
【参加予定者（売り手）一覧表（平成30年7月31日現在）

注意：一覧表は7/31時点のもので、今後追加及び削除があり得ます。また、参加者の都合により、商品等が変更される場合がありますのでご了承ください。

企業名 所在地 商品分類 業種 売り込み商品 HP

ファーザーズファーム 亀岡市 青果 農林漁業者 こかぶら、キャベツ、白菜、葉物野菜
http://musehimunouyaku.j
imdo.com

㈱村田農園 久御山町 青果 農林漁業者 野菜（ネギ、トウモロコシ、ナス）

とらこ㈱ 八幡市 青果 農林漁業者 ネギ

㈱あぐり翔之屋 木津川市 青果 農林漁業者 九条ネギ

村岩農園 久御山町 青果 農林漁業者 九条ネギ

㈱京都知七 京都市 青果 農林漁業者
京都府産九条ネギカット、京都府産青ネギカット、京
都府産九条ネギ（原料供給）、京都府産青ネギ（原
料供給）

https://www.kyoto-
tomohichi.jp/

㈱サンファーム
吹田市（木津川
市で生産）

青果 その他 あしたば生葉、あしたば苗
http://www.sunpower.co.j
p

原田　淳史 京都市 青果 農林漁業者 ブロッコリー、白菜、サニーレタス

大村農園 木津川市 青果 農林漁業者 春菊、ほうれん草

㈱華京寿 精華町 青果 農林漁業者 カリーケール、ケール、ケール青汁
http://shop.hanakyojyu.co
m/index.html

藤澤農園 京田辺市 青果 農林漁業者 ナス、里芋、花菜、えんどう豆

水谷虎屋農園 福知山市 青果 農林漁業者 コシヒカリ、丹波栗、南高梅、山椒、ゆず、柿

京都向島農園 京都市 青果 農林漁業者 きゅうり、トマト、サニーレタス、米

谷芳グループ 京丹後市 青果 農林漁業者 ミニトマト

㈱ 農　夢 綾部市 青果 農林漁業者 京みず菜、京壬生菜 http://noumu.jp

㈱新田農園 京丹波町 青果 農林漁業者 堀川牛蒡、黒枝豆

㈲ワタミファーム 京丹後市 青果 農林漁業者 水菜、大根、人参

井本農園 京都市 青果 農林漁業者 上賀茂のとまと

いけ田ファーム 京丹後市 青果 農林漁業者 ニンジン

岡﨑農園 京丹後市 青果 農林漁業者 高山メロン、桃、いちご

杉田農園 京田辺市 青果 農林漁業者 ミニトマト
http://www.sugita-
nouen.com

アビアス京都 南丹市 青果 農林漁業者 生しいたけ https://aviuskyoto.com/

㈱ブレンドファーム 八幡市 青果 その他 いちご、九条ネギ、さつまいも、メロン

京都やましろ農業協同組合 京田辺市 青果 その他 花菜、万願寺とうがらし、九条ネギ、えび芋
http://www.ja-
yamasiro.com

(有）篠ファーム 京丹波町
青果、調味料、菓
子類

その他 京野菜、ハバネロソース、京都産の世界の野菜 http://shinofarm.jp
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企業名 所在地 商品分類 業種 売り込み商品 HP

高橋椎茸園 福知山市 青果 農林漁業者 原木椎茸
https://takahashi-
shiitake.jimdo.com/

京きくらげの悠和 京都市 青果 農林漁業者 生キクラゲ

テアニン㈱ 宇治市 茶
農林水産物等加
工業者

ふるっ茶セット、手摘み抹茶「月」、手摘み抹茶
「花」、貴福茶「藤」

http://www.theanine.co.jp

小山園製茶場 宇治田原町 茶 農林漁業者 宇治抹茶 http://sanou-kizaemon.jp

京都都茶寮／西川茶園 京田辺市 茶 農林漁業者
the'to the'、神秘の雫UJIYASUNORI大、神秘の雫
UJIYASUNORI小

http://www.miyakosaryo.j
p

森田製茶 木津川市 茶 農林漁業者 抹茶、茶農家のてぃ～たいむせっと http://moritaseicha.com

京ほたる会 福知山市 米 農林漁業者 米（京ほたる米）、京都龍の瞳

(有）グリーンファームソーゴ 福知山市 卵 農林漁業者 卵 http://gfsogo.co.jp

㈱岡本ファーム 福知山市 肉類 農林漁業者 京地どり
http://okamoto-
farm.jimdo.com

㈱ヤマモト 亀岡市 肉類、調味料 農林漁業者 地鶏丹波黒どりモモ、鶏すきのたれ、鶏ぽん酢
http://www.yamamoto-
corp.jp

有限責任事業組合　一網打尽 南丹市 肉類 その他 美山のジビエ鹿肉、美山のジビエ猪肉 http://ichimoudajin.com

(有)丸塩鮮魚 綾部市 鮮魚 農林漁業者 鮮魚 http://www.marusio.com/

さかなや　水嶋鮮魚店 舞鶴市 鮮魚 その他 鮮魚

全国農業協同組合連合会京
都府支部

京都市 青果等加工品 その他 冷凍九条ネギ（カット）、全農京都加工品ｷﾞﾌﾄ
http://www.kt.zennoh.or.j
p/kyoto/index.htm

㈱西谷堂 京都市 青果等加工品
農林水産物等加
工業者

京ごのみ　うす甘なっと丹波大納言 http://nishitanido.co.jp

㈱ 飛　燕 福知山市 青果等加工品
農林水産物等加
工業者

レジロンデルカレー
https://www.rakuten.ne.jp
/gold/leshirondelles/

和商店 京丹後市 青果等加工品
農林水産物等加
工業者

手造りこんにゃく、一味、縮糸こんにゃく、４色こん
にゃく

(有）やくの農業振興団 福知山市 青果等加工品 農林漁業者 乾麺 京蕎麦、半なま 京蕎麦他
http://kyoto-
shinkoudan.jp/

宮本ファーム 京都市 青果等加工品 農林漁業者
米粉カレールー、米粉パンケーキミックス、米粉お好
み焼きミックス

㈱小林ふぁ～む 福知山市 青果等加工品 農林漁業者 とまとのじゅ～す
https://www.cobafarm.co
m

(有）山国さきがけセンター 京都市 青果等加工品
農林水産物等加
工業者

納豆餅、あみがさ、まごころみそ、みそカステラ http://sakigake.net

こと京都㈱ 京都市 青果等加工品 農林漁業者
九条ネギ加工品（塩ドレッシング、グリーンカレー、ポ
タージュ）、乾燥九条ネギ

http://kotokyoto.co.jp

梅本　修 京丹後市 青果等加工品 農林漁業者
旬の有機野菜のドレッシング、旬の有機野菜のポ
タージュ、旬の有機野菜のケークサレ

㈱ユーサイド 宇治市 青果等加工品
農林水産物等加
工業者

京野菜ドレッシング九条ネギ、京野菜ドレッシング万
願寺唐辛子、黒酢マヨネーズ

http://u-side.co.jp

リフレかやの里 与謝野町 青果等加工品
農林水産物等加
工業者

CAS冷凍フルーツ桃、CAS冷凍フルーツメロン、CAS
冷凍フルーツぶどう、CAS冷凍フルーツ梨

http://refre.yosanoumi-
fukushikai.or.jp

(有)みずほファーム 京丹波町
青果等加工品、
肉加工品

農林漁業者 酒粕、黒豆味噌、鶏カレー http://mizuhofarm.jp

https://takahashi-shiitake.jimdo.com/
https://takahashi-shiitake.jimdo.com/
http://www.theanine.co.jp/
http://sanou-kizaemon.jp/
http://www.miyakosaryo.jp/
http://www.miyakosaryo.jp/
http://moritaseicha.com/
http://gfsogo.co.jp/
http://okamoto-farm.jimdo.com/
http://okamoto-farm.jimdo.com/
http://www.yamamoto-corp.jp/
http://www.yamamoto-corp.jp/
http://ichimoudajin.com/
http://www.marusio.com/
http://www.kt.zennoh.or.jp/kyoto/index.htm
http://www.kt.zennoh.or.jp/kyoto/index.htm
http://nishitanido.co.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/leshirondelles/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/leshirondelles/
http://kyoto-shinkoudan.jp/
http://kyoto-shinkoudan.jp/
https://www.cobafarm.com/
https://www.cobafarm.com/
http://sakigake.net/
http://kotokyoto.co.jp/
http://u-side.co.jp/
http://mizuhofarm.jp/


企業名 所在地 商品分類 業種 売り込み商品 HP

丹後フーズ㈱ 宮津市 肉加工品
農林水産物等加
工業者

スモーク熟成ハム http://tangofoods.co.jp

(有）農業法人京都特産ぽーく 京都市 肉加工品 農林漁業者 ハム、ウインナー等豚肉加工品
https://www.kyoto-
pork.co.jp/

天の酒喰食房 京丹後市 水産加工品
農林水産物等加
工業者

龍宮の玉手箱、セイコ蟹のテリーヌ、京のわひーじょ
３種、のど黒塩山椒煮アスピック風仕上げ

http://hanasyoubu.jp

かねと食品 舞鶴市 水産加工品
農林水産物等加
工業者

味付なまこ、味付もずく

舞鶴かまぼこ協同組合 舞鶴市 水産加工品 その他 かまぼこ（塗、焼）、平天

茶山sweets Halle(ワークセン
ターHalle!）

京都市 菓子類
農林水産物等加
工業者

バウムクーヘン、マドレーヌ http://shuko-gakuen.jp

㈱ナカリ 八幡市 菓子類
農林水産物等加
工業者

栗甘露煮、梅甘露煮 http://www.nakari.co.jp

福島鰹㈱ 京都市 調味料
農林水産物等加
工業者

京さわらの旨味だし、ふしのだし等
http://www.fukushima-
k.kyoto

京 都 ㈱ 京丹後市 調味料 農林漁業者 ニンニク醤油、焼肉味噌、白だし醤油他

㈱丹後蔵 京丹後市 アルコール類
農林水産物等加
工業者

芋焼酎（いもにゃん、いもたん、いもたんＨＩＫＯ、「京
香」

https://tangokura.com/

㈱丹後王国 京丹後市
アルコール類、肉
加工品

その他 ビール、ソーセージ
http://tango-
kingdom.com

㈱Ｋ・Ｋファーム 京都市 その他 農林漁業者 アロマ製品
http://suginosei.weebly.c
om/
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