
農産産直産地一覧 コープデリグループエリア内

NNNNNNAAAAAA
GGGGGAAAAA
NNNNNNNOOOOO

CCCCCHHHHHIIIII
BBBBBAAAAA

TTTTOOOOKKKKYYYYOOO

コープ
にいがた

コープ
ながの

コープ
ぐんま

とちぎ
コープ

コープ
みらい

いばらき
コープ

長野県
三水五岳会…りんご
佐久産直センター…
りんご /トマト / ほうれん草 /
いんげん / サニーレタス /小松菜 など
ＪＡあづみ…りんご
ＪＡ洗馬…レタス
ＪＡグリーン長野…りんご / もも /ぶなしめじ
ＪＡ塩尻市…レタス
ＪＡながの…
ぶどう/ りんご /トマト / ピーマン /
なめこ /ぶなしめじ
ＪＡみなみ信州…梨
ＪＡ松本ハイランド…りんご / すいか /ぶどう / レタス / 長ねぎ
ＪＡ上伊那…なめこ /ぶなしめじ
ＪＡ川上そ菜販売…レタス
ＪＡ中野市…ぶどう/えのき / エリンギ /ぶなしめじ
ＪＡ長野八ヶ岳…白菜 / レタス
アップルファームさみず…りんご
そ菜生産出荷組合｢大池グループ｣…
ごぼう/ ながいも / にんじん
ホクト…エリンギ /ぶなしめじ
井澤農場…レタス
ミスズライフ…ぶなしめじ
丸山農園…りんご
共和園芸農業協同組合…りんご
山戸農園…りんご
小布施産直グループ…りんご /ぶどう
信州 耕藝夢羅…りんご /ぶどう
ふるさと信州…りんご
矢澤園芸…りんご / 桃 / 梨 / 洋梨
久保産直会…じゃがいも
長野県タスパス出荷組合…レタス / 白菜

千葉県
ＪＡいちかわ…梨
ＪＡ千葉みらい…すいか
ＪＡかとり…さつまいも/にら/じゃがいも
ＪＡちばみどり…メロン/いちご /
キャベツ/きゅうり/トマト など
ＪＡちば東葛…かぶ
ＪＡ富里市…すいか
ＪＡ西印旛…いちご /梨
ＪＡ多古町…さつまいも
ＪＡ長生…梨
千葉県とみのさと…にんじん
日本キウイフルーツ協会千葉支部…キウイフルーツ
佐原農産物供給センター…ごぼう/かぼちゃ など
千葉産直センター…青首大根 /ちんげん菜 /
ピーマン/レタス /パクチー/サニーレタス など
船橋農産物供給センター…
キャベツ/かぼちゃ/グリーンBOX など
多古町旬の味産直センター…さつまいも/
リーフレタス /かぼちゃ/トマト/
ミニトマト/グリーンBOX など
長生産直…かぼちゃ/トマト/たまねぎ など
富里産直…ごぼう/さといも/大根 /
にんじん /ミニトマト/かぼちゃ
房総食料センター…キャベツ/かぼちゃ/ブロッコリー/
ほうれん草 /小松菜 /ミニトマト など
和郷園…キャベツ/かぼちゃ/きゅうり/ミニトマト/
ピーマン/にら など
サクモ産業…生しいたけ

東京都
八王子南大根出荷組合…葉付大根

コープデリグループエリア
産地協議会 
コープデリグループエリアの生産者団体やJAなどを中心に
「コープデリグループエリア産地協議会」を結成しました。
18団体が協議に参加し、各県およびコープデリグループ
エリアの地産地消の推進、作物の安全性確保と安定供給
などに取り組んでいます。
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茨城県
阿見産直センター…さつまいも
ＪＡ茨城旭村…メロン/いちご など
ＪＡしおさい…ピーマン
ＪＡ新ひたち野…にら/れんこん /小松菜
ＪＡほこた…メロン/いちご /ミニトマト
ＪＡやさと…きゅうり
ＪＡ稲敷…すいか/かぼちゃ
ＪＡ茨城みなみ…生しいたけ
ＪＡ茨城むつみ…レタス
ＪＡ岩井…レタス /長ねぎ
ＪＡ常総ひかり…梨 /キャベツ/レタス /白菜 など
ＪＡ水戸…メロン/いちご /小松菜 /トマト など
ＪＡ北つくば…いちご /こだますいか/なす/レタス など
茨城県西産直センター…
小松菜 /トマト/にんじん /
レタス /キャベツ/ブロッコリー など
久野園芸…ほうれん草 /小松菜
協和施設園芸協同組合（KEK）…きゅうり/トマト
玉造有機野菜組合…さつまいも
三和蔬菜出荷組合…とうもろこし/白菜
山武出荷組合…じゃがいも
日本キウイフルーツ協会茨城支部…キウイフルーツ
茨城鹿行産直センター…ながいも など
霞ヶ浦有機センター…ごぼう/れんこん など
常陸野産直センター…れんこん /さつまいも など
飯村きのこ園…まいたけ
鬼沢食菌センター…ぶなしめじ
JAなめがた…さつまいも

群馬県
ＪＡあがつま…キャベツ
ＪＡ太田市…こだますいか/かぼちゃ
ＪＡ甘楽富岡…きゅうり/じゃがいも/
たまねぎ/なす/にら/生しいたけ など
ＪＡ佐波伊勢崎…こだますいか
ＪＡはぐくみ…なめこ
ＪＡ前橋市…きゅうり など
ＪＡたのふじ…トマト
ＪＡ嬬恋村…キャベツ
ＪＡ邑楽館林…きゅうり
ＪＡ利根沼田…キャベツ/トマト/
ほうれん草 /レタス /小松菜
プレマ…小松菜
群馬県妙義ナバファーム…生しいたけ

埼玉県
ＪＡいるま野…ちんげん菜 /ほうれん草 /みず菜
ＪＡふかや…きゅうり/長ねぎ
ＪＡほくさい…きゅうり/トマト/なす
ＪＡ埼玉ひびきの…なす
ＪＡ榛沢…ブロッコリー
ＪＡ南彩…梨
吉川産直クラブ…長ねぎ
埼玉産直センター…いちご /きゅうり/トマト/
ミニトマト/ブロッコリー/グリーンBOX など
川越地域生協出荷組合…さつまいも/ほうれん草 /
小松菜 /にんじん /大根 /さといも など
川越有機グループ…ほうれん草 /小松菜
埼玉県産直協同…いちご /ブロッコリー/白菜 /
長ねぎ/とうもろこし/生しいたけ
緑友会出荷組合…小松菜

新潟県
ＪＡ魚沼みなみ…すいか/ミニトマト
ＪＡ越後おぢや…にんじん
ＪＡしおざわ…ぶなしめじ
ＪＡ新潟市…にんじん
ＪＡにいがた南蒲…ぶどう/梨 / 洋梨 / 桃
ＪＡ羽茂…柿
ＪＡ越後中央…こだますいか/ 柿 /えだまめ
ＪＡ佐渡…柿
ＪＡ十日町…えのき
ＪＡ新潟みらい…すいか/こだますいか/ぶどう/
梨 / 洋梨 / 桃 など
ホクト…ぶなしめじ
一正蒲鉾…まいたけ
雪国まいたけ…まいたけ/エリンギ
津南町森林組合…なめこ/まいたけ
早川農産…生しいたけ

栃木県
ＪＡうつのみや…梨 /トマト
ＪＡおやま…きゅうり/トマト
ＪＡしおのや…いちご /生しいたけ
ＪＡしもつけ…トマト
ＪＡなすの…キャベツ
ＪＡはが野…いちご /梨 /トマト
ＪＡ佐野…いちご
都賀産直センター…きゅうり/トマト
サンマッシュ和…生しいたけ
栃木県でんでん倶楽部…きゅうり
栃木県開拓農業協同組合（藤田農園）…
ほうれん草
栃木産直センター…
じゃがいも/にんじん /たまねぎ/ほうれん草
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農産産直産地一覧 その他

北海道
サンファーム…にんじん
どさんこ農産センター…かぼちゃ など
ＪＡいわみざわ…たまねぎ
ＪＡえんゆう…ブロッコリー
ＪＡきたみらい…じゃがいも/たまねぎ
ＪＡきょうわ…すいか/メロン
ＪＡこしみず…ごぼう/にんじん
ＪＡ新おたる…トマト/ミニトマト など
ＪＡ新はこだて…トマト/ほうれん草 /にら
ＪＡにいかっぷ…ピーマン
ＪＡふらの…かぼちゃ など
ＪＡみねのぶ…かぼちゃ
ＪＡめむろ…じゃがいも
ＪＡようてい…じゃがいも/トマト/青首大根 /メロン
ＪＡ新砂川…トマト
ＪＡ帯広大正…じゃがいも
ＪＡ苫前町…かぼちゃ
ＪＡびらとり…トマト
ＪＡ北ひびき…アスパラガス /じゃがいも/
たまねぎ/ブロッコリー など
ＪＡ幕別町…じゃがいも/青首大根 /ながいも
おおとり農産グループ…かぼちゃ/
じゃがいも/たまねぎ
オホーツク玉葱出荷グループ…たまねぎ
一戸農場…ごぼう/にんじん
折笠農場…じゃがいも/たまねぎ
めばえ…たまねぎ
ノザワ農場…たまねぎ
加納農場…じゃがいも
丘のまち馬鈴薯出荷組合…じゃがいも
丘珠玉葱生産組合…たまねぎ
十勝馬鈴薯生産組合…じゃがいも
仁木産直会…トマト
道央馬鈴薯出荷グループ…じゃがいも
南空知地区玉葱グループ…たまねぎ
知内町ニラ生産組合…ニラ

一心生産組合…かぼちゃ/青首大根 /じゃがいも など
美幌地方広域農業協同組合連合会…たまねぎ
矢澤農園…かぼちゃ/にんじん /ブロッコリー
I LOVE ファーム 日胆…ブロッコリー
檜山北部広域農業協同組合連合会…ブロッコリー
森産業…生しいたけ
遠藤農場…かぼちゃ
ＪＡびえい…アスパラガス
帯広市和田農園…ながいも

青森県
ＪＡおいらせ…ごぼう
ＪＡごしょつがる…りんご
ＪＡつがる弘前…りんご /トマト
ＪＡゆうき青森…にんにく
ＪＡ相馬村…りんご
ＪＡ津軽みらい…りんご /トマト
ゴールド農園…りんご
遠小りんご出荷組合…りんご
中里町自然農法研究会…にんにく
八峰園…りんご
ナチュラルファーム…にんじん

秋田県
ＪＡあきた湖東…枝豆
ＪＡあきた白神…長ねぎ
ＪＡ大潟村…かぼちゃ
ＪＡかづの…アスパラガス /きゅうり/
トマト/長ねぎ
ＪＡこまち…すいか

岩手県
ＪＡいわて花巻…りんご
ＪＡ岩手ふるさと…きゅうり
ＪＡ江刺…トマト など
ＪＡ新いわて…キャベツ/きゅうり/
生しいたけ/ほうれん草 /長ねぎ など
藤沢町ピーマン特別栽培研究会…ピーマン

山梨県
ＪＡこま野…桃 など
ＪＡふえふき…ぶどう/ 桃
ＪＡフルーツ山梨…ソルダム /ぶどう
日本キウイフルーツ協会山梨支部…
キウイフルーツ
源…桃

静岡県
ＪＡとぴあ浜松…たまねぎ
ＪＡなんすん…みかん
ＪＡみっかび…みかん
ＪＡ伊豆の国…いちご
ホクト…まいたけ
三ケ日太陽苑生産者グループ…みかん

岐阜県
ＪＡひだ…ほうれん草

愛知県
ＪＡ愛知みなみ…キャベツ/
ブロッコリー/ミニトマト
ＪＡ蒲郡市…ハウスみかん
ＪＡ豊橋…柿 /キャベツ/ミニトマト/
スナップえんどう/トマト

大阪府
ＪＡ大阪南…ぶどう
なかむら農園…ぶどう

奈良県
ＪＡならけん…柿
美吉野農園組合…柿
西吉野産直組合…柿

山形県
ＪＡさがえ西村山…りんご /さくらんぼ
えだまめ など
ＪＡさくらんぼひがしね…
さくらんぼ /りんご / 洋梨
ＪＡてんどう…さくらんぼ /りんご / 洋梨
ＪＡみちのく村山…
こだますいか/すいか
ＪＡやまがた…ぶどう
ＪＡ山形おきたま…ぶどう
ＪＡ鶴岡…メロン/ミニトマト など
まるひろ園芸出荷組合…
こだますいか/すいか
山形おきたま産直センター…ぶどう など
ＪＡそでうら…メロン

福島県
ＪＡ夢みなみ…トマト
ＪＡふくしま未来…梨 / 桃
ＪＡ福島さくら…ピーマン
ＪＡ会津よつば…トマト
福島県でんでん倶楽部…ミニきゅうり
須賀川産直センター…きゅうり

神奈川県
小田原市農民組合…キウイフルーツ/みかん
ジョイファーム小田原…キウイフルーツ
三浦有機出荷組合…だいこん
三浦大根生産グループ…三浦大根
小田原市橘出荷組合…みかん /たまねぎ
小田原出荷組合…キウイフルーツ/みかん

石川県
ＪＡ金沢市…さつまいも など
日本キウイフルーツ協会石川支部…
キウイフルーツ
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兵庫県
ＪＡあわじ島…たまねぎ
新家青果 玉葱出荷組合…たまねぎ

和歌山県
ＪＡありだ…みかん
ＪＡ紀の里…柿
ＪＡ紀南…南高梅
ＪＡ紀北かわかみ…柿
しもつコープファーム…あまなつ/みかん /はっさく など
紀ノ川農業協同組合…あまなつ/ 柿 /
みかん /キウイフルーツ/はっさく/たまねぎ など
和歌山県たつみ出荷組合…みかん

島根県
ＪＡしまね…ぶどう

鳥取県
ＪＡ鳥取中央…すいか
トゥリーアンドノーフ…じゃがいも/なす

広島県
ＪＡ広島ゆたか…レモン
世羅大豊農園…梨
出来商店…大葉
瀬戸田出荷組合…
あまなつ/みかん /いよかん /レモン など

山口県
ＪＡ山口大島…いよかん /みかん

高知県
土佐文旦産直協同組合…ぶんたん
高知まるひら会…根しょうが
高知県清流会…根しょうが
田中農園グループ…ぽんかん
ＪＡ土佐あき…なす
ＪＡ土佐香美…なす

香川県
ＪＡ香川県…アスパラガス /さつまいも/
ブロッコリー/レタス

愛媛県
ＪＡえひめ中央…いよかん /ブルーベリー/
不知火 /キウイフルーツ など
ＪＡえひめ南…いよかん / 美生柑 /みかん
ＪＡにしうわ…みかん / 不知火 /いよかん /
ぽんかん /せとか/はれひめ など
ＪＡ愛媛たいき…柿
ファーマーズユニオン四国…みかん
みさき果樹園…いよかん /みかん など
第一マルエム青果生産出荷組合…あまなつ
天授会…みかん
東予園芸農業協同組合…
ゴールドキウイフルーツ
愛媛産直協同センター…レモン など

徳島県
ＪＡ板野郡…にんじん
ＪＡ里浦…さつまいも
日本キウイフルーツ協会徳島支部…
キウイフルーツ

福岡県
ＪＡ糸島…あまなつ/いちご など
ＪＡにじ…柿
ＪＡふくおか八女…いちご /梨 /みかん /ぶどう など
ＪＡみなみ筑後…長なす
ＪＡ筑前あさくら…梨 / 柿
ＪＡ福岡大城…柿 /いちご
ウィングシトラス福岡…みかん

佐賀県
ＪＡ伊万里…ゴールドキウイフルーツ/梨
ＪＡからつ…ゴールドキウイフルーツ/ハウスみかん
ＪＡさが…ゴールドキウイフルーツ/たまねぎ
佐賀白石マルタ…れんこん　

熊本県
吉水農園…ミニトマト/にんじん /
青首大根 /さといも など
ＪＡあしきた…あまなつ/デコポン
ＪＡあまくさ…デコポン/ 清美オレンジ/
ぽんかん /たまねぎ など
ＪＡ熊本うき…メロン/デコポン/レモン など
ＪＡたまな…デコポン/みかん /トマト/
ミニトマト など
ＪＡ本渡五和…デコポン
ＪＡやつしろ…トマト
ＪＡ熊本市…デコポン/みかん /トマト
ＪＡ鹿本…すいか
ウィングシトラス熊本…みかん
熊有生産出荷組合…みかん /にんじん など
フルーツ工房会…あまなつ/ 不知火 など
マルヨ柑橘生産出荷組合…みかん
吉岡農園…にんじん
河内出荷組合…みかん
熊果物流出荷組合…トマト
八協連…トマト
寺本果実園…あまなつ など
肥後あゆみの会…スティックブロッコリー など
ＪＡれいほく…レタス

宮崎県
ＪＡはまゆう…きんかん
ＪＡ綾町…きんかん /日向夏 /青首大根 /
さつまいも/さといも
ＪＡ西都…ピーマン
ＪＡ尾鈴…かぼちゃ/ピーマン
ＪＡ宮崎中央…きんかん
宮崎太陽農園…ミニトマト
アグリセンター都城…ごぼう（加工品）
都城くみあい食品…ごぼう（加工品）

大分県
ＪＡおおいた…ハウスみかん

長崎県
ＪＡながさき西海…みかん
ＪＡながさき県央…みかん
ＪＡ長崎せいひ…みかん
ＪＡ島原雲仙…いちご /アスパラガス /
レタス /トマト/たまねぎ/じゃがいも など
雲仙生産組合…じゃがいも
長崎ライフグリーン生産組合…
じゃがいも/にんじん /たまねぎ など
ながさき南部生産組合…トマト/じゃがいも/
たまねぎ/かぼちゃ
供給センター長崎…じゃがいも など

鹿児島県
ＪＡ鹿児島きもつき…じゃがいも
ＪＡ鹿児島いずみ…不知火 /あまなつ/じゃがいも
ＪＡ種子屋久…たんかん /じゃがいも
かごしま有機生産組合…
だいこん /にんじん /ピーマン/にがうり/
ズッキーニ /じゃがいも など

園地指定
アメリカ カリフォルニア州…
グレープフルーツ / オレンジ
アメリカ フロリダ州…グレープフルーツ
メキシコ…バナナ / アボカド
ペルー…バナナ
エクアドル…バナナ
ニュージーランド…キウイフルーツ / オレンジ /
アボカド / かぼちゃ
オーストラリア…オレンジ
台湾…バナナ
フィリピン…バナナ
南アフリカ共和国…グレープフルーツ
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