鹿児島県農業法人協会正会員 名簿
No

地区

法人名

1 鹿児島 (株)カミチクファーム

25

代表者

所在地

上村 昌志

鹿児島市上福元町6921-1

2 鹿児島 (有)かごしま有機生産組合 大和田 世志人 鹿児島市五ヶ別府町3646
3 鹿児島 農業生産法人(株)鹿児島マルサン農産加工 小川 邦夫

鹿児島市谷山港2丁目1-15

4 鹿児島 寺田農園(株)

寺田 信義

鹿児島市荒田1丁目29-2

5 鹿児島 (有)ビオ・ファーム

下堂薗 豊

鹿児島市南栄3丁目11-8

6 鹿児島 農業生産法人そのやま農園(株) 園山 宗光

鹿児島市西別府町2794-181

7 鹿児島 (株)誠晃

星原 誠

鹿児島市小野町5066

8 指宿 (有)小村農園

小村 幸一

指宿市西方1867-22

9 指宿 (株)アグリスタイル

湯ノ口 貴之 指宿市東方152-2

主な品目
－
人参（１２月～６月／３００ｔ）
さつまいも（９月～１２月／３００ｔ）
玉ネギ（３月～５月／１５０ｔ）
ごぼう・里芋・人参等、農産物の加工・販売
みかん
トウガラシ
オリーブ
お茶（４月～１０月／８．９ha／３７．６ｔ）
人参（１２月～６月／１５０a／４５ｔ）
ほうれん草（１２月～３月／５０a／４ｔ）
じゃが芋（６月、１２月／５０a／１０ｔ）
障害者福祉（米／みかん／菌床椎茸他）

10 指宿 (株)小川農場

小川 優

11 指宿 (有)ファームランド豊

松下 豊和

指宿市山川大山3442-5

12 指宿 (有)香花園

有川 雅朗

本店:志布志市有明町野神2105-18
支店：指宿市十二町3755

13 指宿 エンジョイアグリ(株)

岡本 和人

指宿市山川小川143-1

14 指宿 (株)hishi

菱田 智昭

指宿市山川浜児ヶ水245

15 指宿 (株)指宿やさいの王国

吉元 龍馬

指宿市山川大山1824-2

16 指宿 (有)マルユ湯通堂青果

湯通堂 巧

指宿市十町2769

17 指宿 (株)やまげ

山下 信彦

指宿市東方9640-2

観葉植物（６０a／３２０００鉢）
オクラ（４月～１０月）
ソラマメ（１２月～３月）
スナップエンドウ（１２月～３月）
さつまいも加工食品用（６ha）
ソラマメ・スナップエンドウ（１．８ha）
馬鈴薯・カボチャ（１ha）
スナップソラマメ（２００a）
南瓜（２３０a）
レタス（３００a）
レタス（１１月～３月／７ha）
キャベツ（１１月～５月／９ha）
人参（１月～６月／２ha）
キャベツ（４０ha）
オクラ（２ha）
レタス（４０ha）
オクラ（６月～１１月／５０a）
キャベツ（１０月～６月／１２ｈa）
枝豆（５～６月／４ｈa）
野菜、スナップエンドウ、オクラ、青果業

18 川辺 (有)松原養鶏場

松原 勇一

南九州市知覧町南別府21931

鶏卵（通年／５０万羽／９，４００ｔ）

19 川辺 西垂水茶業(有)

西垂水 学

南九州市知覧町西元12613

茶（１７７ha）

20 川辺 (有)藤井養鶏場

藤井 孝之

南九州市知覧町南別府24702

鶏卵（通年／１５万羽／２７００ｔ）

21 川辺 (有)南国農産

有薗 幸治

南九州市川辺町古殿3323-1

-

22 川辺 (有)新屋米穀店

新屋 能久

南九州市川辺町永田2177

23 川辺 (株)アグリストちらん

塗木 俊広

南九州市知覧町西元11005-1

24 川辺 (有)西牟田農園

西牟田 峰男 南九州市頴娃町別府11412-5

大根（１１月～５月／４２ha／２，８３７ｔ）
人参（１１月～５月／１４ha／４３７ｔ）
芋（８月～１２月／２５．２ha／５９８ｔ）
大根（１１月～６月／５０ha／３０万ｔ）
人参（８月～１０月／１２ha／３５０ｔ）

25 川辺 (有)下窪勲製茶

下窪 和幸

指宿市山川小川500

南九州市頴娃町牧之内14962

26 川辺 はちみつ西垂水養蜂園(株) 西垂水 栄作 南九州市知覧町西元12600
27 川辺 (有)六田農園

六田 進

南さつま市加世田宮原784-2

28 川辺 (有)小田畜産

小田 健一・小田 雄二郎

南さつま市加世田益山5489-3

29 川辺 (有)清木場果樹園

清木場 真一 南さつま市加世田津貫10660

30 川辺 (株)南風ベジファーム

秦泉寺 弘

31 日置 (有)ヤブサメファーム

鏑流馬 重信 いちき串木野市生福10186

32 日置 ゆす村農園(有)

東 夏美

日置市伊集院町土橋1883-2

33 日置 (有)池田製茶

西坂 麻衣

日置市伊集院町下谷口3557

南さつま市金峰町高橋3075-35

34 薩摩 (有)農業生産法人のざき 野﨑 喜久雄 薩摩川内市御陵下町7-47

茶（４月～８月・１０月／１６．９９ha）
レンゲ蜂蜜（４月～５月）ミカン蜂蜜（５月～６
月）
アカシア蜂蜜（６月～７月）
葉タバコ（５～７月）
野菜・花苗物
ボタンボウフウ（５～１２月）
肥育牛（随時）／４４００頭
米
赤しそ
梅
採卵鶏（３００００）
地鶏（４５０ｔ）
果樹苗木（通年／７０a／４万本）
茶（４月～１０月／２０ha／８７t）
大麦若葉（１１月～２月／２５ha（委託栽培）
／２４t）
水稲（１０月～１１月／水田１２ha／wcs.６ha
飼料米/ha、普通米５ha（２５t）
受託作業（ラッキョウ１．５ha／水稲３ha、籾
肉豚（４５０００頭）

35 薩摩 ミクラファーム(有)

下門 秀嗣

薩摩川内市小倉町5784

36 薩摩 旭ファーム(株)

大迫 尚至

薩摩郡さつま町宮之城屋地2771

37 薩摩 (株)日野洋蘭園

藤崎 和彦

薩摩郡さつま町中津川7741

胡蝶蘭切花（通年）
切葉（通年）

38 薩摩 (有)山口園

山口 仁志

薩摩郡さつま町求名12725

茶（１０ha）

里芋
南瓜
ショウガ
肉用牛一貫経営
食肉販売
米（４８００kg）
みかん
米（１０月初～１１月初／４０００a／２００t）
じゃがいも（５月末／２００a／６０００k）
キャベツ（１月～３月初／２５０a／１１００ケー
赤鶏（通年／１００万羽／２７００ｔ）
ジャガイモ・加工用（６月／１０００a）
水稲（１０月／６００a）
キャベツ（11月～３月／５００a）
採卵鶏（通年／６２０００羽／１０００ｔ）

39 薩摩 (株)弐番屋アグリ

今西 和彦

薩摩郡さつま町船木1277-5

40 薩摩 (有)福永畜産

福永 充

薩摩郡さつま町柏原1572

41 出水 (有)鶴の郷ファーム

中塩 正弘

出水市黄金町792

42 出水 (有)小屋商店

小屋 正一

出水市明神町2000

43 出水 (有)農業生産法人ノダ

田下 豊

出水市野田町下名92

44 出水 (有)コセンファーム

古川 拡

出水市高尾野町上水流1145-1

45 出水 (有)高松ポートリー

高松 信吾

出水市高尾野町江内7542-5

46 出水 (有)さつま農場

道上 裕治

出水市野田町下名2477-6

養豚一貫経営（通年／母豚３８０頭／出荷１
００００頭）

47 出水 （株）泰元ファーム

山下 洋平

出水市高尾野町下水流2623-14

黒毛和種、生産牛、子牛販売

48 出水 (有)大堂養鶏

大堂 光幸

出水郡長島町蔵之元3463

ブロイラー（２４万羽／１１２万羽（３４００ｔ））

49 伊佐 (有)ライス郷井手口

井手口 正昭 伊佐市大口山野469

水稲（１１０ha）
タマネギ（５ha）

50 伊佐 川原和牛牧場(株)

川原 慎一郎 伊佐市大口針持4356-4

子牛（７０頭／６０頭）

51 伊佐 （農）エコファーム永池

園田 辰雄

伊佐市菱刈南浦1048-1

-

52 姶良 今吉製茶(有)

今吉 耕己

霧島市溝辺町麓3391

53 姶良 (株)新保農園

新保 哲志

霧島市溝辺町崎森1095-1

54 姶良 (株)さくら農園

下田 勝

霧島市隼人町松永5235-1

55 姶良 (有)福山特殊農産

川畑 勉

霧島市福山町福地1894-9

56 姶良 ヘンタ製茶(有)

邉田 孝一

霧島市牧園町下中津川1052

57 姶良 (有)山之内米穀

山之内 悟

霧島市国分湊726-3

58 姶良 (有)みぞべ五光

重森 髙志

霧島市溝辺町麓5807

59 姶良 (有)藏

藏満 久幸

姶良市三拾町182-2

60 曽於 (有)勝目製茶園

勝目 百郎

曽於市末吉町岩崎2855-6

61 曽於 (株)だいち

上岡 義孝

曽於市末吉町岩崎2160-6

62 曽於 (有)大成畜産

大成 英雄

曽於市大隅町大谷5066-6

63 曽於 (有)福岡農産

福岡 裕幸

志布志市松山町泰野3733-2

64 曽於 (株)たかとみファーム

有馬 俊昭

志布志市松山町新橋21-72

65 曽於 鹿児島堀口製茶(有)

堀口 泰久

志布志市有明町逢原758

66 曽於 (有)山内養豚

山内 智志

志布志市有明町逢原3828-7

67 曽於 (有)いろは農園有明

宮下 昭二

志布志市有明町野神3066

68 曽於 (株)さかうえ

坂上 隆

志布志市志布志町安楽2873-4

69 曽於 (株)SOHファーム

岸邉 重正

志布志市志布志町内之倉138-3

70 曽於 (有)上室製茶

上室 和久

志布志市有明町伊崎田953-1

茶（１５ha）

71 曽於 (株)堀口園

堀口 常弘

志布志市有明町逢原786

茶（４月～１０月／７００ha／３５００t）

72 曽於 (有)ジェーエフアグリ

岩元 士郎

曽於郡大崎町持留152-2

73 曽於 (有)大崎農園

山下 義仁

曽於郡大崎町横瀬777-20

74 曽於 (有)水幸農園

水元 幸都

曽於郡大崎町持留1643-6

75 曽於 (有)髙井田アグリ

本髙 勝義

曽於郡大崎町井俣2983

76 曽於 （株）カガヤキ

坂田 輝

京都市右京区花園鷹司町25-2-306

77 肝属 (有)三和ファーム

和田 輝明

鹿屋市札元2丁目3696-1

78 肝属 (有)坂元種畜場

髙木 千波

鹿屋市祓川町5697-1

ゴボウ（５月～９月／２８ha／５００ｔ）
ネギ（１５ha）
大根（７０ha）
キャベツ（３ha）
大根（６０ha）
ゴボウ（１５ha）
甘藷（１５ha）
甘藷（８月～１２月／３５０ha／１００００t）
ダイコン（１２月～３月／３０ha／２０００t）
ゴボウ（６月～９月／４０ha／８００t）
ブロッコリー（冬、春２回／５ha／６０t）
ホウレンソウ（年３回／５ha／４００t）
小松菜（年３回／５ha／４００t）
葉ネギ（通年／２００a／２７ｔ）
でん粉原料用甘藷（１０月～１１月／２，１００
a／４３０ｔ）
－

茶（４月～１０月／６０ha／生茶１４０，０００
㎏）
肉用鶏・黒さつま鶏（通年／５００００羽）
トマト（３０a）
ぶどう（７月～１１月/３．０６ha/２４，０００kg）
金柑（１月～５月/１．８ha/４８０kg）
りんご（１月～５月/３．０ha/９００kg）
紅はるか芋・安納芋（１０月～５月／１５ha／
３００ｔ）
茶（１８ha）
水稲（１０月～１１月／４２ha／２１０，０００
㎏）
ごぼう（１月～３月／３０a／２，５００㎏）
玉ネギ（５月／１ha／２ｔ）
バレイショ（６月／５０a／１ｔ）
小松菜（１１月～５月／２０a／２ｔ）
茶（４月～１０月／２５ha）
肉用牛繁殖経営・受精卵販売
精肉（通年／出荷４万頭）
無添加ハム・ウインナー（通年／３００ｋｇ）
レトルト（通年／３０００ヶ）
ゴボウ（７月～１０月）
甘藷（９月～１１月）
キャベツ（１２月～３月）
茶（４月～８月、１０月／２７０ha系列含／１，
７５２t）
豚（肉豚６０００頭）
ゴボウ（７月～８月／７ha／２１０ｔ）
甘藷（９月～１２月／１０ha／２５０ｔ）
荒茶（４月～１０月／２００ha／８７６ｔ）
ピーマン（通年／２５０a）
ケール（１０月～３月／３１００a）
キャベツ（１０月～６月／２４００a）
ピーマン（通年／７４a／９５ｔ）
アスパラ（３月～５月／１a／１５０kg）

79 肝属 (有)中辻花卉園

中辻 正人

80 肝属 (有)サンフィールズ

久木田 敬一 鹿屋市東原町5934-45

81 肝属 (有)三清屋

田中 武雄

鹿屋市笠之原町5番58号

82 肝属 (株)ひまわり農苑

郷原 親盛

鹿屋市西原4丁目12-15

83 肝属 (株)オキス

岡本 孝志

鹿屋市下高隈町5454-11

84 肝属 アネット(有)

尾曲 和代

鹿屋市王子町4455-1

85 肝属 農業生産法人(株)元幸産業 白寒水 剛

鹿屋市串良町細山田5799-2

鹿屋市串良町有里6624-3

86 肝属 農業生産法人(有)えこふぁーむ 中村 えい子 鹿屋市串良町上小原1972-1

キク（１５５a）
キャベツ（１１～６月／３０ha／１，８００t）
葉ネギ（１０～７月／１５ha／４００t）
大根（１１～５月／７ha／４００t）
黒豚出荷数（通年／４５０頭）
普通米（１０月／１８０a／５４００ｋｇ）
さつまいも（紅はるか）（１０月／１０a／２０００
ｋｇ）
大麦若葉（８０ha／６００t）
ごぼう（７ha／２００t）
ザーサイ（３ha／３０t）
サツマイモ苗（９月～６月／９２．１７a／１００
万本）
生姜（１１月
／３９．０８a／１９．４５ｔ）
大根（６０ha／４０００t)
キャベツ（３０ha／２０００t）
ゴボウ（２５ha／６００t）
豚肉（通年／小規模／１５０頭）
豚肉加工品（通年／小規模／３０頭）
米飼料・人用（８月／２．５ha／２ｔ）
さつまいも（８月中旬～１１月下旬／１１ha／
２７５t）
さつまいも（８月中旬～１１月下旬／１７ha／
３９６t）
ピーマン（１０月～６月／１ha／１００ｔ）
大根（１１月～５月／１３ha／７１５ｔ）
キャベツ（１２月～３月／２ha／１１．４ｔ）
ピーマン
黒毛和牛
牧草
水稲
マンゴー

87 肝属 (有)南橋商事

矢羽田 竜作 鹿屋市野里町1805-1

88 肝属 (同)農栄ファーム

浅山 貴史

鹿屋市輝北町下百引113-2

89 肝属 (株)芝原

芝原 清彦

肝属郡東串良町川東1421-1

90 肝属 (株)煌良々farm

久永 良作

肝属郡東串良町川西2129-1

91 肝属 村商(株)

新村 順一郎 肝属郡肝付町後田2566-2

92 肝属 (株)甘宮

宮下 淳也

肝属郡肝付町新富159-3

93 肝属 あかつき産業（株）

篠原 和則

肝属郡肝付町後田2288

94 肝属 (株)瑞ひかり

中村 悠喜

肝属郡肝付町前田2612-2

95 肝属 (有)花瀬農園

小手川 康雄

肝属郡錦江町田代麓5186-1

96 肝属 (有)たしろ山茶香

森 純一郎

肝属郡錦江町田代麓4586-42

-

97 肝属 (有)南九州きのこセンター 貫見 育郎

肝属郡錦江町田代川原4441-1

えのきだけ（通年）

98 肝属 （株）今村製茶

今村 和也

肝属郡錦江町神川2173-1

99 肝属 （農）ねじめ農園

肥後 隆志

肝属郡南大隅町根占川北3912

100 肝属 （農）根占生産組合

中村 麻子

肝属郡南大隅町根占川北9520

101 肝属 南州農場(株)

本田 玲子

肝属郡南大隅町根占横別府2843

茶（４月～１０月／５ha）
サツマイモ（８月～１１月）
ジャガイモ（３月～５月）
豆類（１２月～４月）
茶（８ha）
ミカン（３０a）
花卉（１５a）
鹿児島黒豚（６８５９頭）
鹿児島白豚（８５,２３６頭）

102 肝属 (有)第一佐多果樹園

有嶋 則雄

肝属郡南大隅町佐多馬篭中原3221-1

103 熊毛 清水園芸(株)

清水 克己

西之表市西之表926-3

104 熊毛 (有)西田農産

西田 春樹

西之表市西之表3703

105 熊毛 (有)農業生産法人さとうきび 折戸 テル子 熊毛郡中種子町野間11818-2
106 熊毛 (有)ハラダ製茶農園

原田 康次郎 熊毛郡屋久島町安房2457-43

107 大島 (株)ソレイユスマイル

勝島 利美

奄美市名瀬浦上町53-10

108 大島 (株)ファームテック喜界

岩下 雅大

大島郡喜界町大字坂嶺2048

109 大島 (農)共創 喜界島

藤井 安二

大島郡喜界町坂嶺1936

110 大島 (株)大豊

大山 茂豊

大島郡和泊町手々知名965

111 大島 (株)皆村農園

皆村 正樹

大島郡和泊町皆川515-1

112 大島 (有)シャロン農園

徳永 哲秀

大島郡与論町茶花1994-1

コシヒカリ・イクヒカリ（８月）
なつほのか（８月）
ヒノヒかり（１０月）
黒毛和牛（母牛６０頭／子牛約５０頭）
お茶（４月／３００㎏）

アップルマンゴー（２ha）
フリージア（球根）・安納芋（生産・販売）（３０
ha）
さつまいも（９月～１２月／７３ha／１，３００t）
玉ねぎ（３月～４月／８ha／２００t）
山芋（１２月～２月／１．４ha／２０t）
さとうきび（１６ha）
荒茶（４月～１１月／茶畑３６ha／荒茶１７７
ｔ）
マンゴー（８月／ハウス（400㎡）４棟／３t）
パッションフルーツ（７月／ハウス200㎡）５棟
／３t）
さとうきび
さとうきび
黒糖
胡麻
ソリダゴ（４００a）
スプレー菊・大菊（１３０a）
玉ねぎ（４５０a）
ばれいしょ（２月～５月／１８ha／４００ｔ）
マンゴー（７月～８月／３０a／１５００kg）
バナナ（６月～１１月／２０a／８００kg）
パッションフルーツ（５月～７月／１０a／５００

