
（別紙） 27年度第1回募集採択

農業法人等の名称

ノースプレインファーム株式会社
株式会社SEA-LAKE
株式会社けーあいファーム
株式会社耕せ・にっぽん
株式会社鹿野牧場
株式会社谷口農場
株式会社北海道アグリカルチャー
三本木守
須藤聖治
竹内進
田村元
農事組合法人Jリード
有限会社パインランドデーリィ
有限会社ファームキトラ
有限会社稲華屋
有限会社吉田農園
有限会社中道農場
有限会社伏見牧場
株式会社めぐみ農産
農事組合法人金田一営農組合
有限会社ケイアイファウム
はるはなファーム株式会社
株式会社アイ・アディール クリエーション
株式会社あすファーム松島
株式会社オジマスカイサービス
株式会社たいら
株式会社一苺一笑
株式会社燦燦園
農事組合法人蔵王ファーム
半澤徳男（半澤いちご農園）
有限会社コピア
有限会社小松牧場
田山仙（田山農園）
農事組合法人十和田八幡平ファーム夏井
有限会社須田商事
株式会社多田農園
株式会社大地農産
合同会社さがえグリーンパーク
山川正信（ゆかいな野菜村）
松藤博人（果樹園白雲）
農事組合法人えぬふぁーむ
農事組合法人りぞねっと
農事組合法人庄内協同ファーム
農事組合法人成田農産
有限会社出羽庄内特産
有限会社田和楽
有限会社内外ファーム
感謝農園平井株式会社
佐藤敦（おおぞらふぁーむ）
先﨑義雄（先﨑牧場）
中田幸治（なかた農園）
渡部久博
農事組合法人愛椎ファミリー
有限会社ドットネット

採択農業法人等の名称（都道府県別）

北海道

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県



有限会社高ライスセンター
有限会社鈴木グリーン・ファーム
小西実 （小西農産）
農事組合法人つくばきのこセンター
柳田優一（柳田農園）
有限会社くらぶコア
有限会社粕田商事

栃木県 株式会社コバヤシファーム
横坂重光
株式会社きのこコレクション
安保浩行（ＧＢファーム）
株式会社アグリ昴
株式会社ヤマグレイン
株式会社ヤマザキライス
株式会社内野農場
金井洋之
有限会社加藤牧場
有限会社丸一養鶏場
株式会社つばめ農園
株式会社ベジフルファーム
石橋重次（石橋農園）
大塚秀行（大塚秀農園）
長崎秀男（長崎農園）
吉澤一三（よしざわ果樹園）
中里茂
髙杉充
神埼知久（農援・花とくらし）
長谷川功（長谷川農園）
農業生産法人株式会社井出トマト農園
有限会社八百辰
株式会社ふじさん牧場
甲斐ワイナリー株式会社
有限会社マルサフルーツ古屋農園
ホットファーム株式会社
榎本浩（榎本農園）
外山豊（外山農園）
株式会社ホソヤ
宮司治（昇果園）
宮木恒
桑原卓也
庄司茂博（ヤマニ製茶）
上村光太郎（上村農園）
渡辺守男（渡辺農園）
有限会社コスモグリーン庭好
有限会社佐野ファーム
犬塚達也（犬塚農園）
鈴木貴晴（スズキナーセリー）
株式会社INS
株式会社やさいの戸島屋
特定非営利活動法人あぐりの杜
農業生産法人株式会社夢活菜
農事組合法人鈴鹿国府の会
株式会社フェアリーズファーム
有限会社山崎農場
有限会社津南高原農産
奥野一男
株式会社おおさわファーム
株式会社スギヨファーム
株式会社のとじまファーム

神奈川県

山梨県

静岡県

愛知県

三重県

新潟県

石川県

東京都

福島県

茨城県

群馬県

埼玉県

千葉県



株式会社ヤマジマ
株式会社金沢ちはらファーム
株式会社弥介さ
株式会社髙畠農園
山崎啓子（山崎農園）
西田幸恵（西田農園）
農事組合法人One
農事組合法人サンゴウ会
有限会社アグリタウン
有限会社アグリほりかわ
有限会社カワムコ
有限会社グリーン・ハート
有限会社タケマツファーム
有限会社わくわく手づくりファーム川北
有限会社吉村農産
有限会社池口農園
有限会社北海道ワイン能登ヴィンヤード
株式会社Farm Daishin
株式会社アジチファーム
株式会社ハルディン
株式会社太陽と大地
宮沢喜好（ライラック農園）
大塚悠
有限会社アグリ軽井沢
有限会社ウッドベルファーム
有限会社ときわ農園
有限会社炎屋
有限会社燦燦
株式会社びわこだいなか愛菜館
株式会社信楽高原ビーフ牧場
株式会社新田農園
株式会社西陣屋
株式会社天野
熊坂要（Ｆｒｅｓｈ　Ｒｏａｄ）
合同会社丹波の里ひぐち農園
佐藤正之（佐藤農園）
石原麻美子
北碾茶工場
西阪和正（西阪農園）
中出成幸（中出農園）
サイッタファーム株式会社
花岡明宏（淡路島花岡農恵園）
株式会社はなファーム
株式会社丹波篠山
株式会社パンドラファームグループ
新子博之（新子農園）
辻本定（辻本農園）
福本久晃（福本農園）

和歌山県 和歌山縣ヘルス工業株式会社
株式会社勝部農産
農事組合法人やしま営農組合
有限会社マルナガファーム
有限会社宝箱
株式会社グリーンハーツ
株式会社永谷園芸
株式会社岡山フルーツ農園
株式会社洲崎園芸
山崎勝久（里山農場）
農事組合法人good farmer

兵庫県

奈良県

島根県

岡山県

大阪府

石川県

福井県

長野県

滋賀県

京都府



有限会社吉備高原ファーム
ベジスタイル株式会社
株式会社グリーンカクエイ
株式会社さくら
農事組合法人世羅幸水農園
農事組合法人世羅大豊農園
有限会社トムミルクファーム
中村進卓（なかむら自然農園）
農事組合法人宇内薬師の里
吉岡秀樹
石原正裕（石原農園）
株式会社尾野農園
猪熊貴志（猪熊農園）
有限会社アドバンス農産
株式会社テレファーム
株式会社小林果園
株式会社味彩
重川鐵
農事組合法人道後高原ファーム
柳澤春之
有限会社ワールドファーマーズ
有限会社雅園
有限会社山本エッグハウス
森田雅博（高知よさこいみかん園）
峯本幸治（峯本農園）
山邉信利
石井英治
貞光孝宏（貞光園芸）
農事組合法人モア・ハウス
株式会社サガンベジ
株式会社ナカムラ
株式会社明日香園
香月博雄
佐藤農場株式会社
鈴山隆広

長崎県 株式会社山開産商
株式会社Double. Heart
株式会社洞田貫牧場
大橋勝利（Kファーム熊本）
片山勇次
有限会社サイキ
有限会社宮川洋蘭
髙野義雄
株式会社らいむ工房
津高毅（ナチュラルファーミング）
農事組合法人浦の原受託組合
有限会社ファゼンダ・グランデ
有限会社安養寺牧場
有限会社大分ファーム
有限会社本川牧場
株式会社CSA都城
株式会社ジョブ
株式会社英楽
山口今朝廣（山口農園）
有限会社加藤えのき
旭ファーム株式会社
株式会社元幸産業
株式会社指宿やさいの王国
株式会社大豊

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

佐賀県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県



農事組合法人エコファーム永池
農事組合法人土里夢たかた
有限会社コセンファーム
有限会社一勝
有限会社大崎農園
株式会社フローラやんばるファーム
株式会社マキ屋フーズ
株式会社八重山石垣牧場
株式会社龍飛おきなわ
松永法子（大里グリーン）
神里賢（神里農園）
瑞慶覧盛朝（高平フルーツ）
中村伸次（中村農場）
仲西栄二
徳元佳代子（ベジフルマンマ）
農業生産法人株式会社マルシェ沖縄
農業生産法人有限会社エコファーム沖縄
有限会社農業生産法人園芸ファーム・なかむら

鹿児島県

沖縄県


