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16027 早生温州 宮原町須谷元川原510､511

16028 早生温州 宮原町須谷出水624-1

16029 早生温州 宮原町須谷島325

16030 早生温州 宮原町須谷天神谷826

16031 早生温州 宮原町東山ノ下879-1

16032 伊藤　貴啓 伊政 早生温州 宮原町畑蛇久保206

16033 伊藤　雅秀 伊与農園 早生温州 糸我町中番別所ノ谷962

16034 伊藤　美千代 糸孫農園 早生温州 糸我町中番地蔵堂前山1095-5 0737-88-6326 0737-88-6326

16035 ㈱伊藤農園 早生温州 宮原町畑笹尾965-1,6,8 0737-88-7053 0737-88-5507
info@ito-noen.com

http://www.ito.noen.com

16036 早生温州 千田西鳥間1699,1700

16037 早生温州 千田西沼1109

16038 早生温州 初島町浜野田原230-1

16039 早生温州 初島町里長屋尾700-2､714,724

16040 早生温州 初島町浜野田原163,164

16041 早生温州 初島町浜野田原198-1,191

16042 早生温州 初島町浜唐見谷650-1

16043 早生温州 初島町里垣内1685-1,1686-1,1692,1693-1

16044 早生温州 千田堀ノ内2058-1

16045 早生温州 千田西鳥間1714-1

16046 早生温州 千田堀ノ内2057

16047 早生温州 初島町里青木325

16048 早生温州 初島町里青木315-1

16049 早生温州 初島町里水鳥973-5

16050 早生温州 初島町里長屋尾717

16051 早生温州 初島町里上半田552

16052 早生温州 千田北沼589

16053 喜多　正幸 〇キ 早生温州 宮原町東宮ノ前9 0737-88-7249 0737-88-6803

16054 早生温州 辻堂大芝689-1,690-1

16055 早生温州 山田原飯盛573-2,575-1

16056 早生温州 山田原東原487

16057 久保　博臣 寿園 早生温州 初島町里青木304-1

16058 早生温州 野南生殿518,519,520

16059 早生温州 辻堂池之尻946

16060 早生温州 宮崎町津井1225-4

16061 早生温州 野蟻ヶ谷734,735

生駒　正剛 生駒みかん農園

生駒　泰之

岩﨑　昌司

上田　耕造 上耕

岡庄みかん畑

上田　光男

上野山　泰弘

綛田　至 綛紋

久世　佳典 山勝

粂田　忠男 粂佐

生勇

有田市みかん基準認定品一覧表（第2回　平成28年11月24日認定）

komasei@nike.eonet.ne.jp

okashyou8guntop@gmail.com

090-7360-0315
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16062 早生温州 山田原表山341

16063 早生温州 山田原表山329

16064 酒井　能章 金嘉 早生温州 千田潰ヶ谷1896,1897-1,-2

16065 佐原　弘記 早生温州 千田北山田742､743

16066 早生温州 初島町里東山1475

16067 早生温州 初島町里竹田1291

16068 竹谷　博世 竹吉 早生温州 宮原町道蓮池646 0737-88-7321 0737-88-7321 quat7quate-suzie4@ares.eonet.ne.jp

16069 早生温州 宮原町須谷西ノ浦689-1

16070 早生温州 宮原町須谷出水653-1

16071 中村　博紀 紀真園 早生温州 糸我町西真砂1031-3 0737-88-6180 0737-88-6180

16072 早生温州 宮原町須谷天神谷825-2

16073 早生温州 宮原町須谷西谷889

16074 早生温州 宮原町須谷西谷904-1

16075 堀川　幸俊 堀川農園 早生温州 山地萩尾284-1

16076 早生温州 宮原町須谷天神谷822

16077 早生温州 宮原町須谷西谷892､893-1,899-1,913-1

16078 早生温州 宮原町須谷西谷872-1,3,4

16079 宮井　朗 早生温州 山地二ツ石156-1

16080 宮井　誠司 早生温州 宮原町須谷元川原520

16081 酒井　能章 金嘉 普通温州 千田奥ヶ谷2009､2010-1

16082 富山　俊樹 富儀農園 普通温州 野山地原903他 0737-82-4569 0737-82-4569

16083 堀川　幸俊 堀川農園 普通温州 山地萩尾284-2

16084 御前　学司 山幸 普通温州 山田原東原470 0737-82-3704 0737-22-8050

16085 普通温州 山田原天神坪285他

16086 普通温州 野蟻ヶ谷728他
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16087 普通温州 樹別採果
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0737-88-6345 0737-88-6345 emiko1010happy@yahoo.co.jp

0737-88-7162 0737-88-7162 spe65fr9@marble.ocn.ne.jp

0737-82-4536 0737-82-4537 kumeda@hera.eonet.ne.jp

0737-82-3680 0737-82-3681

富山　俊樹 富儀農園 0737-82-4569 0737-82-4569

寺嶋　裕文 寺亮農園

藤岡　睦夫 ○ス藤元

的場　秀行 的場農園

認定申請者氏名

JAありだ
宮原共選

粂田　紀明
野太農園
（有紀農園）

竹田　敏己


