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トマト生産法人 味と品質にこだわった 幸水

埼玉県 らぱん 減農薬、

トマト 完熟状態出荷 土作りにこだわり 豊水

糖度と触感が違います 茨城県 みずみずしさが違います。

北海道 ニセコとまと 減農薬 ラブリーさくら なし 新高

ミニトマト クラブ

　海のミネラルをたっぷり吸収して くりりん あきづき

北海道 明井農園 　糖度22.6度 茨城県 市川梨園 減農薬、自家製堆肥使用

かぼちゃ 　微生物栽培 TVで全国放映 梨 土作りからこだわった「絶品」

鳥取県 新甘泉

北海道 横川農園 酵素栽培、甘さに自信 鳥取県 こだわり ジューシー感が違う、

かぼちゃ 梨 物産販売 鳥取限定商品

九重栗（天空かぼちゃ） 白鳳

山梨県 中村果樹園 低農薬 ・無化学肥料で栽培 サンセイ

かぼちゃ 山梨県 　フルーツ 白桃

剣淵・生命を 低農薬 ・無化学肥料で栽培 九重栗イレブン もも （契約生産者）

北海道 育てる会 特別栽培 白九重栗 デラウエアー

かぼちゃ

ダークホース・恋するマロン サンセイ 巨峰・シャインマスカット

北海道 吉川農園 微生物農法・特栽レベル 山梨県 　フルーツ ピオーネ

かぼちゃ ぶどう （契約生産者） 甲斐路・ベリーA

サンセイ 鮮度と甘さが違います。ゴールドラッシュ
山梨県 フルーツ サンプルーン

ｽｲｰﾄｺｰﾝ （契約農家） 山梨県 中村果樹園 糖度に自身あり

ロイシーコーン プルーン

北海道 ニセコ 減肥減農栽培 ルピアレット・R117

ｽｲｰﾄｺｰﾝ ふれあいクラブ 生でもたべられ、かなりの高糖度 北海道 坂爪農園 糖度17°以上

メロン 甘さが違う。

北海道 川西農園 減肥減農栽培 タカミメロン

ｽｲｰﾄｺｰﾝ 生でもたべられ、かなりの高糖度 北海道 滝澤農園 ひとつひとつ丁寧に

グリーンアスパラ（露地） メロン 土壌と水にこだわりあり。

北海道 ニセコ 　肥料に頼らない、 姫甘泉

アスパラ アスパラクラブ 　土にこだわった農法 新潟県 滝澤農園 ひとつひとつ丁寧に

グリーンアスパラ（露地） 小玉すいか 土壌と水にこだわりあり。

秋田 佐々木農園 　　　減肥減農薬栽培 大栄スイカ

アスパラ 　微生物栽培 鳥取県 三谷農園 化学肥料は使用せず

すいか 土壌菌で良い土作り。

北海道 吉川農園 東京ドーム10個以上 　減農薬 とちおとめ

キャベツ 茨城県 ストロベリー

こだわり農家の厳選選果 イチゴ 　フィールズ 減農薬、自家製液肥のこだわり土壌

静岡県 曽根農園 品質に自信あり。 ステビア とちおとめ 減農薬栽培

芽キャベツ 千葉県 栽培 可熟出荷で甘さが違う

みつ葉、セロリ 　減農薬、　23年間「特Ａ」認定 イチゴ グループ

茨城県 猿島水耕 葉とらずサンふじ

水耕品 青森県 田沢農園 りんご作り名人のこだわり「りんご」

ほうれん草・水菜・春菊 減農薬、 りんご

静岡県 秋山農園 温州みかん

水耕品 愛媛県 東宇和青果 ぽんかん 糖度センター対応

微生物農法、減農薬 四季姫 みかん 組合 200人の生産組合の選りすぐり商品

北海道 川西農園 鮮度が違う、 西宇和 個人生産者グループ

ミニ大根 日持ちよし 愛媛県 オレンジ 不知火 極力減農薬・無化学肥料

ネギ本来の甘さが引き立つ みかん グループ

鳥取県 田中農園 白ネギです。 佐藤錦

白ネギ 山形 丸松農園 産直で

さくらんぼ 生産グループ 状態の良いものを翌日配送

鳥取県 京谷農園 あきたこまち

白ネギ 秋田県 柏農園 生産者限定米

メークイン 米

北海道 板坂農園 雪下 こしひかり

じゃがいも 富山県 本田 伊吹農法で減肥、減農薬

インカのめざめ ・さやあかね 米 品評会でも優秀賞受賞

北海道 久保農園 精米 生産者限定米

じゃがいも 北海道 ヤマコ ゆめぴりか

ホワイト玉ねぎ 米 しらかわ お米マイスターの厳選精米
北海道 水野農園 こしひかり

白たまねぎ 他 　減農薬、特栽品で高糖度 鳥取県 田中農園 減肥・減農薬

オホーツク222 米 米本来の味をお届け￤

北海道 にお農園 　減農薬、特栽品で高糖度 東京ﾄﾞｰﾑ6個分で 自然栽培

たまねぎ 茨城県 照沼勝一

糖度9°以上の飲む人参 干しいも 　商店

鳥取県 京谷農園

にんじん

雪の下にんじん

北海道 川西農場 糖度が違います。

にんじん 微生物栽培で肥料、農薬を50％削減

新人参

徳島県 川西農場

にんじん

中玉トマト・大玉トマト 白桃・白凰

山梨県 今福農園 山形県 丸松青果

トマト 完熟状態出荷 中玉トマト　平均糖度9° 生産グループ 甘い、ジューシー鮮度を厳選選果し出荷

活水器を使用し栽培、減農薬で鮮度が抜群 デラウエアー・巨峰・ピオーネ・シャインマスカット

群馬県 星の環農園 山形県 丸松青果

レタス 生産グループ 産地指定商品、厳選選果でご提供
尾花沢スイカ

北海道 吉川農園 微生物栽培 山形県 丸松青果

レタス 鮮度と棚持ちに違いあり。 生産グループ 東北一の大産地から厳選商品をご提案
男爵・北あかり・はるか アンデス・鶴姫レッド

北海道 吉川 山形県 JA鶴岡

じゃがいも じゃがいも園 微生物栽培、酵素栽培、糖度（甘さ）が違う。 大田市場経由 庄内砂丘の良好な産地から規格ごとに選果出荷可能
ほっこりエビス南瓜 ラ・フランス

神奈川県 龍崎農園 微生物栽培 山形県 丸松青果 豊潤な甘さと香りが特徴

かぼちゃ 専用施設で一個づつ丁寧に風乾しています。 洋梨 生産グループ 生産日本一の大産地から直接買い付けます。

山梨県 旬果市場 百貨店でも大人気

ｽｲｰﾄｺｰﾝ 小林さん 生でもたべられ、かなりの高糖度
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