
※橙色セルは今回認証

地域名 団体・個人名 市町村名 品　　目

こまつな

しゅんぎく

チンゲンサイ

みずな

2 桜島柑橘ハウス振興会 鹿児島市 小みかん

3 有限会社 久保水耕園 鹿児島市 かいわれ大根

4 溜 敦幸 鹿児島市 しいたけ

5 鹿児島鶏卵株式会社 鹿児島市 鶏卵

6 株式会社 ココ・ファーム
鹿児島市，南九州市，
鹿屋市，志布志市

鶏卵

7 アグリタウン喜入 鹿児島市 こまつな

8 有屋田かぼす会 鹿児島市 かぼす

9 吹上町アスパラガス生産部会 日置市 アスパラガス

10 鹿児島県立農業大学校 日置市 マンゴー

11 さつま日置農協 果樹部会 マンゴー部会 いちき串木野市 マンゴー

12 さつま日置農協 果樹部会 施設中晩柑部会
いちき串木野市,
日置市, 南さつま市

不知火

13 さつま日置農協 果樹部会 ハウスみかん部会
いちき串木野市,
日置市, 南さつま市

ハウスみかん

14 吹上特色ある米づくり部会 日置市 水稲うるち（早期）

15 さつま日置農協 東市来いちご部会 日置市 いちご

16 アグリタウン東市来　株式会社　ねぎ畑 日置市 葉ねぎ

17 さつま日置農協果樹部会　中晩柑部会　薩州ぽんかん部会 いちき串木野市,日置市 ぽんかん

18 株式会社　ふたついし農園 日置市 葉ねぎ

19 有限会社 サンエッグ
南九州市,
枕崎市

鶏卵

20 有限会社 松原養鶏場 南九州市 鶏卵

かぼちゃ（春）

かぼちゃ（抑制）

22 いぶすき農協 えいピーマン専門部
南九州市,
指宿市

ピーマン

23 いぶすき農協 えい野菜部会 さつまいも専門部 南九州市 さつまいも

24 南さつま農業協同組合 加世田砂丘らっきょう部会
南さつま市,鹿児島市,
枕崎市，南九州市

らっきょう

25 南さつま農業協同組合知覧支所 知覧町園芸振興会 さつまいも部会 南九州市 さつまいも

26 いぶすき農協 えい契約にんじんグループ 南九州市 にんじん

27 南さつま農業協同組合 加世田ピーマン部会 南さつま市 ピーマン

28 いぶすき農協 えい雪丸契約人参グループ 南九州市 にんじん

29 南九州市茶業振興会Ｋ－ＧＡＰ推進部会 南九州市 緑茶

30 南さつま農協 枕崎さつまいも生産部会 枕崎市，南さつま市 さつまいも

31 さつま日置農協 金峰地区水稲部会 特別栽培米専門部会 南さつま市 水稲うるち（早期）

32 枕崎市茶業協議会Ｋ－ＧＡＰ推進部会 枕崎市 緑茶

南さつま市,枕崎市,
南九州市

                「Ｋ－ＧＡＰマイスター」　一覧
令和４年３月末現在

1

鹿児島

一里原園芸組合 鹿児島市

南薩

鹿児島
(日置)

21 南さつま農業協同組合 野菜部会連絡会 かぼちゃ専門部会



地域名 団体・個人名 市町村名 品　　目

33 有限会社　西牟田農園 南九州市 だいこん

34 桜山ファーム 枕崎市 さつまいも

35 いぶすき農協 開聞果樹部会(中晩柑専門部会) 指宿市 不知火

36 いぶすき農協 そらまめ専門部会
指宿市,鹿児島市,
南九州市

そらまめ

37 いぶすき農協 えんどう専門部会 指宿市 実えんどう

38 いぶすき農協 指宿オクラ部会 エコファーマーグループ
指宿市,
鹿児島市

オクラ

39 いぶすき農協 山川南瓜契約グループ 指宿市 かぼちゃ（春）

40 いぶすき農協 山川さつまいも契約グループ 指宿市 さつまいも

41 いぶすき農協 山川契約人参グループ 指宿市 にんじん

42 いぶすき農協 山川レタス契約グループ 指宿市 レタス

43 有限会社 かめや 指宿市 ピタヤ

指宿市，鹿児島市 マンゴー

指宿市 パッションフルーツ

45 北さつま農協 新生みかん生産組合 さつま町 温州みかん

46 北さつま農協 果樹部会 川内きんかん専門部会 薩摩川内市 きんかん

47 北さつま農協 マンゴー部会 さつま町 マンゴー

48 北さつま農協 ごぼう部会 さつま町，薩摩川内市 ごぼう

49 農事組合法人 薩摩西郷梅生産組合 さつま町，伊佐市 うめ

50 北さつま農協 トマト部会 さつま町，薩摩川内市 トマト

51 北さつま農協 トマト部会（養液栽培グループ） さつま町 トマト

52 北さつま農協果樹部会　さつま金柑専門部会
さつま町,薩摩川内市,霧
島市

きんかん

かぼちゃ（春）

かぼちゃ（抑制）

54 北さつま農業協同組合　さといも部会 さつま町 さといも

55 北さつま農協　豆類部会 さつま町 いんげん

56 竹の子いちばん栽培グループ 阿久根市 モウソウチク

57 鹿児島いずみ農業協同組合 長島地区赤土バレイショ部会 長島町,出水市 ばれいしょ

58 鹿児島いずみ農業協同組合 加温大将季研究会 出水市,阿久根市,長島町 不知火

そらまめ

実えんどう

60 ＪＡ鹿児島いずみ 野菜振興協議会 ミニトマト部会 出水市,阿久根市 ミニトマト

61 鹿児島いずみ農業協同組合 甘夏専門部会 出水市, 阿久根市,長島町 なつみかん

62 鹿児島いずみ協同食品株式会社 長島行人岳バレイショ生産部会 阿久根市,長島町 ばれいしょ

63 鹿児島いずみ農業協同組合 契約メークイン部会 出水市,阿久根市 ばれいしょ

レモン

不知火

65 濱上農園 出水市 温州みかん

59 鹿児島いずみ農業協同組合 野菜振興協議会豆類部会

南薩

北薩
(出水)

南薩
(指宿)

44 いぶすき農協 熱帯くだもの部会

北薩

北さつま農業協同組合　かぼちゃ部会

田島 永樹

出水市,阿久根市,長島町

64 長島町

さつま町53



地域名 団体・個人名 市町村名 品　　目

66 牧園町園芸振興会ゴーヤー部会 霧島市 にがうり

67 牧園しいたけグループ 霧島市 しいたけ

68 幸田棚田米生産組合 湧水町
水稲うるち
（普通期）

69 国分園芸振興会トマト部会 霧島市 トマト

70 国分観光農業振興会 Ｋ－ＧＡＰ推進部会 霧島市，鹿児島市 ぶどう

71 霧島市茶業振興会 Ｋ－ＧＡＰ推進部会 霧島市 緑茶

72 ＪＡあいら ごぼう部会 霧島市，姶良町，湧水町 ごぼう

73 あいら地区特色米栽培グループ 霧島市 水稲うるち

74 JAあいら 隼人地区果樹部会 朝日もも部会 霧島市 もも

75 JAあいら 溝辺地区果樹部会 梨グループ 霧島市 なし

76 福山町園芸振興会　ゴーヤー部会 霧島市 ゴーヤー

なし

ぶどう

78 高松椎茸園 伊佐市 しいたけ

79 北さつま農業協同組合 伊佐水稲部会県認証伊佐米推進部会 伊佐市 水稲うるち

80 北さつま農業協同組合 伊佐水稲部会県認証あきほなみ推進部会 伊佐市 水稲うるち

81 北さつま農業協同組合　針持こだわり米部会 伊佐市
水稲うるち
（普通期）

82 北さつま農業協同組合　楽農園部会 伊佐市
水稲うるち
（普通期）

83 株式会社　Farm-K 伊佐市 水稲うるち

84 株式会社　やまびこの郷 伊佐市
水稲うるち（普通
期）

85 北さつま農業協同組合　味楽来部会 伊佐市
水稲うるち（普通
期）

86 東串良町園芸振興会 ピーマン部 東串良町他４市町 ピーマン

87 東串良町園芸振興会 きゅうり部 東串良町,鹿屋市,肝付町 きゅうり

88 農業生産法人 有限会社 南九州農園 東串良町 だいこん

89 ＪＡ鹿児島きもつき なんぐう地区ピーマン部会 南大隅町,錦江町 ピーマン

90 鹿児島きもつき農業協同組合 なんぐう地区ばれいしょ専門部会 南大隅町,錦江町 ばれいしょ

91 浅井 猛 鹿屋市 いちご

だいこん

キャベツ

さといも

93 アグリタウン吾平 なす部会 鹿屋市 なす

かぼちゃ（抑制）

かぼちゃ（春）

95 ＪＡ鹿児島きもつき 大根占にんじん専門部会 錦江町 にんじん

大隅

肝付吾平町農業協同組合 かぼちゃ部会 鹿屋市，錦江町

姶良･伊佐

77 有限会社　はぎいわ農園 霧島市

姶良･伊佐
（伊佐）

92 株式会社 オオスミ物産 東串良町

94



地域名 団体・個人名 市町村名 品　　目

96 中川 式司郎 志布志市 しいたけ

葉ねぎ

だいこん

かぼちゃ

かぼちゃ(抑制)

99 そお鹿児島農協 ピーマン専門部会 曽於市,志布志市 ピーマン

100 大崎町キャベツ出荷組合 大崎町他3市町 キャベツ

101 そお鹿児島農協 果樹部会熱帯果樹部会 大崎町，志布志市 マンゴー

102 鮫島 光一 大崎町 しいたけ

103 株式会社 宮迫農産 大崎町 ごぼう

104 農業生産法人 農Ｌｉｆｅ 志布志市，曽於市 いちご

105 志布志市茶業振興会 Ｋ－ＧＡＰ推進部会 志布志市 緑茶

106 曽於市茶業振興会Ｋ－ＧＡＰ推進部会 曽於市 緑茶

107 株式会社　吉川農園 曽於市 さつまいも

108 大隅ごぼう団地管理組合 志布志市 他4市町 ごぼう（新・秋）

そらまめ

スナップえんどう

さやえんどう

いんげん

111 西之表市野菜部会協議会 果菜類部会 西之表市 かぼちゃ（春）

112 西之表市野菜部会協議会 青果用さつまいも部会 西之表市 さつまいも

113 西之表市野菜部会協議会 ばれいしょ部会 西之表市 ばれいしょ

114 株式会社 安納スウィーツファーム 農業生産法人 西之表市 さつまいも

115 種子屋久農協 中種子町園芸振興会 スナップエンドウ部会 中種子町 スナップえんどう

さやえんどう

スナップえんどう

117 種子屋久農協 屋久島果樹部会 屋久島町 たんかん

118 こだわり工房「ひょうたん島」 西之表市 さつまいも

119 安納地区さつまいも生産グループ 西之表市 さつまいも

120 野﨑 一夫 西之表市 さつまいも

121 平原 英実 西之表市 さつまいも

122 マル種園芸組合 西之表市 さつまいも

123 有限会社 FYファーム 西之表市 さつまいも

124 山田 利光 西之表市 さつまいも

125 種子屋久農協 中種子町園芸振興会 さつまいも部会 中種子町 さつまいも

126 種子島安納株式会社 中種子町，西之表市 さつまいも

127 砂坂 展恵 中種子町 さつまいも

110 西之表市野菜部会協議会 豆類生産部会

97

大隅
(曽於)

西之表市野菜部会協議会 豆類生産部会 西之表市

有限会社 大崎農園

熊毛

西之表市

116 種子屋久農協 南種子町園芸振興会 まめ類部会 南種子町

109

大崎町

98 あおぞら農業協同組合 かぼちゃ部会 志布志市



地域名 団体・個人名 市町村名 品　　目

128 農業生産法人 株式会社さんこうファーム　 中種子町 さつまいも

129 岩田 正利 中種子町 さつまいも

130 永濱農園 中種子町 さつまいも

131 株式会社種子島安納大地 中種子町 さつまいも

132 種子屋久農協 中種子果樹部会 マンゴー部会 中種子町，南種子町 マンゴー

133 種子屋久農協 南種子町園芸振興会 さつまいも部会 南種子町 さつまいも

134 種さん 南種子町 さつまいも

135 株式会社 大脇農園 南種子町 さつまいも

136 友愛ファーム 南種子町 さつまいも

137 小脇 政秀 南種子町 さつまいも

138 日高 空雄 南種子町 さつまいも

139 種子屋久農協 中種子町園芸振興会 ブロッコリー部会 中種子町 ブロッコリー

140 種子屋久農協 中種子町園芸振興会 バレイショ部会 中種子町 ばれいしょ

141 種子屋久農協 南種子町園芸振興会 バレイショ部会 南種子町 ばれいしょ

142 種子島南興ファーム 南種子町 さつまいも

143 中馬 幸人 中種子町 さつまいも

144 向井 隆博 南種子町 さつまいも

145 農業生産法人 株式会社 REIMEI 西之表市，中種子町 さつまいも

146 SKファーム 西之表市 さつまいも

147 種子島現和風生産グループ 西之表市 さつまいも

148 西之表市野菜部会協議会　果菜類部会 西之表市
かぼちゃ
（抑制）

149 大町田　房子 中種子町 さつまいも

150 種子屋久農協中種子果樹部会　たんかん部会 中種子町 たんかん

ばれいしょ

さといも

にがうり

いんげん

ばれいしょ

さといも

いんげん

にがうり

実えんどう

153 ＪＡあまみ 喜界地区トマト部会 喜界町 トマト

154 ＪＡあまみ 徳之島地区野菜部会 徳之島町,伊仙町 ばれいしょ

155 あまみ農協 野菜部会連絡協議会天城地区園芸部会
天城町,伊仙町,
徳之島町

ばれいしょ

155 団体・個人

※各認証団体・個人の内容については，マイスター認定時の内容

熊毛

大島

151 和泊町園芸振興会 和泊町

152 ＪＡあまみ 知名事業本部園芸振興会 知名町


