
（別紙） ２８年度第３回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL

有限会社田口畜産
株式会社一戸農場
株式会社山本牧場
株式会社谷口農場 http://taniguchifarm.co.jp/
村上知之 http://imomame.jp
有限会社岩瀬牧場 http://www.iwasefarm.co.jp/
有限会社大塚ファーム http://otsukafarm.com/
有限会社トミーランド
有限会社社名渕みどり牧場
有限会社北翔産業
有限会社秀明ナチュラルファーム北海道
株式会社東神楽温室園芸
有限会社橋本牧場 http://www.hashimoto-farm.com/
大西農産株式会社
有限会社藤井牧場 http://fujii-bokujo.com/
清水初男（清水初男農園）
稲垣孝治（稲垣農園）
有限会社ディリーサポート士別 http://ds-shibetsu.com/
永原耕平（永原牧場）
株式会社YS商事 http://www.shikishima-farm.jp/
ダイヤモンド十勝株式会社
トカプチ株式会社
えりもなかの牧場合同会社 http://yoshinakabeef.fc2web.com/
株式会社NIKI・Hillsファーム
株式会社和光農場
株式会社ユニバース
株式会社空知アールシーヘリ
坂田輝行
株式会社三谷農園
農事組合法人旭農場
小森民子（小森農場）
荒井秀章
株式会社前田ファーム
渡邊祐世
有限会社みちのく農産
有限会社豊心ファーム http://www.housin.co.jp
有限会社ときわねっと
蝦名正雄
タムラファーム株式会社 http://tamurafarm.jp/
有限会社ケイエス青果 http://www.ks-seika.com/
有限会社上北グリーンファーム
株式会社銀河農園
株式会社めぐみ農産
株式会社T&Gバイオナーサリー http://www.office-web.jp/TandG
有限会社すぐね
泉正幸（泉畜産）
農事組合法人水鳥
有限会社シンコウファーム
有限会社伊豆沼農産 http://www.izunuma.co.jp
農事組合法人しわひめスワイン
有限会社みずの
株式会社かのファーム
株式会社原グリーンサービス
株式会社一苺一笑
農事組合法人井土生産組合 http://www.idoseisan.net/
村田朋之
農事組合法人六郷南部実践組合
農事組合法人アースフライヤーズ
株式会社ベジリンクあきた男鹿
有限会社アグリ川田
株式会社アグリうわの
農事組合法人横手市大森町きのこセンター利用組合
農事組合法人ファーム山谷
有限会社新あきたファーマーズ
農事組合法人平沢ファーム
株式会社髙橋園芸
株式会社山口ファーム
株式会社山形ピッグファーム
有限会社安達農園
農事組合法人庄内協同ファーム
森谷茂伸
有限会社東部開発
株式会社はなはな http://www.hanahana.co.jp

山形県

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



三原信継
株式会社最上まいたけ http://www.mogami-maitake.co.jp
株式会社奈良崎牧場
農事組合法人村木沢あじさい営農組合 http://murakisawa-ajisai.or.jp
農事組合法人えぬふぁーむ
さとう農園株式会社 http://www.satou-nouen.co.jp/
農事組合法人成田農産
農事組合法人ファーム吉田
農事組合法人ひまわり農場
小林栄（もん前の里農産物加工所）
株式会社本楯牧場
田村畜産株式会社
菅剛
農事組合法人稲・華紋 http://www5.plala.or.jp./ina-kamon/
株式会社鷹山ファーム
有限会社スカイファームおざき http://skyfarm-ozaki.com
有限会社ごんべい
会津農匠株式会社
大野農園株式会社
有限会社あづま果樹園 http://www.dab.hi-ho.ne.jp/aduma
有限会社フロンティア
株式会社阿部農縁
松浦万助
農業法人有限会社自然農法無の会
有限会社そらの社
有限会社三扇商事 http://sansensyouji.jp/
有限会社スズキファーム
有限会社稲葉園芸
有限会社アグリファクトリー
有限会社丸大園芸出荷組合
特定非営利活動法人つくばアグリチャレンジ http://www.gokigenfarm.com
有限会社ワールドファーム
うしくグリーンファーム株式会社
農事組合法人奥久慈しゃも生産組合
石橋琢朗（ｓｏｉｌｌｉｆｅ）
株式会社結ファームクラモチ
農業法人深作農園有限会社 http://fukasaku-farm.com
株式会社カクタ花農場
株式会社YS商事 http://www.shikishima-farm.jp/
株式会社和氣ふぁーむ http://www.wakifarm.co.jp
フラワーファーム今泉株式会社
有限会社竹内園芸　群馬農場 http://www.takeuchi-yasainae.com/
有限会社鳥山牧場
有限会社グローイング・マック
有限会社品川牧場
株式会社COWGARDEN德間牧場
株式会社食環境衛生研究所 http://www.shokukanken.com/
Gleegreenふぁ～む株式会社
有限会社ファームヤード http://farmyard.co.jp/
株式会社しゅん・あぐり http://www.syun-agri.com/index.html
有限会社加藤牧場
株式会社アグリ昴
アルファイノベーション株式会社 http://www.alpha-innovation.co.jp/
髙田茂
株式会社つばさグリーンファーム
西田信子（北埼菌茸センター）
株式会社CTIフロンティア
落合真士（落合農園）
株式会社田中農場 http://tanakafarm-brand.com/
有限会社高秀牧場
有限会社サンズファーム
有限会社ATSUTA
千葉エッグファーム有限会社
株式会社アグリスリー http://shiroyamaminorien.com/index.html
有限会社多古農産
株式会社秋葉牧場 http://www.yumebokujo.com/
丹上啓（タンジョウ農場）
GREEN GIFT株式会社
田山博之
長生あおば農園株式会社 http://aoba-farm.co.jp
飯笹雄次（飯笹牧場）
有限会社小堀屋畜産
佐藤宣幸（エヌエスファーム）
株式会社千葉ピッグ
柴海祐也（柴海農園）
竹川英識（さいのね畑） http://www.sainone.com/
株式会社歩屋 http://www.ayumiya.co.jp/
有限会社渡辺マッシュルームハウス
有限会社ナカアラチ
有限会社村田牧場
株式会社勘兵衛

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

山形県



髙杉充
宮川豊
中山喜一郎
株式会社永田農園 http://www.nagata-farm.co.jp/
株式会社ゆうゆう農場 http://youyou-farm.com/
有限会社八百辰 http://www.yaotatsu.co.jp
株式会社陽だまり農園
原田保（原田柑橘園）
株式会社サラダボウル http://www.salad-bowl.jp/
株式会社オーガニックネットワーク http://www.organic-network.co.jp
山口朝康（山口牧場）
勝沼醸造株式会社 http://www.katsunuma-winery.com
株式会社ワザーリ
アグリビジョン株式会社
有限会社丸山フルーツ農園 http://fruitsgari.com/index.html
農事組合法人セントラルローズナーセリー
株式会社岩村営農 http://kirinosizuku.com/
有限会社吉野ジーピーファーム
有限会社ふる里農園美の関 http://minoseki.net
株式会社三輪南農産
株式会社飛騨萩原畜産
有限会社クリーンファーム日吉
有限会社東野 http://e-higashino.com/
株式会社牧歌コーポレーション http://www.bokka.co.jp/
農事組合法人豊木ファーム
東俊之（東農園） http://higashino-en.fem.jp
有限会社佐野ファーム
株式会社カクト・ロコ
長谷川正治（長谷川製茶）
匂坂隆是（さぎさかファーム）
株式会社とぴあふぁー夢
農事組合法人木の花ファミリー http://www.konohana-family.org/
鈴木健次（スマイルファームスズキ）　
ホットファーム株式会社 http://www.hot-farm.net/
鈴木将也（掛川鈴木農園）
株式会社森島農園
田村善吾（田村農園）
浜名酪農業協同組合 http://www.hamanarakunou.ecnet.jp/index.html
株式会社流通サービス
株式会社ヴェルデファーム
渡邉剛（渡邉種苗園）
後藤智一（後藤農園）
有限会社人と農・自然をつなぐ会 http://www.munouyakucha.com/
寺田郁世（ひだまり市場）
有限会社こだわり農場鈴木
サンエッグファーム株式会社 http://www.sansyu-egg.co.jp
農事組合法人白浜営農組合 http://www.shirahama-tsi.com/
株式会社やっちゃば
有限会社アグリサポート
株式会社フラーゴラ http://www.15oka.com
有限会社千姓 http://www.tsuzuki-farm.com/
清水食品株式会社 http://www.shimizu-f.co.jp/
自然フーズ株式会社
サグワットファーマーズ株式会社
稲垣辰夫（稲垣トラクター）
丸昇AI株式会社
児玉学
立松亮基
株式会社ほほえみ農園
桐生繁之
横山重治
農事組合法人百笑楽匠
株式会社小林農産 http://www.kobayashi-agri.co.jp
農事組合法人ふぁーむ大地 http://www.farmdaichi.com
小林一三
有限会社高儀農場 http://www.fruitstomato.com/
株式会社秋山農場グリーンプロジェクト
農事組合法人アドバンファームしばた http://advan-shibata.jp/
有限会社百笑会
株式会社曽我農園 http://www.soga-farm.com/
農事組合法人濁川生産組合
特定非営利活動法人UNE http://une-aze.jimdo.com/
株式会社中村農園
株式会社岩の原葡萄園 http://www.iwanohara.sgn.ne.jp
農事組合法人遠藤ファーム
農事組合法人矢田営農組合 http://yata-eino.com
曽我憲司 http://www.tamizofarm.com
川上政行 http://www.kawakami-nouen.net/
株式会社ローソンファーム新潟

三重県

新潟県

愛知県

東京都

神奈川県

山梨県

岐阜県

静岡県



有限会社荒木農園
有限会社ファームファーム
農工房長者株式会社
株式会社ビー&ベッチ
寺林寿司
松浦與硯（音川ぶどう園池原ぶどう園）
農事組合法人たてやま営農組合
有限会社農業カズミ
笠間勝弘
株式会社弥介さ http://www.yasukesa.com
株式会社六星 http://www.rokusei.net
有限会社かわに http://www.kawani.jp/
浜井友弘（浜井農園）
有限会社グリーンアース杉浦 http://greenearth-sugiura.com/
農事組合法人サンビ
有限会社氣ごころや
永木良和
長谷川農園株式会社
佐々木済（ワトム）
株式会社Hundred Smile
ふくいレインボーファーム株式会社 http://amedamairo.wix.com/fukuirainbowfarm
株式会社フィールドワークス
有限会社岡崎養鶏
農事組合法人上江ファーム
松浦悦治（松浦農園）
株式会社なかひら農場
株式会社ハルディン http://www.jsjardin.co.jp/
有限会社信州ファーム荻原 http://shinshu-farm.com/
有限会社細田農産 http://www.hosoda-nousan.co.jp
有限会社小田切牧場
小林憲一郎
真木聡志（ヨコハチファーム）
株式会社かまくら屋 http://www.kamakuraya-soba.com
萩原紀行（のらくら農場） http://www.norakuranoujyou.com
信州まし野ワイン株式会社 http://www.mashinowine.com
柴本勤（柴本無農薬菜園）
有限会社ぱぱな農園
株式会社乳川の里
株式会社ドリームファーム洗馬
株式会社白倉ファーム http://shirakura-rf.com/
有限会社グリーンサポート新旭
株式会社横江ファーム
石津大輔（針江のんきぃふぁーむ） http://nonkifarm.com
有限会社もりかわ農場 http://www.m-noujou.co.jp
宇野清次（宇野農園）
株式会社ファームタケヤマ http://www.f-takeyama.com/
株式会社湖北アグリ
有限会社澤井牧場
こと京都株式会社 http://kotokyoto.co.jp/
株式会社八百一の郷 http://www.kyoto-yaoichi.co.jp/
株式会社杜若園芸 http://www.tojaku.co.jp/
有限会社BIG TREE FARM
木下正行（木下農園） http://kinoshitanouen.com
有限会社るり渓やぎ農園 http://www.ruri-yagi.com
植田修（和茶園） http://wachaen.com/
農事組合法人田吾作
株式会社白道路興農会
株式会社美山の福井農園 http://www.mukaiyado.net
射手矢農園株式会社 http://www.tamanegi.tv/
阪上洋光（坂上農園）
南あわじ山形農園有限会社
株式会社アグレッサンス http://www.akane-italian.jp
株式会社丹波野菜工房
株式会社神戸井相田牧場
有限会社植田農園
松下勇人（甘果園）
植田勝也（ニコ・ファームうえだ）
藤井喜嗣（藤井農園）
株式会社ジェイエイファーム六甲 http://www.jarokko.or.jp/jfr/
株式会社耕す http://www.tagayasu.co.jp
株式会社東馬場農園 http://higashibaba-noen.com/
中西仁也（中西農産）
山本巌
坪口秀美（坪口農事）
中本正廣
株式会社A&H http://www.aandh.jp

富山県

石川県

福井県

長野県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県



寺田農園株式会社 http://www.teradafarm.com
株式会社布目の里
山口武（ウェルネスフーズＵＤＡ）
北田恭浩（マルキタ農園）
三浦誠樹（三浦農園）
株式会社早和果樹園 http://sowakajuen.com
株式会社Citrus http://citrusarida.jp
特定非営利活動法人にこにこのうえん http://www.nikonikonouen.com/
林鉄弥太（三扇農園）
農事組合法人黒沢牧場 http://www.9638farm.com/
谷口達雄（谷口畜産）
農事組合法人福成
中原一男
有限会社とうはく畜産 http://touhaku-chikusan.com/
泉新一（いずみ農園）
有限会社村岡オーガニック
株式会社八十八や http://www.8108ya.co.jp
株式会社齋藤農園
有限会社はらやま
有限会社マルナガファーム
有限会社アグリコントラクター http://www.dandannasi-aguri.jp/
農事組合法人とよた園芸場
日置正春
小林春美（小林牧場）
株式会社いづも屋
一般社団法人アグリサポートおーなん
株式会社美和リーフ
株式会社フルベジファクトリー http://umaina.co.jp/fvf/index.php
寺岡有機農場有限会社
株式会社久井牧場
農事組合法人重兼農場 http://shigekanefarm.com/
熊野ファーマーズM株式会社
農事組合法人野津田農園
有限会社グリーンハウス http://negizanmai.web.fc2.com/
農事組合法人寺畑農園 http://terahatanouen.com
株式会社長州塩瀬農場
農事組合法人嘉年ハイランド
一般社団法人ふるさと振興公社
農事組合法人かみおか
農事組合法人ほんごうファーム
株式会社カン喜 http://buchi-uma.com/
有限会社樫山農園 http://www.kashiyama-nouen.jp
吉岡秀樹
義岡ファーム株式会社
川上慈登（川上農園）
有限会社藤川果樹園 http://www.fujikawa-mikan.com
株式会社近藤農園
有限会社アドバンス農産
有限会社木下農園 http://www.kinoshitafarm.co.jp/
株式会社三豊ファームサービス
株式会社さぬきベジファーム
株式会社アグリファクトリー菜
三井利広
株式会社アンフィニ http://www.rakuten.co.jp/garden-story
株式会社綾歌ファミリア
有限会社豆道楽
株式会社PENTA FARM http://www.mogitateclub.com
橋本秀志（はしもと農園）
菊池秀夫
井上勲
株式会社トマトの村 http://tomatonomura.jimdo.com/
有限会社大地と自然の恵み http://www.yuukinougyou.com/
有限会社四万十みはら菜園 http://www.shimantomihara.com/
有限会社川渕牧場
片地ファミリーファーム株式会社
株式会社カワムラファーム
有限会社玄農舎 http://www.gennousya.com
株式会社野上養鶏場 http://www.mihouran.jp
農事組合法人ふる里の森
株式会社正助ふるさと村 http://syosukemura.com
楢﨑重行
株式会社松尾農園グループ http://www.ninniku.jp
箕田栄一郎（箕田農園）
株式会社峯菜園
鶴基（鶴花園）
竹末浩（竹末農園）
奥井吉広
秋吉恒久（秋吉牧場）
株式会社JAアグリサポート筑紫
椿原寿之（椿原農園）
アグリプロ株式会社
JR九州ファーム株式会社 http://www.jrkf.jp

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県
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愛媛県

高知県

福岡県

和歌山県

奈良県



有限会社原口牧場
野中正博（野中畜産）
株式会社サガンベジ http://www.saganvege.com
株式会社雲仙きのこ本舗 http://www.unzenkinoko.co.jp
有限会社シュシュ
農事組合法人アグリポート森山
平野幸一
株式会社雲仙湯けむりファーム
バイオファーム株式会社
有限会社茶友 http://chayou.jp
木村誠
栗元博満
JR九州ファーム株式会社 http://www.jrkf.jp
有限会社吉川農園 http://shiso.net/
株式会社松岡グリーンファーム山都
有限会社藤農産
有限会社宮川洋蘭 http://www.livingorchid.com/
有限会社サウスウインド
株式会社天芯農場 http://higoayuminokai.co.jp/tenshinfarm.html
株式会社花まる農場
有限会社エバーグリーン
山中大輔
有限会社竹内園芸　熊本農場 http://www.takeuchi-yasainae.com
株式会社モスファーム熊本
子出藤税（子出藤農園）
ソウヨウファーム株式会社
株式会社八代トマト流通センター http://ytrc.jp/
米田幸廣（こめだ農園）
中島英章（中島農園）
農事組合法人南阿蘇くぎの
髙野義幸
JR九州ファーム株式会社（宇土事業所） http://www.jrkf.jp/
中央あぐり株式会社
株式会社らいむ工房 http://raimu-oita.com/
有限会社植木農園 http://www.uekifarm.jp
野田政晴（野田農園）
株式会社はざま牧場
有限会社松井農園
有限会社図師農園 http://zushinouen.com/
株式会社かぐらの里 http://www.mera-yuzu.com/
株式会社ローソンファーム宮崎 http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/ssl.html
濱田和雄（濱田青果）
株式会社synergy farm
株式会社丸章園芸
有限会社鎌田畜産
農事組合法人デリシャスベジファームズ
有限会社ビッグファーム
松山直人
有限会社ジェイファーム
株式会社霧島グリーンファーム
有限会社ファーマー宮崎
南浩二（南いちご農園） http://373strawberryfarm.jimbo.com
有限会社児湯芝農園
株式会社古澤畜産
有限会社水幸農園
有限会社かごしま有機生産組合
有限会社シャロン農園 http://www.sharon-nouen.com
寺田農園株式会社
有限会社西牟田農園 http://www.nisimuta-farm.com
有限会社南種子衛生
有限会社マルマサ製茶
株式会社指宿やさいの王国
有元仁（有元農場） http://hyakushoudou.net
エンジョイアグリ株式会社
株式会社カマタ農園
有限会社小原農芸
湯ノ口久仁子（EATALOT） http://www.eatalot.net/
大坪和裕
中村寛利
株式会社たかとみファーム
川迫拓
株式会社ときみ
農業生産法人ANDESfarm合同会社
農業生産法人株式会社福まる農場
農業生産法人有限会社あらぐさ http://aragusa1.ti-da.net/e3270326.html
農業生産法人株式会社もとぶ牧場 http://www.motobu-farm.com/
田中英信（まぁじゅんのチーズ工房） http://www.maajun.com
島袋勤（福樹園）
江袋正和（西表島アナナス農園） http://www.ananasfarm.com
株式会社みやぎ農園 http://www.miyaginouen.com
農業生産法人株式会社ファインフルーツおおぎみ
神里賢（神里農園）
農業生産法人株式会社又吉農園
有限会社勝山シークヮーサー http://www.mayaga.com
農業生産法人株式会社吉田ファーム
農業生産法人株式会社熱帯資源植物研究所 http://www.tpr-net.co.jp/
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