
（別紙） ２７年度第５回募集採択

経営体名 ホームページURL

有限会社北海道ホープランド http://www.hopeland.jp
ヨシダファーム有限会社
山田敏明（山田敏明牧場）
有限会社パインランドデーリィ
有限会社中道農場 https://www.facebook.com/有中道農場-607485399303645/timeline
株式会社中澤牧場
有限会社稲華屋 http://www16.plala.or.jp/inakaya-farm
有限会社冨田ファーム http://www.tomita-farm.jp/
株式会社新海養蜂場
株式会社けーあいファーム http://keiai-farm.com
西田浩昭（西田牧場）
篠田一彦
長谷川ファーム北海道株式会社
株式会社空知アールシーヘリ
合同会社ファーム和楽
神垣進（神垣農園）
渡邉剛（渡邉牧場）
山下牧場株式会社
中村康隆
岡村一也
髙村國昭（たかむら農園）
有限会社十和田乗馬倶楽部 http://www.jtng.com/thrc/
有限会社瀬川農場
有限会社ときわねっと
株式会社松山ハーブ農園
株式会社イチカワファーム
有限会社うしちゃんファーム http://www.ushichan.jp/
三浦正美（三浦青果）
有限会社太陽商会
有限会社土里夢農場
馬場弘行（馬場園芸）
よこみちファーム株式会社
有限会社大槻ファーム
農事組合法人水沼ファーム
農事組合法人鈴根ファーム
株式会社和苺
有限会社アグリ川田
農事組合法人みずほ
株式会社秋田食産
株式会社フカサワ
農事組合法人六郷中央
有限会社山形川西産直センター　
有限会社深田農産しめじセンター
有限会社いとうファーム
ねぎびとカンパニー株式会社 http://negibito.com/
株式会社竹寿耕友会
有限会社山形西部農産
大竹茂
農事組合法人あさひの輝き・まんてん
株式会社アイオイ
感謝農園平井株式会社
有限会社しんかい農耕
株式会社ほたる浪漫
大場秋江（ミズファーム）
有限会社花雅 http://www.hana-masa.jp
大野農園株式会社
佐藤敦（おおぞらふぁーむ）
佐藤清武（ふれあい農園）
株式会社アグリフィールド矢吹
株式会社サスティナブルファーム
阿部秀徳（ＡＢＥ果樹園） http://www.abe-fruit.com/

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

山形県

福島県



有限会社スズキファーム
有限会社ストロベリーフィールズ http://www.strawberry-fields-jp.com
有限会社フラワーセンター紫峰園
有限会社ソメノグリーンファーム
株式会社ヴァレンチア
株式会社鈴木牧場
酒井保（酒井農園）
株式会社オーガファーム
文藏雄嗣
内藤貴通（喜左衛門新宅広島）
沼尻務
株式会社冨田農園 http://www.tomitafarm.com
大越信也
有限会社那須バイオファーム http://nasbiofarm.jp/
有限会社ティアンドティナーサリー http://tt-nursery．co．ｊｐ
株式会社南ヶ丘牧場 http://www.minamigaoka.co.jp
大越敦夫（大越農園）
株式会社鹿沼グリーンファーム
株式会社和みの杜 http://www．nagomino-mori．com/
株式会社サクラシールド
宇戸平庄一郎（蘭のフレンズ）
有限会社あずま産直ねっと http://www.azuma-sun.co.jp
有限会社鳥山牧場
有限会社日本農産
北爪茂雄
飯塚光市
遠間徹也
畑裕樹
栗田陽介
有限会社ファームヤード
深田武雄
塚原農場株式会社
有限会社安藤農場
江本一典（江本農園）
有限会社モリシゲ物産 http://www.morisige.co.jp
榎本健司（さいたま榎本農園）
高橋雄介（高橋農園）
吉田篤（真澄農園）
有限会社椎名洋ラン園 http://www.ranran.co.jp/
株式会社金井園芸 http://kanaiengei.com/
鈴木敏弘（GREEN GIFT）
小池幸廣（小池牧場）
株式会社房の駅農場
オーチャード・ガーデン株式会社
平川誠（フラットリバーファーム）
株式会社越川ファーム
有限会社大栄花園
株式会社スズヤス http://suzuyasu.jp/
大津美晴
株式会社マイベジタブル http://www.my-vegetable.com/
近藤隆幸（満天ファーム）
髙杉充
特定非営利活動法人多摩草むらの会 http://kusamura.org
飯嶋聡（フラワーガーデンイイジマ農園） http://iijimanouen.com/
石井久喜（はなまる農園）
柏木郁朗（柏木農園）
株式会社陽だまり農園
株式会社みづほ野ファーマーズ70
株式会社柏木牧場
有限会社さくらファーム
株式会社ふじさん牧場 http://www.fujiboku.com
株式会社東夢 http://www.toumuwinery.com/
花井陽介（ヘルシーファーム陽水園）
株式会社加瀬菜園
網野和夫（川合有機野菜の里）

東京都

神奈川県

山梨県

千葉県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県



洞口隆（洞口農園）
有限会社馥郁農園 http://www.fukuiku.org/
農事組合法人ハイランドファーム荘川
山之村牧場株式会社
株式会社つみつみいちごファーム http://www.tumitumi.com
農事組合法人黒内果樹園
酒井誠一（さかい造園）
企業組合レンゲの里岐阜
かみのほゆず株式会社
株式会社エスタンシア
奥田正行（奥田牧場）
有限会社エイドスタッフ
有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
有限会社市の瀨牧場
有限会社藤枝きのこ園
有限会社佐野ファーム
袋井高山農園株式会社
赤堀和博（赤ずきんちゃんのおもしろ農園）
河合畜産株式会社
株式会社農健
佐野真史（れっどぱーる）
株式会社やまとラクノーブ
川上隆三（エヴァファーム）
名波隆雄(名波園）
影山雅也（影山メロン農園）
萩原俊之（萩原牧場）
野澤登與次　
株式会社未来
有限会社グリーンフィールド浜松
渡辺守男（渡辺農園）
鈴木宣仁（ひかり農園）
古橋義夫
村松敦（村松製茶）
山本記可
石谷文紀（石谷農園）
外山和稔（マルウ外山農園）
有限会社水谷農園
有限会社半田ファーム
磯田園製茶株式会社
小玉豊（小玉園芸）
有限会社日研農園
内田勝美（カネカ農園）
服部農園有限会社 http://www.hattorinouen.com
UNION FARM株式会社
自然フーズ株式会社
小塚光昭（グリーンファクトリーコヅカ）
小池満一
加藤康利（加藤牧場）
有限会社いわた http://kokusan83.com/
酒井英雄
渡辺俊則
有限会社寺内ファーム
特定非営利活動法人福祉住環境地域センター http://www.wacnet.jp
株式会社風農園 http://www.kaze-nouen.co.jp/
有限会社中世古園芸
有限会社大西畜産
有限会社亀井園芸
ふたば園株式会社
株式会社小林農産
有限会社松幸農産 http://matsukounousan.com/
SUZUKA FARM株式会社
株式会社林営農センター
小橋電機株式会社 http://www.isesaien.jp/
特定非営利活動法人あぐりの杜 http://agrinomori.com/
株式会社いのさん農園 http://inosan-farm.co.jp/
石井正二（イシイナーセリー）

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県



武藤正信
有限会社鈴木農園
ファーストファーム株式会社 http://www.firstfarm.com/
株式会社四ツ郷農業生産組合
農事組合法人畦畔緑化ぶんすい
有限会社シンムラ
株式会社甚八農場
農事組合法人下富岡営農組合
有限会社アシスト二十一
特定非営利活動法人十日町市地域おこし実行委員会 http://iketani.org/
斎藤道雄（めおとファーム）
農事組合法人和泉ふぁーまーず

富山県 株式会社フルール
中谷勝治（なかや菜園）
株式会社金沢ちはらファーム http://chihara-farm.com/
有限会社三共農園 http://www.furulan.com
株式会社ハイディワイナリー http://heidee-winery.jp/
砂瀬清
吉川香里（吉川農園） http://s5516845.xaas.jp/
アグリシェアリング株式会社
株式会社耕　福井支店
森下英一（今庄米農）
合同会社天狗山農園
有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
株式会社秀果園
有限会社信州ファーム荻原 http://shinshu-farm.com/
有限会社小田切牧場
有限会社安曇野ファミリー農産 http://www.anc-tv.ne.jp/~apple/
有限会社カネシゲ農園
宮野雄介（アグロノーム） http://www.agronaume.com
楠わいなりー株式会社 http://www.kusunoki-winery.com/
株式会社七久里農園 http://nanakurinouen.co.jp
有限会社アクアロマン http://www.aquaroman.com
農事組合法人信州産直組合
株式会社柿の木農場
株式会社小池えのき
有限会社ときわ農園
本木一治
山本千城子（松山園）
柴本勤（柴本無農薬菜園）
株式会社やまやす中島農園 http://www.mis.janis.or.jp/~kino-eno/index.html
有限会社いいやま
きのこの森有限会社
篠原喜治（篠原農園）
農事組合法人マキノ町果樹生産組合 http://マキノピックランド.com/
有限会社あいの土山
堀尾牧場株式会社
鈎英夫（鈎農園）
北川稔洋（きたがわ農園）
中川吉明（中川畜産）
有限会社澤井牧場 http://sawai-bokujyo.com
こと京都株式会社 http://kotokyoto.co.jp/
株式会社杜若園芸 http://www.tojaku.co.jp/
有限会社BIG TREE FARM
有限会社誠武農園
北井完司
壇進（だん弥）
重義幸（京都知七）
宗原秋彦（宗原農園）
青木美恵（自然耕房あおき）
株式会社健康ファーム
株式会社京都山城の郷

大阪府 浅岡弘二（アーバンファームASAOKA） http://www.urbanfarm-asaoka.com
株式会社アワジブランドドットジェーピー
有限会社夢前夢工房 http://y-yumekoubou.net/
株式会社淡路フィール http://www.awajifeel.com
株式会社東原畜産
花岡明宏（淡路島花岡農恵園）
株式会社里脇ファーム
植田勝也（ニコ・ファームうえだ）
株式会社パブリック・キッチン http://public-kitchen.co.jp
株式会社こうせつ･たなか
山内宏之（山内農産）
碇茂
堤直也（Top　Field）
一燈合同会社
株式会社緑の風農場

京都府

兵庫県

滋賀県

新潟県

石川県

福井県

長野県



有限会社とぐちファーム
有限会社J1･タケダファーム
永座孝泰（永座農園）
小林順一郎（小林農園）
森元秀昌（森元農園）
株式会社上田農園
農事組合法人一穀あすか http://www.ikkokuasuka.jp

和歌山県 橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
梅津博文（梅津農園）
大太勇三（おおた農園）
村岡雅規
志直充年
カンダシード株式会社
井内昭二
株式会社大上農園
有限会社佐々木農場
株式会社愛ランドファーム
有限会社糸川牧場
特定非営利活動法人障がい者就労支援ネットワークつわぶき
株式会社福田種鶏場
株式会社藤原牧場
株式会社カウシン
有限会社濱農産
有限会社エーアンドエス http://www.sinobinosato.jp/kasaoka/index.html
有限会社ぐんぐん
中国有機株式会社 http://www.chuyu.net/
農事組合法人平尾農園
有限会社美づ葉 http://www.umaimon.jp
農事組合法人穂MINORI
有限会社世羅ゆり園 http://www.serayurien.com
農事組合法人キララさぎしま
有限会社グリーンハウス http://negizanmai.web.fc2.com/
農事組合法人アグリ中央
有限会社アグリプラン http://agriplan.co.jp/
株式会社さんまいん http://www.sunmine.co.jp/
株式会社三隅ファーム
農事組合法人ふなひら
重清信夫（しげきよ農園）
特定非営利活動法人学生耕作隊 http://www.kousakutai.net/
有限会社ミカモフレテック
貞光食糧工業有限会社
株式会社フルーツガーデンやまがた
吉岡秀樹
農事組合法人だんだんファーム
株式会社アグリオリーブ小豆島 http://www.agri-olive.co.jp
株式会社森のいちご http://morinoichigo.com
組橋聖司（組橋果樹園）
大平やさい株式会社
株式会社アグリファクトリー菜
森岡正博（森岡工業）
株式会社太陽の劦
権平有限会社
大平浩史
清家寿章（清太農園）
有限会社たんばら園 http://asian-roses.jp/
國田農産有限会社
為近初男
有限会社北らいす
間城正博
四万十野菜合同会社
有限会社オニヅカバイオシステム
有限会社総合緑化コガキュー
有限会社九州アグリサービス
株式会社もりなが農園
古賀政敏
南里辰巳（南里園芸）
永利農園株式会社
有田徹（有田牧場）
吉村義隆（稲吉園芸）
株式会社花田農園
宮﨑英文
石橋博文（石橋牧場）
安武洋良（安武花園）
原田誠（原田牧場）
林亮輔
椛島福博
中島宗昭

福岡県

高知県

奈良県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県



有限会社みのり農場 http://www.minori-karatsu.com/farm/
木室耕一郎
木室徳好
深川剛（IPC）
大場将夫（大場農園）
株式会社佐賀農園 http://saganouen.com/
有限会社エフケイファーム
株式会社雲仙きのこ本舗 http://www.unzenkinoko.co.jp
株式会社五島農園
大栄ファーム株式会社
バイオファーム株式会社
立光一孝（立光洋蘭園）
村子晃康
有限会社草野ファーム
株式会社井石 http://www.k-iseki.com/
株式会社五島のやぁしゃ便 http://gotouyashabin.web.fc2.com
株式会社道脇農園
ＪＲ九州ファーム株式会社 http://www.jrkf.jp
株式会社土井農場 http://www.kanbiton.jp
株式会社ファーム中島
農事組合法人アグリアクティブ生月
株式会社アイランド五島
株式会社アグリファーム壱岐
西野良二
永田俊宏
有限会社吉川農園 http://shiso.net/
株式会社かめやま
株式会社天芯農場 http://higoayuminokai.co.jp/tenshinfarm.html
株式会社ろのわ http://www.lonowa.com
農事組合法人多良木のびる
株式会社南阿蘇農園
株式会社Double. Heart
有限会社グリーンズ白石
有限会社七城ＳＰＦファーム
庄山直紀
中村一隆（中村農園）
株式会社丸宏農園
株式会社佐々牧場
株式会社つづき
井芹雄也（井芹園芸）
米田豊喜
興梠慶護（興梠農園）
ＪＲ九州ファーム株式会社 http://www.jrkf.jp
くまもと未来ファーム株式会社
ソウヨウファーム株式会社
株式会社モスファームマルミツ
有限会社鈴木養鶏場 http://www.suzuki-egg.jp
有限会社荻町高原綜合農場
有限会社本川牧場 http://www.honkawa.jp/
株式会社仲井農園
株式会社リッチフィールド由布
有限会社ベストクロップ
さとう有機農園株式会社
ＪＲ九州ファーム株式会社 http://www.jrkf.jp
有限会社ジェイエイファームみやざき中央
山口今朝廣（山口農園）
有限会社加藤えのき
黒木勇（黒木農園）
日本信頼農業株式会社
農事組合法人ECOマッシュ http://www.ecomush.info/
有限会社ドリームランドはまゆう
株式会社宮崎なかむら農園
株式会社伸昊
有限会社宮崎小林ファーム
株式会社霧立山地・ごかせ農園
株式会社ローソンファーム宮崎
株式会社CSA都城
農事組合法人インダストリー・都城 http://www.i-miyakonojo.com/
押川徳一
株式会社真ちゃんファーム https://www.facebook.com/sinchanfarm/
矢野弓広
森山孝（橘孝園）
清水隆一
松山直人

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県



株式会社さかうえ
株式会社オキス http://oks.cc/
有限会社松山産業
有限会社西牟田農園 http://www.nisimuta-farm.com
株式会社アグリストちらん
前田浩一（前田いちご園） http://www.maeda-ichigo.com
有限会社さつま農場
濵田隆介（クラシックブドウ浜田農園） http://classicbudou.net
有限会社丸商
有限会社森学園
有限会社小屋商店
有限会社ライス郷井手口
江﨑政博（江﨑果樹園）
株式会社中園ファーム http://mitsuimo.net/
有限会社南橋商事 http://satsumaimo.biz/index.html
有限会社マルユ湯通堂青果 http://www.yuthudo.co.jp
有限会社鎌ヶ迫園芸場
池田湖食品株式会社
有限会社エスランドル http://www.gokuri.co.jp
株式会社マルニシ青果
株式会社初穂
株式会社ヤマサン
農業生産法人有限会社あらぐさ http://aragusa1.ti-da.net/e3270326.html
農業生産法人有限会社大嶺ファーム http://www.utopia-farm.net
有限会社白川ファーム http://www.shirakawafarm.com/
農事組合法人まるごと宮古島
上原正子（南山ファーム）
徳元佳代子（ベジフルマンマ）
大原大幸（大原農園）
西川卓治（ブルーファーム）
株式会社龍飛おきなわ
渡真利貞光
合同会社農業生産法人マティダファーム http://www.miyakojima-matida.com
根間智夫（西表島ふるーつらんど）
宮平聰（宮平農園）
山城学

鹿児島県

沖縄県


