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番 号 市町村名 氏 名 品 目
１ 鹿児島市 (有)かごしま有機生産組合 野菜 34 さつま町 かじや農産(株) 水稲・野菜

２ 鹿児島市 (有)ファームランド櫻島 野菜・果樹 35 さつま町 (株)日野洋蘭園 花卉

３ 鹿児島市 川路ぶどう園 果樹 36 長島町 山上農園 果樹

４ 鹿屋市 美由紀牧場 畜産 37 長島町 (有)宮路園芸 花卉

５ 枕崎市 菊屋 花卉 38 湧水町 農事組合法人協働ゆうすい 水稲・野菜

６ 阿久根市 西田果樹園 果樹 39 湧水町 そのやま農園(株)湧水農場 野菜

７ 出水市 (有)コセンファーム 畜産・野菜・水稲 40 大崎町 近松果樹園 果樹

８ 出水市 (有)前田農場 畜産 41 東串良町 重田 嘉嗣 野菜

９ 指宿市 大吉農園 野菜 42 錦江町 (株)上鶴畜産 畜産

10 指宿市 富沢 英継 野菜 43 南大隅町 濵田 祐一朗 果樹

11 指宿市 千田植物園 花卉 44 南大隅町 濵田 龍也 果樹

12 西之表市 (有)西田農産 ・水稲 45 肝付町 大迫 辰巳 果樹

13 西之表市 上妻 英矢 ・畜産 46 中種子町 柳 修 野菜・

14 垂水市 農業法人 八千代伝酒造(株) かんしょ 47 中種子町 (株)中﨑 畜産

15 薩摩川内市 (有)松田農場 果樹 48 南種子町 (有)新栄物産 水稲・畜産

16 日置市 農業法人 (株)春一番 野菜 49 南種子町 (有)小脇牧場 畜産

17 日置市 ジャラン農園 野菜 50 屋久島町 屋久島山福農園 薬用作物

18 曽於市 瀬崎ファーム かんしょ・野菜・水稲 51 屋久島町 (有)屋久島八万寿茶園 茶

19 霧島市 (株)久木田農園 かんしょ・野菜 52 大和村 上村 太一 果樹

20 霧島市 ヘンタ製茶(有) 茶 53 宇検村 大都肉用牛生産組合 畜産

21 いちき串木野市 いちごハウス木場 野菜 54 瀬戸内町 きゃしなふ農園 果樹

22 いちき串木野市 西果樹園 果樹 55 龍郷町 岡山果樹園 果樹

23 いちき串木野市 西中間 雅和 果樹 56 龍郷町 飯田菜園 果樹・野菜

24 南さつま市 (株)南風ベジファーム 野菜 57 喜界町 思畜産 畜産

25 南さつま市 (有)小田畜産 畜産 58 徳之島町 ふとり農園 果樹・野菜

26 志布志市 梅沢 健太 野菜 59 徳之島町 (株)永吉ファーム 畜産

27 志布志市 放生會 眞子 野菜・果樹 60 天城町 ＯＨＡＮＡ農園 果樹・野菜・

28 奄美市 栄 力夫 さとうきび 61 伊仙町 義山 太志 野菜・さとうきび

29 奄美市 まるか農園 果樹 62 和泊町 (株)皆村農園 野菜

30 南九州市 農事組合法人 土里夢たかた 水稲・畜産 63 知名町 (株)川平畜産 畜産

31 南九州市 せごどんファーム かんしょ 64 与論町 叶 森寛 野菜

32 伊佐市 ドリームファーム(株) 野菜 65 与論町 牧 房男 畜産

33 姶良市 市薗 和昭 野菜
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