
正会員 平成３０年１２月３１日現在

1 京都市 京都市 農事組合法人 越畑フレンドパーク 都市農村交流施設の管理運営、農産物加工販売

2 京都市 株式会社 大原アグリビジネス２１ 都市農村交流拠点施設の管理運営

3 京都市 株式会社 生種農園 九条ねぎ等農産物の生産販売

4 京都市 株式会社 こと京都株式会社 九条ねぎ　生産・加工・販売

5 京都市 株式会社 中西豊文園 茶の生産・加工・販売

6 京都市 農事組合法人 花トピア大原野 花き生産

7
京都や
ましろ

宇治市 株式会社 丸利吉田銘茶園 緑茶卸・販売

8 宇治市 有限会社 笠取ファーム 蔬菜製造・加工、販売、観光農園

9 宇治市 株式会社 佐原農園株式会社 伏見とうがらし等農産物の生産、販売

10 城陽市 農事組合法人 サンファーマー城陽 農作業受託

11 城陽市 有限会社 友悠農場 水稲、花ハス、イチジク生産販売、農作業受託

12 久御山町 有限会社 グリンハウス南 施設野菜

13 久御山町 有限会社 山田農産 種苗・園芸品の生産、販売

14 久御山町 株式会社 ナカニシフラワー 花卉、園芸品の生産、販売

15 久御山町 株式会社 山末農園 野菜苗、ネギ、小松菜、ほうれん草の生産・加工・販売

16 久御山町 株式会社 村田農園
野菜苗、九条ねぎ、小松菜、ほうれん草の生産・加工・販
売

17 八幡市 株式会社 渋谷農園 ネギ、キュウリ、万願寺とうがらしの生産、販売、加工

18 八幡市 株式会社 野井農園 ネギの生産、加工、販売

19 八幡市 合同会社 流れ橋工房はなが 食料品の加工、販売

20 八幡市 株式会社 とらこ株式会社 ネギ等農産物の生産、販売

21 八幡市 株式会社 ふるさと農園 ネギ等農産物の生産、加工、販売

22 宇治田原町 農事組合法人 日本緑茶宇治田原 茶園管理

23 宇治田原町 有限会社 栗林園 荒茶製造・加工・販売

24 井手町 有限会社 みどり農園 果樹等観光農園

25 井手町 株式会社 ジェイエイやましろファーム
農業経営者の教育・研修等育成支援、農業の経営、農産物
の加工・販売

26 和束町 有限会社
農業生産法人
　辻製茶有限会社

茶の生産・加工・販売

27
京都や
ましろ

和束町 有限会社 グリーン工房和束 茶の生産・加工・販売

京都
中央
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28
京都や
ましろ

和束町 有限会社 前出製茶場 茶の生産・加工・販売

29 和束町 株式会社 杣ノ谷碾茶工場 茶の生産・加工・販売

30 和束町 株式会社 式部 茶加工

31 和束町 株式会社 古京碾茶加工場 茶の生産・加工・販売

32 和束町 有限会社 中井製茶場 茶の製造・販売

33 南山城村 農事組合法人 田山南部共同製茶組合 荒茶製造・加工・販売

34 南山城村 農事組合法人 グリーンティー高尾 荒茶製造・加工・販売

35 南山城村 有限会社 童仙房茶舗 荒茶製造・加工・販売

36 南山城村 株式会社 お茶の木野園 茶生産・販売・加工

37 南山城村 株式会社 カネカツ北本農園 碾茶

38
京都

京都市 有限会社 山国さきがけセンター
農作業受託、水稲・大豆の生産、
加工品の製造・販売

39 亀岡市 農事組合法人 犬甘野営農組合 水稲、農作業受託、そば加工、農産物直売他

40 亀岡市 農事組合法人 ほづ 水稲・麦等の生産・加工・販売、農作業受託

41 亀岡市 農事組合法人 旭 水稲、農作業受託、農業体験ツアーの受入等

42 亀岡市 農事組合法人 河原林 麦、小豆、大豆の生産・販売、農作業受託

43 亀岡市 農事組合法人 千ヶ畑営農組合
水稲（酒米）、大豆、椎茸の生産販売、農地管理受託、農
作業受託、味噌加工販売

44 亀岡市 農事組合法人 南桑営農組合 畜産、水稲

45 南丹市 有限会社 タナセン
購買店舗経営、農作業受託、大豆・そば生産
福祉事業

46 南丹市 有限会社 船井農産 水稲、施設園芸、農作業受託

47 南丹市 農事組合法人 黒田営農組合 水稲、小豆、黒大豆、かぶら、紫ずきん、農作業受託

48 南丹市 農事組合法人 大西営農組合 水稲、小麦、小豆

49 南丹市 農事組合法人 竹井営農組合 水稲、黒豆、小豆、水稲苗、農作業受託

50 南丹市 農事組合法人 アグリくまざき 水稲、農産物の栽培・販売・農作業受委託

51 南丹市 農事組合法人 京都農産 水稲・水稲苗、農作業受託

52 南丹市 株式会社 泰宏農場生産組合 酪農、果樹

53 南丹市 農事組合法人 木喰の郷もろはた 水稲、花菜、伏見とうがらし、玉ネギ、農作業受託他

54 南丹市 農事組合法人 ふなえだ
水稲、小麦、小豆の生産、地区内農地の借入及び農作業受
託による作物の生産管理

55 南丹市 農事組合法人 いけがみ
水稲・小麦・小豆等の農作業受託、ライスセンターの管理
運営
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56
京都

南丹市 農事組合法人 グリーン日吉 農作業受託、黒大豆の生産、特産物加工販売

57 南丹市 農事組合法人 大向営農組合 水稲、黒大豆、農作業受託、加工・販売

58 南丹市 有限会社 西河牧場 酪農

59 南丹市 株式会社 谷牧場 酪農、水稲

60 京丹波町 有限会社 オアシスランド ネギの生産・販売、その他農産物の生産・販売

61 京丹波町 農事組合法人 京丹波ほたるの里
水稲、黒大豆、小豆、小菊の生産・販売、
農作業受託等

62 京丹波町 農事組合法人 きのこ村 シイタケ菌床の生産販売

63 京丹波町 農事組合法人 妙楽ファーム 農産物の生産・販売

64 京丹波町 株式会社 みとけ
水稲、黒大豆、みず菜の生産、農作業受託、ライスセン
ターの運営

65 京丹波町 株式会社 アグリチャンス京丹波株式会社 水稲

66 京丹波町 株式会社 ミルクファームすぎやま 酪農業

67 京丹波町 株式会社 新田農園 農産物の生産及び販売

68 京丹波町 株式会社 岸本畜産 養豚、小売

69 京丹波町 株式会社 鎌谷 米・加工米・そば・小豆等農産物の生産販売、農作業受託

70 福知山市 有限会社 かみむとべ営農
水稲、小麦、大豆、小豆、野菜の生産・販売、
農作業受託

71 福知山市 有限会社 みたけ農産有限会社
水稲、飼料米、山の芋、キュウリ等の生産・販売、農作業
受託

72 福知山市 株式会社 味歩里 水稲、野菜の生産、農作業受託

73 福知山市 農事組合法人 遷喬ふぁーむ 水稲、小豆、小麦生産、販売

74 福知山市 農事組合法人 観音寺 水稲、飼料作物、農作業受託

75 福知山市 農事組合法人 いわまファーム 水稲作業受託、水稲、小豆の生産・販売

76 福知山市 株式会社 西中筋ライスセンター 穀物類の乾燥調整・農産物の貯蔵、運搬又は販売

77 福知山市 農事組合法人 印内営農和の郷
農業共同利用施設設置及び農作業の共同化事業、農業の経
営に関する事業

78 福知山市 株式会社 とよとみ 水稲・ＷＣＳ稲、農作業受託

79
京都

福知山市 農事組合法人 あぐ里興 水稲・小豆・飼料作物の生産販売

80 宮津市 農事組合法人 せんごく営農組合 水稲受託、そ菜採種、水稲苗育苗

81 宮津市 農事組合法人 グリーンショルダー日置 水稲の生産・販売、農作業受託

82 与謝野町 有限会社 あっぷるふぁーむ 水稲、施設・露地野菜、農作業受託

83 伊根町 株式会社 水農江 農産物の生産、販売



正会員 平成３０年１２月３１日現在

ＪＡ名 市町村 法人格 農業法人名 事業内容

84
京都

京丹後市 株式会社 福喜農園株式会社 茶の生産・販売

85 京丹後市 有限会社 くらぶ・ふぁーまぁー 水稲、そば、野菜、農作業受託

86 京丹後市 農事組合法人 田吾作 水稲、野菜等の生産・販売

87 京丹後市 有限会社 丹後ジャージー牧場 酪農および乳製品製造・販売

88 京丹後市 株式会社 ひらばやし農産
水稲、黒大豆、青大豆、小豆、水菜、九条ネギ、
露地野菜の生産・販売

89 京丹後市 株式会社 誠農海部株式会社 野菜、水稲、黒大豆の生産・販売、農作業受託

90 京丹後市 株式会社 丹後岩木ファーム 水稲、野菜、農作業受託、農産物の加工販売

91 京丹後市 株式会社 京丹後森本アグリ株式会社 水稲、コギク等の生産・販売

92 京丹後市 有限会社 セラムファーム ねぎ、みず菜、キャベツ、はくさいの生産・販売

93 京丹後市 株式会社 シーズ金太郎 農産物の生産、加工、販売・農作業受託

94 京丹後市 農事組合法人 アグリ竹藤
水稲（食用米）、酒米・加工米、枝豆、万願寺とうがら
し、水菜、生姜、エビイモ、加工キャベツ、ピーマン、エ
ンドウの生産・販売

95 京丹後市 株式会社 丹後野村牧場 酪農、乳製品加工

96
京都に
のくに

綾部市 有限会社 両丹いきいきファーム 茶、紫ずきんの生産・販売、農作業受託

97 綾部市 株式会社 綾碾 碾茶の加工

98 綾部市 株式会社
農業生産法人
	株式会社	天野

賀茂なす、万願寺とうがらし、シイタケ、かぶら、九条ね
ぎ、えびいも、みず菜の生産・販売

99 綾部市 株式会社 farmu	labor	農希
イチゴ、万願寺とうがらし、みず菜、水稲の生産・販売、
作業受託

100 綾部市 株式会社 農夢 みず菜生産・販売

101 綾部市 農事組合法人 たち 水稲、小豆、小麦の生産・販売

102 綾部市 農事組合法人 えーのー小西 水稲の生産・販売、農作業受託

103 綾部市 農事組合法人 アグリさんが 水稲、小豆の生産・販売

104 綾部市 農事組合法人 グリーンファーム鷹栖 水稲、小豆、京野菜の生産・販売

105 綾部市 株式会社 丹波西山 水稲、野菜、小豆、作業受託

106 綾部市 株式会社 篠営会
水稲、小麦、小豆、万願寺とうがらしの生産・販売、
作業受託

107 綾部市 株式会社 白道路興農会 水稲、農作業受託

108 綾部市 株式会社 上八田ファミリー農場 水稲、小豆の栽培・販売

109 綾部市 株式会社 アグリテックいかる 水稲

110 綾部市 株式会社 志賀郷北部農産株式会社 農産物の生産販売、農作業受託

111 福知山市 農事組合法人 鬼の里農園 水稲、小豆の生産・販売
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112
京都に
のくに

福知山市 有限会社 田舎暮らし
水稲、野菜の生産・販売、加工品、水稲作業受託、農産物
加工販売

113 福知山市 合同会社 丹波の里ひぐち農園 水稲、野菜、作業受託、農産物加工

114 福知山市 株式会社 大門ファーム 農産物・林産物・畜産物の生産・加工・販売

115 福知山市 株式会社 ファームきぬがわ
水稲・万願寺甘とう・紫ずきん他の農産物生産販売等、農
業全般

116 福知山市 農事組合法人 かわい 水稲・小豆・万願寺甘とう生産販売、農作業受託

117 福知山市 株式会社 アグリサポート夢
水稲・園芸品目・林産物生産、苗類販売、農作業受託、農
業体験事業

118 福知山市 株式会社 板生ファーム
水稲・紫ずきん・万願寺甘とう等農産物生産販売、農作業
受託

119 福知山市 株式会社 半田営農株式会社 小麦・小豆等農産物の生産販売

120 福知山市 株式会社 八百丹 水菜、ほうれん草、紫ずきん等野菜の生産・販売

121 福知山市 株式会社 土成茶園
お茶、農産物・林産物の生産加工販売、観光農園の経営、
農業生産設備の組立設置工事の請負

122 福知山市 株式会社 Season 野菜（万願寺甘とう）の生産・販売・加工

123 舞鶴市 株式会社 アグリイベリス 花苗、野菜苗、野菜の生産・販売

124 舞鶴市 株式会社 よほろファーム 水稲、小豆

125 舞鶴市 農事組合法人 大浦ファーム 水稲

126 舞鶴市 株式会社 椋本営農 農産物の生産・販売

127 舞鶴市 株式会社 下東農産 農産物の生産・販売

128 舞鶴市 有限会社 三和鶏園 鶏卵、養鶏業

賛助会員

　　京都市農業協同組合　　　　　　　　　　　　京都府信用農業協同組合連合会

組　織　名

　　京都中央農業協同組合　　　　　　　　　　　全国農業協同組合連合会	京都府本部

　　京都やましろ農業協同組合　　　　　　　　　全国共済農業協同組合連合会	京都府本部

　　京都農業協同組合　　　　　　　　　　　　　農林中央金庫	大阪支店

　　京都丹の国農業協同組合　　　　　　　　　　京都府農業協同組合中央会


