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経営体名 ホームページURL

有限会社東耕ファーム
株式会社カーサ
長田仁秀
株式会社網走ポーク五十嵐
有限会社佐々木ファーム http://sasakifarm.net/
株式会社高橋農場
農業生産法人株式会社黒木農場
有限会社ベルセゾンファーム
農事組合法人央輪生産組合
有限会社柳原農場 http://farm-yanagi.com
株式会社はまほろ http://www.hamahoro.jp
株式会社OcciGabi http://www.occigabi.net/
乙部グローバルファーム株式会社
有限会社多田農園
有限会社緑進
農業生産法人有限会社共済農場 http://www.furanojam.com/
有限会社九条ファーム
株式会社谷口農場 http://taniguchifarm.co.jp/
増毛果実株式会社 http://www.fruit-field.jp/
株式会社日高はなはなファーム
有限会社ハイジ牧場 http://heidi-farm.com/
有限会社フジワラファーム
農事組合法人柏台生産組合
石堂荘一（石堂牧場）
川野美香（川野農場）
國方武
藤井正子（とれた小屋ふじい） http://toreta-fujii.com/
有限会社渡辺農場 http://farm-watanabe.net/
有限会社グリーンテーブル http://www.takizawawinery.jp
山田寿
株式会社フラワーファーム大花園
株式会社リッキーファーム http://www.ricky-farm.com/
株式会社余市和田農園
有限会社ダイヤモンドファーム
有限会社社名渕みどり牧場
吉田隆好（吉田隆好牧場）
有限会社友夢牧場
有限会社山本農産
株式会社菅原牧場
株式会社大野ファーム
三上勲（三上勲牧場）
有限会社福屋牧場
株式会社押谷ファーム
株式会社竜西農場
合名会社宮北牧場
ファームTORAO株式会社 http://torao.co.jp
有限会社サンユー農産 http://www.korop.com
合同会社タカシナ観光果樹園
有限会社西神楽夢民村 http://www.muminmura.com/corp/
遠藤博一
有限会社当麻グリーンライフ http://tohmagreenlife.co.jp
農事組合法人ミルキーウェイ
有限会社パインランドデーリィ
株式会社Far夢楽縁
山田敏明（山田敏明牧場）
菅野能稔
杉坂弘之
山下牧場株式会社
有限会社別海町酪農研修牧場 http://dairy-farm.net/
鈴木善友
奈良岡伸康
有限会社エコファーム
有限会社白神アグリサービス http://www.kazemaru-nojo.com/
有限会社エコ・ネット http://owani-s.com
株式会社神山ファーム
十和田アグリ株式会社
蝦名正雄
もりやま園株式会社
株式会社諏訪商会 http://www.marushinsuwa.com/
有限会社ケイエス青果 http://www.ks-seika.com/
有限会社フォレスト百万石 http://www.mizu-moto.co.jp/campany/index.html
有限会社アグリスト http://www.agrist.co.jp/
南野強
有限会社姫園芸 http://lalaclub.jp/
農事組合法人NYTファーム
農事組合法人水分農産
株式会社西部開発農産 http://seibu-kaihatsu.com/
竹内英世（竹内園芸）
酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）
株式会社サラダファーム http://salad-farm.jp/
一般社団法人ドリームファーム
有限会社萱農場
八幡勝幸
株式会社アンドファーム
藤村真哉 http://morioka-ringo.net/

北海道
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青森県

岩手県



有限会社伊豆沼農産 http://www.izunuma.co.jp
有限会社小松牧場
株式会社荒浜アグリパートナーズ http://www.arahama-agri.jp
株式会社サンエイト
芳泉農園株式会社
有限会社杜のいちご
有限会社ハニーローズなんごう
株式会社櫻井農場
株式会社GRA
株式会社舞台ファーム http://butaifarm.com
株式会社オジマスカイサービス http://nouchoku-honoka.jp/
株式会社夢実堂
株式会社あぐりっこ大館
株式会社佐藤ファーム http://satofarmakita.com/
有限会社大和農園
有限会社コイカワ
株式会社文ちゃん園芸
菊地晃生（ファームガーデンたそがれ） http://farmgarden.jimdo.com
有限会社正八
株式会社ファーム鶯
農事組合法人強首ファーム
農事組合法人中仙さくらファーム http://nakasen-sakurafarm.jp/
農事組合法人新興エコファーム http://www.ab.auone-net.jp/~ecofarm/
株式会社秋田食産
農事組合法人アグリピース
株式会社サンファームこまち
農事組合法人三関ファーム
有限会社モコ
株式会社赤べこ仙人ファーム

山形県 株式会社菅与
株式会社山形ピッグファーム
株式会社多田農園 http://www.tadanoen.com/
髙橋彦太（たかはし農園）
株式会社四季ふぁーむ
有限会社ビッグフィールド
合同会社紺野農園
株式会社イシドウ http://www.ishido.net/
株式会社やまがたさくらんぼファーム http://www.ohsyo.co.jp
西塚洋平（ひつじや）
有限会社馬町さくらファーム
株式会社まいすたぁ http://www.mistar.co.jp
株式会社はなはな http://www.hanahana.co.jp
有限会社山形川西産直センター　
有限会社後藤農場
秋葉博司（秋葉農園）
泉菜株式会社
株式会社和壌
有限会社ワーコム農業研究所 http://www.wahcom.jp
株式会社あつみ農地保全組合
農事組合法人かすみ
有限会社最上川ファーム
菅原尚也（八栄野里）
株式会社菱沼農園 http://hishinumanouen.com/
感謝農園平井株式会社 http://www.kanshanouen.com
松浦万助
あだたらドリームアグリ株式会社 http://www.dream-agri.com/
鈴木光一（鈴木農場）
有限会社でんぱた http://nouka.tv/denpata/profile
有限会社矢祭園芸
株式会社ほたる浪漫
株式会社吉野家ファーム福島
渡辺喜則（渡辺果樹園）
鈴木義則
有限会社花雅 http://www.hana-masa.jp
福田與作
株式会社渡部ふぁーむ
山田光市
株式会社緑里
有限会社高ライスセンター http://www.takaricecenter.co.jp
あかい菜園株式会社 http://akai-tomato.jp
NCSアグリサポート株式会社
有限会社くらぶコア
株式会社ホッタバイオファーム
株式会社グリーンセンター中村園芸 http://www.gc-n.jp/
株式会社農業生産法人田仲農場
林イチ（ハヤシ農園）
東峯真
入江豊（入江農事）
株式会社アグクリ
農業法人株式会社国際馬事農園
菅谷義明
大野久志
鬼沢浩之（鬼沢農園）
農事組合法人七会きのこ生産組合 http://nanakai-kinoko.net/cominfo.html
有限会社鬼澤食菌センター
株式会社倉本商店
粟野寿広（粟野果樹園）
公益社団法人日本国民高等学校協会 http://www.nnjg04.com
有限会社瑞穂農場 http://www.mizuho-farm.co.jp/
株式会社峯ファーム http://minefarm.co.jp
ＪＡ北つくばアグリファーム株式会社
株式会社ヴァレンチア http://valentia.jp/

福島県

茨城県

宮城県

秋田県



株式会社TKF http://www.t-k-f.jp
有限会社武平ファーム
有限会社なるしま http://www.okome-chokuhan.com/top.html
福山久之（ハーブスマンs） http://www.herbsmans.com/
Farm Tomato株式会社
有限会社横田農場
有限会社ワールドファーム
小林治 (小林農園）
株式会社ジェイイーティファーム http://www.jetfarm.co.jp/
山口智三（ともぞう農園）
株式会社野村牧場
稲葉功（稲葉農園）
6月の森農業生産法人ブルーベリーファーム有限会社http://www.6gatsunomori.com
株式会社誠和 http://www.seiwa-ltd.jp
山田光則（山田農園） http://www.maroon.dti.ne.jp/hyakushow88/
株式会社日光ストロベリーパーク http://www.nikkoichigo.com
株式会社まほろば農場
株式会社和みの杜 http://www．nagomino-mori．com/
株式会社58ロハスファーム http://www.58gc.com
山口陽司（山口牧場）
株式会社貫光農園はるな山
グリンリーフ株式会社
株式会社四季菜
F2ファームファーマーズ株式会社
赤城畜産有限会社
有限会社古代米浦部農園 http://kodaimai.sakura.ne.jp
有限会社竹内園芸　群馬農場 http://www.takeuchi-yasainae.com/
有限会社フィールドストーン
有限会社松井農産
荻原幹夫
桒原和夫
須藤晃
南明法（ストロベリーみなみ） http://sbminami.blog.fc2.com/
小林孝之（小林花卉） http://www.kobayashikaki.com
高橋雄介（高橋農園） http://www.rakuten.co.jp/ta-nouen
有限会社馬場ファミリー農園
農事組合法人ハイフラワー http://www.haiflower.or.jp/
株式会社つばさグリーンファーム http://www.tsubasa-info.com/greenfarm/
株式会社ヤマシタフラワーズ
大塚悟 http://satoru-farm.jp/
アグリシステム瀬山株式会社
株式会社一心園
横田進（横田農園） http://www.y-farm.com
有限会社ファームヤード http://farmyard.co.jp/
安藤昌（安藤梨園）
須藤和彦 http://suto-farm.jp
株式会社ときおふぁ－む
黒澤忠弘
株式会社クレオ http://www.creo-greens.com
株式会社高梨農園
金谷雅史（金谷牧場）
丹上啓（タンジョウ農場）
清水裕之（内房酪農サービス）
株式会社耕す http://www.tagayasu.co.jp/
株式会社切替農園
稲葉芳一
株式会社スノー・フィード・サービス
農事組合法人新治営農組合
石井理永蔵（石井農園）
竹川英識（さいのね畑） http://www.sainone.com/
露﨑久夫（露﨑園芸）
合同会社シェアガーデン
GREEN GIFT株式会社
有限会社平山牧場
小島正之
株式会社ローソンファーム千葉
株式会社芝山農園 http://shibayama-f.com
齊藤直行（さいとう農園）
株式会社風の丘農園
留守剛（留守農場）
山本京子（八街ふれ愛オーガニックファーム） http://fureai-organic.com
株式会社鈴幸農園
佐藤宣幸（エヌエスファーム）
谷口和哉（谷口農産ファーム）
田中滋
東京島しょ農業協同組合
株式会社彩の榊
有限会社須﨑園
笹本輝明
藤野良文（ふじの園）
柳川貴嗣（ヤナガワファーム）
金子文利（ミルクアイスMo-Mo道の駅八王子滝山）
株式会社いなげやドリームファーム
田中永治
中里茂
株式会社福田牧場
伊藤隆弘（秦野いとう農園）
藤川史雄（SPECIES　NURSERY） http://speciesnursery.com/
株式会社田名萩原農園
石橋雄二（翠の丘農園）
株式会社永田農園 http://www.nagata-farm.co.jp/
有限会社臼井農産
秋本秀充（秋本農園）
有限会社五領ヶ台ガーデン http://www.goryogadai.com

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

茨城県

栃木県

群馬県



奥野田葡萄酒醸造株式会社
アグリビジョン株式会社
葡萄専心株式会社 http://www.budousenshin.com
イオンアグリ創造株式会社　山梨北杜農場
株式会社斎庵 http://www.saianinc.com
まるしょう農園株式会社 http://www.marunou.com
ＮＰＯ法人えがおつなげて http://www.npo-egao.net
農事組合法人北杜ベジファーム
株式会社ハイチック http://www.hychick.co.jp/
有限会社営農塾マルニ
株式会社白州郷牧場 http://www.hakusyu.jp
株式会社hototo http://hototo.jp/
有限会社イズミ農園
有限会社BEAU PAYSAGE
合資会社グリニッシュ
有限会社ツットモ農園
栗本寛司（アグリーカルチャー栗本）
國江昌弘（國江昌弘農園）
大井薫（大井牧場） http://oi-farm.moo.jp/
株式会社養本社 http://www.yohonsha-japan.co.jp/
株式会社土里夢ファーム
有限会社カタノピッグファーム
有限会社ブロメリア・ギフ
株式会社ふる里いび
臼田牧舎株式会社
生駒一成（生駒牧場）
有限会社東野 http://e-higashino.com/
有限会社馥郁農園 http://www.fukuiku.org/
有限会社すがたらいす
有限会社橋場農園 http://www.hasibanouen.net
有限会社山藏農園
有限会社ロッセ農場
株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp
サンエッグファーム株式会社 http://www.sansyu-egg.co.jp
仁藤公友（仁藤農園）
朝霧メイプルファーム有限会社 www.maplefarm.jp
佐々木剛
丸山瑞絵（丸山牧場）
株式会社タカダファーム
有限会社高橋水耕
榎本浩（榎本農園）
農業生産法人株式会社うまヘルシー
有限会社ハニーポニック
鈴木重彦（しげちゃん農園）
葉っピイ向島園株式会社 http://www.mukoujimaen.jp/index.htm
株式会社焼津冷凍 http//www.greentec.jp
有限会社ソルプランタス
小笠原一之（小笠原製茶）
原間正之（はらま園） http://www.tetto.com/harama/
有限会社アロエランド http:www.aloeland.jp
株式会社おやさい
農業生産法人株式会社荒畑農園 http://www.arahataen.com
株式会社ホソヤ
渡辺守男（渡辺農園）
柴田佳寛（柴田牧場）
赤堀和博（赤ずきんちゃんのおもしろ農園）
赤堀清一（赤堀農園）
荒木昇（鳥久保園）
萩原俊之（萩原牧場）
水野徹
ビッグヤード株式会社 http://www.bigyard.co.jp
有限会社穂高
鈴木隆広（スズキ果物農園） www.oranpear.com
鈴木康功（田圃家穂波）
有限会社三和畜産
農事組合法人笑顔浜松
株式会社ヴェルデファーム
株式会社カクト・ロコ
大西辰幸（大西農園　Veggy）
有限会社コスモグリーン庭好
京丸園株式会社 http://www.kyomaru.net
株式会社麗園芸 http://www.uraraengei.co.jp
株式会社知久 http://chikuya.co.jp/
竹平智範（竹平農園）
株式会社とやま農園
菅沼喜代彦（湖西新花園）
株式会社春野コーポレーション
有限会社角田ナーセリー http://www.tnn.ne.jp
有限会社アグリサポート
有限会社半田ファーム
株式会社農力向上研究所 http://yasaigakuen.com/
有限会社千姓 http://www.tsuzuki-farm.com/
株式会社萬秀フルーツ http://grapefruit.co.jp/
農事組合法人よさみ
原田文男
有限会社リイ・ファーム
株式会社つくで高原農場 http://tsukude-kougen.com/index.html
牧野成樹
有限会社髙橋ファーム
株式会社そら
有限会社やさい畑
有限会社渡辺牧場
渡部弘（渥美どろんこ村　小笠原農場） http://yagibuta.jp/

岐阜県

静岡県

愛知県

山梨県



株式会社ＪＡアグリサポートだいち
近藤耕輔（たすく農園）
株式会社三重ヒヨコ
株式会社明和農産
中山昌治
農事組合法人忍の里 http://www.sinobinosato.jp
木下智之（木下農場）
株式会社浅井農園 http://asainursery.com
伊藤久寿（伊藤耕業）
伊賀ベジタブルファーム株式会社 http://iga-vegetable.jp
福田力也（福田ぶどう園）
株式会社小林農産 http://www.kobayashi-agri.co.jp
有限会社すぎもと農園 http://o-mikan.com
水谷隆（水谷農園）
株式会社あぐりん伊勢
農事組合法人鈴鹿山麓夢工房
農事組合法人木津みずほ生産組合
農事組合法人第四生産組合
株式会社ふるさと未来
株式会社お米の配達人 http://www.sonoda-t.com/
有限会社ナーセリー上野
株式会社アグリ幸望みらい
有限会社清広商事
有限会社ワイエスアグリプラント http://ys-agri.com
有限会社中原農園
有限会社農園ビギン
佐々木大輔
有限会社加藤農場 http://katonoujo.com/
緒形一秋（緒形畜産）
農事組合法人棚広生産組合
有限会社髙橋農産
田中豊 URL:http://www.seizounouen.com
新潟ゆうき株式会社 http://www.iwafunekome.com
有限会社盈科
有限会社中条農産 http://www.nakajyo-nousan.com
株式会社果香詩
農事組合法人アドバンファームしばた http://advan-shibata.jp/
有限会社グリーンパワーなのはな http://gp-nanohana.com
有限会社営農ワイエムアイ http://nokonymi.shop35.makeshop.jp
株式会社アデア牧場
宮木武司（宮木農産）
旅川農産有限会社
農事組合法人北陸営農組合
有限会社クリーンみず穂 http://shinnyuu-mai.jp/
農事組合法人サカタニ農産
有限会社ヤマダ農産
有限会社耕和
株式会社Ｓｔaygoldてらだファーム http://terada-farm.com/concept/history-future
有限会社グリーンパワーくろべ
有限会社中山農産
農事組合法人ファーム八乙女
農事組合法人あしつきの郷
谷川有吉（谷川農園）
有限会社泰栄農研
有限会社仁光園 http://niko-en.co.jp
有限会社耕
有限会社三共農園 http://www.furulan.com
有限会社吉田農園
株式会社六星 http://www.rokusei.net
有限会社くらた農産
農事組合法人早崎農産 www.goryo-h.com/sp/original.htmi
株式会社ぶった農産
農事組合法人ホリ牧場
農事組合法人蓮だより http://doronko-farm.com/
農事組合法人One one2013.com
株式会社JAアグリはくい
有限会社グリーン・ハート
株式会社スギヨファーム http://sugiyofarm.jp
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.cp.jp
株式会社能登牧場
北能産業株式会社
田中藤右エ門（ファームビレッジタナカ）
農事組合法人松丸生産組合
松本忠司（ラブリー牧場） http://lovelyfarm.lovepop.jp/
合同会社南牧場
サンサン農園株式会社
長谷川農園株式会社
川端伸造（川端牧場）
田嶋敏（田嶋牧場）
大久保農園株式会社
有限会社アマリファーム
株式会社YMベジック
合同会社フィールネクスト
有限会社小松園芸
平山智之（平山農園）
農事組合法人ずくだせ農場
有限会社ウッドベルファーム
柿嶌勲（柿嶌農園）
株式会社永井農場 http://www.nagaifarm.co.jp/about.php
有限会社八ヶ岳農産 http://r.goope.jp/yatsunou
株式会社あぐりクリエイト信州諏訪
矢沢和道（矢沢牧場）
農事組合法人みのわ営農
株式会社フロムシード
伊藤茂昭（永喜屋）

富山県

石川県

福井県

長野県

三重県

新潟県



株式会社大島農園 http://goninbouzu.jp
宮沢喜好（ライラック農園）
ピアブランカ株式会社 http://pierblanca.com/
株式会社七久里農園 http://nanakurinouen.co.jp
土屋進（土屋畜産）
株式会社道
株式会社あづみのうか浅川
有限会社あづみアグリサービス
株式会社かまくら屋 http://www.kamakuraya-soba.com
中村敏博
有限会社ティーエム http://tm-hakuba.com/
信州きのこ株式会社
松木武久（松木武久農園）
有限会社まごころ・ふれあい農園 http://www.magokoro-fureai-farm.com/
株式会社フレッシュ信州
長野ハーブガーデン有限会社 http://www.herbfan.com
羽生田春樹（羽生田果樹園）
農事組合法人ゴトーファーム
株式会社未来農業計画 www.morinohatake..so.jp
高沢秀平（高沢ファーム）
社会福祉法人くりのみ園 http://mmm4.ocn.ne.jp/~kurinomi/
株式会社山下フルーツ農園 http://www.yamashita-fruit.com
農業生産法人株式会社ファームかずと http://www.farmkazuto.co.jp/
有限会社フクハラファーム
株式会社ウッドベル鈴木牧場
有限会社親和
株式会社廣部農産
特定非営利活動法人　緑活
たぐち農産株式会社
有限会社アグリ西びわこ
北脇真吾（88カンパニー）
有限会社るシオールファーム http://www.luciole-farm.com
小杉豊
西直幸
有限会社もりかわ農場 http://www.m-noujou.co.jp
有限会社池田牧場 http://www.ikeboku.com
有限会社中谷農場 http://www.nakatani-farm.jp
太田酒造株式会社　太田葡萄園 http://www.ohta-shuzou.co.jp/
田原喜多男（田原牧場）
株式会社滋賀牧場
株式会社イカリファーム http://www.ikarifarm.com
有限会社澤井牧場 http://sawai-bokujyo.com
駒井誠一郎（駒井萬葉園）
株式会社京都知七 http://www.kyoto-tomohichi.jp/
上嶋伯協（上嶋爽禄園） http://www.uejima-sourokuen.jp/
西山喜章
株式会社西陣屋 http://www.nisijinya.co.jp/
株式会社いずみ
農事組合法人犬甘野営農組合
株式会社みとけ
株式会社天野 URE:http://tennoo.co.jp
森本英明（森本ファーム）
有限会社あっぷるふぁーむ
日下部啓作（日下部農園）
松宮靖（まつみやファーム）
株式会社JAファームいずみの
農事組合法人奥貝塚・彩の谷 http://www.tawawa.or.jp
宮野雅也（宮野農園）
北野清治（北野農園） http://kitanofarm.com/
中出成幸（中出農園） http://iinasu-nakadenouen.com
目太一
株式会社フジタナーセリー
浅岡弘二（アーバンファームASAOKA） http://www.urbanfarm-asaoka.com
古川雅英（古川農園） http://furunou.com
農事組合法人高和第一生産組合
特定非営利活動法人アゲイン http：//www.again.or.jp
株式会社キャルファーム神戸 http://calfarm-kobe.com/
藤原昌之（藤原ファーム）
有限会社箕谷酪農場
株式会社ふぁーみんサポート東はりま
株式会社LEAD http://www.lead-to-happiness.com
株式会社ヒライ info@oniku-hirai.co.jp
株式会社援農みのり
株式会社兵庫みらいアグリサポート
株式会社中塚農園
農事組合法人あびき http://ｗｗｗ.ｎ-ａｂｉｋｉ.ｃｏｍ
有限会社村上ポートリー
溝田泰司
株式会社J・McCoy http://www.uedanouen.net/
門積良幸（門積農園）
株式会社みかづき営農
中谷農事組合法人 http//nakanotani.com/
藤井繁（豊岡牧場）
株式会社上田畜産
吉田農場合同会社
農事組合法人ファームくだわ
足立俊哉
須原芳夫
株式会社耕す http://www.tagayasu.co.jp
株式会社丹波篠山たけし農産
農事組合法人なちゅらるはーもにー
農事組合法人アグリヘルシーファーム http://agri-hf.jp/
株式会社ショーゼンファーム http://www.shozen.com/
有限会社イザナギ開発
光明建設株式会社
株式会社淡路島フルーツ農園 http://www.awajishima-fruits.jp/
河西青果株式会社

京都府

大阪府

兵庫県

長野県

滋賀県



株式会社竹内孵卵場 http://www.piyotama.com/
新子博之（新子農園）
小林順一郎（小林農園）
有限会社J1･タケダファーム
有限会社とぐちファーム http://www.toguchi-farm.com/
塚原省一（つかはら自遊農園）
井久保隆司（井久保農園）
熊代敬三（熊代農園） http://www.pu-re.com/kaki//
葛城山麓農園株式会社
上田喜章（UEDAなっぱ工房）
特定非営利活動法人にこにこのうえん http://www.nikonikonouen.com/
株式会社伊藤農園 http://www.ito-noen.com
株式会社JAファームわかやま
有限会社農園紀の国
有限会社山岡
山根健
ISN株式会社
有限会社こおげ農業開発センター
荒金浩幸(荒金農園）
田巻真志（田巻農園）
深田正則（深田農園）
有限会社ワールドファーム
山脇茂則（ファーム山脇）
前田修志 maetafarm.com
有限会社村岡オーガニック
平田豊
株式会社勇辰農園
井内昭二
高見尚文
カンダシード株式会社 http://www.ks-daisen.com
株式会社Ｄ’sプランニング
梅実茂良
森田雄一（森田牧場）
株式会社優栽
株式会社ファームイング
中下祐介（中下農園）
有限会社中山農場 http://www.ginzan-tv.ne.jp/~nakayamafarm/
農事組合法人橋波アグリサンシャイン
神田農産株式会社
有限会社難波支店（カントリーファーム21） http://kisuki.jp/
日野円蔵（日花園）
合同会社出羽
株式会社農援隊 http://agri-s.jp/
イオンアグリ創造株式会社
砂流啓二（砂流牧場）
農事組合法人ビスケット
多久和敏男（多久和農園）
農事組合法人ゆとりの里下古志ファーム13
株式会社椋木畜産
野津明（まるなつ農場）
有限会社アグリみと http://www.iwami.or.jp/kusakazu/
農業生産法人ライスフィールド有限会社
農事組合法人とよた園芸場
特定非営利活動法人岡山自立支援センター
合同会社酒井農園 http://www.uegushi-budou.com/
清友輝信（清友園芸直売所）
TETTA株式会社 http://www.tetta.jp/
株式会社卵娘庵 http://www.hiyokosan.net
株式会社吉備の国野菜村 http://kibi-yasai.com/
株式会社倉敷きのこ園 http://www.kinoko0831.com/
株式会社みつの里 http://mitsato.com/contents/farm/
有限会社吉備路オーガニックワーク http://kibijiow.com
有限会社サトー総業
なのはなファミリー企画株式会社
有限会社桑田の庄
中池哲平（中池農園）
有限会社有田園芸農場
株式会社しんや農園
濱浦志保香（万汐農園） http://www.manchou3.com
株式会社たんじゅんファーム安芸太田 http://www.tfa-net.co.jp/
合同会社三良坂フロマージュ http://www.m-fromage.com
桑原晋一（桑原農園）
アグリ・アライアンス株式会社
農事組合法人よしやま http://www.houjin-yoshiyama.com/index.html
農事組合法人広島牧場
株式会社藤原牧場
東洋ファーム株式会社
是本昌治（是本農園）
株式会社宮地 http://www.kk-yuzen.co.jp/miyachi.html
有限会社船方総合農場
有限会社小野養豚
農事組合法人平蕨台共同生産組合
農事組合法人二島西
農事組合法人小行司
農事組合法人ファームつるの里
合同会社水谷牧場
株式会社福嶋牧場
株式会社農多
株式会社シュガーフット
株式会社とよらの里農園
株式会社農園屋五葉
農事組合法人中原農園
農事組合法人光農会

島根県

岡山県

広島県

山口県

奈良県

和歌山県

鳥取県



有限会社徳島シードリング
株式会社黄金の村 http://ogonnomura.jp
山上勝弘（山上ファーム）
市原秀一（市原農園）
四宮善夫
有限会社竹内園芸 http://www.takeuchi-yasainae.com/
株式会社いせや農場 http://www.iseya-farm.com/
特定非営利活動法人とくしま有機農業サポートセンターhttp://www.facebook.com/tokusimayuuki
合同会社PlanB
株式会社JA板野郡アグリサポート
株式会社徳島サリナス
佐々木照夫
株式会社阿波農産
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com
株式会社ニッキーファーム
有限会社KOMATSU　GARDEN　DESIGN http://www.lairsacre.com/
空浮合同会社 http://sorauki.wix.com/site
株式会社猪熊農園
株式会社いしかわ農園
株式会社石原
株式会社森のいちご http://morinoichigo.com
株式会社Sun so http://sunso.co.jp/
有限会社将基酪農
株式会社小原農園
株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
株式会社ころあい
兼若順二
有限会社さぬき新栄
有限会社筒井農園
株式会社七星食品
株式会社太陽の劦
有限会社森末牧場
株式会社中大
株式会社リモーネ
株式会社ニュウズ
菊池真太
株式会社ひのいちご園
株式会社醍醐
株式会社小林果園
株式会社陽だまり
農業生産法人株式会社ファーム咲創
松浦喜孝
株式会社百姓百品村 https://www.facebok.com/100pinmura
農事組合法人たいよう農園
株式会社山口園芸 http://www.e-nae.co.jp
株式会社フジファーム
植田真司
有限会社大串農園
恒石知則（恒石畜産）
株式会社篤農
株式会社堀　おかざき農園 http://www.okazakinohen.com
白木浩一（白木果樹園） http://www.buntan.com
片山昭彦
農事組合法人池川茶業組合
公文基嗣
片地ファミリーファーム株式会社
有限会社見元園芸 http://www.mimoto-shop.com/
一般財団法人夢産地とさやま開発公社 http://yumesanchi.jp
農事組合法人荷稲米・米クラブ
株式会社山下農園
農事組合法人四国デュロックファーム
有限会社松木果樹園
鳥越和廣（鳥越農園ネットワーク） http://www.torigoe.sakura.ne.jp/
株式会社すすき牧場 http://www.susukifarm.com
株式会社百笑屋 www.hyakusyoya.jp
有限会社緑の農園 www.natural-egg.co.jp
株式会社大木きのこ種菌研究所
中原採種場株式会社
添田春喜（添田春喜ぶどう･いちご園）
有限会社日本バボルナ http://www.tetraegg.jp
農事組合法人モアハウス http://www.morehouse.or.jp
藤井眞二（藤井グリーンファーム） http://www.fujii-green-farm.com/
株式会社ヨシウラファーム http://www.itokoku.com/negi/
髙橋清徳（ウイングファーム）
大坪和義
株式会社明日香園 http://www.asukaen.com
佐々木励（ささき農園）
株式会社諫干ドリームファーム
株式会社山開産商
株式会社杉田農園
有限会社田中農園 http://www.tanakanouen.co.jp
有限会社島原自然塾
有限会社きのこ屋
株式会社壱岐の潮風
株式会社アグリファーム壱岐
宮本達也（宮本ファーム）
宮本貞治郎
竹田聡（竹田農園）
頂健吾

長崎県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

徳島県



西村茂
森川竜典（森川苺農園） http://sinsengumi.itigo.jp/
坂本順治
有限会社コウヤマ http://www.imo-ya.com
株式会社みゆきの里健康ファーム http://www.miyukinosato.or.jp
宮崎修（みやざきファーム） http://www.miyazakifarm-hikawa.com/
株式会社アドバンス
米村正弘（米村農園）
株式会社アグリ日奈久
中神久一郎
上村真徳
株式会社佐々牧場
株式会社八代トマト流通センター http://ytrc.jp/
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp
株式会社カワカミ http://kawakami-renkon.shop-site.jp/
矢仁田秀典（矢仁田農園）
山本壯 http://yamamotoyasai.net/
有限会社明成 http://www.amakusadaiou.com
岡田誠
熊本興畜株式会社
株式会社オーエス豊後大野ファーム http://os-bungo-ohno-farm.com/
有限会社中央牧場
有限会社小川農園
農事組合法人JOフーズ
農事組合法人プロスパ生産組合
農事組合法人エコファーム21
髙橋牧場
株式会社安部
農事組合法人芦刈農産 http://ashikari-nousan.shop-pro.jp/
あねさん工房株式会社
鷲頭栄治（イーグルファーム） http://www.eaglefarm.net
有限会社太陽ファ－ム http://makita-unso.com/taiyo
松浦淳二（農家とダイレクト） http://noka-direct.shop-pro.jp/
大野浩次
株式会社サンロード出荷組合
有限会社夢牧場
鎌田秀利
有限会社勇美苑
日髙健太
株式会社英楽 http://eiraku.miyazaki.jp/
河野剛二
木村幸司（アグリストリームきむら農園） http://agristreamkimura.server-shared.com/
田中雄策（Boots）
矢野祐一（矢野園芸）
株式会社ファームヤマザキ
有限会社佐藤ファーム
有限会社シードカルチャー
株式会社宮崎太陽農園
川合耕作（川合農園）
株式会社前園ファーム
黒木勇（黒木農園）
株式会社ジーエフ
有限会社奥松農園
大塚達男
有限会社鬼目養鶏場
株式会社宮崎なかむら農園
有限会社三共種畜牧場
株式会社くしまアオイファーム http://kushima-aoifarm.com
有限会社加藤えのき
河野和教（和農園）
有限会社丸山牧場
株式会社新保農園
門園兼司
長崎大海（自然農園ながさき）
有限会社小原農芸
有限会社農業生産法人のざき
旭ファーム株式会社
のだ農産株式会社
株式会社さかうえ
株式会社オキス http://www.oks.cc/
農事組合法人森ファーム組合
有限会社西田農産
中脇義弘（中脇農園）
有限会社カナンおきなわ
農業生産法人株式会社フローラやんばるファーム
武島賢
眞榮田丈夫
農業生産法人株式会社又吉農園
山田安彦
農業生産法人株式会社クックソニア http://cooksonia.net/
株式会社平成造園
農業生産法人株式会社糸洲花卉生産組合
農業生産法人有限会社エコファーム沖縄
長嶺篤（Noha畑）
アーミファーム株式会社 http://www.aamifarm.com/

沖縄県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県


