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5 山岡 石一 桜井市 こまつな、ほうれんそう、みずな 0744-48-8038

20 乾　文隆 生駒郡斑鳩町 なし、なす
0745-75-2710
090-8128-3338

0745-75-2710

26 栗本 茂充 生駒郡斑鳩町 なし 0745-75-6885 0745-75-6885

27 山崎 祐一郎 生駒郡斑鳩町 なし、なす、ぶどう 0745-75-3630

28 植田 重孝 生駒郡斑鳩町 なし、水稲 0745-74-0117

29 森本 義信 生駒郡斑鳩町 なし、ぶどう 0745-75-3419 0745-75-3419

30 安井　清 生駒郡斑鳩町 なし、かき、ぶどう 0745-75-3071 0745-75-3071

31 辰巳昭清 生駒郡斑鳩町 なし、モモ、ぶどう 0745-74-2689 0745-74-2689

33 辻　正浩 生駒郡斑鳩町 なし、ぶどう 0745-74-0118

34 吉田　豊 生駒郡斑鳩町 なし、ぶどう、水稲 0745-74-1171

36 安村　正昭 生駒郡斑鳩町 なし、ぶどう 0745-74-3603 0745-75-4110

37 森田　和秀 生駒郡斑鳩町 なし、ぶどう 0745-75-3537 0745-75-3537

38 安井　雅義 生駒郡斑鳩町 ぶどう 0745-74-5352

40 安村　晃一 生駒郡斑鳩町 なし、水稲 0745-75-6887

47 森岡　弘憲 宇陀市大宇陀 水稲 0745-83-0662

50 大西 衛 奈良市
ほうれんそう、だいこん、なす（露地）、水稲（山間）、かぼちゃ、はくさ
い、レタス、こまつな、みずな 0742-93-0371

51 前田 伸一 奈良市 トマト

71 前川 佳照 生駒郡斑鳩町 なし 0745-74-0545

79 北浦 寛士 桜井市 ほうれんそう、こまつな、みずな 0744-48-8390

82 今中 常冨 天理市 ほうれんそう、トマト

85 柳川 公成 天理市 ほうれんそう、トマト

87 田中 秀佶 天理市 ほうれんそう、トマト

100 松本 孝志 奈良市 なす 0742-93-0383

101 坊 真一郎 奈良市 なす 0742-93-0298

102 堂前　喜秀 奈良市 なす、水稲、茶、水菜、レタス 0742-93-0299

120 西北　善守 五條市 かき、うめ 07473-2-0165 07473-2-0886 kaki★kaki.yoshino.jp
http://www.kaki.yoshino.
jp

121 久保　滋 山辺郡山添村 茶、ほうれんそう 0743-86-0125 0743-86-0125

128 菊井 新昭 吉野郡下市町 かき、うめ、なし 0747-52-9314 0747-52-9266 kikui★axel.ocn.ne.jp
http://www.syokuran.co
m/

197 吉井　延章 五條市 かき(渋・甘）、うめ 07473-2-0088 07473-2-0088 yoshii★csc.jp

200 石橋　宣美代 五條市 トマト（施設）

201 風谷　耕次 五條市 トマト（施設）

211 稲葉　好勝
生駒市西菜畑
町

ほうれんそう、すいか、みずな、だいこん、ピーマン、こまつな、にんじ
ん、たまねぎ

0743-73-1212
090-8823-7736

0743-73-1212 isi★carro.ocn.ne.jp

228 岡野　元一 宇陀市榛原 水稲（平坦～中間）、だいこん、チンゲンサイ 0745-82-4016

286 中出　雅則 吉野郡大淀町 なし（二十世紀、赤梨） 0747-52-1613 0747-52-4811 info★oishiinashi.com
http://www.oishiinashi.c
om/

288 中井　智成 五條市 かき（渋、甘）、うめ

292 田仲　康剛 吉野郡大淀町 なし（二十世紀、赤梨） 0747-52-4184 0747-52-7736

356 今井 好伸 天理市 トマト(施設）

357 安井 義昌 天理市 トマト(施設）

376 山中　玄之 宇陀郡御杖村 ほうれんそう、こまつな、アスパラガス（施設） 0745-95-2275 0745-95-2275

378 北村　博 山辺郡山添村 水稲、茶、ほうれんそう、にんじん（露地）、なす（露地）、トマト（施設） 0743-85-0259 0743-85-0259 ocha_kita★nifty.com
http://homepage2.nifty.
com/kitamuraen
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379 藤井　三司 宇陀市室生 茶、レタス、はくさい（露地） 0745-92-3767 0745-92-3767

381 奥田　英明 橿原市
ブロッコリー、えだまめ、だいこん、たまねぎ、みずな、きゅうり、ねぎ、
キャベツ、ばれいしょ、水稲、とうがらし類、さやいんげん、はくさい、カリ
フラワー、かぶ、レタス、ほうれんそう

0744-23-1753 0744-23-1753 hideaki okuda★docomo.ne.jp

491 吉本　静功 斑鳩町 なし 0745-75-6081 0745-75-6081 ysmt_kynr571204★yahoo.co.jp

626 岡田　正俊 五條市 かき、うめ 0747－34－0737
0747－34－
0737

natural-okada★kcn.jp

656 寺川　豊 大和郡山市 水稲・みずな・実えんどう 0743-55-7898 qzp13371★nifty.com

696 松井　秀平 広陵町 ほうれんそう、こまつな、みずな 090-9090-2091

831 𠮷田　保治 奈良市 水稲 090-3276-4319

832 秋田　嘉文 奈良市 水稲、茶、レタス、とうがらし類、さやいんげん 0742-93-0125 0742-93-0125

833 奥谷　博一 奈良市 水稲、なす、きゅうり、とうがらし 0742-93-0310 0742-93-0310

892 椿本　雅偉 宇陀市 水稲 090-3279-5984

894 堀本　勉 大和郡山市
なす、オクラ、茎ブロッコリー、みずな、ねぎ、にんにく、なばな、だいこ
ん、にんじん 0743-59-1013

898 松本　聡 奈良市 水稲 090-2068-3488

901 椎野　誠之 天理市

ほうれんそう、チンゲンサイ、かぶ、たまねぎ、レタス、キャベツ、ばれい
しょ、きゅうり、はくさい、にんじん、だいこん、ごぼう、ねぎ、しゅんぎく、さ
といも、なす、さやいんげん、カリフラワー、トマト、かぼちゃ、こまつな、
みずな、ピーマン、オクラ、とうもろこし、茎ブロッコリー、にがうり、かき

0743-62-1338 0743-62-1338

907 中西　謙介 奈良市 水稲、うめ 0743-92-0560 090-4756-3264 baikoan★outlook.jp
http://baikoan.wixsite.c
om/baikoan


