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商

品

ゴーヤ(苦瓜)

生産者等
JAふかや(南部・北部・西部)野菜協議会

サラダごぼう

白倉ファーム

サラダごぼう

JAいるま野

じゃがいも

株式会社 風の丘ファーム

じゃがいも

杉田ファーム

じゃがいも

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

エディブルフラワー

Y's Flower

ズッキーニ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

辛み大根

JAいるま野

大根

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

たまねぎ

株式会社 風の丘ファーム

たまねぎ

埼玉福興(株)

たまねぎ

杉田ファーム

たまねぎ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場

たまねぎ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

チンゲン菜

JAいるま野

いるま鬼丸黒にんにく、ジャンボにんにく

㈱いるま鬼丸

にんにく

アグリファーム株式会社

白菜

イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場

白菜

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

パクチー

株式会社菜根譚農園

葉生姜

イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場

バジル

ふかや農場

ビーツ(生)赤(野菜)

株式会社ノウカス

ビーツ(生)黄色(野菜)

株式会社ノウカス

万願寺とうがらし、ししとう等

株式会社 風の丘ファーム

ピーマン

沃土会

ピーマン

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

ベビーリーフ

株式会社菜根譚農園

ミニトマト

ぴよぴよ農場

モロヘイヤ

沃土会

モロヘイヤ

ふかや農場

ルッコラ

株式会社 風の丘ファーム

ルッコラ

株式会社菜根譚農園

リーフレタス

イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場

非結球レタス (サニー、リーフ)

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

ロマネスコ

イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場

わさび菜

株式会社 風の丘ファーム

なし

大澤 一樹

ブルーベリー

利根川農園(利根川毅弘)

メロン

(株)アグリスタジアム

武州和牛

埼玉県武州和牛組合

武州和牛

埼玉県武州和牛組合

深谷牛

㈱山下牧場代表 山下 勝

彩さい牛・彩さい和牛

21世紀肉牛研究会

彩の国黒豚

有限会社 橋本グローバルスワイン

お問い合わせ先
名称:JAふかや営農販売課 所在地:深谷市人見1935-1 電話番号:048-574-1159
担当者:飯野 真 E-mail:iino0470@fkya.st-ja.or.jp
名称:白倉ファーム 所在地狭山市青柳979 電話番号:090-5799-2576
担当者:白倉崇弘 E-mail:

名称:いるま野農業協同組合 所在地:川越市大字下赤坂1805-126 電話番号:049−227−6154
担当者:小西 純一 E-mail:hanbai@irumano.st-ja.or.jp
名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com
名称:杉田ファーム 所在地:久喜市所久喜767-1 電話番号:0480-22-0438
担当者:杉田孝行 Email:なし

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:Y's Flower 所在地:深谷市江原248-1 電話番号:090-7802-4927
担当者:高橋 義治 E-mail:ysﬂower@outlook.jp

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:いるま野農業協同組合 所在地:川越市大字下赤坂1805-126 電話番号:049−227−6154
担当者:小西 純一 E-mail:hanbai@irumano.st-ja.or.jp
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com
名称:埼玉福興株式会社 所在地:熊谷市弥藤吾2397-8 電話番号:048-588-6118
担当者:新井紀明 E-mail:mail@saitamafukko.com
名称:杉田ファーム 所在地:久喜市所久喜767-1 電話番号:0480-22-0438
担当者:杉田孝行 Email:なし

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場 所在地:羽生市名180 電話番号:08035648255
担当者:櫻井 洋 E-mail:sakurai-hiros@aeonpeople.biz

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:いるま野農業協同組合 所在地:川越市大字下赤坂1805-126 電話番号:049−227−6154
担当者:小西 純一 E-mail:hanbai@irumano.st-ja.or.jp
名称:㈱いるま鬼丸 所在地:入間市中神800 電話番号:042-934-5151
担当者:内田純 E-mail:irumaonimaru@gmail.com

名称:アグリファーム株式会社 所在地:加須市栄320-1 電話番号:0280-23-1787
担当者: 代表取締役 解良 大輔 E-mail:kera@um-welt.co.jp

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場 所在地:羽生市名180 電話番号:08035648255
担当者:櫻井 洋 E-mail:sakurai-hiros@aeonpeople.biz

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:株式会社菜根譚農園 所在地:深谷市新戒402-1 電話番号:048-598-2525
担当者:関 佳寿、梅山 貴宏 E-mail:yoshihisa̲seki@maruko-f.co.jp takahiro̲umeyama@maruko-f.co.jp
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場 所在地:羽生市名180 電話番号:08035648255
担当者:櫻井 洋 E-mail:sakurai-hiros@aeonpeople.biz
名称:ふかや農場 所在地:熊谷市千代198-8 電話番号:090-7638-3563
担当者:深谷 恵子 E-mail:hukayafarm@hb.tp1.jp

名称:株式会社ノウカス 所在地:深谷市本田4088-3 電話番号:048-538-1197
担当者:鈴木 孝幸 E-mail:Suzuki@knowcas.org
名称:株式会社ノウカス 所在地:深谷市本田4088-3 電話番号:048-538-1197
担当者:鈴木 孝幸 E-mail:Suzuki@knowcas.org

名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com
名称:有限会社 沃土会 所在地:深谷市岡3061-4 電話番号:048-546-1177
担当者:茂木 俊丞 E-mail:yokudo@aqua.ocn.ne.jp

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz

名称:株式会社菜根譚農園 所在地:深谷市新戒402-1 電話番号:048-598-2525
担当者:関 佳寿、梅山 貴宏 E-mail:yoshihisa̲seki@maruko-f.co.jp takahiro̲umeyama@maruko-f.co.jp
名称:ぴよぴよ農場 所在地:東松山市上野本2141−2 電話番号:090−4057−5444
担当者:利根川清久 E-mail:piyopiyonoujou@gmail.com
名称:有限会社 沃土会 所在地:深谷市岡3061-4 電話番号:048-546-1177
担当者:茂木 俊丞 E-mail:yokudo@aqua.ocn.ne.jp
名称:ふかや農場 所在地:熊谷市千代198-8 電話番号:090-7638-3563
担当者:深谷 恵子 E-mail:hukayafarm@hb.tp1.jp

名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com

名称:株式会社菜根譚農園 所在地:深谷市新戒402-1 電話番号:048-598-2525
担当者:関 佳寿、梅山 貴宏 E-mail:yoshihisa̲seki@maruko-f.co.jp takahiro̲umeyama@maruko-f.co.jp
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉羽生農場 所在地:羽生市名180 電話番号:08035648255
担当者:櫻井 洋 E-mail:sakurai-hiros@aeonpeople.biz

名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:イオンアグリ創造株式会社 埼玉日高農場 所在地:日高市田波目174 電話番号:08090234183
担当者:三富 明希 E-mail:mitomi-a@aeonpeople.biz
名称:(株)風の丘ファーム 所在地:比企郡小川町上横田609−1 電話番号:0493−74−3790
担当者:田下隆一 E-mail:tashita.farm@nifty.com

名称:大澤一樹 所在地:久喜市菖蒲町上大崎420-1 電話番号:0480-44-9389
担当者:大澤一樹 E-mail:osawa.kazuki@gmail.com

名称:利根川農園 所在地:川越市上野田町22−5 電話番号:090−8688−6651
担当者:利根川毅弘 E-mail:akira12007@yahoo.co.jp
名称:JAさいかつ 所在地:吉川市中井2-47-1 電話番号:048-982-2447
担当者:岡田聡 Email:なし

名称:(株)Meat−Companion 所在地:〒190-0013 東京都立川市富士見町6丁目65番21号 電話番号:042-526-3451
担当者:伊藤 晴規、安次嶺 徳雄 E-mail:h.ito@meat-c.co.jp
名称:下山畜産(株) 所在地:〒121-0836 東京都足立区入谷7丁目1番15号
電話番号:03-3897-6101

名称:関東日本フード(株) 東松山営業部 所在地:〒355-0812比企郡滑川町大字都81-4
電話番号:0493-56-4129 担当者:長谷川尚輝: E-mail:na.hasegawa.nf@nipponham.co.jp
名称:(株)ウエイ 所在地:児玉郡上里町神保原町1995 電話番号:0495−33−1324
担当者: E-mail:ueimeat@ueimeat.co.jp
名称:全農埼玉県本部 所在地:深谷市田中2065 電話番号:048-583-7111
担当者:吉澤 徹 E-mail:yoshizawa-tooru-z@zennoh.or.jp

ページ

9
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
12
12
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14

14

14
14
14
14
14
14

商

品

生産者等

お問い合わせ先

古代豚のお肉

古代豚白石農場

名称:古代豚白石農場 所在地:児玉郡美里町白石1927−1 電話番号:0495−76−1738
担当者:白石宗宏 E-mail:info@kodaibuta.com

香り豚

有限会社松村牧場

かぞの豚

有限会社加須畜産

小江戸黒豚、ベーコン、布巻ロースハム、パストラミハム、
フランクフルター、
シュヴァインス、
チョリソー、ニュールンベルガー、
ガーリックペッパー、
クロイターボック、ポークジャーキー、生ハム

(有)大野農場

ウインナー・ハム サイボク

㈱埼玉種畜牧場

プリたま/放し飼いたまごエコッコ

有限会社 丸一養鶏場

彩たまご

松本ファーム(有)

朝採り たまご

農事組合法人セイメイファーム

愛たまご

(株)愛鶏園

西武3.6牛乳(200ml)

西武酪農乳業株式会社

生乳たっぷりミルクコーヒー(200ml)

西武酪農乳業株式会社

アイスクリーム「甘熟トマトのヨーグルトアイス」

市ノ川園芸(農事組合法人 榎本牧場)

生サブレ、抹茶ミントタブレット、
生チョコクッキー茶娘(抹茶、ほうじ茶)

㈱新井園本店

狭山茶ジェラート (ほうじ茶・抹茶)

㈱富士美園

秩父プリン

秩父デザート株式会社

森のサイダー きはだの苦み

秩父樹液生産協同組合

国産天然はちみつ

花園養蜂場松本 文男

川越産天然はちみつ

野々山養蜂園野々山 純

源作印 秩父 シャルドネ 2007

有限会社 秩父ワイン

源作印 秩父 山ぶどう 2015

有限会社 秩父ワイン

梨サイダー

大澤 一樹

菊芋パウダー

株式会社ノウカス

菊芋チップス(乾燥)

株式会社ノウカス

秩父梅(しそ漬、天日干し)

NPO法人障がい者自立支援 自立工房山叶本舗

小鹿野町両神炒りえごま

太田 誠

割り箸

江南愛の家(製造)・秩父広域森林組合(素材供給)

ノベルティ用割り箸

川本園(製造)・埼玉県中央部森林組合(素材供給)

小松菜ふりかけ・小松菜パウダー

TSURUOKAファーム

里芋のペースト

SAYAMA AGRICULTURAL UNION

切干大根

NPO法人障がい者自立支援 自立工房山叶本舗

借金なし大豆を使用した味噌、甘味噌、辛味噌

社会福祉法人 清心会

ビーツパウダー(赤)

株式会社ノウカス

植木・花木類

(一社)日本植木協会埼玉県支部

植木植栽マット

川口市都市緑化植木生産組合

盆栽

埼玉県輸出盆栽研究会

エノキ

㈱アグリカルチャーセンター

マイタケ

㈱アグリカルチャーセンター

シイタケ

㈱アグリカルチャーセンター

干ししいたけ(原木)

埼玉県きのこ振興会

狭山茶、緑茶ティーパック、ほうじ茶ティーパック、粉末茶

(有)平塚園

日本茶

㈱田代園

スティック緑茶(粉末)1包1g入り

㈱狭山園

抹茶・煎茶

奥富園 奥富雅浩

緑茶・紅茶・ほうじ茶

野村園 野村翔一

ほうじ茶ティーバッグ・粉末茶(ほうじ茶・抹茶と玄米)

㈱富士美園

生芋こんにゃく

猪俣時夫

名称:有限会社松村牧場 所在地:加須市阿良川903-1 電話番号:0480-62-5925
担当者: 松村 淳 E-mail:kaoributa@gmail.com

名称:有限会社加須畜産 所在地:加須市南大桑3512 電話番号:090-2447-1193
担当者: 田口 E-mail:kazokazo@oregano.ocn.ne.jp

名称:ハム・ソーセージ工房ミオカザロ 所在地:川越市谷中27 電話番号:049-226-0861
担当者:大野 丈往(オオノトモヒサ) E-mail:t-ohno@miocasalo.co.jp
名称:㈱埼玉種畜牧場 所在地:日高市下大谷沢 546 電話番号:042-919-3100
担当者:橋本 E-mail:hashimoto@saiboku.co.jp

名称: 有限会社丸一養鶏場 所在地:大里郡寄居町赤浜2832 電話番号:048−582−1135
担当者:一柳憲隆 E-mail: tamago@maru1.com
名称:松本米穀精麦㈱ 所在地:熊谷市末広 1-79 電話番号:048-523-1201
担当者:仁平 光二 E-mail:kouji@naozane.co.jp

名称:農事組合法人 セイメイファーム 所在地:嵐山町杉山 658 電話番号:0493-62-3177
担当者:嶋田 淨 E-mail:info@seimei.biz
名称:(株)愛鶏園 所在地:深谷市本郷368 電話番号:048-585-3381
担当者:齊藤 大天 E-mail:daiten@ikn.co.jp

名称:西武酪農乳業株式会社 所在地:日高市野々宮145 電話番号:042-989-1331
担当者:岩川 輝信 E-mail:t-iwakawa@seibu-milk.co.jp
名称:西武酪農乳業株式会社 所在地:日高市野々宮145 電話番号:042-989-1331
担当者:岩川 輝信 E-mail:t-iwakawa@seibu-milk.co.jp
名 称:市ノ川園芸 所 在 地:上尾市須ケ谷2丁目61番地 電話番号:048-771-7070
担 当 者:市ノ川 利貴 E-mail :ichinokawa̲e@yahoo.co.jp
名称:㈱新井園本店 所在地:所沢市小手指町1-15-5 電話番号:04-2948-1892
担当者:新井 真一郎 E-mail:araien@araienhonten.co.jp
名称:㈱富士美園 所在地:所沢市大字下富807 電話番号:080-3029-5799
担当者:藤野和泉 E-mail:greentea.14ken@gmail.com

名称:秩父デザート株式会社 所在地:秩父郡小鹿野町小鹿野2038 電話番号:0494−75−2211
担当者:田畑 和典 E-mail:doyouknowtabata@hotmail.co.jp
名称:秩父樹液生産協同組合 所在地:秩父市大滝1999番地 電話番号:0494−55−0122
担当者:吉本隆久 E-mail:info@acermono.com
名称:花園養蜂場 所在地:深谷市小前田 644-1 電話番号:048-584-0462
担当者:松本 鮎子 E-mail:hanazonoyoho@kdp.biglobe.ne.jp

名称:野々山養蜂園 所在地:川越市砂新田 5-33-8 電話番号:049-265-8431
担当者:野々山 恵 E-mail:n-honey663@outlook.jp

名称:(有)秩父ワイン 所在地:秩父郡小鹿野町両神薄41 電話番号:0494−79−0629
担当者: 南 悦子 E-mail:yasu41@topaz.piaia.or.jp
名称:(有)秩父ワイン 所在地:秩父郡小鹿野町両神薄41 電話番号:0494−79−0629
担当者: 南 悦子 E-mail:yasu41@topaz.piaia.or.jp
名称:大澤一樹 所在地:久喜市菖蒲町上大崎420-1 電話番号:0480-44-9389
担当者:大澤一樹 E-mail:osawa.kazuki@gmail.com

名称:株式会社ノウカス 所在地:深谷市本田4088-3 電話番号:048-538-1197
担当者:鈴木 孝幸 E-mail:Suzuki@knowcas.org
名称:株式会社ノウカス 所在地:深谷市本田4088-3 電話番号:048-538-1197
担当者:鈴木 孝幸 E-mail:Suzuki@knowcas.org

名称:自立工房 山叶本舗 所在地:秩父市久那1629 電話番号:0494−23−4871
担当者: 辻俊二、浅賀路子 E-mail:yamakano@lily.ocn.ne.jp

名称:太田 誠 所在地:小鹿野町小鹿野2820−1−102 電話番号:090−5198−5729
担当者:太田 誠 E-mail:makotocafe2011@gmail.com

名称:社会福祉法人 埼玉県ブルーバードホーム 障害者支援施設 江南愛の家 所在地:熊谷市野原245 電話番号:048−536−3333
担当者:小笠原 直樹 E-mail: ainoie@an.wakwak.com
名称:社会福祉法人 幸仁会 障害福祉サービス事業所 川本園 所在地:深谷市本田7080−8番地 電話番号:048−583−5908
担当者:野辺 香織 E-mail: kwmt@poppy.ocn.ne.jp
名称:TSURUOKAファーム 所在地:三郷市高州2-357 電話番号:048-955-2430
担当者:鶴岡 英俊 Email:tsuruoka@mri.biglobe.ne.jp

名称:SAYAMA AGRICULTURAL UNION 所在地:狭山市北入曽1346 電話番号:090-7230-4506
担当者:本橋利信 E-mail:motohashien̲sayama@yahoo.co.jp
名称:自立工房 山叶本舗 所在地:秩父市久那1629 電話番号:0494−23−4871
担当者: 辻俊二、浅賀路子 E-mail:yamakano@lily.ocn.ne.jp

名称:社会福祉法人 清心会 さやかワークセンター 所在地:秩父郡横瀬町4299−1 電話番号:0494−26−6613
担当者: 長島純一 E-mail:sayaka-work@sayaka.or.jp
名称:株式会社ノウカス 所在地:深谷市本田4088-3 電話番号:048-538-1197
担当者:鈴木 孝幸 E-mail:Suzuki@knowcas.org

名称:(一社)日本植木協会埼玉県支部（花と緑の振興センター内）所在地:川口市安行1015 電話番号:048−295−1806
担当者:支部長 高橋栄治 緑化企画・振興担当（花と緑の振興センター）E-mail:h951806@pref.saitama.lg.jp

名称:川口市都市緑化植木生産組合(花と緑の振興センター内) 所在地:川口市安行1015 電話番号:048−295−1806
担当者:組合長 石井 力 緑化企画・振興担当(花と緑の振興センター) E-mail:h951806@pref.saitama.lg.jp
名称:埼玉県輸出盆栽研究会(花と緑の振興センター内) 所在地:川口市安行1015 電話番号:048−295−1806
担当者:会長 小櫃 敏文 緑化企画・振興担当(花と緑の振興センター) E-mail:h951806@pref.saitama.lg.jp

名称:㈱アグリカルチャーセンター 所在地:秩父郡小鹿野町下小鹿野601-1 電話番号:0494−75−0111
担当者: 田島 泉 E-mail:izumi@agri.saitama.jp
名称:㈱アグリカルチャーセンター 所在地:秩父郡小鹿野町下小鹿野601-1 電話番号:0494−75−0111
担当者: 田島 泉 E-mail:izumi@agri.saitama.jp
名称:㈱アグリカルチャーセンター 所在地:秩父郡小鹿野町下小鹿野601-1 電話番号:0494−75−0111
担当者: 田島 泉 E-mail:izumi@agri.saitama.jp
名称:埼玉県きのこ振興会 会長 山田 喜久 所在地:秩父市久那1248 電話番号:0494−23−6773
担当者:山田 喜久 E-mail: −
名称:(有)平塚園 所在地:入間市下藤沢645 電話番号:04-2962-2443
担当者:平塚尚吾 E-mail:marutei@hiratsukaen.co.jp
名称:㈱田代園 所在地:入間市高倉4-5-5 電話番号:04-2966-3311
担当者:田代裕也 E-mail:karinvessel@gmail.com

名称:㈱狭山園 所在地:所沢市三ヶ島3-1157-3 電話番号:04-2948-0626,090-4834-5641
担当者:和田良一 E-mail:wadaryou0622@gmail.com
名称:奥富園 所在地:狭山市加佐志36 電話番号:04-2959-4789
担当者:奥富雅浩 E-mail:tea̲and̲records@indigo.plala.or.jp
名称:野村園 所在地:入間市南峯16 電話番号:04-2936-2815
担当者:野村翔一 E-mail:s.nomura0905@outlook.jp

名称:㈱富士美園 所在地:所沢市大字下富807 電話番号:080-3029-5799
担当者:藤野和泉 E-mail:greentea.14ken@gmail.com

名称:猪俣農産 所在地:秩父郡小鹿野町両神薄6198 電話番号:0494−79−0846
担当者:猪俣 時夫 E-mail:ayko8193731@ezweb.ne.jp
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