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管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 キャンベルこのみ（ソフィア・ファーム・コミュニティ） http://www.oubdfarm.com/
株式会社YS商事 http://www.shikishima-farm.jp/
株式会社フローリカルチャーリストタカハシ
株式会社マルシメおぬき
株式会社空知アールシーヘリ
株式会社十勝中央農場
株式会社斉藤農場
株式会社谷口農場 http://taniguchifarm.co.jp/
株式会社余市和田農園
吉田隆好（吉田隆好牧場）
合同会社ファーム和楽
小川晃寬（おがファーム） http://kuriyama-ichigofarm.com/wp/
農事組合法人柏台生産組合
有限会社パインランドデーリィ
有限会社半田ファーム
有限会社福田農場
有限会社別海町酪農研修牧場 http://dairy-farm.net/
有限会社北幸農園

青森県 株式会社フォーシーズン http://www.geocities.jp/agriparkkon
猪股康行
長谷川自然牧場株式会社
農事組合法人しみず
農事組合法人鬼丸農園 http://onimarunouen.com/
有限会社サンアップル醸造ジャパン
有限会社今藏
有限会社瑞宝
有限会社瀬川農場
有限会社奈良岡ファーム

岩手県 株式会社JA江刺グリーンファーム
株式会社oi Line
株式会社須藤ライスセンター http://www.sutoke.com
上山則夫
有限会社アグリプラン

宮城県 株式会社コロナアグリ
株式会社燦燦園
株式会社大地
山元いちご農園株式会社
農事組合法人玉浦南部生産組合
農事組合法人水鳥
有限会社うしちゃんファーム http://www.ushichan.jp/
有限会社耕佑
有限会社氏家農場 http://www.ujiie-farm.com/
有限会社登米ライスサービス http://www.tomerice.com

秋田県 株式会社あぐりっこ大館
株式会社みそらファーム http://www.misorafarm.com
工藤金義
神岡縄文農園株式会社 http://www.akitanosakuranbo.com/
有限会社まこと農産
有限会社藤岡農産

山形県 株式会社HIGUMAファーム http://www.higumaya.co.jp
株式会社最上まいたけ http://www.mogami-maitake.co.jp
株式会社多田農園 http://www.tadanoen.com/
株式会社髙橋園芸
郷野孝
佐藤和愛（うばふところ）
漆山和志 http://urushiyama.com
農事組合法人川又農園
有限会社あべ農園 http://www.abenouen.com/
有限会社マッシュハウス最上 http://mushhouse.jp/
有限会社新庄最上有機農業者協会 http://www.mamemusume.com/

福島県 株式会社JRとまとランドいわきファーム http://jrtomato.co.jp
株式会社阿部農縁
株式会社渡部ふぁーむ
株式会社福島農場 http://www.noujyo.com
飯沼利夫
有限会社伊南の郷 http://www.inanosato.biz/

採択農業法人等の名称（都道府県別）



茨城県 ほしいも株式会社 http://www.hoshiimo.tv
株式会社HATAKEカンパニー http://hatake.co.jp/
株式会社ドロップ http://dropfarm.jp
株式会社ひたち農園
株式会社鈴木牧場
金安英治（金安農園）
山田浩之
小松崎友二（小松崎園芸）
大越信也
農業法人佐伯農園株式会社
農事組合法人つくばきのこセンター
農事組合法人白鳥干いも生産組合 http://shiratori-farm.co.jp
有限会社ソメノグリーンファーム
有限会社ファームオアシス http://www.farm-oasis.jp
有限会社ワールドファーム
有限会社鴻新
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

栃木県 株式会社YS商事 http://www.shikishima-farm.jp/
株式会社アドバンス http://amayukimonogatari.net
株式会社カクタ花農場
株式会社大島カルチファーム
日比野樹 http://suno-house.com/
有限会社卵明舎

群馬県 株式会社farm lab http://www.farmlab.jp
富沢登（富久樹園）
有限会社ヤバタファーム
有限会社三輪農園
有限会社野口ナーセリー

埼玉県 株式会社CTIフロンティア
株式会社アグリ昴
株式会社しゅん・あぐり http://www.syun-agri.com/index.html
株式会社つばさグリーンファーム https://www.tsubasa-joho.co.jp/greenfarm/
株式会社関東地区昔がえりの会
株式会社鹿田農場
株式会社風の丘ファーム http://kazenooka-farm.eco.coocan.jp/
岩田茂
保延辰夫

千葉県 オーチャード・ガーデン株式会社 http://www.orchard-garden.com
伊藤詠二
株式会社しあわせ牛
株式会社耕す http://www.tagayasu.co.jp/
宮負茂雄
宮澤明
山﨑真利
浅野誠士
野島勇
有限会社平山牧場

東京都 奥山完己（ヒューマン企画）
近藤隆幸（満天ファーム）
八丈島乳業株式会社
北島一夫（北島牧場）
有限会社小林養樹園
有限会社須崎園

神奈川県 リッチフィールド株式会社 http://www.richfieldvegetables.com
金子政也（かねこふぁーむ） http://www.kaneko-farm.co.jp

山梨県 株式会社hototo http://hototo.jp/
中嶋千里（ぶぅふぅうぅ農園） http://boohoowoofarm.blog50.fc2.com/
有限会社アグリマインド
有限会社マルサフルーツ古屋農園 http://www.marusa-f.co.jp/
有限会社勝栄 http://www.nakamuranojo.com

岐阜県 サンエッグファーム株式会社 http://www.sansyu-egg.co.jp
わかば農園株式会社
株式会社レンゲの里岐阜
株式会社堀部
小林雅明（小林牧場）
農事組合法人飛騨かわい牧場
武藤達志（武藤園芸）
有限会社恵那栗



静岡県 河原崎利明（菜彩ファーム）
株式会社WOOD
株式会社ホールアース農場 http://wens.gr.jp/farm
株式会社農健
小嶋勉（小嶋牧場）
早川大喜（大喜農園）
中島農園株式会社
農事組合法人未来農園静岡
平幹夫
有限会社いちごやさん
有限会社グロー
有限会社佐野ファーム

愛知県 サンエッグファーム株式会社 http://www.sansyu-egg.co.jp
株式会社杉田組
株式会社赤羽根PVファーム
株式会社大地の恵み
服部農園有限会社 http://www.hattorinouen.com
有限会社オインク http://www.oink.ne.jp/
有限会社ティファーム
有限会社やさい畑

三重県 うれし野アグリ株式会社 http://ureshinoagri.com/
株式会社エミュー http://www.emu-tetote.co.jp
株式会社岡村農園
株式会社小林F.R.C
市川範実（三翠園）
小橋電機株式会社 http://www.isesaien.jp/
森日光有限会社
野呂食品株式会社 http://www.genboku-siitake.com
有限会社田園 http://komikado.com/

新潟県 ジョイントファーム株式会社 http://gensenmai.net/
荻谷畜産株式会社
株式会社たちばな
株式会社上野
株式会社千手 http://www.senjyurs.com
山口均
若月薫
諸橋弥須衛 http://www17.plala.or.jp/yazirou/
森山正輝
太田勉 http://akatsukashuraku.com/
農事組合法人クラインガルテン
農事組合法人上関ふぁーむ
農事組合法人西部営農組合
有限会社シンムラ
有限会社たちかわ農産
有限会社農援隊いけの

富山県 株式会社センティア
農工房長者株式会社

石川県 藤田需（藤田農園）
農事組合法人河北畜産
有限会社すえひろ http://suzu-suehiro.com/index.html
有限会社安井ファーム http://www.yasuifarm.net

福井県 株式会社Farm Daishin
長野県 ながの農花株式会社

株式会社あらた
株式会社おおぐし農園2
株式会社かまくら屋 http://www.kamakuraya-soba.com
株式会社こだま
株式会社ベジアーツ
株式会社永井農場 http://www.nagaifarm.co.jp/
株式会社結いの里
農事組合法人ずくだせ農場
萩原紀行（のらくら農場） http://www.norakuranoujyou.com
有限会社あづみアグリサービス
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
有限会社エムエスケイ
有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
有限会社燦燦 http://www.sunsunfarm2.sakura.ne.jp
有限会社信州荻原農園

滋賀県 鈎英夫（鈎農園）
株式会社モリファーム
小澤農園株式会社
藤田真吾（藤田ファーム）
有限会社フクハラファーム

京都府 岡﨑孝夫（岡﨑農園）
株式会社渋谷農園
株式会社杜若園芸 http://www.tojaku.co.jp/
久保丈司（久保一農場）
石原麻美子（アイエスボタニカ）
有限会社日吉ファーム http://www.kyochiku.com/hiyoshifarm/



大阪府 ハートランド株式会社 http://www.kokuyo.co.jp/heartland/
株式会社Special Food.J
辻野農園
藤井貫司（藤井農園） http://www.fujii-nouen.com

兵庫県 株式会社アグリサポートたんば
株式会社援農みのり
株式会社兵庫ネクストファーム http://hyogo-nextfarm.co.jp/
株式会社兵庫みらいアグリサポート
市原誠（つりしのぶ園） http://www5e.biglobe.ne.jp/~sinobuen/
大西昇（大西農園）
坪井良尚（坪井農園）
堤直也（Top　Field）
美方ファーム株式会社 http://mikata-farm.com

奈良県 永座孝泰（永座農園）
株式会社山本きのこ園

和歌山県 株式会社吉岡農園 http://www.yoshiokanouen.com
太田有紀（太田養鶏場） http://kishugamo-honpo.com/

鳥取県 株式会社富ますシルクファーム
黒住義人（黒住農園）
小前茂雄（小前農園）
小濱義仁（小濱農園）
信方孝一（信方農園）
有限会社みどり農産 http://www.midorinousan.com
有限会社ワールドファーム
有限会社秋田農園

島根県 株式会社アグリベスト
株式会社いづも農縁
株式会社サンエイト http://sato-inc.co.jp/
株式会社勝部農産
株式会社藤若農産
三浦大輔（みうらファーム）
農事組合法人槻之屋ヒーリング
農事組合法人農三
有限会社やさか共同農場
有限会社出雲畜産

岡山県 株式会社福田種鶏場 http://www.fukudabreeders.co.jp/
株式会社本山精耕園
有限会社安富牧場 http://www.yasu-tomi.com
有限会社岡山県農商

広島県 アグリ・アライアンス株式会社
みずたぶる農園株式会社
株式会社アグリック明豊
水野誠（水野農園）
農事組合法人うやま
農事組合法人よしわ
有限会社こめ奉行
有限会社トムミルクファーム
有限会社平田観光農園 http://www.marumero.com

山口県 株式会社花の海 http://www.hana-umi.com/
株式会社出雲ファーム http://www.izumo-farm.jp/
戸島宏裕（戸島農園NS） http://www.facebook.com/tozimanouen
農事組合法人YONESATA http://yonesata.com
有限会社しもせりんご村 http://www.shimose-ringomura.co.jp/

徳島県 株式会社Ath
株式会社いせや農場 http://www.iseya-farm.com/
株式会社フルーツガーデンやまがた http://fg-yamagata.jp/
義岡ファーム株式会社

香川県 株式会社ササハラオリーブファーム http://www.olive-farm.com
株式会社香良
株式会社猪熊農園
吉村一成（よしむら農園） http://www.yoshimuranouen.com
山下誠
赤松一（あかまつ農園）
有限会社森末牧場
有限会社創樹 http://www.souju.co.jp

愛媛県 株式会社サンファーム
株式会社石川興産 http://www.genkinayasai.com
農事組合法人道後高原ファーム
門多俊明
和気直忠
國田農産有限会社

高知県 むらかみ農園合同会社
下村晃廣
株式会社ヤマニファーム
株式会社広瀬農園
株式会社満天畑
四万十あおぞらファーム株式会社
農事組合法人ヒューマンライフ土佐
平岡一信（平岡農園）
和田豊喜（和田農園）



福岡県 アルク農業サービス合同会社 http://arknougyou.com/
株式会社野上養鶏場 http://www.mihouran.jp
松尾豊（松尾屋）
石田祐二
藤原浩俊
農事組合法人ドリームマッシュ
農事組合法人中元寺営農組合 http://chuganjieinoukumiai.com/
武田英文（武田畜産）
有限会社秋吉野菜園 http://www.akiyoshi-yasaien.co.jp

佐賀県 株式会社オカダファーム
株式会社江口農園
西久保弘克（西久保農園）
大串清美
有限会社陣内農産

長崎県 株式会社雲仙有明ファーム
株式会社出島ファーム
株式会社土井農場 http://www.kanbiton.jp
城山智子（城山畜産）
豊村俊昭

熊本県 株式会社ナチュラルワークス
株式会社マルカマ
株式会社果実堂
株式会社丸宏農園
株式会社光延農園
株式会社水本オレンジガーデン http://mizumotoorangegarden.com/
株式会社中居デーリィファーム
株式会社天芯農場 http://higoayuminokai.co.jp/tenshinfarm.html
宮田昌明（昌ライスセンター）
西村里程（りていファーム） http://ritei.com
中島博幸（中島畜産）
楠田大伸（農薬ゼロのだいしん農園） http://www.munouyaku.jp
有限会社サウスウインド
有限会社みどりライスセンター
有限会社リョクシン
有限会社蘇鉄園芸 http://www.k-tomato.jp
有限会社竹内園芸　熊本農場 http://www.takeuchi-yasainae.com

大分県 柳井正二（ヤナイ園芸）
有限会社荻町高原綜合農場

宮崎県 オカザキファーム株式会社
株式会社synergy farm
株式会社ローソンファーム宮崎
株式会社宮崎ウイルファーム
株式会社真ちゃんファーム http://shin-chan-farm.com/
株式会社大杉しいたけ園 http://www.yokakinoko.com/
黒木誠（黒誠畜産）
有限会社アグリカンパニー
有限会社コウワ
有限会社奥松農園
有限会社新福青果
有限会社川越農産
有限会社田原農産

鹿児島県 のだ農産株式会社
株式会社指宿やさいの王国
株式会社鹿児島ヤマダイ
株式会社初穂
株式会社誠晃 http://seikou-kk.top/
株式会社日野洋蘭園 http://www.hinoyouran.co.jp
株式会社片平観光農園
農事組合法人霧島第一牧場
有限会社かごしま有機生産組合
有限会社さつま農場
有限会社ジャパン・アグリ・ビジネス http://www.hinoyouran.co.jp
有限会社錦江ファーム http://www.kamichiku.co.jp
和田迫大地（和田迫農園）

沖縄県 下地太（下地牧場）
岸本太輔
金城義幸（グリーンパワーシックス）
山城正輝
瑞慶覧盛朝（高平フルーツ）
大城清助
長嶺篤（Noha畑）
渡部裕介
農業生産法人株式会社吉田ファーム
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
有限会社相卵土


