
（別紙） 26年度第1回募集採択

農業法人等の名称

イオンアグリ創造株式会社　三笠農場
阿部伸一郎（阿部牧場）
伊藤良明
永野論（大きなかぶ農園）
加藤訓之（加藤ファーム）
加藤照明（加藤牧場）
株式会社UNITED FARMS
株式会社YS商事
株式会社アド・ワン・ファーム
株式会社グリーンヴァレー
株式会社けーあいファーム
株式会社ナーセリー・ヒロ・苫小牧
株式会社なな実
株式会社はまほろ
株式会社まほろば自然農園
株式会社希来里ファーム
株式会社輝楽里
株式会社向陽畜産
株式会社耕せ・にっぽん
株式会社小坂農園
株式会社小泉農場
株式会社庄司農場
株式会社星耕舎
株式会社谷口農場
株式会社中澤牧場
株式会社百商屋
株式会社酪農王国
株式会社竜西農場
岩田初美（岩田牧場）
吉野英之（吉野牧場）
荒敏恭（ありがとうファーム）
合同会社タカシナ観光果樹園
合名会社宮北牧場
佐々木守
佐々木清治
笹﨑利之
三浦賢悟（はるか農園）
三浦尚史（三浦農場）
山田敏明（山田敏明牧場）
山内誠
小川文夫（小川牧場）
松橋和光（松橋農場）
織田敏雄
新篠津つちから農場株式会社
森本宏一
千葉実
倉嶋秀人
大口義盛（よりもりまきば）
谷水文夫（谷水牧場）
長田浩治
農業法人道産食農生産所合同会社
農事組合法人Jリード
農事組合法人みなくるファーム
農事組合法人浦島農場

採択農業法人等の名称（都道府県別）

北海道



農事組合法人央輪生産組合
馬場丈宜
本山久和
有限会社CFT
有限会社ウイング
有限会社カドワキ牧場
有限会社グリーンリーフ
有限会社サンデーリィ
有限会社ダイヤモンドファーム
有限会社ハイジ牧場
有限会社パインランドデーリィ
有限会社ファームトゥモロ
有限会社ブルーム
有限会社ホクトアグリサービス
有限会社メニーフィールドディリーファーム
有限会社阿寒グリーンヒルファーム
有限会社阿歴内ファーム
有限会社稲華屋
有限会社加藤農場
有限会社観触響牧場
有限会社橋本牧場
有限会社金川牧場
有限会社三好牧場
有限会社山下農場
有限会社社名渕みどり牧場
有限会社秀明ナチュラルファーム北海道
有限会社十勝しんむら牧場
有限会社小山牧場
有限会社西神楽夢民村
有限会社石川ファーム
有限会社村澤農園
有限会社大石農産
有限会社大地
有限会社大塚ファーム
有限会社谷口牧場
有限会社竹下牧場
有限会社茶路めん羊牧場
有限会社仲野農園
有限会社渡辺農場
有限会社当麻グリーンライフ
有限会社日原メロン園
有限会社畑中ファーム
有限会社半田ファーム
有限会社浜田観光果樹園
有限会社冨田ファーム
有限会社福屋牧場
有限会社別海町酪農研修牧場
有限会社堀川ファーム
有限会社無限樹
有限会社友夢牧場
有限会社余湖農園
林登喜雄（林農園）
國方武
タムラファーム株式会社
株式会社グリーンソウル
株式会社シャンティ
株式会社奥津軽アグリ
株式会社宮古農園
株式会社青森りんごランド

北海道

青森県



十和田アグリ株式会社
赤石農園
村田睦夫
農事組合法人山本牧場
有限会社ジャパン・アグリ・ベンチャー・ユニット
有限会社つがる
有限会社ときわねっと
有限会社ゆめりんご
有限会社奈良岡ファーム
有限会社白神アグリサービス
イオンアグリ創造株式会社　花巻農場
やまに農産株式会社
一般社団法人大野畜産公社
株式会社T&Gバイオナーサリー
株式会社サラダファーム
株式会社小形畜産
兼澤茂平
今松一男
三浦正美（三浦青果）
酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）
中村建設株式会社
農事組合法人アグリコーポ小田代
農事組合法人岩崎農産
農事組合法人水分農産
農事組合法人前森山集団農場
農事組合法人陸前高田ふれあい市場
馬場一輝
有限会社ハッピーヒルファーム
有限会社下館農産
有限会社菅原ブロイラー
有限会社田鎖農園
有限会社姫園芸
リッチフィールド栗原有限会社
株式会社アグリ東北
株式会社あすファーム松島
株式会社はなやか
株式会社ワンズ
株式会社耕
株式会社耕伸
株式会社荒浜アグリパートナーズ
株式会社燦燦園
株式会社北東ファーム
株式会社櫻井農場
黒澤裕子
砂金甚太郎（砂金牧場）
菅原邦彦
泉幸雄（泉畜産）
農事組合法人クローバーズファーム
農事組合法人水鳥
農事組合法人仙台イーストカントリー
有限会社イーストファームみやぎ
有限会社みずの
有限会社ミヤギ総合ファーム
有限会社伊豆沼農産
有限会社耕谷アグリサービス
有限会社小山牧場
有限会社小松牧場
有限会社登米ライスサービス
株式会社アグリうわの

青森県

岩手県

宮城県

秋田県



株式会社アグリサポート湖東
株式会社シェアふぁーむ秋田五城目
株式会社ファーム畠山
株式会社ベジリンクあきた男鹿
株式会社岩城町農園
株式会社重兵衛
高橋徹（神宮寺観光果樹園）
合同会社ホサナ企画
桜食品農事組合法人
仙臺昭治
千葉智弘（千葉農園）
朝場重明（朝場畜産）
渡辺久雄（渡辺農園）
農事組合法人つかまファーム
農事組合法人横手市大森町きのこセンター利用組合
農事組合法人強首ファーム
農事組合法人向黒沢ファーム
農事組合法人中仙さくらファーム
有限会社アグリフライト大曲
有限会社ポークランド
有限会社伊東農園
有限会社栄物産
有限会社芝野農興
有限会社正八
有限会社大和農園
有限会社田村山林緑化農園
有限会社米道ふたつい
ＮＳＫ株式会社
阿部武年
株式会社feふぁーむ
株式会社エヌシップ
株式会社やまや園
株式会社阿部農園
株式会社屋代郷
株式会社最上まいたけ
株式会社山形ピッグファーム
株式会社多田農園
株式会社奈良崎牧場
株式会社飯豊ながめやま牧場
株式会社和農産
株式会社髙橋園芸
丸山成人
久下聡一朗
厚母稔（厚母園芸）
合同会社さがえグリーンパーク
坂井英夫
三原信継
山口義孝
森谷隆一
清水寅
石塚光雄
農事組合法人いずえむ
農事組合法人えぬふぁーむ
農事組合法人オークファーム
農事組合法人サンフレッシュ
農事組合法人ライジングファーム
農事組合法人三社ファーム
農事組合法人青山農場　
有限会社アグリメントなか

秋田県

山形県



有限会社いとうファーム
有限会社オキツローズナーセリー
有限会社ドリームズファーム
有限会社マッシュハウス最上
有限会社ワーコム農業研究所
有限会社奥山牧場
有限会社山形川西産直センター　
有限会社出羽庄内特産
有限会社水上畜産
有限会社田和楽
有限会社内外ファーム
有限会社舞鶴牧場
有限会社米シスト庄内
齋藤勝広
加藤博（加藤農園）
会津農匠株式会社
株式会社T.Farming
株式会社アグリヒルズ
株式会社しまざき牧場
株式会社安濃農園
株式会社喜多方キラリファーム23
株式会社吉野家ファーム福島
株式会社山内果樹園
株式会社矢祭興産
感謝農園平井株式会社
佐藤敦（おおぞらふぁーむ）
山内喜伸
寺山佐智子（阿部農縁）
小川光（チャルジョウ農場/そる工房）
浅見彰宏
大江一男
渡部仁貴
農業生産法人株式会社エガワコントラクター
農業生産法人有限会社磐植
有限会社アイヅファーム
有限会社でんぱた
有限会社フローライシダ
有限会社まるせい果樹園
有限会社やまだズ
有限会社花雅
有限会社上野牧場
有限会社仲田種苗園
有限会社矢祭園芸
有限会社鈴木グリーン・ファーム
齊藤登（二本松農園）
イオンアグリ創造株式会社　牛久農場
やさと菜苑株式会社
リッチグローフィールド美浦株式会社
株式会社agri new winds
株式会社Tedy
株式会社TKF
株式会社ヴァレンチア
株式会社ゲブラナガトヨ
株式会社ひさまつ農園
株式会社ひたち農園
株式会社レインボーフューチャー
株式会社秀明ナチュラルファーム足立
株式会社大嶋農場
株式会社鉾田ファーマーズコーポレーション

山形県

福島県

茨城県



株式会社鈴木牧場
株式会社鈴由
菊地秀司
久松達央（久松農園）
山口正重
柴田平（柴田牧場）
小西実 （小西農園）
小林治 (小林農園）
太田健（太田農園）
入江豊（入江農事）
有限会社アグリファクトリー
有限会社アグリ山﨑
有限会社ストロベリーフィールズ
有限会社ながさお農産
有限会社稲葉園芸
有限会社加藤牧場
有限会社森ファームサービス
有限会社水戸菜園
有限会社大地
有限会社滝農園
有限会社中村養鶏場
株式会社カクタ花農場
株式会社ジェイイーティファーム
篠崎誠二
農事組合法人アグリテック栃木
農事組合法人茂木農産
有限会社ジョルディカワムラ
有限会社那須緑地
グリンリーフ株式会社
株式会社ぐんま農産
株式会社サイエンズ
株式会社ファームアップジャパン
株式会社基進
株式会社四季菜
株式会社赤城深山ファーム
小久保忠雄
須藤晃
長谷川和俊（長谷川農園）
農事組合法人元気ファーム20
有限会社ロマンチックデーリィファーム
有限会社宮川商店
有限会社高崎クエイル
有限会社山一農産
有限会社竹内園芸　群馬農場
有限会社妙義ナバファーム
アルファイノベーション株式会社
イオンアグリ創造株式会社　羽生農場
横田進
岡田徹（美園いちごランド）
河田三也（河田ばら園）
株式会社i-MilkFactory
株式会社あぐりスタジアム
株式会社アグリ昴
株式会社あらい農産
株式会社グリーンファームらぱん
株式会社クレオ
株式会社つばさグリ－ンファ－ム
株式会社ナガホリ
株式会社ヤマシタフラワ－ズ

埼玉県

茨城県

栃木県

群馬県



株式会社一心園
株式会社新しい村
株式会社風の丘ファーム
吉岡信一
金井国夫（金井農園）
原口富雄
古谷喜三郎
森谷進
西田信子（北埼菌茸センタ－）
斉藤敏子
打尾健太（AKファ－ム）
塚原農場株式会社
農事組合法人らんざん営農
木村友和
有限会社ファームヤード
有限会社リバティハウス
有限会社丸一養鶏場
有限会社篠山堂
有限会社若谷農園
有限会社新井農園
有限会社新井牧場
有限会社神扇農業機械化センター
有限会社早川農場
有限会社中井農産センター
イオンアグリ創造株式会社　柏農場
安西淳（安西農園）
伊大知直芳（伊大知牧場）
稲葉芳一
浦部和宏
株式会社アースワーマーズ
株式会社しあわせ牛
株式会社たけやま
株式会社つばめ農園
株式会社ベジフルファーム
株式会社ローソンファーム千葉
株式会社浅野園芸
宮内儀一（宮内牧場）
宮野秀平
作田知志
室住圭一（あいよ農場）
篠崎義則（篠崎農園）
篠崎文利
小島正之
上野商店株式会社
石井理永蔵（石井農園）
石橋重次（石橋農園）
浅野誠士
大塚秀行（大塚秀農園）
丹上啓（タンジョウ農場）
長生あおば株式会社
田山博之
熱田寛司
農事組合法人佐倉市南部営農組合
農事組合法人大松農場
米田崇人（伸和園芸）
峯島幸治（峯島ファーム）
有限会社さかき
有限会社フーズプロセスサプライ
有限会社わーふぁ道本

埼玉県

千葉県



有限会社葛田園芸
有限会社宮一畜産
有限会社折原園芸
有限会社有坂農場
有限会社緑菜園
林正幸（林農園）
齊藤直行
株式会社彩の榊
吉澤一三（よしざわ果樹園）
近藤剛
山川敬記
中里茂
北島一夫（北島牧場）
有限会社小林養樹園
有限会社須﨑園
有限会社東常マック
鈴木錦治
伊藤隆弘（秦野いとう農園）
株式会社グリーン武内
株式会社ファームいせはら
株式会社ゆうゆう農場
株式会社永田農園
株式会社報徳農場
志村宗男（志村屋米穀店）
農業生産法人株式会社井出トマト農園
柏木郁朗
門倉麻紀子（門倉農園　ユアーズガーデン）
有限会社ファーマーズ
有限会社臼井農産
有限会社肥田牧場
イオンアグリ創造株式会社　山梨北杜農場
株式会社hototo
株式会社アペックス
株式会社サラダボウル
株式会社なかむら
株式会社ワザーリ/白州FARM
株式会社桑郷
株式会社旬果市場
株式会社赤坂農場
銀河農園まきおか合同会社
中嶋千里（ぶぅふぅうぅ農園）
仲田光則（仲田牧場）
有限会社アイアンドアイフルーツグロワーズ
有限会社ピーチ専科ヤマシタ
有限会社マルサフルーツ古屋農園
有限会社営農塾マルニ
有限会社奥山洋蘭園
立野健（タテノファーム）
セカンドステップ合同会社
伊藤昌子（伊藤牧場）
株式会社LSふぁーむ　
株式会社アグリ・エキスパンド・アソシエーション
株式会社クレスト
株式会社岩村営農
株式会社山口牧場
株式会社飛騨萩原畜産
株式会社養本社
小塩哲也（小塩牧場）
小関正司（小関園芸）

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

岐阜県



小林工業株式会社
小林豊（小林農園）
生駒一成（生駒牧場）
大熊昭哲（大熊農園）
南正博（南果樹園）
民田千博（民田農場）
有限会社カタノピッグファーム
有限会社かゆりファーム
有限会社サポートいび
有限会社ツットモ農園
有限会社むげがわ農産
有限会社ロッセ農場
有限会社橋場農園
有限会社春見ライス
有限会社東野
落合土建株式会社
林達也（D.I.B　DAIKOKU-様　Ｉｎ　Boots!）
ホットファーム株式会社
河部好志（ヤマイ農園）
株式会社Shida Vege
株式会社カクト・ロコ
株式会社さいとう農園
株式会社サングレイス
株式会社しあわせ野菜畑
株式会社やさいの樹
株式会社やまとラクノーブ
株式会社高山
株式会社春野コーポレーション
株式会社焼津冷凍
株式会社浅羽農園
株式会社薬善
株式会社鈴木農園
株式会社麗園芸
金田今朝男（金田牧場）
佐藤忠明（佐藤牧場）
佐野真史
山下光之（笑顔畑の山ちゃんﾌｧｰﾑ）
柴田佳寛（柴田牧場）
小川智広（奥浜名湖みなと農園）
新村博道（十八農産）
森嶋恒
水野徹
川瀬寛（川瀬園）
浅野宣一
大西辰幸（大西農園　Veggy）
大石吉彦（大石農園）
谷野守彦（谷野ファーム）
丹羽進（ストロベリーファームにわ）
中野学（中野牧場）
朝霧メイプルファーム有限会社
田﨑由起子
東富士農産株式会社
農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園
農事組合法人木の花ファミリー
萩原俊之
平松幹夫（耕青ファーム）
望月英敏（望月農場）
望月秀和
有限会社コスモグリーン庭好

岐阜県

静岡県



有限会社マザーアースクラブ
有限会社高橋水耕
有限会社佐野ファーム
有限会社石原や
有限会社落合ハーブ園
鈴木偉也（un pomodoro）
鈴木将也（掛川鈴木農園）
鈴木信昭（いちご園すず屋）
鈴木保利
寶壹産業株式会社
ユニオンファーム株式会社
伊藤立（デイリーパラダイス）
磯田園製茶株式会社
株式会社オペレーター加藤
株式会社つくで高原農場
株式会社フラーゴラ
株式会社春野コーポレーション
株式会社杉田組
株式会社中甲
吉田美穗（グリーンハウス吉田）
栗畑秀文（栗畑牧場）
三矢宏次
自然フーズ株式会社
清水食品株式会社
清水利一（清水牧場）
斉藤健浩
村田典弥（NanoFarm）
東海農園株式会社
内田勝美（カネカ農園）
農事組合法人rau
農事組合法人光輪
農事組合法人小原栄会
農事組合法人夢の実ファームみよし
尾崎大作(尾崎農園）
服部農園有限会社
福岡憲三（葡萄のふくおか）
片岡幸雄（片岡牧場）
北村武（北村牧場）
牧野成樹
有限会社アグリサポート
有限会社アグリ尾張中央
有限会社エイチアンドエルプランテーション
有限会社こだわり農場鈴木
有限会社はっぴー農産
有限会社リイ・ファーム
有限会社角田ナーセリー
有限会社小笠原牧場
有限会社大東牧場
有限会社日研農園
鈴木基夫
いがほくぶアグリ株式会社
伊賀ベジタブルファーム株式会社
株式会社あぐりん伊勢
株式会社かきうち農園
株式会社デアルケ
株式会社ミエバイオ
株式会社やさいの戸島屋
株式会社ヤマヨ組
株式会社金山パイロットファーム

静岡県

愛知県

三重県



株式会社小林F.R.C
株式会社前川農産
佐野豪一（サノ・オーキッド）
佐脇三夫（三重トラクター）
社会福祉法人朋友
小林和夫
水谷隆
生川文和
特定非営利活動法人あぐりの杜
特定非営利活動法人コスモス
特定非営利活動法人ハッピーファームMKT
特定非営利活動法人ベルプランツ
特定非営利活動法人南紀会南紀さんさんワーク
農事組合法人忍の里
福田力也（福田ぶどう園）
有限会社エイエムシイ
有限会社小林ファーム
有限会社深緑茶房
陽光ビオファーム株式会社
一般財団法人魚沼農耕舎
岡田友幸
株式会社たべたがり
株式会社神田酪農
熊倉睦
公益財団法人牧農林業振興公社
諸橋弥須衛
新潟麦酒株式会社
清水博
川作ファーム株式会社
田中豊
渡辺徹
特定非営利活動法人UNE
農業生産法人株式会社あぐ里能生
農業生産法人株式会社小出農場
農事組合法人うちがまき絆
農事組合法人ひがし
農事組合法人吉田南部農産組合
農事組合法人蛍の里
農事組合法人雪太郎の郷
農事組合法人濁川生産組合
農事組合法人竹直生産組合
農事組合法人徳田農産
農事組合法人米ファーム斐太
農事組合法人北野生産組合
農事組合法人木津みずほ生産組合
有限会社アグリハウスオオノ
有限会社いたがきアグリ・サービス
有限会社エーエフカガヤキ
有限会社グリーンサービス中条
有限会社ささかみやまびこ農産
有限会社フジタファーム
有限会社ワイエスアグリプラント
有限会社盈科
有限会社河田農場
有限会社花水農産
有限会社耕太郎農園
有限会社高橋農園
有限会社谷口総合農場
有限会社中条農産

三重県

新潟県



有限会社徳永農園
有限会社鈴木農園
齋藤修吾（さいとう農園）
髙橋健太
アイエッチファーム株式会社
株式会社ＪＡアグリサポート高岡
舘知志（舘牧場）
村上光進
農事組合法人ガイアとなみ
農事組合法人安川営農組合
農事組合法人沢端
萩中智（萩中農園）
畔田正一（畔田牧場）
有限会社アグリおがわ
有限会社グリーンパワーなのはな
有限会社グリーンビジネス橋本
有限会社クリーンみず穂
有限会社シンムラ
有限会社ファームファーム
有限会社営農ワイエムアイ
有限会社季実どり
有限会社泰栄農研
有限会社梅香園
有限会社米山農産
旅川農産有限会社
イオンアグリ創造株式会社
奥野誠（エコファーム奥野）
株式会社JAアグリサポートかほく
株式会社スギヨファーム
株式会社ぶった農産
吉本政信（吉本農園）
宮崎正利（宮崎農園）
高利充（高農園）
小林俊樹
農事組合法人ゆいファームかわい
農事組合法人上畠農業機械利用組合
福田康浩
本田雅弘（本田農園）
木谷久栄（木谷農園）
有限会社かわに
有限会社たけもと農場
有限会社岡元農場
有限会社内浦アグリサービス
株式会社Farm Daishin
株式会社アジチファーム
松本忠司（ラブリー牧場）
神栄アグリテック株式会社
川端伸造（川端牧場）
太地リーフ株式会社
大久保農園株式会社
田中利男
農事組合法人鞍谷
農事組合法人上江ファーム
農事組合法人鳥浜営農生産組合
片岸敬次
有限会社かみなか農楽舎
有限会社ファームみやがわ
学校法人どんぐり向方学園
株式会社AFT

福井県

新潟県

富山県

石川県

長野県



株式会社ＹＭベジック
株式会社アグリンク長野
株式会社あずみ野エコファーム
株式会社かまくら屋
株式会社クリーン・ア・グリーン
株式会社スプリングフィールドファーム
株式会社パトリオットエンタープライズ
株式会社永井農場
株式会社山下フルーツ農園
株式会社信州オーガニックフーズ
株式会社信州サラダガーデン
株式会社信州せいしゅん村
株式会社太陽と大地
株式会社泰和
株式会社大島農園
株式会社未来農業計画
岩垂和明（岩垂農園）
吉田典生（Farmめぐる）
宮沢喜好（ライラック農園）
金崎隆
更北水田利用組合
合同会社コロボックル
合同会社ミレッツ
山道秀勝
篠原錦一（再興園）
信州きのこ株式会社
菅沼晃（菅沼ライス）
長野ハーブガーデン有限会社
農事組合法人きのこ屋
農事組合法人ベジアーツ
農事組合法人みのわ営農
農事組合法人やなぎはら
農事組合法人高井富士畜産組合
萩原紀行（のらくら農場）
飯塚芳幸
北澤文康(北澤ぶどう園）
有限会社エイチアンドエルプランテーション
有限会社スカイブルー・セト
有限会社ティーエム
有限会社トップリバー
有限会社ネットワークうるぎ
有限会社ブラウンエッグファーム
有限会社安曇野ファミリー農産
有限会社永崎フローリス
有限会社金丸物産金井きのこ園
有限会社小田切牧場
有限会社信州うえだファーム
グリーンエコスター株式会社
たぐち農産株式会社
株式会社アグリ39
株式会社あぐりきっず
株式会社ファームカモン
株式会社ファームタケヤマ
株式会社マイファーム滋賀農場
株式会社みのり農園
株式会社みやもと農園
株式会社湖北アグリ
株式会社多賀農産
株式会社農業生産法人大住郷

長野県

滋賀県



坂下道良（楽農舎なごみの里観光農園）
山本嘉紀（山本農園）
篠原喜治（篠原農園）
水田正彦
西直幸
中村総太（中村牧場）
塚本隆之
農事組合法人マキノ町果樹生産組合
農事組合法人大戸洞舎
釆野哲（うねの農園）
北川稔洋（きたがわ農園）
北中良夫（きたなかふぁーむ）
北脇真吾（88カンパニー）
有限会社アグリ蒲生
有限会社アグリ西びわこ
有限会社クサツパイオニアファーム
有限会社フクハラファーム
有限会社もりかわ農場
有限会社古株牧場
有限会社成田牧場
有限会社茶のみやぐら
和田喜蔵（和田農園）
アグリチャンス京丹波株式会社
株式会社オーガニックnico
株式会社みとけ
株式会社山末農園
株式会社渋谷農園
株式会社丹後岩木ファーム
株式会社杜若園芸
嵯峨根幹夫（嵯峨根農園）
宗原秋彦（宗原農園）
小島佳剛（山音 萬玉園）
上嶋伯協（上嶋爽禄園）
谷口隆光（谷芳農園）
中林弘一
添田潤
日下部啓作
梅本修（梅本農場）
木下正行（木下農園）
野井勝博（野井農園）
有限会社アグロス胡麻郷
有限会社あっぷるふぁーむ
有限会社やくの農業振興団
有限会社るり渓やぎ農園
有限会社誠武農園
齋藤健（齋藤農園）
梶本定敏
株式会社ＪＡファームいずみの
株式会社能勢農場
乾勝秀（乾農園）
農事組合法人奥貝塚・彩の谷
北野清治（北野農園）
イオンアグリ創造株式会社　三木里脇農場
サイッタファーム株式会社
井上孝広（篠山井上農場）
井上由喜宏
河西青果株式会社
株式会社アグリアイランド
株式会社ショーゼンファーム

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県



株式会社ヒライ
株式会社ふぁーみんサポート東はりま
株式会社王珠
株式会社丸尾牧場
株式会社御津サンファーム
株式会社実里
株式会社丹波野菜工房
株式会社淡路島フルーツ農園
株式会社長谷川
株式会社徳網建設
株式会社里脇ファーム
岸博明
高杉良樹（高杉花園）
松下勇人（甘果園）
森下常昭（新屋エンゲイ）
森脇薫明（森脇牧場）
浅井崇紀（浅井園芸）
竹内俊喜
中西弘三（中西実農）
農事組合法人アグリヘルシーファーム
農事組合法人ファームくだわ
農事組合法人西紀農産加工組合
農事組合法人箸荷牧場
畑宏茂（ネオ・ナーセリー）
畑洋三（ひのた農場）
福井邦夫
木戸卓仁（木戸牧場）
門積良幸（門積農園）
有限会社かんらん
有限会社みずほ協同農園
有限会社新宮ファーム
有限会社村上ポートリー
有限会社夢前夢工房
有限会社髙本農場
株式会社パンドラファームグループ
株式会社竹内孵卵場
松川一人（矢田山自然塾）
塚原啓太（つかはら自遊農園）
伏見泰徳（丸紀農園）
堀園芸株式会社
有限会社J1･タケダファーム
有限会社とぐちファーム
有限会社ポニーの里ファーム
有限会社山口農園
有限会社類農園
稲住昌広
株式会社イブファーム
株式会社ビオ・ランド紀の川
株式会社ビオランド
株式会社紀州梅香
株式会社早和果樹園
株式会社立岩農園
特定非営利活動法人にこにこのうえん
有限会社農園紀の国
河本松秀（河本農園）
株式会社アグリファクトリー
株式会社リノベートアグリおがも
岩井健一（岩井ファーム）
京谷耕作

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県



絹谷澄雄
三浦幹雄（三浦牧場）
村上功喜（苺工房ファームむらかみ）
中原一男
天野光雄
日南トマト加工株式会社
農事組合法人おがも
農事組合法人福成
福留大輔
有限会社ティーエムアール鳥取
有限会社岡野農場
有限会社秋田農園
有限会社大根屋
齋尾達城（齋尾農園）
株式会社だんだん牧場
株式会社ファーム木精
株式会社農援隊
高橋護（高橋牧場）
神田農産株式会社
農業生産法人株式会社桃源
農事組合法人やしま営農組合
野津明
有限会社アグリみと
有限会社スプラウト島根
有限会社三和農産
有限会社中山農場
濵村義治（浜村園芸）
きはんトライアングル興業有限会社
株式会社オフィスナカヤマ
株式会社トマトファーム1･2･3
株式会社みつの里
株式会社永谷園芸
株式会社花きかく苑
株式会社福田種鶏場
合同会社ど根性ファーム
清友輝信（清友園芸直売所）
辻英一郎（辻葡萄園）
農事組合法人清藤
有限会社フクダノウサン
有限会社吉備路オーガニックワーク
有限会社田中農園
有限会社濱農産
インスマート株式会社
ベジスタイル株式会社
茨木宏士
株式会社羽佐竹農場
株式会社斎藤商店
株式会社柳津農園
熊野ファーマーズM株式会社
今田典彦（ルンビニ農園）
三谷機械株式会社
山本一守
農事組合法人ふかせ
農事組合法人恵
農事組合法人三良坂ピオーネ生産組合
農事組合法人世羅幸水農園
農事組合法人世羅大豊農園
農事組合法人太平牧場
豊平建設株式会社

鳥取県

島根県

岡山県

広島県



有限会社こめ奉行
有限会社トールファーム
有限会社桑田の庄
有限会社百島農園
有限会社北広島町農林建公社
有限会社野山牧場
有限会社有田園芸農場
濱浦志保香（万汐農園）
マロンファーム合同会社
梶田智志（梶田農園）
株式会社ファームランド
株式会社常盤商会
株式会社仁保農産
株式会社徳山ビルサービス
江越正和（江越農園）
合同会社水谷牧場
山内農園株式会社
中山ファーム株式会社
楠むらづくり株式会社
農事組合法人つかり
農事組合法人杵崎の里
農事組合法人七日町営農組合
農事組合法人小国ファーム
農事組合法人植柳ファーム
農事組合法人深土
農事組合法人農産鹿野
有限会社しもせりんご村
有限会社むつみ牧場
有限会社名田島農産
有限会社友清りんご園
株式会社ドリーム生産組合
株式会社フルーツガーデンやまがた
株式会社黄金の村
株式会社経親
坂本英司（坂本農園）
西地食品有限会社
乃一美智子（スピカ農園）
有限会社原牧場
有限会社若葉農園
有限会社大晃産業
有限会社竹内園芸
有限会社美馬園芸場
株式会社オルス
株式会社かわさきサラダ
株式会社キウイベリージャパン
株式会社近藤農園
株式会社三豊ファームサービス
株式会社七星食品
株式会社中大
株式会社藤川農園
株式会社尾野農園
合田等
松原博文
川上慈登（川上農園）
中川哲（中川農園）
長谷川義仁
農事組合法人香花園
木下睦雄
有限会社River Field Flowers

山口県

広島県

徳島県

香川県



有限会社ファーム寒川
有限会社やさい畑
有限会社金江養鶏場
有限会社古本農産
有限会社石川農園
有限会社川原農園
髙橋昌也（菜園おおのはら）
Hプロジェクト株式会社
宇都宮凡平（宇都宮農園）
株式会社OCファーム暖々の里
株式会社PENTA FARM
株式会社いけちゃん農園
株式会社ニュウズ
株式会社ひのいちご園
株式会社ヤマサ
株式会社百姓百品村
酒井康次（マルゲン農園）
農業生産法人株式会社ファーム咲創
農事組合法人たいよう農園
有限会社いのうえ果樹園
有限会社カワタキ
有限会社ワールドファーマーズ
有限会社菊間仙高牧場
有限会社三皿園
濱田耕太郎（はまだ農園）
SANWAファーム合同会社
一般財団法人本山町農業公社
下村晃廣
株式会社ウエルネス四万十研究所
株式会社四国アート商事
山下一穂（山下農園）
農事組合法人山中農園
農事組合法人四国デュロックファーム
野中健太郎
有限会社大串農園
はるさん農園株式会社
井上茂之
井中優治（いなかや）
因泰光
永光一哉（ナガミツファーム）
株式会社カラーリングファーム
株式会社野上養鶏場
岸本眞人
宮本道興（宮本陽光農園）
行武高廣（行武肥育農場）
足立和彦
中村信子（中村農園）
楢﨑重行
楢﨑征司（楢﨑ファーム）
農事組合法人のさか
卑弥呼の杜株式会社
末﨑孝宏（末﨑製茶園）
野中茂康
有限会社安武園芸
有限会社近藤受委託農産
有限会社結城ファミリーファーム
有限会社今村ふれあい牧場
有限会社耳納山ファーム
有限会社松木果樹園

香川県

愛媛県

高知県

福岡県



有限会社末継花園
良川達則（良川養豚）
和農BARU株式会社
浦田征男（浦田農園）
加藤整
株式会社イケマコ
株式会社元気もりもりファーム
株式会社百姓屋
株式会社麻生園芸
株式会社明日香園
金丸浩二
原高繁（原園芸）
佐藤農場株式会社
田中慶
農業生産法人有限会社マルイチ農産
北川産業有限会社
野中正博（野中畜産）
有限会社伊万里グリーンファーム
有限会社永渕畜産
バイオファーム株式会社
株式会社オーガニックランドながさき
株式会社きんかい茸
株式会社マツオファーム
株式会社マルハチ
株式会社久本農産
株式会社五島のやぁしゃ便
株式会社山開産商
株式会社杉田農園
株式会社柳ファーム
株式会社諫干ドリームファーム
宮本貞治郎
財団法人対馬市農業振興公社
社会福祉法人出島福祉村
小畑治喜（小畑農園）
増山俊幸（九州フードブリング）
大栄ファーム株式会社
池田啓一郎
竹田聡（竹田農園）
島本郁太
農事組合法人ベジテール
姫野靖雄
有限会社アグリランドいき
有限会社エフケイファーム
有限会社きのこ屋
有限会社グリーンファーム
有限会社みやもと農園
有限会社ワイルドプランツ吉村
有限会社山口農産
有限会社草野ファーム
有限会社田中農園
有限会社島原自然塾
あそ大王ファーム株式会社
ネットワーク大津株式会社
伊藤伸治
永井英雄（永井牧場）
株式会社カルチベイト
株式会社阿蘇ハーブファクトリー
株式会社果実堂
株式会社丸宏農園

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県



株式会社前田農園
株式会社大家ファーム
株式会社藤木牧場
株式会社農業生産法人たまな五葉倶楽部
宮崎農園有限会社
橋本龍生
作取久男（Herb & Rose）
山中大輔
種村博人（種村牧場）
松浦栄一
松岡利春
松山一信（松山牧場）
松本秀夫（松本園芸農場）
瀧内権二
谷川洋（谷川トマト研究所）
天野浩（天の製茶園）
内布知典（錦自然農園）
美緑こふれ株式会社
平田正則（平田農園）
友枝和明（友枝農産）
有限会社アグリテック
有限会社エバーグリーン
有限会社サウスウインド
有限会社ワールドファーム
有限会社吉水農園
有限会社吉川農園
有限会社重元園芸
有限会社前田牧場
有限会社天川花園
有限会社木之内農園
髙野義雄
岡嶋建一郎（岡嶋牧場）
株式会社アクト高原ファーム
株式会社ハマノ果香園
株式会社らいむ工房
株式会社西日本農業社
株式会社赤野農園
株式会社中津江村農林支援センター
黒川正輝（マル金ファーム）
三又勝弘（三又農園）
杉山秀樹（杉山農園）
農事組合法人きつき茶生産組合
農事組合法人プロスパ生産組合
有限会社荻町高原綜合農場
有限会社大分千歳村農産加工
有限会社釘宮牧場
有限会社本川牧場
サンアグリフーズ株式会社
奥野安弘（奥野果樹園）
株式会社KKYファーム
株式会社くしまアオイファーム
株式会社英楽
株式会社丸章園芸
株式会社宮﨑茶房
株式会社森ファーム宮崎
興梠洋一
古市朋春（古市農園）
市川充生（市川農園）
小笠秀哉（小笠園）

熊本県

大分県

宮崎県



西村哲也（西村自然農園）
大前幸祐（ＫＩＹＡＮＳＥ　ＦＡＲＭ）
大野浩次
津野崇彦（五十鈴川ファーム）
奈須涼時（日向ベジタブルファーム）
矢野祐一（矢野園芸）
有限会社アグテック
有限会社シードカルチャー
有限会社ジェイエイファームみやざき中央
有限会社玉光園
有限会社足利牧場
有限会社太陽ファ－ム
有限会社福永青果
有限会社平佐田牧場
有限会社有田牧畜産業
立山健二（立山牧場）
ミクラファーム有限会社
株式会社hishi
株式会社あおぞら元気農場
株式会社オキス
株式会社さくら農園
株式会社ハクシン農園
株式会社ひまわり農苑
株式会社覚冨
株式会社原村ファーム
株式会社西ノ原商事
株式会社大国ファーム
株式会社大豊
株式会社南種子精脱葉
株式会社日野洋蘭園
山田千秋
寺田農園株式会社
鹿児島堀口製茶有限会社
小野正剛（小野畜産）
前川信男
大脇光矢
中園正男
楠博行
牧野英美（牧野農園）
有限会社オオスミ物産
有限会社かごしま有機生産組合
有限会社コセンファーム
有限会社さつま農場
有限会社ジャパン・アグリ・ビジネス
有限会社ノガミ産業
有限会社錦江ファーム
有限会社高松ポートリー
有限会社三和ファーム
有限会社小磯製茶
有限会社西牟田農園
有限会社大野原有機農業研究会
有限会社中薗畜産
有限会社中塩農園
有限会社南種子衛生
有限会社簗瀬牧場
永井則義（永井ファーム）
株式会社みやぎ農園
株式会社島人産業
株式会社八重山石垣牧場

沖縄県

宮崎県

鹿児島県



玉城康成
山口喜美子（幸和農園）
山口純（幸和園芸）
山城克也
上原正子（南山ファーム）
石原馨（石原農園）
赤嶺彰弘（さんご園芸）
大城清助
仲西栄二
田中英信（まぁじゅんのチーズ工房）
島袋勤（福樹園）
農業生産法人株式会社あけのフルーツ
農業生産法人有限会社エコファーム沖縄
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
農業生産法人有限会社平山畜産
農事組合法人まるごと宮古島
有限会社カナンおきなわ

沖縄県


