
（別紙） 27年度第4回募集採択

農業法人等の名称 ホームページURL

稲垣孝治（稲垣農園）
加藤照明（加藤牧場）
株式会社Far夢楽縁
株式会社グリーンヴァレー
株式会社フローリカルチャーリストタカハシ
株式会社みその
株式会社ユニバース
株式会社伊藤デイリー
株式会社熊谷ファーム
株式会社広振
株式会社鹿野牧場
株式会社小坂農園 http://www.kosakanouen.jp/
株式会社小泉農場
株式会社大樹農社
株式会社谷口農場
株式会社風の村
株式会社北海道日高牧場
株式会社余市和田農園
株式会社和光農場
株式会社髙橋牧場
岩瀬孝雄
更別酪農ヘルパー有限責任事業組合
合同会社岩崎農場
黒田栄継（黒田農場）
三本木守
山田敏明（山田敏明牧場）
森本宏一（森本牧場）
成瀬雅樹（成瀬雅樹牧場）
石田直久（石田めん羊牧場） http://www.ishida-sheep-farm.com/
田村元
土井弘一
藤井正子（とれた小屋ふじい） http://toreta-fujii.com/
農事組合法人サンエイ牧場
彦一本舗株式会社 http://www.greentex.co.jp/hikoichihonpo/index.html
服部悟
母子里農場株式会社
有限会社NKファーム http://nkfarm.jp/
有限会社グリーンリーフ
有限会社マキノファーム
有限会社屈足肉牛牧場
有限会社山本農産
有限会社西神楽夢民村 http://www.muminmura.com/corp/
有限会社太田農園 http://www16.plala.or.jp/ootafarm/
有限会社中央園芸 http://www.chuoh-engei.jp/
有限会社北広牧場
有限会社北伸農場
有限会社堀川ファーム
株式会社松山ハーブ農園
環境緑花工業株式会社 http://kankyoryokuka.com/
原英輔（原牧場）
合同会社パープルウィンドウ http://www.masahiro-ringoen.com/
佐藤謙治
坂本秀美（坂本ファーム）
農事組合法人鬼丸農園
有限会社さとう農園
有限会社せいの農園 http://pureapple-seino.jp/
有限会社真理乃
石田耕一（岩苑）
有限会社アグリプラン
有限会社小西農場
デリシャスファーム株式会社 http://www.delicious-farm.com/
株式会社クリーンライス
株式会社ざおうハーブ

北海道

青森県

岩手県

宮城県

採択農業法人等の名称（都道府県別）



株式会社サンエイト
株式会社佐々木産業営農サービス
佐藤隆一
山元いちご農園株式会社
農事組合法人せんだいあらはま
有限会社アグリードなるせ http://agriead.jp/
有限会社たじりエコベジタブル
有限会社蔵王高原牧場 http://www.zao-gyu.com/
有限会社登米ライスサービス http://www.tomerice.com/
柿崎祐一（柿崎農園） http://www.rakuten.co.jp/okomenokakizaki/
株式会社秋田鳥海夢農場
企業組合美郷ストロベリー
高橋徹（神宮寺観光果樹園） http://www.akitanosakuranbo.com
石垣勝敏（石垣果樹園）
千葉智弘（千葉農園）
農事組合法人ファーム院内岱
農事組合法人宮渕協同ファーム
有限会社弥栄
ビオインダストリー合同会社
塩野義博
株式会社アシスト
株式会社まいすたぁ http://www.mistar.co.jp
株式会社阿部農機店
株式会社屋代郷 http://yasiro.info
株式会社秋鈴堂
株式会社松ヶ岡農場 http://matsugaoka.biz
株式会社尾﨑牧場
株式会社髙橋園芸
丸山成人
金子光弥（金子農園）
土屋喜久夫
藤の花ファーム有限会社
農事組合法人村木沢あじさい営農組合 http://murakisawa-ajisai.or.jp
有限会社酒井ワイナリー
有限会社新庄最上有機農業者協会
有限会社蔵王ウッディファーム
伊藤正喜
永山盛一郎
園部新
株式会社アグリヒルズ
株式会社しもごう農園
株式会社ほたる浪漫
株式会社ライブストック
感謝農園平井株式会社
佐藤洋一（吉井田農産）
雪割牧場有限会社
有限会社鈴木農園 http://www.jumbo-nameko.co.jp
鈴木光一（鈴木農場）
ほしいも株式会社
株式会社TKF http://www.t-k-f.jp
株式会社オール・アグリーム
株式会社レインボーフューチャー
株式会社久松農園 http://hisamatsufarm.com/
株式会社内田農園
株式会社峯ファーム http://minefarm.co.jp
株式会社鉾田ファーマーズコーポレーション
株式会社野口農園 http://hasudane.web.fc2.com/
合資会社YAGIファーマーズCLUB
長塚丈浩（takehiro’s farm）
農業法人佐伯農園株式会社
農事組合法人東海あくつ
彦田智宏（彦田農園）
有限会社スズキファーム
有限会社ユニオンファーム
有限会社河内営農
有限会社丸エビ倶楽部
有限会社常陸牧場 http://bunabuta.jp/
有限会社水戸菜園

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県



有限会社瑞穂農場 http://www.mizuho-farm.co.jp/
有限会社盛田アグリカルチャーリサーチセンター http://www.yukiyasai.com/index.html
有限会社大地 http://www.yasai.joso.jp
有限会社武平ファーム
栁田栄一
株式会社誠和 http://www.seiwa-ltd.jp
星一明（星の見える丘農園）
有限会社いちごの里湯本農場 http://www.itigo.co.jp
有限会社瑞穂農場
有限会社卵明舎
伊能良雄（良農園）
株式会社farm lab http://www.farmlab.jp
株式会社サイエンズ
株式会社トマル http://www.tomaru.com/
株式会社リーフェスト
株式会社登坂園芸
佐藤勲（サトウ園芸）
有限会社ファームクラブ
有限会社ロマンチックデーリィファーム
有限会社神代牧場
河田三也（河田ばら園） http://kawatabaraen.web.fc2.com/
株式会社ふるさと
株式会社マイファーム http://www.myfarm.co.jp/
株式会社ヤマグレイン
株式会社関東地区昔がえりの会
株式会社誠農社
吉澤俊一（ファ－ム＆ガ－デン白岡） http://nouganic.com/
黒澤忠弘
神田好秋
斉藤敏子
塚原農場株式会社
法師励（法師園）
木村博
矢島京治
海老原宏
株式会社アースワーマーズ
株式会社アグリスリー http://shiroyamaminorien.com/index.html
株式会社コンコラソン
株式会社テンアップファーム
株式会社ハルディン http://www.jsjardin.co.jp/
株式会社ベジフルファーム
株式会社高梨農園
株式会社秋葉牧場 http://www.yumebokujo.com/
江澤貞雄
上野商店株式会社
農事組合法人大松農場
有限会社アーバンファーム
有限会社さかき
有限会社リーフファームみのり

有限会社大佐和花卉園
https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E4%BD%
90%E5%92%8C%E8%8A%B1%E5%8D%89%E5%9C%92-
333174506831538/timeline/

有限会社大倉園芸
有限会社平山牧場 http://hirayamafarm.com/
吉澤一三（よしざわ果樹園）
近藤隆幸（満天ファーム）
中里茂
田中滋
農事組合法人東京みるく工房ピュア
株式会社ゆうゆう農場
長谷川功（長谷川農園）
有限会社八百辰 http://www.yaotatsu.co.jp
有限会社服部牧場
株式会社hototo http://hototo.jp/
株式会社サラダボウル http://www.salad-bowl.jp/
株式会社なかむら http://www.0141kudamono.com
株式会社桑郷 http://www.kuwanosato.com
株式会社斎庵
有限会社BEAU PAYSAGE

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県



有限会社イズミ農園
有限会社黒富士農場 http://www.kurofuji.com
有限会社山梨フルーツライン
有限会社小林牧場 http://www.winebeef.co.jp/
サンエッグファーム株式会社
株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp
株式会社ふる里いび
株式会社岐阜農業センター
株式会社堀部
山田豊司（山田牧場）
森川哲人（共営牧場）
農業生産法人アグリード株式会社 http://aglead2013.com/
民田千博（民田農場）
有限会社ふる里農園美の関
有限会社東野 http://e-higashino.com/
河原崎利明（菜彩ファーム）
河原﨑善康（河原﨑農園）
株式会社chou chou farm　
株式会社Shida Vege http://shida-vege.jp
株式会社カクト・ロコ
株式会社さくらぎ農園
株式会社ソイルパッション http://soilpassion.jp/71164/
株式会社とぴあふぁー夢
株式会社ハラダ製茶
株式会社春野コーポレーション
株式会社浅羽農園
京丸園株式会社 http://kyomaru.net/
湖西牧場株式会社
上中通寿（かみなか農場） http://www.kawaneasagirien.jp/
水野徹
増田剛志（増田農園）
村松勲（ヤマキ種苗園）
大石吉彦（大石農園）
竹平智範（竹平農園）
田邊德久（野菜工房たなべ）
有限会社佐束ファーム
有限会社佐野ファーム
サンエッグファーム株式会社
加藤浩文（アグリマックス）
株式会社アグリみかわ
株式会社にいみ農園
株式会社フラーゴラ http://www.15oka.com
株式会社伊藤農園
株式会社杉田組
橋本文男
小笠原薫
農事組合法人白浜営農組合 http://www.shirahama-tsi.com
有限会社アグリサポート
有限会社イブン産業
有限会社はっぴー農産 http://www.happy-farm.jp
林泉
鈴木良法（鈴木園芸）
一般社団法人一志パラサポート協会
横山重治
株式会社シグマサポート
株式会社絆
桐生繁之
佐脇三夫（三重トラクター）
竹尾茶業株式会社 http://www.kodawari.or.jp
中山昌治
農業生産法人株式会社夢活菜
有限会社ナチュラルファーム
有限会社伊藤牧場
有限会社亀井園芸
有限会社松幸農産 http://matsukounousan.com/
有限会社梅屋ファーム
株式会社あおぞら農産
株式会社脇坂園芸 http://www.wakisaka-engei.jp/

山梨県

三重県

新潟県

岐阜県

静岡県

愛知県



宮崎朗
近藤耕亘
石黒博之 http://www.ishigurofarm.jp/
曽田直人
農事組合法人中塩俵米倶楽部
名古屋博
有限会社アグリ新潟
有限会社ナーセリー上野
有限会社花水農産
有限会社高儀農場 http://www.fruitstomato.com/
有限会社細矢農園 http://www.rakuten.co.jp/hosoyanouen/
有限会社米山農場 http://www.yoneyama-nojyo.com/
有限会社穂海農耕 http://www.houmi.jp/
株式会社よこづなグループ
中道真由美（立野原観光農園） https://www.facebook.com/tatenogahara15?ref=h1
農工房長者株式会社
農事組合法人水土里
有限会社グリーンファーム荒木
有限会社クリーンみず穂 http://shinnyuu-mai.jp/
有限会社ファームファーム
有限会社窪田農産
有限会社中山農産
有限会社土遊野 http://doyuuno.net/
アジア農業株式会社
下出英一（下出農産）
株式会社なっぱ会
株式会社能登牧場
農事組合法人能登風土
株式会社福井和郷 http://www.wagoen.com/main.html
合同会社中村農園
神栄アグリテック株式会社
有限会社藤島エンタープライズ
わくファーム株式会社
株式会社AFT
株式会社ヴァンベール平出
株式会社かまくら屋 http://www.kamakuraya-soba.com
株式会社きよみず農園 http://kiyomizu-nouen.com/
株式会社はすみふぁーむ http://www.hasumifarm.com/
株式会社ハルディン http://www.jsjardin.co.jp/
株式会社フロムシード
株式会社臼井農園 http://www.usui-farm.com/
株式会社高山ドリーム
柴勇一郎（ユウユウファーム） http://www.48yuyu-farm.jp
小坂忠弘（小坂牧場）
小林憲一郎
信州まし野ワイン株式会社 http://www.mashinowine.com
大塚悠
長野ハーブガーデン有限会社 http://www.herbfan.com
長野ベリーファーム株式会社 http://www.naganoberryfarm.com/
農事組合法人ミナミアグリ
農事組合法人もんじゅ山 http://monjuyama.com
農事組合法人宮澤ファーム
農事組合法人野沢農産生産組合 http://nozawa-nosan.com/
有限会社エイチアンドエルプランテーション
有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
有限会社ブラウンエッグファーム http://www.chatamaya.com
有限会社やまとリッチ
有限会社ヨッシャア駒ケ根
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
横井貴志
株式会社IKEDA　FARM http://www.ikeda-farm.co.jp
株式会社アグリケーション http://www.agrication.com/
株式会社まるさん牧場
株式会社ラチーノ農園
株式会社近江園田ふぁーむ
柴田一義
清水光男（清水農園）

新潟県

富山県

石川県

福井県

長野県

滋賀県



川中順一（川中農園）
田渕竹男（田渕農場）
藤田真吾（藤田ファーム）
北川稔洋（きたがわ農園）
木下養鶏園有限会社
有限会社グリーンパワー長浜
有限会社親和
株式会社エチエ農産 http://www.echie.jp
株式会社西陣屋 http://www.nisijinya.co.jp/
株式会社村瀬農産
合同会社農家辻清
重義幸（京都知七）
植田修（和茶園） http://wachaen.com/
足立秀信（あだち農園）
農事組合法人京都ナチュラル
梅本修（ＥＭ自然農法　梅本農場）
株式会社ＪＡファームいずみの
株式会社岸和田観光農園 http://www.kishiwada-f.jp
五十川和哉（五十川農園）
杉本一義（ファームスギモト） http://www.farm0141831sugimoto.com/jigyo.html
永塩有（ながしお農場）　
株式会社かさや http://www.kasaya.net/
株式会社キャルファーム神戸 http://calfarm-kobe.com/
株式会社淡路の島菜園 http://www.eonet.ne.jp/~awajinosimasaien/diary9.html
株式会社百姓 http://www.facebook.com/goodfoodishyakusho
高橋啓
高見昌伸（高見園芸）
植田勝也（ニコ・ファームうえだ）
中西仁
東徳久地区農事組合法人
農事組合法人きすみの営農 http://kisumino.jp/
株式会社グリーンワーム21
株式会社山本きのこ園
株式会社大和園
岩田文明（月ヶ瀬健康茶園）
松田聖（松田農園）
伏見泰徳（丸紀農園）
井上芳輝（かねよし農園）
株式会社ビオランド
株式会社七色畑ファーム
三木利行（三保農園）
山下祐一（山下農園）
有限会社柑香園 http://kannonyama.com
有限会社農園紀の国
いなか食品株式会社
カンダシード株式会社
トゥリーアンドノーフ株式会社
遠藤達也（えんどう園芸）
株式会社山下畜産
株式会社地輝
宮坂真生（宮坂農園）
高木正吾（高木農園）
合同会社グリーン農園
黒住義人（黒住農園）
菅野静也（菅野農園）
中原一男
中村耕三
農事組合法人八頭船岡農場
有限会社いわみ農産
有限会社テｲーエムアール鳥取
有限会社真栄農産
有限会社村岡オーガニック
株式会社勝部農産
高橋裕典
桃太郎しいたけ有限会社
農業生産法人株式会社桃源
福山吉成（ふくやま椎茸）
有限会社ダイノーエッグ

島根県

鳥取県

和歌山県

奈良県

兵庫県

大阪府

京都府

滋賀県



有限会社島根農場
株式会社永谷園芸
株式会社岡山フルーツ農園 http://www.okafuru.com/
株式会社吉備の国野菜村 http://kibi-yasai.com/
株式会社洲﨑園芸
株式会社神宝あぐりサービス http://www.shinpo-agri.co.jp
株式会社倉敷きのこ園 http://www.kinoko0831.com/
株式会社米見
有限会社エーアンドエス http://www.sinobinosato.jp/kasaoka/index.html
有限会社哲多和牛牧場 http://www.tettawagyu.jp/
有限会社美作農園 http://mimaen.co.jp/index.html
有限会社檜尾牧場
沖美ベジタ有限会社
株式会社のば
大石克哉（大石農園）
田邊圭一郎（田邊農園） http://www.tanabe-farm.com/
農事組合法人アグリンク池迫
農事組合法人あまのじゃく
農事組合法人ファーム・おだ
有限会社マム･ガーデンミヤオ
有限会社ゆう食品 http://www.nirenoki-farm.com
有限会社山本牧場
株式会社花の海 http://www.hana-umi.com/
玉野盛司（おうち里山） http://www.ouchi-satoyama.com/
農事組合法人アグリ中央
農事組合法人あぶの郷
農事組合法人グリーンライフセンター
株式会社いせや農場
株式会社南風ベジタブル
吉岡秀樹
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com
有限会社竹内園芸 http://www.takeuchi-yasainae.com/
株式会社いしかわ農園
株式会社オルス
株式会社かわさきサラダ
株式会社スカイファーム
株式会社ファームＵＴＴ
株式会社七星食品
株式会社森のいちご
株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
川上慈登（川上農園）
木下睦雄
有限会社森末牧場
有限会社創樹
髙橋昌也（菜園おおのはら） http://saien-ohnohara.jp/
株式会社ライスセンター渡辺
株式会社南伊予養鶏
株式会社百姓百品村
大久保幸裕（大久保農園）
農事組合法人無茶々園
有限会社イヨエッグ
有限会社ファーマーズユニオン北条
安井智典
株式会社れいほく未来
株式会社土佐龍馬の里 http://www.ryouma.co.jp/
広瀬良之（広瀬農園）
山本定（山本畜産）
信清光宏（のぶきよ農園）
大森行彦（四万十オーガニックファミリーズ　テレサファーム）
田村林宏（田村果樹園）
入野浩一
福留壯（蕨岡の百姓）
片地ファミリーファーム株式会社
有限会社大地と自然の恵み
河北昌孝
株式会社すすき牧場 http://www.susukifarm.com
株式会社ちくしの農園 http://1515.itigo.jp
株式会社産

福岡県

高知県

愛媛県

香川県

徳島県

山口県

広島県

岡山県

島根県



株式会社松崎フルーツ
株式会社瀬戸ファーム
株式会社筑前もろおか
株式会社野上養鶏場
居石勝弘
合同会社ココロファーム
柴田周作（柴田農園）
中村敏彦
鶴基（鶴花園）
貞光孝宏（貞光園芸）
納戸勝（なっちゃん農園）
農事組合法人きのこ工房
有限会社サン・グリーン
有限会社花立山農業研究所
有限会社山﨑瑞松園
和農BARU株式会社
株式会社Y.Kカンパニー
株式会社オカダファーム
株式会社サガンベジ
株式会社石動農産 isinari.com
江口達郎
江口直人（江口果樹園）
秀島敏明（秀島農産）
上野秀俊
木下重信
愛菜ファーム株式会社
株式会社アールコア http://www.rcore.jp
株式会社オーガニックランドながさき
株式会社マツオファーム
株式会社マルハチ
株式会社山開産商
株式会社杉田農園
株式会社泰和ファーム
株式会社平田農場
佐藤廣太
浜塚敏（浜塚園芸）
有限会社アグリランドいき
有限会社エフケイファーム
有限会社ファームまるだ
有限会社塚ちゃん雲仙たまご村 http://www.e-tamagoya.co.jp
フィールドマスター合同会社
河上正信
株式会社アグリ中九州
株式会社ローソンファーム熊本
株式会社果実堂
株式会社船田工務店
株式会社南阿蘇農園
宮崎農園有限会社
宮本龍（笑園）
古閑壽幸（古閑農園）
子出藤税（子出藤農園）
小﨑守充（小﨑農園）
西村雄一
倉田晋一
大藪正勝（オオヤブデイリーファーム） http://www.oyabudairyfarms.com
中村和章（なかむら牧場）
堤田亨
東洋農産株式会社
萩本稔
有限会社エバーグリーン
有限会社宮川洋蘭 http://www.livingorchid.com/
有限会社熊本有機農産
有限会社小田畜産
有限会社大自然ファーム
有限会社鶴田有機農園
株式会社赤野農園
農事組合法人まっさき
有限会社グリーンスマイル大分

大分県

熊本県

長崎県

佐賀県

福岡県



有限会社サザンガーデン
有限会社大分千歳村農産加工 http://www.kabosu-f.co.jp/
有限会社本川牧場
株式会社アグリさいと
株式会社渡邊ファ－ム
黒木勇（黒木農園）
山口今朝廣（山口農園）
川﨑和男
前田健（前田農園）
農事組合法人シュガーズファーム
矢野和久
有限会社アグリカンパニー
有限会社ファームヤマト
有限会社四位農園
立山健二（立山牧場）
のだ農産株式会社
株式会社アグリスタイル
株式会社アグリストちらん
株式会社ケイミルク
株式会社さくら農園
株式会社ハクシン農園
株式会社ひとのわ
株式会社ひまわり農苑
株式会社下野農園
株式会社鹿児島ヤマダイ
株式会社大国ファーム
株式会社弐番屋アグリ
小北剛（小北農場） http://www.kokitafarm.com
上川床俊彦（上川床農園）
谷口健次
南日本農産株式会社
片平清美（片平観光農園）
有限会社コセンファーム
有限会社鎌田農産
有限会社錦江ファーム
有限会社上室製茶 http://www.chanokura.jp/
有限会社大堂養鶏
有限会社南種子衛生
NA-BA生産企業組合
加賀哲彦（トロップ沖縄）
株式会社クックソニア http://cooksonia.net/
株式会社農業生産法人西原ファーム
株式会社平成造園
合同会社琉球農産
新垣友喜（新垣畜産）
新里菊也（新里牧場）
瑞慶覧盛朝（高平フルーツ）
田中英信（まぁじゅんのチーズ工房） http://www.maajun.com
農業生産法人株式会社ふじ丸農園
農業生産法人株式会社伊江牛
農業生産法人株式会社菜縁おきなわ
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
有限会社カナンおきなわ

沖縄県

鹿児島県

宮崎県

大分県


