所95-1 22-1538 ぶどう、柿
井尾農園 売約済 ぶどう
桜井農園 売約済 柿
櫻井ファーム 妙寺624-2 090-4901-3275 柿
初桜酒造株式会社 中飯降85 22-0005 酒類、副産物


