
（別紙） 27年度第2回募集採択

農業法人等の名称

えりもなかの牧場合同会社
ダイヤモンド十勝株式会社
トカプチ株式会社
伊藤哲雄
荻原博佳（荻原牧場）
乙部グローバルファーム株式会社
株式会社アド・ワン・ファーム
株式会社きのとやファーム
株式会社コムズファーム
株式会社ふぁーむいずみ
株式会社フラワーファーム大花園
株式会社フローリカルチャーリストタカハシ
株式会社笹岡牧場
株式会社十勝あけぼの農場
株式会社大田農場
株式会社大野ファーム
株式会社日高はなはなファーム
株式会社八剣山ファーム
株式会社美瑛ファーム
株式会社平川ファーム
株式会社野原ファーム
菊地雄介（菊地雄介牧場）
吉川与蔵
合同会社自然農業社
佐々木伸悦（佐々木牧場）
佐藤正之（佐藤正之牧場）
獅子原誠司（獅子原農園）
小野靖幸（小野牧場）
松橋和光（松橋和光農場）
西村公一（西村農園）
石山政司
長嶺仁
田中裕之（田中牧場）
土井弘一
藤井正子（とれた小屋ふじい）
農事組合法人Global Century Farm
農事組合法人Jリード
農事組合法人オホーツク網走26
農事組合法人海沼農園
農事組合法人丘の里ヘルシーファーム
農事組合法人蒔田農場
農事組合法人柏台生産組合
北川信一
有限会社HJYさくら
有限会社あきよしファーム
有限会社ウイング
有限会社カドワキ牧場
有限会社サンライズ
有限会社ダイヤモンドファーム
有限会社ダイワファーミング
有限会社パインランドデーリィ
有限会社ファーム花茶
有限会社ミックランデーリィ
有限会社旭栄農園

採択農業法人等の名称（都道府県別）

北海道



有限会社羽田野第二牧場
有限会社九条ファーム
有限会社後藤飼料
有限会社三和牧場
有限会社山下農場
有限会社斜里馬鈴しょ原採種圃農場
有限会社十勝しんむら牧場
有限会社大橋さくらんぼ園
有限会社中山農場
有限会社天恵農場
有限会社渡辺農場
有限会社藤井牧場
有限会社藤沢牧場
有限会社南農産
有限会社冨田ファーム
有限会社福山育成牧場
有限会社別海町酪農研修牧場
有限会社余湖農園
Nベース株式会社
株式会社Ｇreen bear
株式会社グリーンソウル
株式会社シャンティ
株式会社ミカミ商事
株式会社みよし野
株式会社奥津軽アグリ
株式会社黄金崎農場
株式会社釈迦のりんご園
株式会社松山ハーブ農園
株式会社諏訪商会
吉田俊彦
合同会社パープルウィンドウ
合同会社秀興
十和田アグリ株式会社
松山照昭
川村忠則（青森観光りんご園）
農事組合法人山本牧場
有限会社エムケイヴィンヤード
有限会社ビッグファミリー
有限会社小寺天産物加工業
有限会社白神アグリサービス
和島勇人
齊藤寿
クレアクロップス株式会社
株式会社oi Line
株式会社T&Gバイオナーサリー
株式会社いやさか農園
株式会社高橋農園
三浦正美（三浦青果）
酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）
森岡ファーム
藤村義和（元気農園）
農事組合法人となん
有限会社かさい農産
有限会社ケイアイファウム
有限会社下館農産
有限会社北一農
はるはなファーム株式会社
リッチフィールド栗原株式会社
株式会社アグリ・パレット

北海道

青森県

岩手県

宮城県



株式会社アルコバレーノファーム
株式会社クレオ
株式会社ベジランド佐藤
株式会社よつばファーム
株式会社小野花匠園
株式会社石ノ森農場
株式会社大滝自然農園
株式会社櫻井農場
高橋一雄
今野啓哉（今野園芸）
瀧口健一
農事組合法人せんだいあらはま
農事組合法人井土生産組合
農事組合法人水鳥
有限会社ダイアファーム
有限会社伊豆沼農産
有限会社氏家農場
有限会社登米ライスサービス
有限会社和雄と一郎の農場
鈴木豊
株式会社アグリゆうわ
株式会社上新城ノーザンビレッジ
株式会社農匠
株式会社雄勝グリーンサービス
佐藤清人（さくら農園）
農事組合法人アグリピース
農事組合法人たねっこ
農事組合法人ファーム夢未来
農事組合法人樽見内営農組合
農事組合法人能代グリーンファーム常盤
農事組合法人平根ファーム
有限会社アグリ川田
有限会社大野台グリーンファーム
有限会社大和農園
株式会社やまがたさくらんぼファーム
株式会社最上まいたけ
株式会社多田農園
株式会社米沢牛黄木
宮本聡子
後藤利夫
合同会社里の恵
佐藤繁
山口義孝
大森山牧場株式会社
土屋喜久夫
鍋倉康治
農事組合法人アクティブさがえ
農事組合法人アグリサービスこぐわ
農事組合法人グリーンライスファーム
農事組合法人サンファームしらたか
農事組合法人ひまわり農場
農事組合法人ファーム吉田
農事組合法人りぞねっと
農事組合法人山形おきたま産直センター
矢作直人（矢作農園）
有限会社オーチャードタケダ
有限会社オキツローズナーセリー
有限会社ビッグフィールド
有限会社安達農園

宮城県

秋田県

山形県



有限会社熊谷園芸
有限会社後藤農場
有限会社新庄最上有機農業者協会
鈴木誠
株式会社RISESAPEUR
株式会社ベルファーム
株式会社山内果樹園
株式会社二本松農園
感謝農園平井株式会社
曲沼美代子（曲沼農場）
桐の里産業株式会社
五幣治男（五弊ぶどう園）
三浦由弘
山崎清典（清峰園）
山田光市
松浦万助
中田幸治（なかた農園）
渡辺隆嗣
農業法人株式会社菱沼農園
飯沼利夫
有限会社アイヅファーム
有限会社フラワーランド
有限会社花雅
有限会社栗城ドリームファーム
有限会社郡山アグリサービス
鈴木義則
NCSアグリサポート株式会社
アルベンス株式会社
うしくグリーンファーム株式会社
やさと菜苑株式会社
河野剛
株式会社agri new winds
株式会社TKF
株式会社オールフィールズ
株式会社グリーンセンター中村園芸
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
合資会社YAGIファーマーズCLUB
初見光宣（初見園芸）
太田健（太田農園）
中居鋭起（中居農園）
土肥成男（土肥農園）
農事組合法人つくば銀杏生産組合
農事組合法人やわら生産組合
農事組合法人華川牧場
飯村留吉（飯村農園）
有限会社アクト農場
有限会社アグリクリエイト
有限会社フラワーセンター紫峰園
有限会社ふる里自然塾
有限会社ユニオンファーム
有限会社ワールドファーム
有限会社稲葉園芸
有限会社栗原農園
有限会社荒山農産
有限会社三和園芸
有限会社常陸牧場
有限会社森ファームサービス

山形県

福島県

茨城県



有限会社水戸菜園
コージーファーム株式会社
株式会社アドバンス
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
株式会社タカノ農園
株式会社鹿沼グリーンファーム
株式会社星野イーファーム
見山敏夫（見山牧場）
匠屋株式会社
大木宏泰
農事組合法人アグリテック栃木
農事組合法人まがのしま
F2ファームファーマーズ株式会社
アグリサポート有限会社
がってん野菜合同会社
遠藤周
横坂重光
株式会社基進
新井英伺
農事組合法人元気ファーム20
農事組合法人国府野菜本舗
有限会社エィケー牧場
有限会社ビクトリー
有限会社高橋農園
有限会社高崎クエイル
有限会社竹内園芸　群馬農場
鈴木政隆
桒原和夫
岡田徹（美園いちごランド）
岡田茂
株式会社いるま野アグリ
株式会社クレオ
株式会社ヤマグレイン
株式会社ヤマシタフラワーズ
株式会社渋谷農園・渋庄
株式会社農業舎
株式会社苺の里
岩田茂
原口富雄
室岡英紀
森谷進
深田武雄
西田信子（北埼菌茸センター）
川島猛夫
農事組合法人吉川受託協会
福田靖（福田菜園）
福島政治
保延辰夫
有限会社ファームヤード
有限会社安藤農場
有限会社新井牧場
鈴木栄治
澁澤和也
髙田茂
伊藤良巳（伊藤牧場）
井之輪和男
浦部和宏
越川藤洋

千葉県

埼玉県

茨城県

栃木県

群馬県



加瀬佐浩
笠原秀樹（自然農園レインボーファミリー）
株式会社アースワーマーズ
株式会社くくりの森
株式会社スノー・フィード・サービス
株式会社ニッポン食堂
株式会社永治郷土園
株式会社芝山農園
株式会社切替農園
株式会社浅野園芸
株式会社中川ファーム
株式会社和郷
関篤久郎
吉田篤（真澄農園）
吉田邦雄
柴海祐也（柴海農園）
上野商店株式会社
菅谷衛（菅谷農園）
槍木康直
渡辺浩臣
農業組合法人ティエムティ
飯笹雄次
平野佳子
有限会社コウゴ牧場
有限会社さかき
有限会社サンファーム
有限会社しおさいファーム
有限会社フーズプロセスサプライ
有限会社宮一畜産
有限会社高秀牧場
有限会社多古農産
有限会社大地牧場
留守剛
株式会社いなげやドリームファーム
株式会社彩の榊
岩沢宏
松村和廣（松村園芸）
八丈島乳業株式会社
北島一夫（北島牧場）
有限会社東常マック
永島太一郎（永島農縁）
株式会社アヤセグリーンファーム
株式会社フリーデンファーム
株式会社吉野家ファーム神奈川
株式会社高梨農園
株式会社福田牧場
株式会社陽だまり農園
金子勝彦（金子園芸）
合資会社大家族
合同会社善明の里
神埼知久（農援・花とくらし）
渡邊昭（渡辺花園）
農業生産法人株式会社井出トマト農園
有限会社岩沢ポートリープロダクション
有限会社五領ヶ台ガーデン
有限会社碧山園
まるしょう農園株式会社
株式会社ハーベジファーム
株式会社ふじさん牧場

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県



株式会社ローソンファーム山梨
株式会社ワザーリ/白州FARM
株式会社志太北杜ワイナリー
株式会社旬果市場
銀河農園まきおか合同会社
中嶋千里（ぶぅふぅうぅ農園）
有限会社さくらファーム
有限会社営農塾マルニ
有限会社梶原農場
鈴木雄人（鈴木農園）
セカンドステップ合同会社
レインボーフーズ株式会社
臼井節雄（臼井牧場）
株式会社アグリ・エキスパンド・アソシエーション
株式会社アグリピア
株式会社ありがとうファーム
株式会社フォレストファーム
株式会社大雅
若林大悟（若林農園）
神谷保夫（神谷牧場）
生駒一成（生駒牧場）
中谷昇（中谷牧場）
洞口隆（洞口農園）
農事組合法人大湫機械化営農組合
有限会社FRUSIC
有限会社しいたけブラザーズ
有限会社ツットモ農園
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
有限会社西垣園芸
有限会社東野
有限会社馥郁農園
ホットファーム株式会社
加茂博子（ファームカモ）
株式会社おやさい
株式会社カントリーファーム
株式会社ザ・ネクストワン
株式会社サンファーム静岡
株式会社スカイアース
株式会社タカダファーム
株式会社とやま農園
株式会社やさいの樹
株式会社やさい村
株式会社焼津冷凍
株式会社農健
株式会社浜松ベジタブル
株式会社薬善
株式会社流通サービス
株式会社鈴木農園
後藤剛（ゴトウ柑橘園）
後藤信人（後藤園芸）
向笠安行（向笠園）
佐野誠（佐野農園）
山下光之（笑顔畑の山ちゃんファーム）
松本光弘
上村光太郎（上村農園）
上中通寿（かみなか農場）
森島恵介（森島農園）

山梨県

岐阜県

静岡県



赤堀清一（赤堀農園）
川上隆三（エヴァファーム）
大石克己
中條文義
朝霧メイプルファーム有限会社
田村善吾（田村農園）
農事組合法人東邦農園
農事組合法人木の花ファミリー
萩原俊之
浜名酪農業協同組合
有限会社アイエーエフ石塚
有限会社ハニーポニック
有限会社マザーアースクラブ
有限会社マルイ伊藤製茶
有限会社まるたま
有限会社佐野ファーム
有限会社渡辺園芸
有限会社八太田
鈴木幸隆（スズキ果物農園）
サグワットファーマーズ株式会社
伊藤立（デイリーパラダイス）
株式会社ジャパンフードファクトリー
株式会社つくで高原農場
株式会社にいみ農園
株式会社扶桑農産
杉浦幹夫（杉浦ファーム）
成瀬正行（アグエコファーム）
石川卓哉（石川農園）
池田物産株式会社
農事組合法人rau
農事組合法人若竹
農事組合法人夢の実ファームみよし
服部農園有限会社
兵藤吉之
有限会社アイナン産業
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
有限会社オインク
有限会社角田ナーセリー
有限会社新鮮農場
有限会社半田ファーム
株式会社TENYA
株式会社あぐりん伊勢
株式会社かきうち農園
株式会社やさいの戸島屋
株式会社ヤマヨ組
株式会社小林農産
株式会社和田金ファーム
株式会社絆
首藤農園株式会社
前川明俊（玄米のあきやん）
瀧和史（五平治屋）
中山昌治
農事組合法人あおきスマイル
農事組合法人鈴鹿山麓夢工房
野呂食品株式会社
有限会社大山田ファーム
有限会社田園
ナカムラ農産株式会社

静岡県

愛知県

三重県

新潟県



みおもて農産株式会社
株式会社アグリライフ
株式会社ひだまり農産
株式会社フェアリーズファーム
株式会社フエキ農園
株式会社ミナミ
株式会社笹沢ファーム
株式会社蛇場農産
株式会社孫作
桐沢担い手生産組合
黒農有限会社
上野茗荷農産株式会社
新潟麦酒株式会社
石附ユキイ
川作ファーム株式会社
中村一弥（中村農園）
天明伸浩（星の谷ファーム）
田中豊
農事組合法人ちやざわ生産組合
農事組合法人ぼうがね
農事組合法人よこさわ
農事組合法人よつば
農事組合法人竹直生産組合
樋口邦幸
有限会社アグリカンパニーこしじ
有限会社エーエフカガヤキ
有限会社グリーンファーム清里
有限会社ときめき農産
有限会社フジタファーム
有限会社向田農園
有限会社山波農場
有限会社谷口総合農場
有限会社長谷川農場
有限会社津南高原農産
有限会社徳永農園
有限会社白根グレープガーデン
有限会社米工房いわむろ
ACエンジニアリング株式会社
ｆａｉｒｙ　ｃｒｏｐ株式会社
アイエッチファーム株式会社
安達正男
株式会社ファニーファーム
樽蔵産業株式会社
島田秀雄（島田農園）
農事組合法人ガイアとなみ
農事組合法人サカタニ農産
農事組合法人ファーム大島
農事組合法人ふかだん
農事組合法人源
農事組合法人国吉活性化センター
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
有限会社ファームズエンジニア福光
有限会社フジサワ
有限会社紅農友会
有限会社土遊野
有限会社梅香園
有限会社林農産
旅川農産有限会社

新潟県

富山県



一般社団法人百笑の郷
株式会社JAアグリはくい
株式会社ハイディワイナリー
岩山則生（岩山農園）
農事組合法人NOTO-SAN
農事組合法人サンゴウ会
木谷久栄（木谷農園）
有限会社すえひろ
伊藤浩一（伊藤農園）
株式会社アジチファーム
株式会社農業風の仲間
瀬戸誠市（瀬戸園芸）
大久保農園株式会社
特定非営利活動法人ピアファーム
農事組合法人楽農園
米田拓司
明城ファーム株式会社
有限会社アグリエース
ピアブランカ株式会社
株式会社AFT
株式会社あぐりクリエイト信州諏訪
株式会社きよみず農園
株式会社クリーン・ア・グリーン
株式会社なかひら農場
株式会社マッシュアンドフルーツ
株式会社むぎわらぼうし
株式会社荻原農園
株式会社佐藤工務店
株式会社秀果園
株式会社大鹿里山市場
株式会社大島農園
株式会社未来農業計画
株式外会社ベジアーツ
吉田典生（Farmめぐる）
宮沢喜好（ライラック農園）
行田幸保
佐藤勝彦（佐藤牧場）
松木武久（松木武久農園）
上村健一郎（上村農園）
新海寛和（朝日屋農場）
石川徹（やさいの森）
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
内堀勝司
楠わいなりー株式会社
農事組合法人ずくだせ農場
農事組合法人開田高原サンベリー農園
農事組合法人信州森のファーム
野村哲（野村農園）
有限会社アグリカルチャー
有限会社アマリファーム
有限会社ありがとん
有限会社スカイブルー・セト
有限会社ティーエム
有限会社安曇野ファミリー農産
有限会社信州うえだファーム
有限会社信州ナーセリー
梨元茂（梨元農園）
伊藤貴巳（農園心笙）

長野県

滋賀県

福井県

石川県



家倉和行（お米の家倉）
株式会社きたなかふぁーむ
株式会社マイファーム滋賀農場
株式会社みやもと農園
山本嘉紀（山本農園）
小澤農園株式会社
浅小井農園株式会社
農事組合法人サンファーム法養寺
梅村廣毅（梅村農場）
有限会社アグリ蒲生
有限会社るシオールファーム
有限会社親和
株式会社山末農園
株式会社丹波西山
株式会社杜若園芸
株式会社農業法人ふるる
株式会社農樹
株式会社農夢
株式会社味歩里
四方利幸
植和田重雄（植和田園）
足立環（長澤農園）
大野安彦（観光農園江和ランド）
鳥渕永一（鳥渕牧場）
添田潤
日下部啓作
有限会社アグリランドさんとよ
有限会社京都芳樹園夜久野農場
株式会社能勢農場
乾勝秀（乾農園）
古川雅英（古川農園）
山本義隆
松本農園
西川光一（にしかわ農園）
草竹義和
大地株式会社
辻豊（辻農園）
木下健司
有限会社関紀産業
株式会社お米のきたむら
株式会社パブリック・キッチン
株式会社小池農園こめハウス
株式会社森脇農園
株式会社丹波篠山大内農場
株式会社淡路島フルーツ農園
株式会社箸荷牧場
橋本慎司（橋本有機農園）
山本洋太朗（アグリスタイル）
市原誠（つりしのぶ園）
小橋季敏（HopeFarm小橋）
大前利造（ツトム農事センター）
藤井誠次（藤井農園）
藤原明（藤原農園）
特定非営利活動法人NPOひょうご農業クラブ
特定非営利活動法人アゲイン
美方ファーム株式会社
有限会社ドリームズ・ファーム
有限会社農興
有限会社夢前夢工房

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県



林良夫（林牧場）
ハンサムガーデン株式会社
株式会社上田育苗
株式会社農業公園信貴山のどか村
株式会社堀内果実園
農事組合法人上湯川きのこ生産組合
北田哲也（北田柿園）
柳田勝人（柳田農園）
有限会社J1･タケダファーム
梨子本陽太（Ｓｕｎファーム）
株式会社たまな農園
株式会社ビオ・ランド紀の川
株式会社吉岡農園
株式会社エイチアグリ
広田伸一
合同会社ほうきファーム
志直充年
寺岡昌一(寺岡農園）
鳥取部品株式会社
藤吉和政
門脇晴美（門脇農園）
有限会社リサールベルテ
株式会社キムラ農産
株式会社出雲精茶
株式会社松永牧場
三浦大輔（みうらファーム）
山下久雄
農業生産法人株式会社桃源
農事組合法人アグリ種
有限会社カリノ養鶏
有限会社スプラウト島根
有限会社桜江町桑茶生産組合
有限会社中山農場
TETTA株式会社
ホトトギス株式会社
株式会社ＫＲＧ
株式会社みつの里
株式会社ライスクロップ長尾
株式会社吉備の国野菜村
株式会社三宅ファ－ム
株式会社山陽農園
株式会社福田種鶏場
株式会社本山精耕園
株式会社神宝あぐりサービス
岩本英隆（一所懸命農園）
酒井和也（ファームうえぐし）
石原保博（石原牧場）
農事組合法人清藤
農事組合法人赤田営農センター
有限会社エーアンドエス
有限会社ぐんぐん
有限会社岡山県農商
有限会社美作農園
はっとりほたるの里株式会社
株式会社アグリ君田
株式会社藤原牧場
株式会社福本農産
川根柚子協同組合
津田商事株式会社

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県



田邊真三（TANABE FARM）
東城八幡ファーム株式会社
道田稔弘（道田牧場）
農事組合法人うやま
農事組合法人井永
農事組合法人下金田酪農組合
農事組合法人世羅高原農場
畑山真太郎（畑山農園）
有限会社アグリサポート
有限会社ジャパン・ラム
有限会社ファーム安芸高田
有限会社森崎農園
有限会社北広島町農林建公社
株式会社アグリネット萩
株式会社シュガーフット
株式会社仁保農産
株式会社瀬戸内ジャムズガーデン
株式会社農多
山内農園株式会社
秋川政光（長谷牧場）
特定非営利活動法人周南障害者・高齢者支援センター
楠むらづくり株式会社
農事組合法人石城の里
農事組合法人川西
農事組合法人平蕨台共同生産組合
有限会社アグリプラン
有限会社どんぐり
有限会社ファーマー・ヤマモト
安崎浩二（あんちゃんふぁーむ）
株式会社いせや農場
株式会社カネイファーム
株式会社ニッキーファーム
株式会社フルーツガーデンやまがた
株式会社リバーファーム
株式会社大地アグリ
吉岡秀樹
宮崎克哉
合同会社PlanB
吹田光男
農事組合法人野菜畑
有限会社エイノー
有限会社樫山農園
有限会社丸正
有限会社竹内園芸
株式会社オルス
株式会社さぬきベジファーム
株式会社ファームUTT
株式会社日本農業システムズ
三野廣紀
浅野信
猪熊貴志（猪熊農園）
土井琢司（土井農園）
日笠工業株式会社
木下睦雄
有限会社グリーンフィールド
有限会社金江養鶏場
有限会社広野牧場
有限会社高島産業
有限会社森末牧場

徳島県

香川県

山口県

広島県



有限会社石川農園
有限会社木下農園
株式会社ニュウズ
株式会社山口園芸
株式会社百姓百品村
株式会社味彩
株式会社陽だまり
大久保幸裕（大久保農園）
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
有限会社加貫農園
有限会社雅園
株式会社アースエイド
株式会社ウインドファミリー
株式会社山下農園
株式会社四国アート商事
株式会社西島園芸団地
株式会社堀　おかざき農園
株式会社有澤・大成アグリアークス
間浩二（はざま農園）
桐島畑
合同会社ワタナベファーム
山崎吉恭（ヤマサキ農場）
松岡正（松岡農園）
杉本和也（はるひ畑）
農事組合法人香北椎茸組合
有限会社森本果樹園
アルク農業サービス合同会社
永光一哉（ナガミツファーム）
株式会社ヨシウラファーム
株式会社レインボーファーム
株式会社峯菜園
株式会社野上養鶏場
株式会社弥冨農園
山本章一郎（求渓ふぁーむ）
松浦浩
松﨑治磨
上森勇三
楢原章弘（ならはら菜園）
納戸勝（なっちゃん農園）
農事組合法人きのこの里
農事組合法人桜花の郷
農事組合法人赤村花卉生産営農組合
農事組合法人湊営農組合
尾形浩文（おがた園芸）
冨士本稔（マム・ランド）
木庭健一（木庭デーリィ・ファーム）
野村勝浩
有限会社オニヅカバイオシステム
有限会社やまさきフラワーファーム
有限会社玄農舎
有田真一（有田牧場）
まい米農園株式会社
山口良広
松隈利生
川崎巧
大坪和義
有限会社永渕ファームリンク
有限会社田中丸ガーデン

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県



有限会社風配高原ファーム
横田清廣（横田ブロイラー）
株式会社壱岐の潮風
株式会社雲仙きのこ本舗
株式会社雲仙湯けむりファーム
株式会社山開産商
株式会社杉田農園
株式会社長崎オランダ村ファーム
鴨川裕史
吉田良一（吉田菊園）
小川泰基
小畑治喜（小畑農園）
小林八郎
中村哲治
東圭史郎
農事組合法人ベジテール
有限会社松本ファーム
有限会社草野ファーム
あそ大王ファーム株式会社
エミナース農園株式会社
稲田広
河上正信
株式会社FGファーム
株式会社あさぎり藤神農園
株式会社まきの農園
株式会社阿蘇三久保ファーム
株式会社果実堂
株式会社興陽農援
株式会社原田畜産
株式会社佐々牧場
株式会社緒方農園
株式会社天芯農場
株式会社藤木牧場
株式会社矢岳牧場
株式会社有機農場
宮本裕一（宮本果樹園）
熊本部品株式会社
歳田好雄
山本英治
篠原啓介
松島喜一
上田秀治（上田果樹園）
森真紀子
森本惟誠（森本農園）
杉本勇峰
大津耕太
藤川貴臣（藤川果樹園）
特定非営利活動法人丸山ハイランド
農事組合法人みのり会
農事組合法人竹川トマト農薗
米村正弘（米村農園）
片山一幸（片山果樹園）
本田智久（本田農園）
有限会社ビーユーファーム
有限会社ワールドファーム
有限会社卸中村果実
有限会社吉水農園
有限会社熊本有機農産
有限会社月尾企画

佐賀県

長崎県

熊本県



有限会社坂本樹苗園
有限会社竹内園芸　熊本農場
有限会社木之内農園
有限会社優峰園フルーツランド
あねさん工房株式会社
吉武重治
古田博幸（古田牧場）
江藤雄三（江藤農園）
清松健次（清松牧場）
大分有機かぼす農園株式会社
長谷雄牧場有限会社
農事組合法人エコファーム21
農事組合法人三光ファーム
おたに家株式会社
横井嘉次郎
株式会社KKYファーム
株式会社かぐらの里
株式会社くしまアオイファーム
株式会社サイトーファーム
株式会社はざま牧場
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
株式会社長田マンゴー研究所
株式会社立生園
農業生産法人有限会社ミキファーム
農事組合法人インダストリー・都城
農事組合法人デリシャスベジファームズ
農事組合法人日高養豚場
木村幸司（アグリストリームきむら農園）
有限会社グリーンハウス宮崎
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
有限会社永峰養豚場
有限会社奥松農園
有限会社鎌田畜産
有限会社佐藤ファーム
有限会社松井農園
有限会社石原畜産
有限会社勇美苑
有限会社有田牧畜産業
ゆす村農園有限会社
株式会社hishi
株式会社さかうえ
株式会社だいち
株式会社ひまわり農苑
株式会社指宿やさいの王国
株式会社中園ファーム
株式会社南風ベジファーム
株式会社日野洋蘭園
鮫島春香（鮫島農園）
山田千秋
上村一郎（上村畜産）
上別府美由紀（鹿児島黒牛美由紀牧場）
前薗智一（前薗園芸）
農業生産法人山下株式会社
農事組合法人農Ｌｉｆｅ
有限会社えこふぁーむ
有限会社かごしま有機生産組合

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県



有限会社グリーンファーム
有限会社小屋商店
有限会社小野製茶
有限会社農業生産法人のざき
アーミファーム株式会社
株式会社みやぎ農園
株式会社農業生産法人沖縄植物園
株式会社八重山石垣牧場
山城克也（山城園芸）
照屋拡（照屋園芸）
大原大幸（大原農園）
知念正人（日進園）
仲吉勝弘（ベルファーム）
仲西栄二
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ひめゆり農園
農業生産法人有限会社大嶺ファーム

沖縄県

鹿児島県


