
資料４－２ 
令和２年度野菜需給協議会 

 （令和３年３月２４日開催） 

令和３年３月 

野菜振興部 

国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”について 
～ 生産者・実需者 202者が会員登録、引き続き会員募集中 ～ 

１．２月１日に“ベジマチ”オープン 

・ 機構では、２月１日、オンラインで野菜生産者と実需者の商談・交流の場を

提供する「国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”」を開設しました。

・“ベジマチ”では、オンラインで、「マイページによる商品・経営の情報発

信」、「購入希望者や購入希望野菜などの検索」、「メッセージ機能を使った

個別商談」、「掲示板を使った商品・経営の情報発信」など、いつでもどこで

も行うことができます。

・ ３月 18日現在で生産者 154者、実需者 48者の計 202者の皆様に会員登録を

いただいており、引き続き会員を募集しています。

・ 新型コロナ禍で家庭内の野菜の巣ごもり需要が伸びる一方で、外食、インバ

ウンドなどの業務用需要が低迷しています。多くの野菜生産者・実需者の皆様

にご参加いただき、“ベジマチ”を活用して交流・商談が進むよう取り組んで

まいります。

※ 会員登録は、下記の“ベジマチ”HPの URL又は QRコードからできます。

https://www.vegemach.jp/ QRコード

２．毎月オンライン商談会を開設 

・ 機構では、野菜生産者と実需者の交流・商談の促進のため、毎月、「“ベジマ

チ”オンライン商談会」を開催しています。会員登録いただいた生産者・実需

者の中から参加者を募集し、オンライン会議システム（Teams、Webex）を使っ

て、実需者 3～4 社が参加し、1 社当たり購入希望野菜の生産者数者と個別に15 

分～30 分程度の商談を行っていただきます。（非公開・無料）

・ 2 月 26 日の第 1 回オンライン商談会には、愛知・千葉の実需者 3 社と全国の

たまねぎ、にんじん、だいこん、しょうがなどの生産者のべ 14 者の皆様が参

加し商談を行っていただきました。

・ 第 2 回オンライン商談会を 3 月 25 日（木）（トマト、ばれいしょ、たまね

ぎ、いちご、しょうがなどの購入を希望する兵庫・千葉・神奈川・長野の実需

者 4 社が参加予定）、第 3 回を 4 月 28 日（水）、第 4 回を 5 月 28 日（金）に開

催します。

・ 毎月 1 回オンライン商談会を開催しますので、多くの実需者・生産者の皆様

にご参加いただければと思います。
＜ベジマチ運営事務局＞ 
独立行政法人農畜産業振興機構 

野菜振興部 需給業務課 
髙畑、加畑、伊澤 
TEL ０３―３５８３―９４８２ 
FAX ０３―３５８３―９４８４ 
E-mail vegemach@alic.go.jp
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右記の“ベジマチ”のURL又はQRコードからお申込みいただけます。 https://www.vegemach.jp/

第２回 2021年 ３月25日(木)
オンライン商談会

の開催

TEL ： 03-3583-9482 E-mail ： vegemach@alic.go.jpお問い合わせ先 ： 独立行政法人 農畜産業振興機構 野菜振興部 需給業務課

※1 ※2

会員登録募集中

第３回 2021年 ４月28日(水)
※3

※3  参加は無料、商談は非公開で個別（１対１）、オンライン会議システム（Teams、Webex）を使用します。

※1  生産者とは、国産野菜の生産者や生産出荷団体です。 ※2  実需者とは、国産野菜を取り扱う事業者で、私的利用となる消費者は対象となりません。

※毎月開催予定

第４回 2021年 ５月28日(金)



令和3年3月18日

所在地 登録生産者 登録実需者 計

北海道 12 1 13

青森県 5 0 5

岩手県 1 1 2

宮城県 0 1 1

秋田県 1 0 1

山形県 5 0 5

福島県 2 1 3

茨城県 6 2 8

栃木県 2 1 3

群馬県 2 0 2

埼玉県 9 1 10

千葉県 5 2 7

東京都 6 10 16

神奈川県 1 1 2

新潟県 1 2 3

富山県 0 3 3

石川県 1 0 1

福井県 0 0 0

山梨県 5 0 5

長野県 5 1 6

岐阜県 3 0 3

静岡県 4 0 4

愛知県 4 2 6

三重県 0 1 1

滋賀県 2 0 2

京都府 4 1 5

大阪府 4 2 6

兵庫県 13 4 17

奈良県 2 0 2

和歌山県 1 0 1

鳥取県 0 0 0

島根県 0 0 0

岡山県 1 0 1

広島県 5 1 6

山口県 0 1 1

徳島県 1 1 2

香川県 3 0 3

愛媛県 2 0 2

高知県 1 1 2

福岡県 7 3 10

佐賀県 0 0 0

長崎県 2 0 2

熊本県 10 1 11

大分県 2 1 3

宮崎県 2 1 3

鹿児島県 8 0 8

沖縄県 4 1 5

合計 154 48 202

ベジマチ登録者数（所在地別）
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所在地

1 北海道 有限会社 丸富青果 たまねぎ、ばれいしょ、にんじん
http://www.marutomi-

seika.co.jp/

2 北海道 有限会社 渋田産業 まいたけ http://www.ezomaitake.com

3 北海道  (有)大塚ファーム トマト・ミニトマト http://www.otsukafarm.com/

4 北海道 愛別町ビーツ振興会 ビーツ
https://www.instagram.com/s

weetbeetsbox/

5 北海道 青柳農園 トマト

6 北海道 VEGGIEHILLS（ベジヒルズ） ミニトマト、かぼちゃ https://veggiehills.com/

7 北海道 おんだ農園
ブロッコリー、ミニトマト、スイートコーン、レタス、ピー
マン、ヤーコン、馬鈴薯、カボチャ、ズッキーニ、茄子、人
参、他

8 北海道 永島ファーム ミニトマト等

9 北海道 合同会社 たてお農園 トマト・ミニトマト、スィートコーン、かぼちゃ
https://www.facebook.com/10

7342774649163/

10 北海道 田中農園 その他（果菜類）
https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=100009362439542

11 北海道 株式会社 山茂ゴトウ ばれいしょ

12 北海道 えべつ髙橋農場 かぼちゃ

13 青森県 JA全農あおもり ながいも http://www.am.zennoh.or.jp

14 青森県 やましげりんご 赤菊芋

15 青森県 Strawberry From A いちご

https://poke-

m.com/producers/49949?relat

ed article type=producer#det

16 青森県 有限会社メープルファーム だいこん

17 青森県 一般社団法人くるくる佐井村 その他（根菜類）
https://apios.kurukuru-

sai.com

18 岩手県 株式会社 耕野 葉茎菜類 https://kouya-leaf.biz/

19 秋田県 白雪農園 ねぎ

https://www.youtube.com/wat

ch?v=R62SsnMxMtE&feature=

youtu.be

20 山形県 さわのはな倶楽部合同会社 行者菜 http://gyojana.com

21 山形県 ＪＡ全農山形 キャベツ、山菜、はくさい
https://www.zennoh-

yamagata.or.jp/

22 山形県 株式会社 農園貞太郎 かぶ https://teitaro.co.jp/

ベジマチ登録生産者一覧

会社名 取扱商品 会社HP等

令和3年3月18日
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所在地

ベジマチ登録生産者一覧

会社名 取扱商品 会社HP等

令和3年3月18日

23 山形県 （有）鶴岡協同ファーム ねぎ

24 山形県 向蔵王(山辺)上月農場 スィートコーン

25 福島県 楪園芸株式会社 ねぎ、かんしょ https://yuzuriha-engei.com/

26 福島県 伊藤農園 ねぎ

27 茨城県 株式会社茨城生科研 キャベツ
https://ibseikaken.amebaown

d.com/

28 茨城県 株式会社つくば良農 キャベツ

29 茨城県 株式会社ニチノウ ほしいも

30 茨城県 株式会社アグリチャレンジ・アイ ほうれんそう

31 茨城県 株式会社山口farm れんこん
https://www.yamaguchifarm.c

o.jp

32 茨城県 飯島農園 たまねぎ

33 栃木県 株式会社トマトパーク トマト・ミニトマト
https://tomatopark.seiwa-

ltd.jp/

34 栃木県 株式会社Farm大越 いちご http://farm-okoshi.com

35 群馬県 Vegeta株式会社 はくさい、キャベツ https://vegeta-inc.com/

36 群馬県 OGOnouen 根菜類
https://m.facebook.com/OGO-

NOUEN-106778104633276/

37 埼玉県 株式会社サイコン工業 レタス http://www.k-saicon.co.jp/

38 埼玉県 アルファイノベーション株式会社 青ねぎ・九条ねぎ・小ねぎ
https://www.alpha-

innovation.co.jp/

39 埼玉県 株式会社プラウド ねぎ

40 埼玉県 川越いも農主 島田屋総本家 かんしょ
http://kawagoeimo.sakura.ne.j

p/

41 埼玉県 egofarm さといも、きゅうり、かんしょ

42 埼玉県 株式会社サイサン パプリカ http://www.saisan.net

43 埼玉県 株式会社 野菜工房 レタス http://www.yasaikobo.co.jp/

44 埼玉県 株式会社クレオ レタス、ベビーリーフ、ハーブ類、食用花 http://www.creo-greens.com/

45 埼玉県 株式会社ノウカス その他（根菜類） https://knowcas.org
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所在地

ベジマチ登録生産者一覧

会社名 取扱商品 会社HP等

令和3年3月18日

46 千葉県 三協商事株式会社 にんにく
https://www.sankyo-

trade.com

47 千葉県 有限会社アーバンファーム バジル、レタス、サンチュ、ワサビ菜、ハーブ類 https://urbanfarm.jp/

48 千葉県 株式会社ハーモニーファーム トマト・ミニトマト http://harmoyfarm.co.jp

49 千葉県 農地適格所有法人 株式会社旦千花 こまつな、みずな、ズッキーニ、にんじん https://www.11831.co.jp

50 千葉県 有限会社サンポーファーム レタス http://www.sunpofarm.co.jp/

51 東京都 地養菜協会
地養菜、だいこん、たまねぎ、えだまめ、セロリー、キャベ
ツ、明日葉

http://www.jiyosai.jp/

52 東京都 株式会社ＣＴＩフロンティア レタス
http://www.ctie.co.jp/compan

y/group/frontier.html

53 東京都 株式会社オリザ トマト・ミニトマト http://www.oryza-i.com

54 東京都 日本ブランド農業事業協同組合 レタス http://www.jbac.or.jp/

55 東京都
株式会社ベーマガフューチャー
ファーム

果菜類 https://www.bff-japan.co.jp

56 東京都 渡辺パイプ株式会社/げんき農場 トマト・ミニトマト
https://www.sedia-

green.co.jp/farm/

57 神奈川県 リッチフィールド株式会社 パプリカ、トマト
http://www.richfieldvegetables

.com/site/index.html

58 新潟県 ＪＡ全農にいがた 園芸部 キャベツ
https://www.nt.zennoh.or.jp/in

dex.html

59 石川県 全農いしかわ すいか https://www.is.zennoh.or.jp

60 山梨県 ベジファームザルーツ スィートコーン

https://veggiefarmtheroots.

wixsite.com/veggiefarmther

oots

61 山梨県 有限会社アグリマインド トマト

62 山梨県 日通ファーム株式会社 パクチー
http://www.nittsufarm.com

/

63 山梨県 杉山農園 にんじん

64 山梨県 原空 果菜類
https://www.facebook.com/ha

rakuu8

65 長野県 有限会社トップリバー レタス、キャベツ
https://www.topriver.jp/index.

html

66 長野県
小林建設株式会社 南アルプス丸吉
菜園

トマト・ミニトマト
http://tomato.kobayashi-

ken.com/

67 長野県 丸西産業株式会社 レタス https://taspass.com/

68 長野県 株式会社七久里農園 白ネギ
https://nanakurinouen.co.jp

/
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所在地

ベジマチ登録生産者一覧

会社名 取扱商品 会社HP等

令和3年3月18日

69 長野県 有限会社 アグリ軽井沢 キャベツ

70 岐阜県 明宝せせらぎ農園 ハーブ
https://www.meihoseseragifar

m.online

71 岐阜県 有限会社橋場農園 トマト https://hasibanouen.net/

72 岐阜県 有限会社サポートいび かんしょ、ねぎ http://www.support-ibi.jp/

73 静岡県 株式会社パシオス キャベツ https://passios.jp

74 静岡県 有限会社佐野ファーム 結球レタス・非結球レタス、みずな http://www.sano-farm.com/

75 静岡県 小林クリエイト株式会社 レタス

https://k-

cr.jp/product/healthcare and l

ifecare/agri/

76 静岡県 沼津中央青果株式会社 ケール https://numachu.com/

77 愛知県 近藤農園 葉茎菜類

78 愛知県 パッチファーム にんじん、ばれいしょ http://patchfarm.biz/

79 愛知県 宮川産業株式会社 だいこん
https://miyagawa-

sangyou.co.jp/

80 愛知県 有限会社 鍋八農産 しいたけ https://nabe8.co.jp/

81 滋賀県 中江園芸 キャベツ

82 滋賀県 有限会社フクハラファーム キャベツ https://fukuharafarm.co.jp/

83 京都府 ロックファーム京都株式会社 ねぎ、スィートコーン https://rockfarmkyoto.co.jp/

84 京都府 こと京都株式会社 九条ねぎ https://kotokyoto.co.jp

85 京都府 株式会社 トレード 九条ねぎ
https://www.tradecompany

.co.jp/

86 京都府 京葱ＳＡＭＵＲＡＩ株式会社 ねぎ、えだまめ https://kyonegi-samurai.jp/

87 大阪府 安井農園 にんじん

88 大阪府 長谷川 こまつな

89 大阪府 Rabbit Farm らっきょう

90 大阪府 田中農園 その他（果菜類）

91 兵庫県 アイ・エス・フーズ株式会社 ねぎ https://i-s-foods.com

92 兵庫県 鴨葱農園 岩津ねぎ
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所在地

ベジマチ登録生産者一覧

会社名 取扱商品 会社HP等

令和3年3月18日

93 兵庫県 ハートファーム株式会社 たまねぎ http://www.heartfirm.jp/

94 兵庫県 深山農園株式会社 しいたけ https://fukayaman.com

95 兵庫県 木田ファーム
たまねぎ、グリーンパパイヤ、にんにく、 スィートコーン、
食用ほおずき、レタス、ブロッコリー、カリフラワー

http://www.kidafarm.jp

96 兵庫県 株式会社トーヨー養父農業生産法人 トマト・ミニトマト

https://toyo-

group.com/activities/agricultur

alproduction/

97 兵庫県 淡路島ぐるめ屋株式会社 トマト・ミニトマト
https://awajishima-

tomato.com

98 兵庫県 株式会社ブレスト やまのいも http://brest-foods.jp/

99 兵庫県 F・smile ねぎ
https://www.instagram.com/f.

smile2102

100 兵庫県 日章興産株式会社 レタス https://gline-farm.jp

101 兵庫県 株式会社佑宜 たまねぎ http://awajiyuukikoubou.com/

102 兵庫県 六次産業アベイユ合同会社 ハーブ類

103 兵庫県 株式会社アクアヴェルデＡＷＡＪＩ トマト・ミニトマト http://acquaverde-awaji.com/

104 奈良県 株式会社五條市青ネギ生産組合 ねぎ http://www.gojo-negi.jp/

105 奈良県 生駒いちご園 いちご
http://web1.kcn.jp/prism/inde

x.html

106 和歌山県 ふなきふァーむ トマト・ミニトマト

107 岡山県 有限会社 エーアンドエス キャベツ、たまねぎ
http://www.sinobinosato.jp/ka

saoka/index.html

108 広島県 JA全農ひろしま わけぎ https://www.jazhr.jp

109 広島県
広島市農業振興協議会、祇園町農事
研究会、パセリ部会

祗園パセリ

110 広島県 農業法人ＢｉｏＥＴ．Ｈ株式会社 黒にんにく
https://www.hiroshima-

ouen.com/1509

111 広島県 株式会社神石高原 しょうが https://j-kogen.jp/company/

112 広島県 有限会社援農甲立ファーム アスパラガス
http://www.ennou-

koutachi.com/

113 徳島県 有限会社福井園芸 レタス

114 香川県 鷹丸農園 ブロッコリー

115 香川県 株式会社尾野農園 青ねぎ https://ono-farm.com/

116 香川県 讃々ふぁーむ ブロッコリー
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所在地

ベジマチ登録生産者一覧

会社名 取扱商品 会社HP等

令和3年3月18日

117 愛媛県 楽天農業株式会社 ほうれんそう、ブロッコリー、カリフラワー、こまつな
https://farm.agriculture.rakute

n.co.jp/

118 愛媛県 日高 啓之 トマト・ミニトマト

119 高知県 特選仁淀川生姜 山生 しょうが
https://www.facebook.com/g.

yamasho

120 福岡県 朝倉物産株式会社 ねぎドレッシング
http://www.asakurafarm.co.jp

/

121 福岡県 エスジーグリーンハウス株式会社 レタス http://www.uruoiyasai.com

122 福岡県 農事組合法人ドリームマッシュ
しめじ、えのきたけ、エリンギ、なめこ、まいたけ、その他
（きのこ類）

http://www.dreammush.jp

123 福岡県 てるてるふぁーむ トマト・ミニトマト

124 福岡県 株式会社中村園 ハーブ類 https://nakamura-en.jp/

125 福岡県 株式会社GＫ・ファーム きのこ類  https://www.gk-farm.co.jp

126 福岡県 一般社団法人 東建アグリ 根菜類 http://token-agri.com

127 長崎県 山口農園 にんじん、きゅうり
https://www.facebook.com/L.

N.Daiki

128 長崎県 農事組合法人ながさき南部生産組合 トマト・ミニトマト https://www.tentoumusi.net/

129 熊本県 株式会社八代加工 ねぎ

130 熊本県 有限会社コウヤマ かんしょ http://imo-ya.com/

131 熊本県 VegeRise トマト・ミニトマト
https://tsuku2.jp/vegerisesho

p

132 熊本県 平野農園 白ねぎ

133 熊本県 青紫蘇農場株式会社 大葉 https://shiso.net

134 熊本県 有限会社マスターフード レタス http://www.master-food.jp

135 熊本県 marutakaグループ トマト・ミニトマト
https://www.sakagami-

minitomato.com/index.html

136 熊本県 八代青果食品株式会社 トマト・ミニトマト
https://www.y-

hachika.com/

137 熊本県 パノラマファーム内藤 トマト・ミニトマト

138 熊本県 マルミツ園芸（株） トマト・ミニトマト

139 大分県 農事組合法人 芦刈農産 にんじん https://asikarinousan.com

140 大分県 小松台農園 ハーブ類
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所在地

ベジマチ登録生産者一覧

会社名 取扱商品 会社HP等

令和3年3月18日

141 宮崎県 イシハラフーズ株式会社 ほうれんそう、 その他（果菜類）
http://www.ishihara-

foods.com

142 宮崎県 矢野園芸 きゅうり
http://yanoengei.webcrow.j

p/

143 鹿児島県 あかねベジファーム にがうり

144 鹿児島県 高槻電器工業株式会社 トマト・ミニトマト、モリンガパウダー https://tellas.shop/

145 鹿児島県 鹿児島県経済農業協同組合連合会 だいこん https://www.karen-ja.or.jp

146 鹿児島県 株式会社Ｎファーム キャベツ

147 鹿児島県 井手農園 スナップエンドウ、そら豆、オクラ

148 鹿児島県 こむぎ屋工房 恭農園
ケール、さやえんどう、キャベツ、かぼちゃ、しゅんぎく、
かんしょ

https://komugiyakobo.com

149 鹿児島県 有限会社マルユ湯通堂青果 キャベツ http://www.yuthudo.co.jp

150 鹿児島県 株式会社中渡瀬農産 キャベツ

151 沖縄県 株式会社みやぎ農園 さやいんげん
http://www.miyaginouen.co

m

152 沖縄県 座喜味ファーム かぼちゃ
https://www.instagram.com/z

akimi farm

153 沖縄県 農園mareeba メロン

154 沖縄県 vegeworks かぼちゃ
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所在地 業種

1 北海道 株式会社カネモ 商社・卸売 トマト・ミニトマト

2 岩手県 有限会社 佐々豊 商社・卸売 たまねぎ
https://www.sasatoyo.c

om/

3 宮城県 株式会社今庄青果 小売業者 キャベツ

http://www.imasho-

seika.jp/company/index.ht

ml

4 福島県
株式会社アグリアシストＢサ
ポート

商社・卸売 トマト・ミニトマト

5 茨城県  (有)山本商店 商社・卸売 たまねぎ

6 茨城県 株式会社せき
食品メー
カー

キャベツ https://www.kk-seki.co.jp

7 栃木県
株式会社 フライングガーデ
ン

外食業者 レタス http://www.fgarden.co.jp

8 埼玉県 株式会社 日吉 商社・卸売 ハーブ類

9 千葉県 三協商事株式会社 商社・卸売 かんしょ、にんにく、しょうが
http://www.sankyo-

trade.com/

10 千葉県 株式会社さんひで 商社・卸売 トマト・ミニトマト http://www.sanhide.com

11 東京都 株式会社コモディイイダ 小売業者 葉茎菜類
https://www.comodi-

iida.co.jp

12 東京都
ロイヤルホールディングス株
式会社

外食業者 生鮮青果物全般
https://www.royal-

holdings.co.jp

13 東京都 丸紅食料株式会社 商社・卸売 野菜
http://www.marubeni-

foods.co.jp/

14 東京都 株式会社LEOC 外食業者 にんじん https://www.leoc-j.com/

15 東京都 株式会社ニチレイ
食品メー
カー

たまねぎ https://www.nichirei.co.jp

16 東京都  ㈱やっちゃばくらじ 商社・卸売 野菜
http://www.yacchaba-

kuraji.com/

17 東京都 カゴメ株式会社
食品メー
カー

トマト・ミニトマト
https://www.kagome.co.jp

/

18 東京都 ベジクル株式会社
食品メー
カー

にんじん https://www.vegekul.com/

19 東京都
タフコーポレーション有限会
社

商社・卸売 いちご

20 東京都 日本水産株式会社
食品メー
カー

キャベツ https://www.nissui.co.jp/

21 神奈川県 株式会社 つま正 商社・卸売 野菜 https://tumamasa.co.jp

22 新潟県 大印合同青果株式会社 商社・卸売 トマト・ミニトマト  http://godo-seika.jp/

23 新潟県 サトウ産業株式会社 中食業者 キャベツ http://www.satosangyo.jp/

ベジマチ登録実需者一覧

会社名 購入希望商品 会社HP等

令和3年3月18日
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所在地 業種

ベジマチ登録実需者一覧

会社名 購入希望商品 会社HP等

令和3年3月18日

24 富山県 株式会社 ユーキフーズ
食品メー
カー

ねぎ https://yuukifoods.com/

25 富山県 大松青果㈱ 商社・卸売 野菜
http://daimatsuseika.co.jp

/

26 富山県 株式会社せんだ 商社・卸売 キャベツ
http://www.web-

senda.co.jp/

27 長野県 株式会社ナガノトマト
食品メー
カー

トマト・ミニトマト
https://www.naganotom

ato.jp

28 愛知県 株式会社新川食品
食品メー
カー

ごぼう、にんじん、さといも、だいこん
https://www.shinkawasyok

uhin.jp/

29 愛知県 株式会社あさくま 外食業者 スィートコーン
https://www.asakuma.co.j

p/

30 三重県 ヤマモリ株式会社
食品メー
カー

果菜類 、ハーブ類、ヤマブシタケ、果汁
https://www.yamamori.co.j

p/

31 京都府 株式会社アシスト 商社・卸売 にんじん https://assist-kyoto.com

32 大阪府 株式会社鳥居商店
食品メー
カー

その他
http://www.torii-

kelp.co.jp

33 大阪府 和田八蒲鉾製造株式会社
食品メー
カー

ハーブ類
https://wadahachi.co.jp

/

34 兵庫県 株式会社Ｓ・Nプランニング 商社・卸売 いちご
http://www.snplanning.

com

35 兵庫県
～ひょうごの元気ムラ～ 元町
マルシェ（株式会社千種商
店）

小売業者 生鮮野菜全般
https://www.facebook.com

/motomachimarche

36 兵庫県 株式会社然 商社・卸売 いちご
http://www.zen-

marche.com/

37 兵庫県 株式会社リアル その他 野菜 https://www.real-co.com/

38 広島県 堂本食品株式会社
食品メー
カー

ごぼう http://domoto.co.jp/

39 山口県 三笠産業株式会社
食品メー
カー

加工用明日葉
http://www.mikasasang

you.co.jp/

40 徳島県 有限会社徳松 中食業者 ごぼう、たまねぎ
https://matsunagahp-

online-kiosk.raku-uru.jp/

41 高知県 株式会社 坂田信夫商店 商社・卸売 しょうが、にんにく、ゆず、にら、みょうが、きゅうり
https://www.kochi-

sakata.co.jp

42 福岡県 有限会社ベッツ
食品メー
カー

きゅうり、ズッキーニ、トマト・ミニトマト、ピーマ
ン・パプリカ、大葉、キャベツ、はくさい、ニラ、えの
きたけ

 http://www.vets-

food.co.jp

43 福岡県 産直や蔵肆 小売業者 たまねぎ  http://www.kurashi.jp/

44 福岡県 旬亭 外食業者 えだまめ https://syuntei.owst.jp/

45 熊本県 有限会社こざき会館 中食業者 その他果菜類
https://r.goope.jp/p-

kozaki

46 大分県 株式会社 ジョイフル 外食業者 レタス https://www.joyfull.co.jp

47 宮崎県 株式会社大久保商店
食品メー
カー

はくさい、かぶ https://okubosyoten.com/
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所在地 業種

ベジマチ登録実需者一覧

会社名 購入希望商品 会社HP等

令和3年3月18日

48 沖縄県 有限会社光生青果 商社・卸売 にがうり
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