
（別紙） 26年度第3回募集採択

農業法人等の名称

トカプチ株式会社
荻原博佳（荻原牧場）
株式会社アド・ワン・ファーム
株式会社かさまつ農舎
株式会社けーあいファーム
株式会社シー・ブライト
株式会社ファーム風と緑の子守歌
株式会社伊藤デイリー
株式会社輝楽里
株式会社谷口農場
高橋広幸（高橋牧場）
合同会社農場たつかーむ
合名会社宮北牧場
森本宏一
石橋和博（ファーム石橋）
太陽ふぁーむ有限会社
農事組合法人ぴりかファーム
有限会社サン・ファーム
有限会社トヨニシファーム
有限会社パインランドデーリィ
有限会社ファーイーストファーム
有限会社橋本牧場
有限会社香遊生活
有限会社松家農園
有限会社松山農場
有限会社谷口牧場
有限会社竹村牧場
有限会社天恵農場
有限会社半田ファーム
タムラファーム株式会社
蝦名正雄
株式会社グリーンソウル
株式会社フォーシーズン
株式会社森の中の果樹園
新堂学
株式会社JA江刺グリーンファーム
竹内英世
農事組合法人宮守川上流生産組合
有限会社フォレスト百万石
有限会社太陽商会
有限会社鍋割川ユニオン
有限会社北一農
デリシャスファーム株式会社
株式会社GRA
株式会社アグリプランニング
株式会社イグナルファーム
渡辺重貴（くまっこ農園）
有限会社PFTサービス
有限会社コピヤ
有限会社蔵王プロヴァンスファーム
株式会社あぐりっこ大館
株式会社佐藤ファーム
互大農事有限会社
農事組合法人山ゆり

採択農業法人等の名称（都道府県別）

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県



有限会社ポークランド
ねぎびとカンパニー株式会社
安達進
奥山聡
株式会社フラワーハート・クリタ
株式会社屋代郷
株式会社髙橋園芸
後藤利夫
三原信継
西塚洋平（ひつじや）
鳥海やわた観光株式会社
農事組合法人うまいくだもの園
農事組合法人オークファーム
農事組合法人新田営農組合
有限会社クリタ園芸
有限会社タケダワイナリー
有限会社後藤農場
有限会社舟形マッシュルーム
有限会社東部開発
株式会社しぜん村
株式会社みしま農産
山崎清典（清峰園）
青木秀元（青木農園）
有限会社郡山アグリサービス
NCSアグリサポート株式会社
アルベンス株式会社
やさと菜苑株式会社
井沢夏樹（井沢農園）
株式会社TKF
株式会社ヴァレンチア
株式会社グリーンセンター中村園芸
株式会社ひたち農園
株式会社リッチフィールド美浦
株式会社益子農林
株式会社久松農園
株式会社幸田農園
株式会社内田農園
株式会社峯ファーム
酒井保（酒井農園）
有限会社アグリクリエイト
有限会社くらぶコア
有限会社グリーンスタイル
有限会社ユニオンファーム
株式会社ジーワン
株式会社前田牧場
山﨑伝造（山﨑牧場）
遅沢喜則
有限会社那須高原今牧場
マルクリファーム株式会社
永田久夫（永田農園）
関口陽介（マイムマイム）
長谷川和俊（長谷川農園）
有限会社ティア・ツリー
有限会社ファームクラブ
有限会社宮城種豚センター
有限会社高崎クエイル
有限会社日本農産
横田進（横田農園）
株式会社一心園

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県



渡辺良樹（グッドウッド・フラワ－）
萩原努
福島政治
有限会社ファームヤード
株式会社yozem
株式会社くりもと地球村
株式会社一新ファーム
株式会社遠藤農園
株式会社高梨農園
株式会社千葉ピッグ
関根丈将（関根農苑）
小泉輝夫
千葉エッグファーム有限会社
千葉有機農業合同会社
中山隆麿（光ファームさんぶ）
塙定昭
有限会社アグリ
有限会社サンズファーム
林栄作
林恒男（林農場）
横山暁（横山園芸）
株式会社彩の榊
関勇司（関ファーム）
吉澤一三（よしざわ果樹園）
近藤隆幸（満天ファーム）
松村和廣（松村園芸）
有限会社須﨑樹苗
株式会社アヤセグリーンファーム
株式会社グリーンピア相模原
株式会社永田農園
中戸川正義
有限会社五領ヶ台ガーデン
有限会社小川フェニックス
有限会社湘南花卉園緑地
有限会社八百辰
株式会社佐藤農園
株式会社桃花村塾
株式会社白州郷牧場
ファンファーミング有限会社
わさび屋株式会社
臼田牧舎株式会社
株式会社HighlandFarm東濃
株式会社クレスト
株式会社ファームズ
株式会社ファームすぎした
株式会社ふる里いび
株式会社堀部
農事組合法人ハイランドファーム荘川
農事組合法人飛騨牛繁殖センター
有限会社吉野ジーピーファーム
有限会社橋場農園
有限会社東野
株式会社エスファーム
株式会社カクト・ロコ
株式会社マル覚渡邉製茶
株式会社丸栄製茶
菊池正孝（山勝）
高田清太郎（タカダファーム）
合同会社一心

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

岐阜県

静岡県



川上隆三（エヴァファーム）
大石吉彦（大石農園）
谷中正博（谷中園芸）
池谷伸二（アイファーム）
畑良和（畑農園）
北野谷勝也（グリーンライフ）
有限会社グリーンフィールド浜松
アグエコファーム
安田晃朗（清須ライスセンター）
伊藤立（デイリーパラダイス）
株式会社秀農業
犬塚達也（犬塚農園）
自然フーズ株式会社
石川寛子（棚宗サラダ農園）
有限会社アグリサポート
有限会社エイチアンドエルプランテーション
有限会社水谷農園
有限会社千姓
うれし野アグリ株式会社
宇野充浩
株式会社ヒラキファーム
株式会社沖植物園
株式会社三重コンバイン
株式会社林営農センター
松浦吉男
田中明宏
特定非営利活動法人あぐりの杜
農事組合法人鈴鹿山麓・ＮＡＴＵＶＥ
有限会社松幸農産
有限会社中村農産
株式会社ごはん
株式会社サン・ファーム泉
若月薫
小林勝（小林農場）
水澤勝正（水澤園芸）
農事組合法人えちご魚沼
農事組合法人西部営農組合
有限会社ときめき農産
有限会社下田アグリ
齋藤修吾（さいとう農園）
有限会社フジサワ
有限会社土遊野
有限会社米山農産
株式会社金沢ちはらファーム
株式会社六星
宮下善行（宮下農園）
農事組合法人きずな
有限会社福田農園
株式会社耕　福井支店
合同会社ながの農園
神栄アグリテック株式会社
川端伸造（川端牧場）
村上賢一
田嶋敏（田嶋牧場）
株式会社アグリスタくましろ
株式会社かまくら屋
株式会社なかひら農場
株式会社ファーム中鶴
株式会社マッシュアンドフルーツ

静岡県

愛知県

三重県

新潟県

富山県

石川県

福井県

長野県



株式会社ミスズライフ
株式会社佐藤ｎｂ
久保産業有限会社
信州エコテクス有限会社
長野ハーブガーデン有限会社
長野ベリーファーム株式会社
特定非営利活動法人カントリーフォーク田園
農事組合法人きのこ屋
農事組合法人もんじゅ山
農事組合法人奥信濃畜産
農事組合法人三ツ和農産
有限会社アマリファーム
有限会社トップリバー
有限会社臼井農園
有限会社福沢牧場
有限会社蓼科プランツ
有限会社濵農場
株式会社びわこだいなか愛菜館
株式会社マイファーム滋賀農場
山本嘉紀（山本農園）
西村幸雄
大橋正治
田渕竹男（田渕農場）
有限会社あいの土山
有限会社フクハラファーム
有限会社古株牧場
株式会社フルーツガーリック
株式会社健康ファーム
株式会社渋谷農園
株式会社杜若園芸
株式会社農夢
久保丈司（久保一農場）
重義幸（京都知七）
長谷部剛（Ｔファーム）
有限会社BIG TREE FARM
有限会社フルーツ王国やさか
有限会社丹後ジャージー牧場
岡田剛成
株式会社Special Food.J
五十川和哉（五十川農園）
上野仁
フラワーゲート有限会社
株式会社チューリップハウス農園
株式会社耕す
株式会社博農
株式会社佑宜
小山強
池尻昌弘（池尻農園）
中上之仁（中上農園）
特定非営利活動法人アゲイン
畑洋三（ひのた農場）
野添幹生（野添農園）
株式会社グリーンワーム21
株式会社大紀
寺田農園株式会社
森元秀昌（森元農園）
竹村雅司（竹村養鶏場）
塚原啓太（つかはら自遊農園）
農事組合法人曽爾村近代化施設園芸組合

長野県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県



和歌山県 株式会社紀州梅香
株式会社千友
株式会社柳谷ファーム
岩井健一（岩井ファーム）
合同会社ほうきファーム
寺岡昌一(寺岡農園）
深田正則（深田農園）
村岡武士
中原一男
農事組合法人福成
齋尾達城（齋尾農園）
阿郷建設有限会社
下赤名ファーム・エンジニアリング株式会社
株式会社アグリベスト
株式会社有機ファーム研久屋
有限会社カリノ養鶏
有限会社奥出雲葡萄園
ホトトギス株式会社
株式会社みつの里
三原昌代（ひるぜん農園）
有限会社国定農産
有限会社小椋工務店
有限会社美作農園
有限会社濱農産
遠藤章人
角谷博夫（なんでもや角さん）
株式会社ひばごんファーム
株式会社久保アグリファーム
合同会社三良坂フロマージュ
今田典彦（ルンビニ農園）
農事組合法人うやま
農事組合法人かわにし
農事組合法人ゆき
有限会社マム･ガーデンミヤオ
有限会社時川プロダクト

山口県 有限会社アグリ楠
吉岡秀樹
斎藤貴美（斎藤農園）
戎芳郎（戎農園）
石原正裕（石原農園）
有限会社樫山農園
有限会社柴生農園
有限会社大地コーポレーション
株式会社オルス
株式会社ファームUTT
株式会社小原農園
吉村一成（よしむら農園）
高橋畜産株式会社
佐藤正英（佐藤農園）
長谷川義仁
農事組合法人香花園
北浦利彦
有限会社River Field Flowers
有限会社広野牧場
梶原照幸（梶原農園）
株式会社PENTA FARM
株式会社山口園芸
中岡康文（中岡農園）
農業組合法人無茶々園

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

徳島県

香川県

愛媛県



有限会社クドウグリーンテック
有限会社雅園
國田農産有限会社
横川晴夫
株式会社堀　おかざき農園
四万十清流農場
竹村昌伸
花田愛（テヌータカンピフレグレイ）
株式会社JAファーム福岡
株式会社グリーンハンドユニオン
株式会社やまちゃん農園
株式会社春口農園
株式会社正助ふるさと村
株式会社野上養鶏場
古川明俊（古川農園）
佐々木裕康（佐々木牧場）
鳥越和廣（鳥越農園ネットワーク）
貞光孝宏（貞光園芸）
南貴博（緑豊開発）
農事組合法人大木しめじセンター
尾形浩文（おがた園芸）
平尾孝市
木村良一（木村有機農産）
有限会社今村ふれあい牧場
有限会社総合緑化コガキュー
株式会社百姓屋
合同会社田島柑橘園＆加工所
佐藤農場株式会社
千喜田直也
農事組合法人武雄そだちレモングラスハッピーファーマーズ
平田康成
有限会社みのり農場
有限会社永渕ファームリンク
有限会社七島農産
有限会社定松ファーム
株式会社壱岐の潮風
株式会社山開産商
株式会社道脇農園
株式会社柳ファーム
吉田良一（吉田菊園）
金子利範（金子農園）
山内清一
浅田都美夫（浅田農園）
草野義輝（草野牧場）
増山俊幸（九州フードブリング）
竹田聡（竹田農園）
田中芳秀
有限会社エフケイファーム
プランツギフト株式会社
永田産業有限会社
岡田一徳（岡田農園）
株式会社つづき
株式会社ナチュラルワークス
株式会社ハレノヒファーム
株式会社ローソンファーム熊本
株式会社果実堂
株式会社丸宏農園
株式会社岩永グリーン
岩津利明（岩津農園）

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県



光永太（光永農園）
公株式会社
山下一義
市原豪（市原農園）
松本秀夫（松本園芸農場）
新古閑養豚農事組合法人
杉本幸介（杉果園）
川口望（川口農園）
大藪正勝（オオヤブデイリーファーム）
美緑こふれ株式会社
有限会社コーシン
有限会社マルナカファーム
有限会社ワールドファーム
有限会社吉川農園
有限会社秀明ナチュラルファーム熊本
有限会社蘇鉄園芸
有限会社大自然ファーム
有限会社大倉第一農園
有限会社竹内園芸　熊本農場
髙濱としえ
株式会社オーエス豊後大野ファーム
株式会社ニシマキ
合同会社ソーシャルファーム宇佐
農事組合法人大肥郷ふるさと農業振興会
農事組合法人中園営農組合
有限会社サザンガーデン
有限会社ハーブガーデン
有限会社本川牧場
株式会社エムファームランド
株式会社ローソンファーム宮崎
株式会社生駒
甲斐雅也
黒木勇（黒木農園）
山口今朝廣（山口農園）
農事組合法人インダストリー・都城
有限会社シードカルチャー
有限会社玉光園
有限会社新福青果
有限会社木村農園
アネット有限会社
エンジョイアグリ株式会社
株式会社アグリストちらん
株式会社エコ・スマイル
株式会社カマタ農園
株式会社さかうえ
株式会社ソレイユスマイル
株式会社ハヤシ
株式会社吉田農園
株式会社春日園川路製茶
小田農園有限会社
小濵健一（小濵農園）
上別府美由紀
新地善和
大場博敏（maruwakafarm）
中原正則
津曲福義（津曲青果）
南州農場株式会社
有限会社一勝
有限会社小牧緑峰園

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県



有限会社西製茶工場
有限会社南九州きのこセンター
有限会社南種子衛生
有限会社福永畜産
有限会社野村畜産
有限会社髙井田アグリ
ネクストステージ沖縄合同会社
伊敷正伸（伊敷農園）
伊保俊洋（伊保畜産）
高宮城実一郎（高宮城牧場）
合同会社KSファーム
森茂幸
瑞慶覧盛朝（高平フルーツ）
仲吉勝弘（ベルファーム）
島袋勤（福樹園）
島袋秀雄（ヒーロー牧場）
農業生産法人アララガマ農園合同会社
農業生産法人株式会社もとぶ牧場
農業生産法人合資会社エス・ケイ・ファーム
農業生産法人有限会社あらぐさ
農業生産法人有限会社ひめゆり農園

沖縄県

鹿児島県


