
与論島

奄美大島

喜界島

徳之島

沖永良部島

屋久島
種子島

…茶

…野菜

…果樹

…その他

…米

有機農園・茶園・果樹園マップ 鹿児島県版

１．北薩地域
No 氏名または名称 住　　所 品目
40 橋口農園（橋口典明） いちき串木野市 果樹

1031 (株)三味一心堂 いちき串木野市 桑
137 よしや自然農場 いちき串木野市 野菜
76 久保田安秀 伊佐市大口 米
117 工房あけぼの 伊佐市大口 野菜
30 阿久根孝 伊佐市大口 野菜

1024 お茶の西本園 伊佐市大口 緑茶
1045 リーフ工房 伊佐市大口 緑茶
32 竹下由紀子 伊佐市菱刈 野菜
79 上囿美弘 薩摩郡さつま町 野菜
59 轟原セツ子 薩摩郡さつま町 野菜
1071東農園 薩摩郡さつま町 野菜
61 若松洋子 薩摩郡さつま町 野菜
60 徳留とし子 薩摩郡さつま町 野菜
174 (有)山口園製茶 薩摩郡さつま町 緑茶
142 お茶の美香園 薩摩郡さつま町 緑茶
102 熊田孝治 薩摩郡さつま町 緑茶
52 新葉学園 薩摩川内市樋脇町 野菜
3 関通章 出水郡長島町 野菜

1040 小浦文雄 出水郡長島町 野菜
148 田渕ツヨ子 出水郡長島町 野菜
165 澤田農園 出水市下鯖町 米
22 石垣信也 出水市高尾野町 果樹
1061 田中智彰 出水市上大川内 緑茶
1044 鈴木信幸 出水市野田町 緑茶

２．姶良・霧島地域
No 氏名または名称 住　　所 品目
23
118

恒岡満子 姶良郡湧水町 野菜

89
米迫愼二 姶良市下名 野菜

1033
岩下広行 姶良市加治木町 米

67
窪田安廣 姶良市加治木町 野菜

17
鈴木敬之 姶良市加治木町 野菜

5
今村三郎 姶良市蒲生町 野菜

11
植田拓也 姶良市蒲生町 野菜

7
市薗和友 姶良市蒲生町 野菜

10
湯之原一郎 姶良市蒲生町 野菜
大山熱美 姶良市蒲生町 野菜

No 氏名または名称 住　　所 品目
6 小山田一夫 姶良市蒲生町 野菜

65 蔵満久幸 姶良市三拾町 野菜

50 永里真司 姶良市寺師 野菜
15 福留義則 姶良市寺師 野菜
69 仮屋君子 姶良市住吉 野菜
25 享保繁 姶良市深水 野菜
55 宮里 姶良市西餅田 野菜
45 今村君雄 姶良市船津 野菜
1059もりやま農園 姶良市平松 野菜
1053澤田広明 姶良市豊留 野菜
49 中村武男 姶良市北山 野菜
51 木原三郎 姶良市北山 野菜
90 末田サツエ 姶良市北山 野菜
48 田中純忠 姶良市北山 野菜
1049西野勝美 霧島市溝辺町 野菜
139今吉康弘 霧島市溝辺町 野菜
62 きりしま有機 霧島市国分 野菜
42 藤山良徳 霧島市国分 野菜
107上原利幸 霧島市国分 米
39 (株)久木田農園 霧島市福山町 野菜

12 宇都口農園 霧島市牧園町 緑茶
116新緑園製茶 霧島市牧園町 緑茶
170東福健治 霧島市牧園町 緑茶
1042八重山製茶 霧島市牧園町 緑茶
56 市川克久 霧島市霧島 野菜
136吉永製茶吉永毅 霧島市霧島 緑茶
1014(有)霧島製茶 霧島市霧島 緑茶

３．鹿児島・日置地域
No 氏名または名称 住　　所 品目
86 (株)下堂園 鹿児島市卸本町 緑茶
47 園山国光 鹿児島市五ヶ別府町 野菜
1043悠遊農場 鹿児島市五ヶ別府町 野菜
135寺原良弘 鹿児島市桜ヶ丘 野菜
173(有)岡村製茶 鹿児島市春山町 緑茶
57 (株)春日園川路製茶 日置市伊集院町 緑茶

138久木留博美 日置市吹上町 野菜

４．南薩地域
No 氏名または名称 住　　所 品目
95 前園寛 指宿市東方 野菜
77 松山登 南さつま市加世田 緑茶
1027自然農園ながさき 南さつま市笠沙町 果樹
1055金峰金ゴマ　ハラゾノ 南さつま市金峰町 ゴマ
178きまま園（東谷妙子） 南さつま市金峰町 米
168(有)小牧緑峰園 南さつま市金峰町 緑茶

1006山脇義秋 南九州市頴娃町 野菜
66 クリンティかごしま(株) 南九州市頴娃町 緑茶
157大隣弘隆 南九州市知覧町 野菜

71 折田園 南九州市知覧町 緑茶
115(有)塗木製茶工場 南九州市知覧町 緑茶
53 瀬戸茶生産組合 枕崎市瀬戸町 緑茶

５．大隅地域
No 氏名または名称 住　　所 品目
1021米満好則 肝属郡錦江町 野菜
191(有)富士農園 肝属郡東串良町 野菜
189(有)南九州農園 肝属郡東串良町 野菜
82 野方盛夫 肝属郡南大隅町 野菜
91 まこと農園 志布志市志布志町 野菜
1056(株)SOHファーム 志布志市志布志町 野菜
88 (有)鬼塚製茶 志布志市志布志町 緑茶
1003西﨑製茶 志布志市志布志町 緑茶
78 大野原有機農業研究会 志布志市松山町 米

1020安留製茶 志布志市有明町 緑茶
1013鹿屋有機の会 鹿屋市下堀町 野菜
1060前田高志 鹿屋市笠之原町 野菜
1025鶴田製茶 鹿屋市輝北町 緑茶

207 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 鹿屋市寿 米

13 浅井悦子 鹿屋市寿 野菜
64 上大薗佐知子 鹿屋市田崎町 野菜

1041
(有)タカラバイオ
ファーミングセンター 曽於郡大崎町 明日葉

1011太陽の下手塚菜園 曽於郡大崎町 野菜
1002(株)ななくさ農園 曽於郡大崎町 野菜
1035富岡ファーム 曽於市財部町 緑茶
105 阿多優 曽於市大隅町 野菜
17 伊地知製茶 曽於市大隅町 緑茶

６．西之表・熊毛地域
No 氏名または名称 住　　所 品目
130 田中農園 熊毛郡屋久島町 果樹
149 やくしま農園 熊毛郡屋久島町 果樹
94 山麓園 熊毛郡屋久島町 果樹
210 (株)屋久島白川茶園 熊毛郡屋久島町 緑茶
108 (有)屋久島八万寿茶園 熊毛郡屋久島町 緑茶
70 園田徳二 熊毛郡中種子町 野菜
1057川鍋健太郎 熊毛郡中種子町 野菜
92 浦辺誠 熊毛郡中種子町 野菜
1017戸川蓉子 西之表市国上 野菜
192 竹之内和香 西之表市国上 野菜
1026(有)曽木農産 西之表市西之表 野菜

７．奄美・大島地域
No 氏名または名称 住　　所 品目
172 楠田哲 奄美市笠利町 野菜

209 福留果樹園 大島郡伊仙町 果樹

175 (有)シャロン農園 大島郡与論町 果樹
1051上野和枝 大島郡与論町 野菜
161 池田吉光 大島郡与論町 野菜

160 金井農園 大島郡与論町 野菜
216 ヨロン有機生産組合 大島郡与論町 野菜

※２０１4 年２月１０日現在、鹿児島県有機農業協会が
認定している有機農産物の生産行程管理者のマップです。
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Ｎｏ． 氏名または名称 住所 品目
23 恒岡満子 姶良郡湧水町 野菜
67 鈴木敬之 姶良市加治木町 野菜
87 岩下広行 姶良市加治木町 米
1033 窪田安廣 姶良市加治木町 野菜
1069 (株)わくわく園 姶良市加治木町 桑
1072 永田寛人 姶良市加治木町 野菜
5 植田拓也 姶良市蒲生町 野菜
6 小山田一夫 姶良市蒲生町 野菜
7 湯之原一郎 姶良市蒲生町 野菜
10 大山熱美 姶良市蒲生町 野菜
11 市薗和友 姶良市蒲生町 野菜
17 今村三郎 姶良市蒲生町 野菜
1070 井迫能久 姶良市蒲生町 野菜

15 福留農園 姶良市寺師 野菜
25 享保繁 姶良市深水 野菜
45 今村君雄 姶良市船津 野菜
48 田中純忠 姶良市北山 野菜
49 中村武男 姶良市北山 野菜
50 永里真司 姶良市寺師 野菜
51 木原三郎 姶良市北山 野菜
55 宮里 姶良市西餅田 野菜
65 蔵満久幸 姶良市三拾町 野菜
69 仮屋君子 姶良市住吉 野菜
90 末田サツエ 姶良市北山 野菜
118 米迫愼二 姶良市下名 野菜
1053 澤田広明 姶良市豊留 野菜
1059 もりやま農園 姶良市平松 野菜
139 今吉康弘 霧島市溝辺町 野菜
1049 西野農場 霧島市溝辺町 野菜

42 藤山良徳 霧島市国分 米
62 きりしま有機 霧島市国分 野菜
107 上原利幸 霧島市国分中央 米
1068 岩戸秀樹 霧島市国分 野菜

39 (株)久木田農園 霧島市福山町 野菜
12 宇都口農園

霧島市牧園町 緑茶
116 新緑園製茶

霧島市牧園町 緑茶

170 東福健治
霧島市牧園町 緑茶

1042 八重山製茶 霧島市牧園町 緑茶

56 市川克久 霧島市霧島永水 野菜
136 吉永製茶 霧島市霧島永水 緑茶
1014 (有)霧島製茶 霧島市霧島永水 緑茶

Ｎｏ． 氏名または名称 住所 品目
40 橋口農園（橋口典明） いちき串木野市 果樹
1031 (株)三味一心堂 いちき串木野市 桑
137 よしや自然農場 いちき串木野市 野菜

30 阿久根孝 伊佐市大口 野菜
32 竹下由紀子 伊佐市菱刈 野菜
76 久保田安秀 伊佐市大口 米
117 工房あけぼの 伊佐市大口 野菜
1024 お茶の西本園 伊佐市大口 緑茶
1045 リーフ工房 伊佐市大口 緑茶
59 轟原農園 薩摩郡さつま町 野菜
61 若松洋子 薩摩郡さつま町 野菜
79 上囿美弘 薩摩郡さつま町 野菜
102 熊田孝治 薩摩郡さつま町 緑茶
142 お茶の美香園 薩摩郡さつま町 緑茶
174 (有)山口園製茶 薩摩郡さつま町 緑茶
1071 東農園 野菜
52 新葉学園 薩摩川内市樋脇町 野菜
1040 小浦文雄 出水郡長島町 野菜
3 関通章 出水郡長島町 野菜
165 澤田農園 出水市下鯖町 米
1044 鈴木信幸 出水市野田町 緑茶
1061 田中園 出水市上大川内 緑茶

Ｎｏ． 氏名または名称 住所 品目
47 園山国光 鹿児島市五ヶ別府町 野菜
86 (株)下堂園 鹿児島市卸本町 緑茶
135 寺原良弘 鹿児島市桜ヶ丘 野菜
173 (株)岡村製茶 鹿児島市南栄町 緑茶
1043 悠遊農場 鹿児島市五ヶ別府町 野菜
1073 喜入あさやけ農場 鹿児島市五ヶ別府町 野菜

57
桑風園 鹿児島市喜入町 桑

138

野菜

1065

1074 桑

Ｎｏ． 氏名または名称 住所 品目
95 前園寛 指宿市東方 野菜

77 松山登 南さつま市加世田 緑茶
168 (有)小牧緑峰園 南さつま市金峰町 緑茶
178 きまま園 南さつま市金峰町 米
1027 自然農園ながさき 南さつま市笠沙町 果樹
1055 金峰金ゴマ　ハラゾノ 南さつま市金峰町 ごま
66 クリンティかごしま(株) 南九州市頴娃町 緑茶
71 折田園 南九州市知覧町 緑茶
115 (有)塗木製茶工場 南九州市知覧町 緑茶
157 大隣弘隆 南九州市知覧町 野菜

Ｎｏ． 氏名または名称 住所 品目
82 野方盛夫 肝属郡南大隅町 野菜
189 (有)南九州農園 肝属郡東串良町 野菜
1021 米満好則 肝属郡錦江町 野菜
78 大野原有機農業研究会 志布志市松山町 米
88 (有)鬼塚製茶 志布志市志布志町 緑茶
91 まこと農園 志布志市志布志町 野菜
1003 西﨑製茶 志布志市志布志町 緑茶

1020 安留製茶 志布志市有明町 緑茶
1056 (株)SOHファーム 志布志市志布志町 野菜

13 浅井悦子 鹿屋市寿 野菜
207 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 鹿屋市寿 米
1013 鹿屋有機の会 鹿屋市下堀町 野菜
1025 鶴田製茶 鹿屋市輝北町 緑茶

1060 前田高志 鹿屋市笠之原町 野菜
64 上大薗佐知子 鹿屋市田崎町 野菜

1011 太陽の下手塚菜園 曽於郡大崎町 野菜
1002 (株)ななくさ農園 曽於郡大崎町 野菜

105 阿多優 曽於市大隅町 野菜
176 伊地知製茶 曽於市大隅町 緑茶
1035 富岡ファーム 曽於市財部町 緑茶

Ｎｏ． 氏名または名称 住所 品目
94 山麓園 熊毛郡屋久島町 果樹
108 (有)屋久島八万寿茶園 熊毛郡屋久島町 緑茶
130 田中農園 熊毛郡屋久島町 果樹
149 やくしま農園 熊毛郡屋久島町 野菜
210 (株)屋久島白川茶園 熊毛郡屋久島町 緑茶
1041 (有)タカラバイオファーミングセンター 熊毛郡屋久島町 明日葉

70 園田徳二 熊毛郡中種子町 野菜
92 浦辺誠 熊毛郡中種子町 野菜
1057 川鍋健太郎 熊毛郡中種子町 野菜
192 竹之内和香 西之表市国上 野菜
1017 戸川蓉子 西之表市国上 野菜
1026 種子島酒造(株)農産部 西之表市西之表 野菜

Ｎｏ． 氏名または名称 住所 品目
172 楠田哲 奄美市笠利町 野菜
209 福留果樹園 大島郡伊仙町 果樹
1075 ファームくぼた 大島郡伊仙町 野菜
160 金井農園 大島郡与論町 野菜
161 池田吉光 大島郡与論町 野菜
175 (有)シャロン農園 大島郡与論町 果樹
216 ヨロン有機生産組合 大島郡与論町 野菜
1051 上野和枝 大島郡与論町 野菜

北薩地域 姶良・霧島地域

鹿児島・日置地域

西之表・熊毛地域

奄美・大島地域

南薩地域

大隅地域

有機農園・茶園・果樹園マップ 鹿児島県版

※２０１５年３月２日現在、鹿児島県有機農
　業協会が認定している有機農産物の生産行程
　管理者のマップです。

薩摩郡さつま町

1091 大久保農園 いちき串木野市 果樹

1074
野菜
桑日置市伊集院町ミチ農園

中間広順
日置市吹上町久木留博美

(株)春日園川路製茶 日置市伊集院町
1079

日置市吹上町 野菜

1079

1089 上福元農園 姶良市東餅田 野菜

1093 清水製茶
ヘンタ製茶(有）

霧島市牧園町
霧島市牧園町

緑茶
緑茶171

1082 (有）松山産業 霧島市溝辺町 緑茶

枕崎市白沢東町
枕崎市瀬戸町

野菜
緑茶瀬戸茶生産組合53

上木原農園1084

1006 山脇義秋 南九州市頴娃町 野菜
1083 白川農園 南九州市知覧町 野菜

1078

1090

(有）クレインヒル農場
山下浩福

指宿市池田
指宿市池田

野菜
野菜

1087 牧原忠司 曽於市末吉町 野菜

1085 アネット(有） 鹿屋市東原町 野菜

志布志市有明町 桑1088 中本善尚

1092 肥後和裕 霧島市国分 野菜

1094 榎屋宗護 曽於郡大崎町 桑

1095 （株）有田製茶 鹿屋市輝北町 緑茶


