はじめに
京都の農業法人は、地域特産物のブランド力に磨きをかける商
品づくりや、農業の６次産業化や農商工連携にチャレンジするこ
とにより、「京都の強みをいかした農業経営」を多彩に展開してい
ます。
そうした取り組みを通じて、「京都ならではの付加価値の高い商
品」を次々に生み出し、京都府の農業ビジネスの先頭に立って活
躍しています。
本誌は、府内の農業法人による「商品・サービスの提案事例」
を紹介することにより、今後の担い手対策や法人化推進対策、地
域農業振興対策（京力農場づくり）の検討材料としていただくた
めに発行しました。
なお、ここに紹介する農業法人は、いずれも「京都府農業法人
経営者会議（岩見悦明会長）」に加入する35法人です。

平成24年４月
京都府農業会議／京都府農業法人経営者会議
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「京都の農業法人」
（会社・商品紹介）の見方
COLOR

カラー帯

緑、赤、青の３色で、主な経営部門（耕種、畜産、その他）を表現しています。
■緑＝耕種部門（農作物の生産・販売）が主体の経営
■青＝直売所、加工、レストラン、観光農業が主体の経営
■赤＝畜産が主体の経営

ICON

イラストアイコン

主な生産物をイラストで表現しています
（家）農産物直売所、工房・レストラン、観光農園など

（双葉）農作物の生産・加工・販売

（葡萄、林檎）果樹の生産・加工・販売

（草）牧草の生産・販売

（牛）牛乳・肉牛の生産・販売

（鶏）養鶏

（豚）養豚

DATA

データ

法人の住所、電話番号、代表者、経営内容、主な商品をまとめています。

INTRODUCTION

紹介

●会社紹介
各社の経営理念や特徴を自己紹介しています。
●商品紹介
各社が提案する「京都の強みをいかした商品・サービス」を紹介しています。

有限会社
DATA

丹後ジャージー牧場

Explanation

住
所▶〒629-3441 京都府京丹後市久美浜町神崎411
電
話▶0772-83-1617
ＦＡＸ▶0772-83-1677
E - m a i l▶info@tango-jersey.co.jp
ＵＲＬ▶http://www.tango-jersey.co.jp
代表者名▶代表取締役 平林 衛
法人設立▶平成12年8月
資 本 金▶350万円
経営内容▶酪農業、乳製品製造、販売業
主な商品▶ジャージープリン、ジャージーチーズ、ジャージーアイスクリーム、
ジャージーソフトクリーム、チーズケーキなど
平林

会社
紹介

衛

社長

牛乳のおいしさをあなたに伝えたい…
丹後ジャージー牧場は、久美浜のか
ぶと山の裾野にあるジャージー牛の小
さな牧場です。牧場では、生まれたば
かりの子牛や大きなおっぱいをした母
牛を間近で見たり触ったり出来ます。
また、牛舎の横にある工房では、搾り
たての牛乳を使ってソフトクリーム、
ジェラート、チーズ、プリンなどを手
作りしています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

搾りたてのジャージー牛乳で作る手づくり乳製品を製造・販売
ミルク工房そらでは、牧場で搾り
たての新鮮なジャージー牛乳を使っ
て、すべて手作りしております。
一度にたくさん製造はできませんが、
一つ一つを大切に、心をこめて、作っ
ています。
愛情込めて育てたジャージー牛の
一頭一頭が出すミルクを、無駄にし
ないように、牛乳ってこんなにおい
しいんだと知ってほしくて…
牛乳のおいしさを伝えたい…そん
な思いでお届けします。
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有限会社
DATA
Explanation

会社
紹介

フルーツ王国やさか

住
所▶〒627-0132 京都府京丹後市弥栄町木橋2194
電
話▶0772-65-4192
ＦＡＸ▶0772-65-4608
E - m a i l▶fruits-oukoku@forest.ocn.ne.jp
ＵＲＬ▶http://www.fruits-oukoku.jp/
代表者名▶吉岡 正美
法人設立▶平成６年１月
資 本 金▶300万円
経営内容▶観光果樹園、農作物の加工、販売、カフェ併設
主な商品▶桃・ぶどう・梨、それらを加工したジャム・ジェラート他

丹後の果樹園へいらっしゃい！

吉岡正美

社長

京丹後市にある観光果樹園「フルーツ王国やさか」は、
６ヘクタールの広大な敷地に2,000本の木々が栽培され、
広い敷地で素晴らしい景色の中、くだもの狩りを楽しむ
事ができます。
また、販売所ではカフェも併設しており、自然を眺め
ながらくつろいで頂けます。
皆様のご来園をお待ちしております。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

完熟果物を使った無添加のこだわり商品をどうぞ！
くだもの狩り、販売
桃狩りは７月下旬～８月中旬、ぶどう狩りは８月下旬〜10月下
旬、梨狩りは９月下旬～11月下旬に楽しんで頂けます。
 園内食べ放題・時間無制限なので、時間を気にせず、お腹いっ
ぱい食べて下さい。
期間中は混み合う場合がありますので、お電話かメールにてご
予約をお願いします。
無添加ジャムとジェラートの販売
 ジャムは着色料、保存料等の添加物は一切使用せず、当果樹園
の完熟果実をサトウキビ由来の洗双糖と煮込んで一つ一つ丁寧に
手作りしています。（ハチミツを使ったジャムもあります）
ジェラートは、低カロリー・低脂肪に加え、くだもの本来の味
が口いっぱいに広がると、とても人気の商品です。
桃・ぶどう・梨・いちご他の味があります。
カップ入りもご用意しております。保冷袋にお入れしますので、
お土産にもご利用頂けます。
また、当果樹園の産物としてドライフルーツが加わりました。
濃縮された梨本来の甘みと、しっとりした歯応えは新食感と評
価して頂いています。
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株式会社
DATA
Explanation

会社
紹介

かね正アグリシステム

住
所▶〒627-0111 京都府京丹後市弥栄町溝谷4749
電
話▶0772-65-0077
ＦＡＸ▶0772-65-0078
E - m a i l▶info@kanesho-agri.co.jp
ＵＲＬ▶http://www.kanesho-agri.co.jp
代表者名▶代表取締役 土明 周史
法人設立▶2006年2月
資 本 金▶1,000万円
経営内容▶農産物の生産・加工・販売
主な商品▶玉ねぎ、剥き玉ねぎ、洋人参、金時人参、九条ねぎなど京野菜

すべては農業振興のために

事業責任者

辻野智樹

私たちが目指すもの
・消費者へ安全、安心な農産物を届ける
・美味しい農産物を追求する
・地域の活性化とブランド作り
・生産者が安定した経営ができる体制づくり
・農業経営者の発掘と質の高い生産者の育成

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

大切な人のおいしい笑顔のために
「畑とビニールハウスと土作り」
私たちと契約農家は、畑に玉ねぎ・人参・京人参等
を数100トン、ビニールハウスに、九条ねぎ・水菜・
万願寺とうがらし・こかぶなど京野菜を中心に約40ト
ン育てています。
地元の牛ふんたい肥・油粕などを使い、土作りを行っ
ています。
「私たちがこんな風に育てました」
みなさまのおいしい笑顔を想い、正直に丹精込めて
野菜達を育てています。私たちはサイトを通じて、こ
の野菜は、だれが・いつ・どこで・どのように育てた
のかをご覧いただけるようにしています。
細かく１圃場、１ハウス毎に栽培履歴をデータ化し、
販売している野菜とリンクさせています。
「農家様・法人様 お問い合わせをお待ちしております」
野菜の契約栽培を考えてみませんか？
・出荷作業の軽減、土付野菜のまま出荷が可能です。
・一括出荷で栽培の回転数もあげられます。
玉ねぎ、人参、京野菜を産地直送でいかがですか？
・生産・流通・販売まで一貫して行います。

3

有限会社
DATA
Explanation

会社
紹介

アグリランドさんとよ

住
所▶〒627-0011 京都府京丹後市峰山町丹波920番地の２
電
話▶0772-62-0137
ＦＡＸ▶0772-62-6919
E - m a i l▶info@santoyo.jp
ＵＲＬ▶http://www.santoyo.jp/
代表者名▶三浦 剛
法人設立▶平成13年9月20日
資 本 金▶800万円
経営内容▶水稲・野菜・苗・花卉園芸の栽培、販売
主な商品▶米／（コシヒカリ・ミルキークイーン）の特栽米
ハウス／イチゴの高設栽培・トマト・かおり胡瓜
露地／青ネギ・白ネギ
苗／野菜苗・水稲苗・花壇苗
黄金千貫芋の焼酎OEM製造

三浦

剛

社長

丹後の美味しいお米・新鮮野菜を食卓へ
二番ではダメ！ 一番しか目指しません。
アグリランドさんとよは、自然豊かな丹後の地で育てた「美
味しい」と言っていただけるお米や野菜を、お届けできるよ
う心掛けています。
長年丹後の地で肥料販売を行ってきた、親会社である㈱三
豊の実績有る肥料を使用して育てています。
新しい作物にも積極的に取り組み、皆さんの食卓へお届け
出来るように頑張っています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

平成23年度、特Ａの認定を受けた「丹後産コシヒカリ」
丹後の豊かな自然の中、実績のある肥料設計の基、丹精込
めて育てたお米です。
親会社㈱三豊を通じ全国にお届けしています。
収穫は苗で決まる
農家の方も家庭菜園の方も、苗はお任せ下さい。
長年の実績と信頼で豊作の笑顔をお届けします。
新商品の紹介
平成23年より白ネギ（ホワイトスター）の生産を始めまし
た。
やわらかくて甘～い白ネギを丹後の地から全国へ。

白ネギ・イチゴ・かおりキュウリなども
栽培しています。
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農事組合法人
DATA

日本海牧場

Explanation

住
所▶〒629-3134 京都府京丹後市網野町生野内780
電
話▶0772-72-3530
ＦＡ Ｘ▶0772-72-3622
E - m a i l▶takao@yamazaki-inc.com
代表者名▶代表理事 山﨑 高雄
法人設立▶昭和55年10月
資 本 金▶100万円
経営内容▶繁殖肥育一貫経営 繁殖牛90頭・肥育牛110頭
米1.5ha ・にんにく1ha・玉ねぎ・サツマイモなどの生産
主な商品▶牛肉
山﨑高雄

会社
紹介

代表

山地放牧を活用した繁殖肥育一貫の牧場です
（農）日本海牧場は京都府内第１号の生産情
報公表ＪＡＳ規格認定の牧場です。生産情報を
公表し、肉になるまでの全てのラインを管理す
ることで、消費者の「食」に対する安全・安心
のニーズに応えていきたいと考えています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

京の丹後で ＂農舞台＂を！
里山や耕作放棄地を利用して放牧を行い健康な母牛を育てます。牛糞は良質な堆肥となり米や野菜
などが生産できます。自然の中で循環した安全で安心できる「食」を届けます。
日本短角種を母に黒毛和種を父に持つ「京たんくろ和牛」を生産し、京都きたやま南山様と農商工
連携事業に取り組んでいます。
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有限会社
DATA

たんごワイナリー

Explanation

住
所▶〒629-2234 京都府宮津市国分123番地
電
話▶0772-27-2222
ＦＡＸ▶0772-27-2223
E - m a i l▶aw@amanohashidate.org
ＵＲＬ▶http://www.amanohashidate.org/wein
代表者名▶山﨑 浩孝
法人設立▶平成3年2月8日
資 本 金▶675万円
経営内容▶醸造用ぶどうの栽培。農産物直売所の運営。農家レストラン運営
主な商品▶醸造用ぶどう、地元の食材を活かした料理の提供等

山﨑浩孝

会社
紹介

『ワインづくりは農業なり』
関連会社「天橋立ワイン」と共に京都ブランドのワ
インづくりを行っています。当社はその根幹ともいえ
るワイン用ブドウの栽培を担当し、丹後地域の協力農
家とともに技術、品質の向上を目指しながら農業の振
興を図っています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

世界が認める丹後のブランドを発信
京都産ブドウ100％のワインを製造
国産ワインコンクールに７回の入賞を果たす等、全
国レベルで力が認められています。このブランド力と
ノウハウを様々な分野で活用してゆきます。

農産物直売所、農家レストランの運営
農業の６次産業化を目指し、農産物直売所、農家レ
ストランの運営に取り組んでいます。
地元の食材をPRし、また食材として提供することで
地域の魅力を発信。新しい天橋立の観光拠点となるよ
う施設の整備を進めています。
農業、商業、製造、観光までを含めた事業展開で農
業の更なる可能性を追求していきます。
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社長

有限会社
DATA
Explanation

会社
紹介
商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

あっぷるふぁーむ

住
所▶〒629-2422 京都府与謝郡与謝野町字滝907番地
電
話▶0772-43-2097
ＦＡＸ▶0772-43-2097
E - m a i l▶apple-sadatosi@kyt-net.jp
代表者名▶代表取締役 小田浩二
法人設立▶平成5年4月8日
資 本 金▶600万円
経営内容▶水稲・大豆・果樹・野菜・花など生産販売・作業受託・観光果樹・和牛繁殖
主な商品▶自然循環農業で生産した野菜・果物・米など

水稲・大豆・果樹から野菜・花・畜産まで
農業に関するご要望にお応えいたします。

小田浩二

社長

地元与謝野町で生産された大豆を原料に作られた豆腐の副産物であるおからを主原料にした ｢京の
豆っこ｣ 肥料を使い、水稲・野菜・果樹などを生産・販売し、自然循環農業に取組んでいます。
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有限会社
DATA

京都芳樹園夜久野農場

Explanation

住
所▶〒629-1314 京都府福知山市夜久野町小倉103-1
電
話▶0773-38-1321
ＦＡＸ▶0773-38-1114
E - m a i l▶info@yakuno-farm.com
ＵＲＬ▶http://yakuno-farm.com/
代表者名▶代表取締役 小島 義治
法人設立▶平成3年
資 本 金▶1,500万円
経営内容▶樹木・地被植物・野菜・地域性苗木の生産販売
主な商品▶植木・苗木、高原野菜（ミズナ・コマツナ）、ブルーベリー

小島義治

会社
紹介

社長

夜久野高原より
福知山市夜久野町で植木・地被植物・地域性
苗木等の生産販売を昭和40年代後半より夜久野
町で始め現在に至っております。生産面積は約
12haで多種の植物を保有しており四季を感じる
農場です。
圃場のシダレザクラが満開になる春とイロハモ
ミジが紅葉する季節は見応えがあります。
2011年秋より野菜の生産を開始しました。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

自然豊かな夜久野高原よりお届けします。
植木・苗木・地域性苗木・地被植物の生産販売
モミジ類、シダレザクラ・ウメ等の落葉高木類は多品種色々な大きさを生産しております。地被植
物はヘデラ類・常緑ナルコユリ・シバザクラ・リュウノヒゲ・オオバジャノヒゲ等生産しております。
低木類はヤマアジサイ・ドウダンツツジ等です。四季を通じて楽しめる植物を生産販売しています
のでお声掛けください。
蔬菜類
夜久野高原で野菜の生産を2011年秋より開始
しました。空気と水が綺麗な夜久野高原で生産す
る高原野菜を2012年度収穫目指し頑張っており
ます。未だ生産量は少ないですが、冬季ハウス栽
培品
（ミズナ・コマツナ等）も好評を得ております。
ブルーベリー
弊社で育てたブルーベリーの木から毎年実を収
穫しております。
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株式会社
DATA

味歩里

（みぶり）

Explanation

住
所▶〒620-0913 京都府福知山市字牧小字神谷285番地の1
電
話▶0773-23-3320
ＦＡＸ▶0773-23-3320
E - m a i l▶miburi@star.ocn.ne.jp
代表者名▶代表取締役 牧 晴喜
法人設立▶平成19年1月11日
資 本 金▶800万円
経営内容▶農作物の生産、農作業の受託、加工販売
主な商品▶水稲、小麦、小豆、大豆（白・黒）、きゅうり、九条ネギ
加工品／麹、塩麹、味噌、かきもち
牧

会社
紹介

晴喜

社長

故郷の農地の環境を守ります。作物と心の絆を結びます。
私達が温かい心の食材を
お届けします。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

身体にやさしい作物作りを目指しております。
女性の目のこまやかでや
さしい作物作りを心掛けて
います。
各々作物の有機肥料化を
進めております。
加工品はすべて無添加の
商品です。
加工材料は自社生産に依
る も の で す。（ 買 入 れ は、
麹菌・塩・砂糖）
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農業生産法人
DATA

有限会社

かみむとべ営農

Explanation

住
所▶〒620-0821 京都府福知山市字三俣小字コグレ572
電
話▶0773-35-0028
ＦＡＸ▶0773-35-0028
代表者名▶取締役社長 大槻 富司雄
法人設立▶平成17年5月
資 本 金▶300万円
経営内容▶農作物の栽培・販売、農作業受託
主な商品▶水稲（主食米、酒米）、地域特産作物（キュウリ、黒大豆、小豆など）

大槻富司雄

会社
紹介

社長

法人化により、地域農業のサポート力を強化！
平成17年に営農組合から農業生産法人へ移行しまし
た。主な事業は水稲および福知山特産作物の生産・販
売、そして農作業受託で、地域の農業を支えるべく社
員一丸となって頑張っています。
学校給食への作物提供や、地元酒造会社との異業種
連携など、“地域のため”の取り組みには積極的に従事。
今後は多角経営強化に向けて、加工品も手掛けていく
予定です。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

地域との繋がりを大切にした取り組みを…
学校給食用に、安心・安全なニンジンを提供
当社の生産するニンジンは、京都府より「エコファーマー」の認定を受けて、福知山市の学校給食
用に提供しています。この認定は“安心・安全”の証。“環境にも人にもやさしい農業”は常に心掛けて
いたいですし、また地域貢献の取り組みの一環として、今後も続けていくつもりです。
酒米づくりを事業拡大のステップに
地元の酒造会社から依頼を受けて、昨年より酒米づくりを始めました。初年度は試験的な意味合い
もありましたが、今年は規模を2倍に拡大して本格的に取り組んでいます。これを機に、異業種連携
にも積極的にチャレンジし、地域活性化はもとより、事業拡大の推進に繋げていければと考えていま
す。
農作業受託は万全の体制で
大型機械を複数台所有するとともに、それを
操作するオペレーターも大勢スタンバイ。地域
農家のサポートには、万全の体制で臨んでいま
す。
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株式会社
DATA

天野

（てんのお）

Explanation

住
所▶〒623-0362 京都府綾部市物部町天野55番地
電
話▶0773-49-0336
ＦＡＸ▶0773-49-0336
Ｕ Ｒ Ｌ▶http://www.tennoo.co.jp/
代表者名▶代表取締役 村上 静史
法人設立▶平成18年11月
資 本 金▶2,600万円
経営内容▶水稲5ha、京野菜2ha（賀茂なす、万願寺とうがらし、九条ネギ等）
主な商品▶賀茂なす、万願寺とうがらし、九条ネギ、黒枝豆、エビイモ、水菜、菌床椎茸、米

村上静史

会社
紹介

社長

新鮮の贅沢 満足の安心
京都府綾部市物部町天野にあり、「産業としての農
業」を目指し、持続可能な、地域に貢献できる事業を、
との思いで農業生産法人を立ち上げた。そして、賀
茂なす、万願寺とうがらし等の施設京野菜を中心に
生産・販売に取り組んでいる。水稲、菌床椎茸も生
産し、今後、６次産業化にも積極的に取り組む予定
である。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

産地直送で新鮮で安全な京野菜を提供します
一定以上の品質、一定の量、一定の期間、生産することを
常に考え、安定的に提供します。
有機質肥料を多く使用し、可能な限り減農薬で栽培し、安
心・安全に留意しています。
・主な作物の出荷時期
（気候等により変動することがあります）
・賀茂なす

：5月中旬～8月下旬

・万願寺とうがらし：6月上旬～10月下旬
・エビイモ

：11月下旬～2月下旬

・菌床椎茸

：10月中旬～3月下旬

・水菜

：周年

・九条ネギ

：周年（11月～2月が中心）

・米

：周年

『旬鮮』：御中元・御贈答用に、最上級の賀茂なす、万
願寺とうがらしの詰め合わせもございます。（6月）
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株式会社
DATA

農夢

（のうむ）

Explanation

住
所▶〒623-0221 京都府綾部市位田町桧前81番地
電
話▶0773-47-9610
ＦＡＸ▶0773-47-9610
E - m a i l▶noumu@nike.eonet.ne.jp
代表者名▶四方 勝一
法人設立▶平成19年10月
資 本 金▶7,020万円
経営内容▶京みず菜の生産及び販売
主な商品▶京みず菜

四方勝一

安心・安全の京みず菜をお届けします

ご提案

シャキシャキ新鮮 農夢のみず菜

商品・サービスの紹介ＰＲ

会社
紹介

大自然の恵みを受けた農地で、有機肥
料・減農薬にこだわって育てた京みず菜
は美味しさが違います。
生で良し、煮ても良し、シャキシャキし
た歯触りと「えぐみ」の少ない味は、ア
イデア次第でどんな料理にも使えます。
20～25袋／箱からの販売になります。
（200g／袋）
全国発送も承ります。
（送料別、常温又はクール便）
価格については、お問い合わせ下さい。
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社長

有限会社
DATA

オアシスランド

Explanation

住
所▶〒622-0221 京都府船井郡京丹波町水戸中河原38
電
話▶0771-82-2245
ＦＡＸ▶0771-82-2217
E - m a i l▶info@oasisland.co.jp
ＵＲＬ▶http://www.oasisland.co.jp
代表者名▶代表取締役 大崎 克己
法人設立▶平成4年８月
資 本 金▶300万円
経営内容▶細ネギの周年栽培、米、黒大豆他販売
主な商品▶丹波高原ねぎ、米、黒大豆、野菜

大崎克己

会社
紹介

社長

食材の町京丹波で生産しています
京都府のほぼ中央に位置する京丹波は、美しい水と
空気に恵まれ、緑豊かな山々に囲まれた土地で、オア
シスランドでは、養液栽培による ｢丹波高原ねぎ｣ の
生産を行っています。
また、丹波米コシヒカリや、丹波黒大豆枝豆、新丹
波黒大豆の販売を行っています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

丹波高原で育った食材は自信のおいしさ…
「丹波高原ねぎ」は細ネギで、特有のぬめりや匂いが少なく、ねぎの苦手な方でも、やくみは勿論
サラダ感覚で手軽に食べて頂ける商品です。また、養液栽培により生育日数が短く、病気にもかか
り難く、低農薬による栽培をしているので安心して食べて頂けます。
丹波米コシヒカリや、丹波黒大豆は、古くからこの丹波に一番適している作物として長く栽培され、
高く評価されています。
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農事組合法人
DATA

美山おもしろ農民倶楽部

Explanation

住
所▶〒601-0724 京都府南丹市美山町内久保池ノ谷33
電
話▶0771-77-0884
ＦＡ Ｘ▶0771-77-0890
E - m a i l▶nomin-club@k5.dion.ne.jp
ＵＲＬ▶http://www.miyamahamu.com
代表者名▶外田 洋一
法人設立▶平成8年
資 本 金▶650万円
経営内容▶無添加ハム・ソーセージ等の製造販売
主な商品▶無添加ハム・ソーセージ・ベーコン

外田洋一

会社
紹介

安全な原料で造った無添加ハム･ソーセージ
美山町かやぶきの里の程近くにある「美山お
もしろ農民倶楽部」は農家の出資で設立した無
添加ハム・ソーセージ工房。
出資農家や近隣の農家の安全な農畜産物を原
料に、添加物を使用せずひとつひとつ丁寧に仕
上げたハムやソーセージは何より美味しくて安
全。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

美山町の山の恵みと里の実りを存分に生かした
自然派のハム･ソーセージ
美しい山々の大自然の恵みである猪や鹿。そ
して、里で栽培された京野菜、自然の中でのび
のびと育てられた、鶏や豚。そして美山牛乳。
他には無い特別な素材を原料にした、無添加
の加工品たち。
野生鹿のハム･ソーセージ、鶏のソーセージ
や地鶏のハム。
自家飼育の豚肉のハムやベーコン。
京野菜のソーセージや美山牛乳のミルクソー
セージなど他では得られない特別な素材を生か
すため、添加物を一切使用せず造り上げた逸品
たちです。
美山の木材で建てた売店併設のカフェで
召し上がる事も出来ます。
他にも自家製のケーキや有機栽培の
コーヒーや紅茶などもどうぞ。
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代表

有限会社
DATA

日吉ファーム

Explanation

住
所▶〒629-0312 京都府南丹市日吉町上胡麻榎木谷11
電
話▶0771-74-0307
ＦＡ Ｘ▶0771-74-0734
E - m a i l▶fuafc701@cans.zaq.ne.jp
ＵＲＬ▶http://www.kyochiku.com/hiyoshifarm/
代表者名▶北側 勉
法人設立▶昭和56年10月8日
資 本 金▶1,000万円
経営内容▶養豚業 一貫経営
主な商品▶豚肉

北側

会社
紹介

勉

社長

自然豊かな場所で安全・安心・美味しい豚肉を
日吉ファームは、松茸・黒豆・栗など
の産地で有名な、京都府中部は丹波、南
丹市日吉町の山の中腹にあります。自然
豊かで空気も澄み、水も清らかでとても
静かな環境の中で、種付けから出荷まで
豚を一貫経営で飼育しています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

安全・安心・美味しい！豚肉のヒ・ミ・ツ
こだわりの飼料
米などを加えた基礎飼料に、パンを飼料化し半々の割合で混ぜた飼料を仕上げ期に給与していま
す。これにより、肉色は浅く鮮やかで、小麦主体となることにより甘みがあり、やわらかい霜降り
のある豚肉に仕上がります。
こだわりの品種
豚肉として出荷される豚は、大ヨークシャーとランドレースの掛け合わせの豚にデュロックをか
けた三元豚を飼育しています。それぞれの品種の肉質を定期的に調べ、よいものだけを残していま
す。また、三元豚の肉質も調べていくことにより、よりよい豚肉を常に目指し研究をしています。
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農事組合法人
DATA
Explanation

会社
紹介

グリーン日吉

住
所▶〒629-0301 京都府南丹市日吉町保野田島田22-1
電
話▶0771-72-1244
ＦＡＸ▶0771-72-1246
E - m a i l▶info@kuromamenosato.jp
ＵＲＬ▶http://www.kuromamenosato.jp
代表者名▶理事長 田中 保雄
法人設立▶平成12年6月
資 本 金▶3,400万円
経営内容▶農産物の加工販売 黒大豆の栽培
主な商品▶黒豆茶・黒豆ぐらっせ・黒豆甘露煮・黒豆ようかん・ゆずゼリー

黒大豆・ゆずを使った「こだわり食品」
京都黒豆屋は、京都産黒大豆(新丹波黒)を使った「黒豆茶」「京じゅ
れ」をはじめとする黒豆製品とゆずを使った商品を製造しておりま
す。
無添加を基本に「安全・安心」をモットーにこだわり食品を全国
に発送いたしております。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案
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黒大豆・ゆずを使った
「こだわり食品」の産直便をおこなっています。
・黒豆茶・京じゅれ・黒豆甘露煮・黒豆ぐらっせ・黒豆ぽんずなど、ご要望に応じてお届けします。
・煮出して召し上がっていただく「黒豆茶ティーパック」はメール便扱いでお届けします。
・御注文は、お電話・FAX・メールでお願いします。

有限会社
DATA

船井農産

Explanation

住
所▶〒622-0044 京都府南丹市園部町城南町ツジ１
電
話▶0771-63-0521
ＦＡＸ▶0771-63-0521
E - m a i l▶f-nousan-ko@smail.plala.or.jp
代表者名▶野中 好
法人設立▶平成8年4月
資 本 金▶300万円
経営内容▶水稲及び畑作物の生産販売・農作業受託ほか
主な商品▶苗・米

野中

会社
紹介

好

社長

自然との共生、地域との共存共栄を大切に
水稲４ha、農作業受託延90haで水稲中心の農業法人として本格的に農業経営に取り組んでいる。
中期的には30haの経営規模を考えている。有機堆肥による土づくりを基本に“有機減農薬栽培”、火力
を使わず自然に近い“常温除湿乾燥”で高品質米での販売拡大をしている。また、地域特産である丹波
黒大豆、みず菜等の本格生産も計画している。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

地産地消、安心安全なおいしい食べ物を食卓へ
有機こしひかり販売、各種無農薬野菜の販売、各農作業受託
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株式会社
DATA

Explanation

会社
紹介

全笑

（ゼンショウ）

住

所▶本
社／〒622-0042 京都府南丹市園部町栄町二号23番地8
和歌山工場／〒643-0512 和歌山県有田郡有田川町宮川6-2
東京事務所／〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-6-2 第2秋山ビルディング6F
電
話▶0771-62-2811（本社） ＦＡＸ▶0771-62-2871（本社）
E - m a i l▶info@zensho-net.com
ＵＲＬ▶http://www.zensho-net.com/
代表者名▶代表取締役 平野 仁智(ヒラノ ヒロトモ)
法人設立▶2009年1月
資 本 金▶1,000万円
経営内容▶農産物を原料とした製品の製造、加工、販売、農産物、食品の輸出入、農業経営
主な商品▶唐辛子を使用した薬味、健康補助食品、新鮮なお野菜

平野仁智

社長

私たちは全ての人が笑顔になる経営を目指します
農業生産法人である全笑は食品の生産・加工・
販売を行っています。
生産から販売までを一貫して行い、食品の安
心・安全を実現します。
生産者に近い私たちは、消費者である皆様に
農家さんが農産物に込めた思いを伝える責任が
あります。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

京都の伝統的な薬味に使える、辛い唐辛子をご提案します
全笑の自社農場
全笑の農場では、現在、京新清水唐辛子、タカノツメ、胡
麻を栽培しています。
「京新清水唐辛子」とは全笑オリジナルの品種で、辛みと
甘みを持っています。
青いものは柚子胡椒、赤いものは乾燥させて七味や一味の
原料として使うことができます。
全笑は、契約農家さんのご協力により成り立っています。
全笑の生産物の多くは、地元の契約農家さんにご協力をいただいてできたものです。
また、組合や行政にも協力していただき、地域全体で栽培に取り組むことで、活気ある地域を目
指します。
和歌山県有田郡にある加工場で唐辛子・山椒・柚子の加工をしています。
和歌山県の山間部に全笑の工場はあります。
そこでは、収穫した唐辛子を塩漬けやペーストといった加
工をしています。
また、周辺は日本一のぶどう山椒の産地で、山椒の加工も
行っています。
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有限会社
DATA

栄光食鳥

（えいこうしょくちょう）

Explanation

住
所▶〒622-0057 京都府南丹市園部町殿谷庄司田５番地
電
話▶0771-65-0028
ＦＡ Ｘ▶0771-65-0214
代表者名▶代表取締役 須知 猛
法人設立▶1995年８月16日
資 本 金▶300万円
経営内容▶養鶏業・食肉販売卸し・有機肥料製造販売
主な商品▶都(みやこ)地どり・特別飼育鶏ハーモニーチキン
有機肥料（栄光印 醗酵鶏糞）

須知

会社
紹介

猛

社長

ワン

おいしさと健康を求めるオンリー１の農業生産法人です
最適な飼育環境とこだわりの飼料で、最高品
質の「都地どり」「ハーモニーチキン」を育て
ています。
良質の鶏を安定生産し、飲食店などのニーズ
とウォンツに応えています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

こだわりの特別飼育鶏を毎日食卓へお届けします
丹波山地の平飼い鶏舎で、クラシック音楽を聴かせながら、３ヵ月間、元気にのびのびと育てて
います。
最も美味しく食べていただくため、「朝びき」処理にこだわっています。
家族や仲間のみなさんと一緒に、「都地どり」「ハーモニーチキン」のもちもちした深い味わいを
お楽しみください。
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農事組合法人
DATA

ほづ

Explanation

住
所▶〒621-0005 京都府亀岡市保津町構ノ内53
電
話▶0771-22-4135
ＦＡＸ▶0771-22-4135
E - m a i l▶houjin-hozu@nifty.com
代表者名▶酒井 省五
法人設立▶平成17年６月
資 本 金▶760.7万円
経営内容▶水稲、飼料用稲、二条大麦、白大豆、小豆を作り主にＪＡに出荷
主な商品▶米（保津のひかり）、白大豆

酒井省五

会社
紹介
商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案
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農事組合法人ほづは集落一つの農業法人です。
農事組合法人ほづは集落一つの農業法人です。
組合員も多く、高齢化に伴う受け皿として設立されました。
現在はブロックローテーションで転作をしています。毎年、
引受面積が増加するなか若手職員を採用し、これに期待して
います。
平成24年3月1日現在

水稲

保津のひかり
うちエコファーム

23.0ha
6.0ha

フラワー園 ひまわり

1.0ha

営農団地		

9.7ha

野菜

85a

ネギ

8.0ha

キャベツ

20a

玉ねぎ

10a

菜の花

50a

作業受託		

8.0ha

二条大麦		

30.0ha

大豆		

30.0ha

小豆		

1.3ha

飼料用米		

3.0ha

		

面積は毎年変わります

代表

藤村種苗園
DATA
Explanation

住
所▶〒621-0806 京都府亀岡市余部町和久成60
電
話▶0771-22-0519
ＦＡＸ▶0771-25-0519
E - m a i l▶NQG33387@nifty.com
代表者名▶藤村 幸二
経営内容▶種苗の生産・販売
主な商品▶種苗（家庭菜園から専業農家まで幅広く対応）

藤村幸二

代表

家庭菜園から専業農家まで幅広く農業をお手伝いします！

ご提案

珍しい品種や、品質のよいタネ・苗を各種
とりそろえております！

商品・サービスの紹介ＰＲ

会社
紹介

全国各地から様々なタネを仕入れ、品種ごとの種のまき方やまく時期などの育苗アドバイスをし
ています。さらに育苗中のトラブルやその後収穫するまでの様々な病害虫・生理障害などの対処方
法なども、随時ご相談に応じております。
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農事組合法人
DATA

犬甘野営農組合

（いぬかんのえいのうくみあい）

Explanation

住
所▶〒621-0126 京都府亀岡市西別院町犬甘野桶ノ口1-2
電
話▶0771-27-2189
ＦＡＸ▶0771-27-2189
E - m a i l▶kira@inukanno.jp
ＵＲＬ▶http://www.inukanno.jp/
代表者名▶向條 一郎
法人設立▶昭和63年
資 本 金▶82.6万円
経営内容▶麦・そばの栽培 水稲作業の受託。そばの加工・飲食提供 農産物直売所の運営
消費者との交流事業（ほたるのふれあいコンサート、秋の味覚ふるさとフェア等）
主な商品▶犬甘野そば、米、野菜
向條一郎

会社
紹介

代表

「農事組合法人 犬甘野営農組合」へようこそ
いぬ かん の

京都府亀岡市西別院町犬甘野地区は、標高400メー
トルという高地にあります。空気は澄み、水がきれい
で、農業に最適な条件を備えた地域です。
昼夜の気温差が大きく、特産「犬甘野そば」の栽培
に適しています。
犬甘野営農組合の直売所「犬甘野風土館 季楽」にて、
そば（蕎麦）・米・新鮮な野菜を販売しております。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

直売所「季楽」の商品は、インターネットでも販売しています
犬甘野営農組合では、環境にやさしい農業（土づく
り、
化学肥料・農薬の低減を一体的に行う生産方式）で、
京都府知事の認定を受けました。
「犬甘野風土館 季楽」では、地元農家組合が手がけ
た「犬甘野そば」と新鮮な野菜の販売を行う直売所で
す。地元農家との人情味あふれる ふれあいが人気を呼
んでいます。（直売所の商品は、インターネットでも
販売しています）

犬甘野風土館

季楽

定 休 日／木曜日、年末年始
駐 車 場／有：20台
電

話／0771-27-2300  

（直
営業時間／

売

所）
   9:00～17:00

（店内ご飲食）10:00～16:00
／
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有限会社
DATA
Explanation

会社
紹介
商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

京都ファーム

住
所▶〒601-0531 京都市右京区京北上弓削町岡ノ元7番地
電
話▶075-854-0510
ＦＡＸ▶075-854-0827
E - m a i l▶k_farm@msi.biglobe.ne.jp
代表者名▶梶谷 和豊
法人設立▶平成3年2月8日
資 本 金▶1,000万円
経営内容▶水稲・野菜の生産・販売 作業受託 等
主な商品▶米、野菜

「ココロ」循環型農業
農業の持つ多面的な機能が生み出す経済効果が最近注目を浴びています。
様々な分野で循環型の社会という言葉もよく耳にするようになりました。
そんな中、京都ファームでも大小様々な取り組みを行なってきました。そしてその取り組みを振り
返った時に、私たちがずっと大事にしていたものが浮かんできました。

それは「ココロ」
。
農薬の使用量を減らしていく栽培方法も、京野菜栽培に挑戦することも、お米の販売を布袋で行なっ
ていることも、全ては自然や地域やひとりひとりのお客様と「ココロ」を通わせたいという思いから
始まっているのです。
これからもずっと農業を続けていくために、また一人でも多くの人たちが京都ファームに関心を
持っていただき、共に歩んでいただくために、全ての思いを込めて、私たち京都ファームが目指すもの。

それが「ココロ」循環型農業です。

我々が栽培する農産物は、からだが感じる「おいしさ」を追求し、多くの方々の食を支えられるよ
う、適正価格での販売と安定供給を目標にスタッフ一同、愛情を込めて育てています。
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株式会社
DATA
Explanation

会社
紹介

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

八百一の郷

住
所▶〒600-8892 京都市下京区西七条西八反田町８
電
話▶075-314-0331
ＦＡＸ▶075-321-6690
E - m a i l▶toshiji@kyoto-yaoichi.co.jp
代表者名▶田中 勝三
法人設立▶平成18年９月
資 本 金▶1,000万円
経営内容▶露地野菜 施設野菜 （丹波農場 丹後農場 北海道農場）
主な商品▶丹 波／イチゴ トマト ハーブ類 京野菜他
丹 後／聖護院大根 金時人参 カリフラワー他
北海道／馬鈴薯 スイートコーン 人参 他

日本の農業のモデルを目指します

安心安全な
野菜作りではトップクラスです。
京都府下で最初に
JGAP認証を受けた農場です
平均年齢29歳。
若者と女性を中心とする設備の整った農場です。
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株式会社
DATA

嶋石

（しまいし）

Explanation

住
所▶〒601-8374 京都市南区吉祥院嶋笠井町83
電
話▶075-691-3032
ＦＡＸ▶075-672-2770
代表者名▶代表取締役 社長 石割 照久
法人設立▶平成16年6月
資 本 金▶100万円
経営内容▶生鮮野菜の生産・販売
主な商品▶京野菜、世界各国（主にヨーロッパ）の野菜

石割照久

会社
紹介

社長

品質自慢のオーダーメイド野菜を生産・販売
私たちはプロの料理人をはじめ、百貨店・量販店に
向けて、お客様のご要望に応じたオーダーメイドのオ
リジナル野菜を生産しています。
いまや、農作物における「安心・安全」は当たり前。
“自分たちが食べられないものは、つくらない、出荷し
ない”をモットーに、それぞれの野菜が持つ本来の機能・
栄養価を大切にした、こだわりの高品質野菜をご提供
しています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

めざしているのは、料理の“主役”となれる野菜です
オーダーメイド生産
当社では年間約70種類の野菜を生産していますが、
そのうちの70〜80％は、プロの料理人からご用命を
受けたオーダーメイド野菜です。品種はもちろん、“少
し甘めに”といったご要望にも、肥料の配合調整等、独
自のノウハウで対応。広く全国からご用命をいただい
ています。
品質への強いこだわり
もはや「安心・安全」が当たり前の昨今、当社は有
機肥料95％の特別栽培にて、高品質な野菜づくりに取
り組んでいます。土づくりから、肥料の配合、除草法
まで、細部に渡る強いこだわりで、野菜本来の機能・
栄養価・おいしさをバランスよく引き出す工夫をして
います。
柔軟な発想を大切に
近頃は農業もアイデア勝負の時代ですから、いかに
付加価値を生み出すかを、常に柔軟な発想で考えてい
きたい。現在、新たな試みとして加工品の企画を進め
ているところです。
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農事組合法人
DATA
Explanation

会社
紹介

花トピア大原野

住
所▶〒610-1132 京都市西京区大原野灰方町1809
電
話▶075-335-4939
ＦＡＸ▶075-335-4700
E - m a i l▶hanatopi@viola.ocn.ne.jp
ＵＲＬ▶http://www11.ocn.ne.jp/~hanatopi/
代表者名▶松尾 義平
法人設立▶平成11年４月
資 本 金▶900万円
経営内容▶花壇苗や鉢物の生産・販売
主な商品▶クリサンセマム、サフィニア、ジニア、ストレプトカーパス、スパティフィラム、
ゼラニューム、ヒマワリ、パンジー、ビオラ、プリムラ・マラコイデス、
プリムラ・ジュリアン、ペンタス、ポーチュラカ、リーガース・ベゴニア
ハーブ各種（ラベンダー系、チェリーセージ系、セージ系、タイム系、ミント系、
ローズマリー系、マートル系など）

京都の里山で育てる美しい季節の草花
「農事組合法人花トピア大原野」は、京都の西山の
麓に広がる花き団地です。鉄骨生産温室13棟、事務所
兼作業場１棟、展示鑑賞温室１棟、パイプハウス９棟
の施設から成り立っています。また、地域社会におけ
る花と緑の拠点となるような環境を創造し、里山の文
化の継承・発展も目指しています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案
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花 ✿ 鮮やかな色、可憐な姿、いい匂い
私たちの日常生活に潤いと安らぎを与えてくれる美しい草花。年齢や経歴の違うメンバーが一丸と
なって、消費者のニーズに合った花を作ろうとアイデアを出し合い、日々の生産に励んでいます。そ
の時々の季節で、赤や黄色、青や紫の絨毯を敷き詰めたように、ハウスの中ではきれいな花々が育っ
ています。市場への出荷はもちろん、イベントへの出店、直販売も行っています。

こと京都
DATA

株式会社

Explanation

住
所▶〒612－8236 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内30番地
電
話▶075-601-0668
ＦＡＸ▶075-601-0662
E - m a i l▶ookini@kotokyoto.co.jp
ＵＲＬ▶http://www.kotokyoto.co.jp
代表者名▶代表取締役 山田 敏之
法人設立▶平成14年5月
資 本 金▶2,000万円
経営内容▶京都九条ねぎの生産加工販売、有精卵の生産販売、京野菜直売所運営等
主な商品▶九条ねぎ（きざみ・乾燥・チップ・パウダー・ペースト）、平飼有精卵、京野菜各種他

山田敏之

会社
紹介

社長

京都を愛するプロフェッショナル集団 農人。
九条ねぎと京野菜、有精卵の生産販売を通して、
京都をテーマに、こと（古都・事・言）を発信し
ます。古都・京都の昔ながらの良いところを伝え、
物だけの提供だけではなく、ストーリー（事）も加
え、伝えること（言）に重きを置きます。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

多様な「食」のシーンで利用できる京都九条ねぎの商品化を
実現しました！
美味しい九条ねぎだからこそ、色々な使い方を試してみたい、というユーザーの声に応え、乾燥、
チップ、パウダー、ペーストへ加工しました。パンや煎餅、餃子、ドレッシングなど、すでに様々
な食の分野で活用が始まっています。フレッシュも含め、九条ねぎのラインナップをベースに多様
な価値の提案を続けてまいります。ぜひ貴社の商品開発にお役立て下さい！
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有限会社
DATA

笠取ファーム

Explanation

住
所▶〒601-1392 京都府宇治市西笠取辻出川西１
電
話▶075-575-3520
ＦＡＸ▶075-575-3520
代表者名▶代表取締役 久世谷 幸男
法人設立▶平成11年２月１日
資 本 金▶300万円
経営内容▶公共施設の運営受託、体験農園の運営
主な商品▶さつまいも、じゃがいも、水菜、大根 その他の野菜

久世谷幸男

会社
紹介

社長

公共施設と連携し、地域振興のすそ野を拡大
宇治市総合野外活動センターの委託業務の実施
（清掃、維持管理業務、食堂、売店の運営等）
体験農業の実施

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

山間部の農地約6,000㎡に体験農業のためのさつまいも、
じゃがいも、野菜を栽培し、体験農業の場を提供すると共に
その利用により収益を上げている。
また、貸農園も実施。毎年度50～60名が約100区画の農園で自家菜園に熱心に取組まれている。
食堂は農家レストランとして栽培した野菜の有効利用を図っている。
豊かな自然が満喫できる
笠取農園で農業体験を始めませんか。
いもほりプラン
大きな

おいもを掘ってみよう

さつまいも掘（10月）
じゃがいも掘（６月）にチャレンジしませんか。
ちゃ

Let's 茶レンジ
ファームの茶園でお茶つみ体験（５月）
簡易製茶体験をして試飲も出来ますよ！！
ふるさと体験プラン
昔ながらの方法で作る「型押しだんご作り」や「もち
つき」
「きな粉づくり」「わら細工（しめなわ作り）」等

ご希望の方は、今すぐ
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TEL.075-575-3520

笠取ファームまでお問い合わせ下さい。

有限会社
DATA

山田農産

Explanation

住
所▶〒613-0044 京都府久世郡久御山町藤和田封戸殿９
電
話▶075-631-4522
ＦＡＸ▶075-632-1822
E - m a i l▶yamada-nae@lilac.plala.or.jp
代表者名▶代表取締役 山田 久司
法人設立▶平成5年12月
資 本 金▶300万円
経営内容▶野菜苗の生産・販売
主な商品▶ナス、トマト、トウガラシ等、150種以上の野菜苗

山田久司

会社
紹介

社長

野菜苗を専門に日本一の『淀苗』を育てています
当社は550年以上の伝統を誇る久御山町の特産品『淀
苗』の生産・販売を通して、淀苗ブランドの継承、地
域産業の発展に取り組んでいます。
育てているのは京野菜をはじめとする、世界各国の
野菜苗150種以上。すべて注文生産です。一年を通し
て野菜苗だけを専門に生産しているのは、全国でも当
社だけではないかと自負しています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

伝統のブランド苗、こだわりの肥料……
品質の高さに絶対の自信
日本一の『淀苗』、その伝統を継承
私たちが生産する淀苗は、根付きがよく、実の付き
がよい“日本一”の果菜苗として全国に知られています。
最高の種から育てた当社の苗は、まさに“日本一”と胸
を張れる最高品質の苗です。現在では苗農家も10軒程
度になりましたが、地域一体となって伝統苗の継承に
力を入れています。
ステビア堆肥で、さらに品質向上
当社の苗はすべて、ステビア堆肥を用いて育ててい
ます。天然の甘味料として知られるステビアは南米パ
ラグアイ原産の植物で、このステビア堆肥で育てた作
物は丈夫でおいしく、日持ちもよく、また残留農薬の
対策にも効果を発揮。淀苗の、さらなる品質向上に一
役買っています。
ロックウール水耕栽培にチャレンジ
新規分野の開拓として、今年からロックウール栽培を始めました。土を使わない水耕栽培の苗です。
今後はこういった新たな分野にもどんどんチャレンジしていきたいと考えています。
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株式会社
DATA
Explanation

会社
紹介

杜若園芸

（とじゃくえんげい）

住
所▶〒610-0121 京都府城陽市寺田庭井108-１
電
話▶0774-55-7977
ＦＡＸ▶0774-55-2287
E - m a i l▶info@tojaku.co.jp
ＵＲＬ▶http://www.tojaku.co.jp
代表者名▶岩見 悦明
法人設立▶平成7年4月
資 本 金▶1,000万円
経営内容▶生け花用の切花 生産・卸・小売。園芸用の水生植物の生産・卸・小売。
蓮関連 開発・販売
主な商品▶水生花きの切、水生植物苗、水生アレンジ・鉢物・蓮関連商品
岩見悦明

杜若園芸は、水の豊かな京都山城の地で
水生植物を専門に取扱っております

社長

オンラインショップでは、ビ
オトープ・ウォーターガーデ
ニング関連商品をはじめハス・
ス イ レ ン・ 京 の カ キ ツ バ タ、
300種以上の水生植物やメダカ
販売、水鉢、土等の商品を扱っ
ております。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

日本の癒しをテーマに… メダカと一緒に楽しむ水草・スイレン・
ハス・カキツバタをオンラインショップで展開中！
春から夏にかけて屋外で楽しめる水辺の植物は様々ございます。
 いろいろな組み合わせ次第でカンタンに水鉢アレンジが楽しめま
す。
 ご注文方法は、インターネット（http://akb.jp/shop/）・電話・FAX
で承ります。
はす

当社こだわりの蓮紹介
自社栽培の蓮の葉を100％使用した健康茶
び ちゃ

京都産「京のはす 美茶」発売中！

（

京 都府立大学との共同開発により、抗酸化力が高いとされる
結果をいただき、様々な改良を重ね、お客様に安心して飲ん
でいただけるお茶に仕上げることができました。

）

こだわり

1

その
京都産ハスの葉を
100％使用して
おります。
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2

その
新鮮で大きく育った
葉だけを選び摘み取
りました。

3

その
焙煎し香ばしく
飲みやすく仕上げて
おります。

有限会社
DATA

友悠農場

（ゆうゆうのうじょう）

Explanation

住
所▶〒610-0116 京都府城陽市奈島上ノ段67-11
電
話▶0774-55-0164
ＦＡＸ▶0774-55-0164
代表者名▶代表取締役 森島 徹
法人設立▶平成18年4月24日
資 本 金▶300万円
経営内容▶水稲、花ハス、イチジクの生産販売および作業受託
主な商品▶水稲、花ハス、イチジク

森島

会社
紹介

徹

社長

京都府城陽市で耕作のできなくなった農家の「お
助け隊」として農地を保全しながら「お米約10ha」、
お盆に使う「花ハス約２ha」、「イチジク約30a」を
生産、販売しています。花ハスは市場出荷がメイン
ですが、お米とイチジクは100％直売で消費者にお
届けしています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

お米は適期に刈り取りお届け
（キヌヒカリ、イセヒカリ、ヒノヒカリ、モチ）
イチジクは完熟で収穫し直売しています
花ハスは大半が市場出荷しています
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有限会社
DATA

みどり農園

Explanation

住
所▶〒610-0301 京都府綴喜郡井手町多賀東南組41
電
話▶0774-82-2654
ＦＡＸ▶0774-82-5306
E - m a i l▶midorikankounouen@gmail.com
ＵＲＬ▶http://www.midorinouen.com/
代表者名▶村田 喜昭
法人設立▶平成２年２月
資 本 金▶350万円
経営内容▶観光農園（食事付）、しいたけ栽培、他
主な商品▶野外バーベキュー、しいたけ狩、竹の子、山菜、栗ひろい、ぶどう、みかん狩、
柿狩、など
村田喜昭

会社
紹介

社長

おいしい自然がいっぱい、楽しい行楽の１日を
おいしい空気を胸一杯吸って、食べて、飲んで、森林浴をしながら味覚を楽しんでいただいています。
春は、いちご狩、竹の子掘り、山菜つみ、夏は観蛍の夕べ、秋はぶどう狩、栗ひろい、柿狩、みかん
狩。年間通してのしいたけ狩と野外バーベキュー等の食事も行っています。私たちは、農業生産をし
ながら、休養を求める人々の流れの中で、発展させつつ、明日の新しい農業の姿を創造しています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案
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農園の楽しみ
季節により園内の500メートルほどの山道を軽くハイキングをしながら、竹の子掘り、いちご狩、
山菜つみ、栗ひろい、柿・みかん狩などを楽しんで頂いたり、受付周辺のしいたけ園、イチゴ温室、
さつま芋畑や黒豆畑、ぶどう園などで季節感あふれる作物の収穫を満喫していただけます。
ハイキング・収穫を楽しまれたあとは川べりでせせらぎの音を聞きながら、
ゆっくりとバーベキュー
を楽しんでいただき、ご家族さまやご友人さまとのふれあいとリフレッシュの時間をご提供させてい
ただきます。また、川での魚の掴み取りや、餅つきなどのイベントも随時開催しております。
ご家族・ご友人皆様で「田舎の一日」をゆっくり堪能していただけます。

農業生産法人
DATA

辻製茶

有限会社

Explanation

住
所▶〒619-1212 京都府相楽郡和束町釜塚玉井32番地
電
話▶0774-78-4188
ＦＡＸ▶0774-78-4000
E - m a i l▶tsujiseicha@gmail.com
ＵＲＬ▶http://tsujiseicha.jimdo.com
代表者名▶辻 幸博
法人設立▶昭和27年３月
資 本 金▶900万円
経営内容▶茶栽培管理、製茶、受託製茶、精選加工、粉砕加工、袋詰加工、通信販売
（栽培から出荷まで一貫した生産体制）
主な商品▶各種リーフ茶、抹茶、グリンティー、各種ティーバッグ、健康茶
辻

会社
紹介

幸博

社長

創業者の経営理念である「品性資本」を継承し、
「三方良し」の茶業経営
当社は、昭和27年に創業者である祖父の辻光治によってお茶
の栽培から製茶、精選加工から出荷まで一貫した生産を行うた
めに法人化された茶業界では日本初の有限会社（農業生産法人）
です。
農業生産法人とは農地の取得を認められた法人のことで、当
社は乗用型摘採機の使える作業効率の良い平場茶園や品質重視
の傾斜地茶園など自社茶園を所有しています。
これまで当社は、煎茶などの揉み茶を中心に栽培、製造して
おりましたが、それらに加え、1998年に抹茶の原料となる碾
茶の製造工場を建設し、抹茶の製造販売も始めました。2012
年には安心・安全でおいしいお茶をお客様にお届けできるよう、
最新鋭の設備と機械を導入して新工場を建設しました。
昨年から新たに就農した息子と共に茶業経営のさらなる発展
にチャレンジしています。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案

お茶と健康にこだわった
『抹茶きな粉 黒ゴマ入り』
当社の会長（父）が海外旅行した際に、ツアーで同行したお
医者様が「お茶は体に良い。大豆や胡麻も体に良い」とおっしゃ
り、お茶の効能などの話で大いに盛り上がったそうです。
早速、帰宅してから作り始めたのが『抹茶きな粉  黒ゴマ
入り』でした。そもそも健康に良い普茶料理の基礎（材料）
は「お茶と大豆と胡麻」です。普茶料理とは江戸時代に
中国から日本へもたらされ、殺生を禁じられた仏教者な
どがお茶と一緒に食べる精進料理です。
自家製抹茶をふんだんに使った味も香りも良い健康茶の『抹
茶きな粉   黒ゴマ入り』は、おかげさまで、長らくご愛飲頂い
ている方々から体調が良くなったなど大変ご好評を頂いており
ます。
個人差はあると思いますが、是非お試し頂きたいと思います。
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農事組合法人
DATA

クローバー牧場

Explanation

住
所▶〒619-1143 京都府木津川市加茂町観音寺今辻38
電
話▶0774-76-3755・7717 ＦＡ Ｘ▶0774-76-7595
E - m a i l▶milk@cloverfarm.or.jp
ＵＲＬ▶http://www.cloverfarm.or.jp/
代表者名▶松本 徹
法人設立▶昭和47年12月
資 本 金▶1,000万円
経営内容▶酪農、特別牛乳、ヨーグルト製造販売、緩効性有機質肥料製造販売
主な商品▶京都の特別牛乳 京都のヨーグルト マイティソイル

松本

会社
紹介

徹

代表

信頼を基盤に愛される牧場を目指します。
安心・安全・健康をお届けします。
牛の飼養管理、搾乳、生乳の処理を一貫して、
お客様にとってより透明性のある「本物」を追
求し、
「特別牛乳」「ヨーグルト」を製造してお
ります。人を大切に
し、 牛 を 大 事 に し、
そして自然を大切に
しながら、皆様に少
しでもお役に立ちた
いと願う次第です。

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案
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京都の特別牛乳は乳製品のパッケージに明記されている「牛乳」や「加工乳」などの種類別の名
前です。国内で「特別牛乳」の製造許可を受けているのはわずか数カ所。特別牛乳は特に優れた飼
育環境と他の牧場や牛乳処理施設では見られない特別な施設を設置することにより許可されます。
牛一頭ごとの健康管理を重視し、微にいり細に渡り厳選された牛乳を生に近い製造方法により処理
しております。
「京都のヨーグルト」は搾乳をしてすぐの厳選された生乳を100％使用。凝固にかかわるカンテン、
ゼラチン、また酸化防止剤、香料等の添加物は一切加えていません。 プロバイオティクス乳酸菌の
働きで、腸内に確実に定着し、整腸作用を発揮します。乳酸菌数１兆５千億。

有限会社
DATA

クローバーリーフ

Explanation

住
所▶〒619-1421 京都府相楽郡南山城村田山瀧ケ本2番地
電
話▶0743-94-0609
ＦＡＸ▶0743-94-0609
E - m a i l▶cloverleaf@myv.ne.jp
代表者名▶西窪 武
法人設立▶平成17年10月５日
資 本 金▶500万円
主な商品▶草食動物専用 生飼料

西窪

会社
紹介

武

社長

動物達に安心と安全を届けます
より自然に近い新鮮な飼料を365日休まず提供します

商品・サービスの紹介ＰＲ

ご提案
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農業経営体サポート活動推進資料

京都の農業法人
発行

〜京都ならではの商品とサービスを提供する〜

京都府農業会議

（京都府農業法人経営者会議事務局）
〒602-8054

京都市上京区出水通油小路東入ル丁子風呂町104-2
TEL. 075-441-3660

FAX. 075-441-5742

E-mail k-noukal@mail.agr-k.or.jp
2012年（平成24年）４月

京都府庁西別館内

