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経営体名 ホームページURL

北海道 ベジタブルワークス株式会社 http://vege-works.com
永森茂之（永森牧場）
荻原博佳（荻原牧場）
株式会社アド・ワン・ファーム
株式会社トライベツ酪農天国
株式会社フラワーファーム大花園
株式会社マルシメおぬき
株式会社モス・サンファームむかわ
株式会社伊藤デイリー
株式会社多田牧場
吉田豊（吉田牧場）
農事組合法人ほのか
農事組合法人清流ファーム
有限会社アウルサークル
有限会社サンユー農産 http://www.korop.com
有限会社ノースワン
有限会社ファームアグリエイト
有限会社藤井牧場
有限会社冨田ファーム http://www.tomita-farm.jp/

青森県 株式会社ディリーサポート吹越
村田睦夫

岩手県 株式会社ＧＦＫ
村上一憲（ひころいちファーム） http://hikoroichi.jp/
農事組合法人栄久商事
有限会社萱農場

宮城県 株式会社たいら
株式会社燦燦園
株式会社大地
合同会社あぐりっとかくだ http://www.aguritto.com/
大泉清
有限会社アグリードなるせ https://agriead.jp/
有限会社川口グリーンセンター http://greencenter.co.jp/

秋田県 株式会社秋田農販 http://www.akitanohan.com
高橋徹（神宮寺観光果樹園） http://www.akitanosakuranbo.com
農事組合法人皆瀬牧場
農事組合法人新田水稲生産組合
有限会社モコ

山形県 さとう農園株式会社 http://www.satou-nouen.co.jp/
株式会社屋代郷 http://yasiro.info
株式会社大地農産
佐藤耕治（フルーツサトー） http://www12.plala.or.jp/fruit-st/index.html
小林範正（黒川まるいし農場） http://www.k-maruishi-farm.com/
森谷茂伸
農事組合法人りぞねっと http://www.risonet.or.jp/
農事組合法人産直農園クロップ
有限会社舟形マッシュルーム http://www.f-mush.com/
有限会社宝順

福島県 株式会社安田アグリック
感謝農園平井株式会社 http://www.kanshanouen.com/
宝農産有限会社
有限会社ドットネット http://aizu-net.net/
有限会社南会津高原ファーム https://ja-jp.facebook.com/southaiduhighlandfarm/

茨城県 株式会社TKF http://www.t-k-f.jp
株式会社オール・アグリーム
株式会社リッチフィールド美浦 http://www.vege-innovation.jp/
山中辰雄
石嶋祐介（ピーナッツカンパニー） http://peanuts-company.com
太田健（太田農園）
大越信也
有限会社鬼澤食菌センター
有限会社小橋農園
有限会社水戸菜園

栃木県 パナプラス株式会社
稲葉功（稲葉農園）
株式会社鶴田ファーミング

群馬県 利根沼田ドリームファーム株式会社
埼玉県 榎本健司（さいたま榎本農園）

株式会社はせがわ農園 http://hasegawa-farm.net/
山口泰司（山口農園）
神田好秋
名倉秀直（名倉農園）

千葉県 株式会社たけやま
株式会社ナガサファーム
株式会社バラの学校 http://www.baranogakkou.co.jp/
株式会社旦千花 http://www.11831.co.jp/
株式会社椿の郷
佐藤正史
佐藤宣幸（佐藤農園）
千葉有機農業合同会社
大塚秀行（大塚秀農園）
長生あおば農園株式会社 http://aoba-farm.co.jp
田邉純一（与五右衛門）
八角克典（八角ファーム）

採択農業法人等の名称（都道府県別）



東京都 近藤剛
笹本輝明
有限会社健康自然工房

神奈川県なないろ畑株式会社 http://nanairobatake.com/
株式会社グリーン武内
株式会社岡本
株式会社野原そだち
吉見敦司（よしみ農園）
飯島裕二
有限会社五領ヶ台ガーデン http://www.goryogadai.com

山梨県 たまらんど株式会社 http://www.tama-land.com/
株式会社カンジュクファーム
株式会社浅間園 http://www.ykj.or.jp/asamaen
有限会社小林牧場 http://www.winebeef.co.jp/
有限会社内田洋蘭

岐阜県 農事組合法人大垣輝峰園
静岡県 株式会社おやさい

株式会社コンファーム
刑部僚太
湖西牧場株式会社
西村和秀（西村園）
大石克己
匂坂隆是（さぎさかファーム）
農事組合法人木の花ファミリー http://www.konohana-family.org/
農事組合法人未来農園静岡

愛知県 伊藤立（デイリーパラダイス）
株式会社マイファーム http://www.myfarm.co.jp/
高橋利厚
杉山栄司（河玉農園）
筒井陽介
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 http://www.h-and-l.co.jp

三重県 株式会社東谷農園
農事組合法人土実樹 http://tumiki-mikan.com/

新潟県 株式会社蛇場農産
株式会社甚八農場
農事組合法人ライスセンター国見
有限会社坂井ファームクリエイト http://www.sakaif.jp/
有限会社板屋農産

富山県 有限会社林農産 http://www.hayashi-nousan.com/
石川県 有限会社かわに http://www.kawani.jp/

有限会社平松牧場 http://www.moomoomakiba.com/
有限会社本葡萄園 http://www.budoo.co.jp/main/vine.html

福井県 神栄アグリテック株式会社
長野県 株式会社かまくら屋 http://www.kamakuraya-soba.com

株式会社はすみふぁーむ http://www.hasumifarm.com/
株式会社栄農人 http://www.kingofkinoko.com/
関島武俊（稲丘花卉園芸）
吉田典生（Farmめぐる）
松村曉生（おぐらやま農場） http://www.ogurayamashop.com/
農業生産法人こもろ布引いちご園株式会社 http://www.ichigodaira.com/
有限会社ブラウンエッグファーム http://www.chatamaya.com
有限会社井澤
有限会社信州ナーセリー http://shinsyu-nursery.com

滋賀県 株式会社ファームカモン
株式会社マイファーム滋賀農場 http://www.myfarm-shiga.com/
株式会社信楽高原ビーフ牧場
中村総太（中村牧場）
藤田真吾（藤田ファーム）

京都府 Ｍ・Ｔファーム株式会社
こと京都株式会社 http://kotokyoto.co.jp/
株式会社山末農園 http://www.yamasue-farm.com
株式会社農夢 http://noumu.jp
秋田耕司（秋田農園） http://www.facebook.com/welshonion
重義幸（京都知七）
大西章弘
渡辺雄人（ヴィレッジトラストつくだ農園） http://www.villagetｒust-tsukudafaｒm.com
有限会社日吉ファーム http://www.kyochiku.com/hiyoshifarm/

大阪府 カタシモワインフード株式会社 http://www.kashiwara-wine.com/
株式会社能勢農場
松本利夫（松本農園）

兵庫県 株式会社上田畜産
株式会社淡路島フルーツ農園 http://www.awajishima-fruits.jp/
山田啓郎（山田牧場）
農事組合法人あびき http://ｗｗｗ.ｎ-ａｂｉｋｉ.ｃｏｍ
有限会社大造畜産 http://daizoutikusan.jimdo.com/

奈良県 ハンサムガーデン株式会社
株式会社よしき園芸
山口武（ウェルネスフーズＵＤＡ）
有限会社アグリ http://www.aguri-a2bn.com/

和歌山県橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
藤原義也（藤原農園）

鳥取県 株式会社大山育苗センター
岩井健一（岩井ファーム）
有限会社テｲーエムアール鳥取 http://tottori-f-garden.jp/infom.html

島根県 株式会社農援隊　清滝牧場
有限会社サングリーン開発

岡山県 株式会社花きかく苑
岩本英隆（一所懸命農園）
酒井和也（ファームうえぐし） http://www.uegushi-budou.com/
農事組合法人赤田営農センター



有限会社ダイナミック
広島県 ベジスタイル株式会社

有限会社平田観光農園 http://www.marumero.com
有限会社有田園芸農場
株式会社おへそ http://www.ohesocorporation.com/

山口県 株式会社シュガーフット
楠むらづくり株式会社 http://www.komorebinosato.net/
農事組合法人寺畑農園 http://terahatanouen.com

徳島県 有限会社原牧場
インプローブネット株式会社 http://www.improve-net.jp

香川県 株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
三井利広
長谷川義仁
有限会社アドバンス農産
有限会社ラ・フレーズ

愛媛県 株式会社テレファーム http://www.telefarm.net/
農事組合法人無茶々園

高知県 峯本幸治（峯本農園） http://minefarm.me/
有限会社シマサキ

福岡県 ジョイファーム株式会社
株式会社弥冨農園
楢原章弘（ならはら菜園）
楢﨑光輝

佐賀県 下村宣弘
佐々木励（ささき農園）
山下正博
有限会社ナカシマファーム
有限会社原口牧場

長崎県 バイオファーム株式会社
伊藤勝雄
株式会社アイランド五島
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
岩永久則（岩永園芸）
金子利範（金子農園）
吾妻旬菜株式会社
崎永海運株式会社 http://www.takashima-nouen.com
寺尾祐輔（フラワーガーデン寺尾）
西村誠文
西村利巳（西村花園）
有限会社アグリランドいき
有限会社ファゼンダ坂本

熊本県 井上進（井上青華園）
株式会社園田農園
株式会社農匠なごみ
古庄恭一
農業生産法人高原ファームやまと有限会社

大分県 有限会社サン・フローラ http://www.sf2000.co.jp
宮崎県 井上潤一郎

株式会社CSA都城
株式会社くしまアオイファーム
株式会社宮崎太陽農園
株式会社立久井農園
黒木勇（黒木農園）
山口今朝廣（山口農園）
田口秀希（田口ファミリー果樹園）
農業生産法人有限会社ミキファーム http://miki-farm.co.jp/
有限会社奥松農園
有限会社德重紅梅園 http://www.koubaien.com/

鹿児島県株式会社さくら農園
株式会社指宿やさいの王国
有限会社小屋商店
蓮子徳明

沖縄県 石原馨（石原農園）
仲吉勝弘（ベルファーム）
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
農事組合法人全沖ブロイラー生産組合


