
（別紙） 27年度第3回募集採択

農業法人等の名称

株式会社高橋Agriculture・Farm
有限会社大橋さくらんぼ園
有限会社ディリーサポート士別
谷水文夫（谷水牧場）
株式会社十勝美濃農場
株式会社渡部農場
有限会社佐々木ファーム
若林正己
株式会社三澤牧場
有限会社大塚ファーム
有限会社谷口牧場
株式会社あしだファーム
有限会社岩瀬牧場
株式会社マルシメおぬき
有限会社サンデーリィ
株式会社笹岡牧場
株式会社鎌田農園
株式会社アド・ワン・ファーム
株式会社谷口農場
有限会社三好牧場
有限会社半田ファーム
株式会社日高はなはなファーム
ヨシダファーム有限会社
橋本晃明
株式会社敬和ファーム
浅野徳昭
有限会社加藤農場
株式会社フラワーファーム大花園
河野愛
有限会社NKファーム
株式会社希来里ファーム
有限会社友夢牧場
農事組合法人清流ファーム
株式会社YS商事
有限会社メノビレッジ長沼
株式会社輝楽里
株式会社箱根牧場
株式会社八百一の郷
株式会社うけがわファームDEN-EN
かわにしの丘しずお農場株式会社
株式会社道下ファーム
株式会社熊谷ファーム
株式会社トップファーム
株式会社大樹農社
有限会社十勝しんむら牧場
株式会社NIKI・Hillsファーム
十和田アグリ株式会社
工藤清司
飯塚仁
タムラファーム株式会社
合同会社秀興
有限会社藤谷園芸
有限会社大森カウステーション
佐々木登

採択農業法人等の名称（都道府県別）

北海道

青森県



有限会社鍋割川ユニオン
有限会社太陽商会
有限会社アグリプラン
有限会社アグリファイン
株式会社西部開発農産
有限会社高須賀農産
有限会社サンフレッシュ松島
株式会社アグリ・パレット
萱場哲也
農事組合法人水鳥
株式会社耕
農事組合法人みらいす青生
有限会社杜のいちご
株式会社ぱるファーム大曲
有限会社ポークランド
有限会社アグリほくおう
有限会社栄物産
農事組合法人北鷹ファーム
戸松義盛
株式会社みらいファーム
有限会社井上農産
農事組合法人夏美沢高原ファーム
農事組合法人山楽里
農事組合法人あきのみや
株式会社多田農園
丸松農園株式会社
農事組合法人山形おきたま産直センター
有限会社安全野菜工場
ねぎびとカンパニー株式会社
株式会社五十嵐ファーム
株式会社はなはな
有限会社後藤農場
株式会社アグリパークZAO
農事組合法人ファーム吉田
合同会社夢にぐら
有限会社田和楽
株式会社髙橋園芸
株式会社エムケーファーム
株式会社矢祭興産
雪割牧場有限会社
吉田孝二
有限会社鈴木グリーン・ファーム
オーチャード斉藤株式会社
有限会社がぶりガーデン
関隆昭
株式会社しぜん村
株式会社五十嵐ファーム
小川光（チャルジョウ農場/そる工房）
橋谷田ファーム株式会社
目黒輝夫
有限会社菊地農園
あかい菜園株式会社
丸山雄三（楽･農･人ゆうゆうファーム）
株式会社アグリヒルズ
有限会社平園芸
株式会社ひたち農園
農事組合法人白鳥干いも生産組合
株式会社れんこん三兄弟
高崎正喜

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県



うしくグリーンファーム株式会社
株式会社TKF
株式会社オール・アグリーム
沼本伸一
有限会社ファームオアシス
有限会社久慈ピッグファーム
柳田優一（柳田農園）
有限会社加藤牧場
石田真也（石田農園）
吉原一成
有限会社いちごの里湯本農場
株式会社あいファーム高橋
市川則之（市川牧場）
渡辺正行
有限会社荒井農園
有限会社タムラファーム
阿久津義男（乙連沢梨園）
株式会社赤城深山ファーム
株式会社きのこコレクション
グリンリーフ株式会社
株式会社横山ホッグファーム
有限会社品川牧場
有限会社鳥山牧場
有限会社ロマンチックデーリィファーム
須藤晃
磯部大輔
塚原農場株式会社
濱野恒（グリーンファーム岩槻）
有限会社中井農産センター
株式会社関東地区昔がえりの会
株式会社しゅん・あぐり
小河浩一
木村友和
株式会社内野農場
農事組合法人ハイフラワ－
江本一典
有限会社ファームヤード
有限会社新井農園
丹上啓（タンジョウ農場）
有限会社上総野菜倶楽部
株式会社おんだら農園
有限会社ネオフィリアン
松本一人
稲葉芳一
有限会社ワタミファーム
越川博
田山博之
株式会社千葉ピッグ
有限会社かまや
千葉エッグファーム有限会社
農事組合法人こうざきめぐみ農場
有坂幸男
佐藤宣幸（佐藤農園）
株式会社鈴幸農園
有限会社髙橋植物園
株式会社ニッポン食堂
清水陸央（清水牧場）
下田義雄（下田みかん園）
藤野良文（ふじの園）

群馬県

茨城県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都



吉澤一三（よしざわ果樹園）
髙橋浩久（髙橋園芸）
八丈島乳業株式会社
株式会社野原そだち
落合伸一（落合園芸）
農業生産法人株式会社鎌倉リーフ
株式会社金子建築設計事務所
株式会社愛川農園
神崎知久（農援・花とくらし）
株式会社サラダボウル
有限会社マルサフルーツ古屋農園
株式会社I JAPAN
内田健太郎（内田フルーツ農園）
有限会社ぶどうばたけ
株式会社三輪南農産
株式会社アグリカルチャーズプロ
岐阜アグリフーズ株式会社
伊藤昌子（伊藤牧場）
山越信夫（山越牧場）
有限会社ブロメリア・ギフ
あんじゅファーム株式会社
有限会社ふる里農園美の関
有限会社春見ライス
有限会社丸フジ産業
有限会社橋場農園
有限会社山藏農園
有限会社吉野ジーピーファーム
農事組合法人黒内果樹園
有限会社牧成舎
株式会社アグリビジネスリーディング
藤尾純（ジュン・サンベリーファーム）
西山由紀浩（大彰園）
有限会社市の瀨牧場
鈴木将也（掛川鈴木農園）
袋井高山農園株式会社
有限会社佐野ファーム
株式会社グリーンテーブル
有限会社村松商店
鈴木偉也（un pomodoro）
鈴木良彦(まるたか農園）
有限会社エイチアンドエルプランテーション
有限会社水谷農園
株式会社豊幸園
有限会社知多エッグ
サンエッグファーム株式会社
農事組合法人よさみ
加古彰
株式会社和会営農
梅村貢司（てくてく農場）
河合晃（河合果樹園）
有限会社トラストファーム小俣
ユーユーハウス株式会社
株式会社小林F.R.C
奥田ゴールドファーム株式会社
株式会社地主共和商会
椋の樹農産株式会社
森日光有限会社
有限会社亀井園芸
農事組合法人三重きのこ園生産組合

東京都

神奈川県

山梨県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県



株式会社秋山農場グリーンプロジェクト
株式会社きおとし
土田広樹
株式会社フエキ農園
石黒均（石黒農園）
有限会社農援隊いけの
農事組合法人中山物産
株式会社ミスズライフ
有限会社ケーエスファーム
株式会社白根大郷梨中村観光果樹園
農事組合法人アグリ悠悠
緒形一秋（緒形畜産）
佐々木大輔
小林一三
有限会社サンケイ新潟
諸橋弥須衛
株式会社マスタック・ファーム
有限会社ファームファーム
農事組合法人おおうら
株式会社なっぱ会
株式会社六星
有限会社グリーン松任
宮子豊吉（宮子花園）
有限会社安井ファーム
有限会社くらた農産
井村辰二郎（金沢農業）
イオンアグリ創造株式会社
瀬成龍史（瀬成農場）
高利充（高農園）

福井県 杉本正（杉本畜産）
株式会社太陽と大地
かなもと青果株式会社
株式会社永井農場
有限会社信州ファーム荻原
有限会社鷹山ファミリー牧場
農事組合法人三幸
天竜産業株式会社
株式会社クリーン・ア・グリーン
株式会社あづみのうか浅川
有限会社於多屋農場
野村哲（野村農園）
有限会社北清水
農事組合法人会田共同養鶏組合
高沢秀平（高沢ファーム）
株式会社ミスズライフ
渡辺利彦
株式会社なべくら
株式会社みやもと農園
有限会社グリーンサポートこうか
有限会社グリーンサポート新旭
株式会社まる亀こうし牧場
有限会社もりかわ農場
農事組合法人大戸洞舎
小澤農園株式会社
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
鈎英夫（鈎農園）
株式会社京都農販
斎藤寿治（ことぶき花園）

石川県

新潟県

富山県

長野県

滋賀県

京都府



株式会社渋谷農園
株式会社ジェイエイやましろファーム
株式会社塞翁が馬
株式会社八百一の郷
有限会社みずほファーム
株式会社健康ファーム
株式会社天野
有限会社やくの農業振興団
有限会社田舎暮らし
有限会社フルーツ王国やさか

大阪府 西阪和正（西阪農園）
大西昇（大西農園）
山口順治（さんこうえん）
株式会社キャルファーム神戸
小林一雅（こばふぁーむ）
株式会社耕す
藤井喜嗣（藤井農園）
イオンアグリ創造株式会社　三木里脇農場
株式会社東原畜産
永井産業株式会社
株式会社池上
有限会社上岩岡農芸
岩田文明（月ヶ瀬健康茶園）
奥口史朗（オクグチファーム）
有限会社山口農園
小林順一郎（小林農園）
堀園芸株式会社
株式会社よしき園芸
株式会社早和果樹園
有限会社柑香園
農事組合法人まごころ農場ひろせ
株式会社美歎牧場
農事組合法人広岡農場
株式会社東部コントラクター
農事組合法人八頭船岡農場
為計田卓史
酒田正彦
大場繁
角田圭慈（ツノダ園芸）
藤原清和（藤原農園）
株式会社巌生産組合
有限会社大根屋
有限会社岡野農場
遠藤達也（えんどう園芸）
農業生産法人ライスフィールド有限会社
江津コンクリート工業株式会社
有限会社ちくさん緑化
有限会社大場ぶどうファーム
株式会社農援隊清滝牧場
岩田農園株式会社
高橋義則（まさご農園）
有限会社佐々木農場
株式会社美田
矢野雄一郎
株式会社花きかく苑
有限会社グリーンサム
株式会社福田種鶏場
株式会社サンワファーム
農事組合法人世羅大豊農園

京都府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県



農事組合法人広島牧場
株式会社れんげ
有限会社平田観光農園
はっとりほたるの里株式会社
有限会社百島農園
角谷博夫（なんでもや角さん）
有限会社グリーンハウス
株式会社花の海
農事組合法人アグリ中央
有限会社アグリプラン
株式会社ドリーム生産組合
西地食品有限会社
株式会社黄金の村
有限会社若葉農園
株式会社ワイズ農園
株式会社猪熊農園
有限会社モリヒロ園芸
有限会社藤川果樹園
浅野信
さんわ農夢株式会社
株式会社せとうちビオファーム
株式会社森のいちご
株式会社ＮＡＤＡ
有限会社イヨエッグ
阿部柳次
来夢ガーデン有限会社
有限会社三皿園
安井智典
片山昭彦
公文基嗣
有限会社なにぬねのうじょう
有限会社緑の農園
有満義之（有満牧場）
小ノ上喜三（小ノ上果樹園）
今村学
株式会社野上養鶏場
谷川 正道
岡松美由紀
箕田栄一郎（箕田農園）
株式会社有明・潮風ファーム
有限会社伊万里グリーンファーム
佐藤農場株式会社
株式会社出島ファーム
バイオファーム株式会社
株式会社大地のいのち
株式会社キタガワ商会
大島酒造株式会社
農事組合法人アグリポート森山
愛菜ファーム株式会社
株式会社山開産商
有限会社島原自然塾
株式会社泰和ファーム
株式会社ぎっどろファーム
株式会社山内ファーム
株式会社壱岐の潮風
中村哲治
荒木正司（荒木牧場）
柿田元幸（柿田ファーム）
立光一孝（立光洋蘭園）

徳島県

広島県

山口県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県



松坂友也
有限会社オオツボ
エミナース農園株式会社
グッドファーム株式会社
有限会社中原温室
株式会社阿蘇三久保ファーム
有限会社山本洋蘭
飯星盛士
有限会社エコファーム立石
株式会社佐々牧場
農事組合法人タックやつしろ
光永太（光永農園）
農業生産法人合資会社あぐ里
アグリファーム・TAG合同会社
村上孝太郎
有限会社井本緑化資材
農業生産法人キッチンガーデン株式会社
株式会社丸宏農園
有限会社荒尾きのこセンター
株式会社吉次園
河上正信
株式会社緒方エッグファーム
有限会社久住ワイナリー
有限会社豊後農興
有限会社植木農園
松浦淳二（農家とダイレクト）
有限会社緑の里りょうくん
有限会社加藤えのき
矢野和久
有限会社ビッグファーム
有限会社新福青果
市川充生（市川農園）
農事組合法人インダストリー・都城
有限会社六田農園
有限会社楠木畜産
有限会社さつま農場
有限会社うしの中山
有限会社大堂養鶏
株式会社グリーンネットワークとどろき
株式会社さくら農園
農事組合法人霧島第一牧場
有限会社福山特殊農産
株式会社岩永農園
株式会社さかうえ
有限会社大崎農園
有限会社水幸農園
有限会社南橋商事
有限会社サンフィールズ
有限会社三清屋
農事組合法人森ファーム組合
株式会社マルサンファーム
株式会社ソレイユスマイル
株式会社大豊
有限会社アンビシャス
農業生産法人株式会社あけのフルーツ
株式会社マキ屋フーズ
農業生産法人株式会社又吉農園
農業生産法人株式会社ぐしけんファーム
伊藝安政（アンデス農園）

鹿児島県

沖縄県

熊本県

大分県

宮崎県

長崎県



農事組合法人うるま農場
株式会社琉宮青果
比嘉友明（比嘉牧場）
山城栄徳
農業生産法人有限会社エコファーム沖縄
農業生産法人株式会社菜縁おきなわ
仲地政則
根間光二
株式会社八重山石垣牧場

沖縄県


