
（別紙） ２８年度第５回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 えりもなかの牧場合同会社 http://yoshinakabeef.fc2web.com/
ノースプレインファーム株式会社
株式会社Far夢楽縁
株式会社ノールフロマージュ
株式会社はまほろ http://www.hamahoro.jp
株式会社ユニバース
株式会社外山農園
株式会社人情ファーム
株式会社菅原牧場
株式会社天間農産本舗
株式会社北海道中央牧場
高野元気（高野元気牧場）
牧島司（豊栄削蹄）
有限会社羽田野第二牧場
有限会社屈足肉牛牧場
有限会社中島牧場
有限会社冨田ファーム http://www.tomita-farm.jp/
髙村伸一

青森県 原英輔（原牧場）
農業生産法人四季菜にんにく株式会社 http://www.yoshidaya-garlic.jp/
有限会社エコファーム
有限会社まごころ農場 http://www.magokoro-tomato.com
有限会社秋田谷ファーム

岩手県 ベルグアース株式会社 http://www.bergearth.co.jp/
株式会社アンドファーム
株式会社西部開発農産 http://seibu-kaihatsu.com/
佐々木登（花泉園芸）
農事組合法人栄久商事
農事組合法人金田一営農組合 http://www.kindaiti.com/~einou/
有限会社土里夢農場

宮城県 株式会社アグリ東北
株式会社トライベリーファーム
株式会社やまもとファームみらい野
株式会社荒浜アグリパートナーズ http://www.arahama-agri.jp
株式会社燦燦園
星正俊（星牧場）
農事組合法人田尻アグリワーカーズ
有限会社くりこま高原ファーム　 http://kougenfarm.jp/
有限会社竹鶏ファーム http://www.taketori-farm.co.jp

秋田県 株式会社ライスカンパニー東北 http://www.ricecompany-tohoku.com/
株式会社菅与
株式会社赤べこ仙人ファーム
株式会社白神カンパニー http://www.shirakami-company.co.jp/
農事組合法人新興エコファーム http://www.ab.auone-net.jp/~ecofarm/
有限会社伊東農園 http://www.geocities.jp/itoh_nouen/index.html
有限会社北浦郷

山形県 井上馨（井上農場） http://inoue.farm/
株式会社HIGUMAファーム http://www.higumaya.co.jp
株式会社グレープリパブリック
株式会社阿部農園
株式会社阿部農機店
株式会社多田農園 http://www.tadanoen.com/
株式会社平洲農園
株式会社和農日向
株式会社髙橋フルーツランド http://takahashi-fl.jp
株式会社髙橋園芸
荒井恵美子（荒井りんごや）
坂井英夫（こめやかた　エネルギーのサカイ）
池田善幸（池田ばら園）
田村畜産株式会社
有限会社オキツローズナーセリー http://www.okitsu-rose.com
有限会社酒井ワイナリー
有限会社宝順

福島県 株式会社米夢の郷 http://maimunosato.jp
佐藤敦（おおぞらふぁーむ）
未来農業株式会社
有限会社いわき中央牧場

採択農業法人等の名称（都道府県別）



茨城県 ベルグアース株式会社 http://www.bergearth.co.jp/
やさと菜苑株式会社
岡田弘（岡田ファーム）
株式会社グリーンセンター中村園芸 http://www.gc-n.jp/
合資会社YAGIファーマーズCLUB
有限会社小橋農園
有限会社斉藤農産
有限会社石上ファーム http://www.ishigami-farm.co.jp
有限会社倉持農園サービス

栃木県 株式会社Farm 大越
株式会社鶴田ファーミング http://www.tfg-01.com/
農業生産法人株式会社アサヒファーム
有限会社瑞穂農場

群馬県 マルクリファーム株式会社 http://www.marukuri.net/
株式会社サイエンズ
株式会社赤城深山ファーム http://akagimiyamafarm.com
後藤宏明（後藤農園）
中島良雄（中島農園）
有限会社あずま産直ねっと
有限会社エィケー牧場
有限会社竹内園芸　群馬農場 http://www.takeuchi-yasainae.com/
有限会社農園星ノ環 http://hoshinowa.com
有限会社林園芸 http://www.hayashiengei.com/

埼玉県 アデリープランニング株式会社 http://www.sakutei.net/
株式会社i-MilkFactory
株式会社一心園
株式会社満洲ファーム
金井国夫（金井農園）
高橋雄介（高橋農園） http://www.rakuten.co.jp/ta-nouen
合同会社 狭山落合農産 http://www.sayama-ochiainousan.com
飯野芳彦（飯野農園）
木本栄一（木本牧場）

千葉県 阿部慎伸（BOB FARM WORKS）
株式会社あいよ農場
株式会社テンアップファーム
株式会社一新ファーム
株式会社高梨農園 http://takanashi-nouen.co.jp/
株式会社山﨑フロンティア農場
株式会社須藤牧場
吉田篤（真澄農園）
山木幸介（三つ豆ファーム）
農事組合法人成田ガイヤ http://narita-gaiya.com/
八木晃一（畑師根八）
有限会社さかき
有限会社ファーム・グリーンハウス篠﨑
有限会社大木牧場
留守剛（留守農場）
林雅之

東京都 近藤隆幸（満天ファーム）
神奈川県 株式会社陽だまり農園

原田保（原田柑橘園）
農業生産法人株式会社鎌倉リーフ http://kamakuraleaf.com
農業生産法人株式会社藤野倶楽部 http://fujinoclub.co.jp

山梨県 株式会社こぴっと http://okome-no-oisisa.sakura.ne.jp/uematsu/hp/
株式会社フルーツオーサー http://www.osawanouen.jp
株式会社佐藤農園 http://www.satohfarm.com
株式会社東夢農場
株式会社白州郷牧場 http://www.hakusyu.jp/
株式会社武井プラムファーム http://plumfarm.jimdo.com

岐阜県 かみのほゆず株式会社
わかば農園株式会社
株式会社アイシンクリエイト
株式会社アグリックファーム
高橋良龍
農事組合法人札野営農
菱田豊喜（菱田農園）



静岡県 サンファーム中山株式会社
にしたな株式会社 http://nishitana.jp
伊豆ホーリーズ株式会社 http://hollys.jp
榎本浩（榎本農園）
株式会社コーラルベリー
株式会社とわ
株式会社モスファームすずなり
株式会社鈴生
久保田尚徳（久保田農園）
大石吉彦（大石農園）
中島農園株式会社
匂坂隆是（さぎさかファーム）
波多野裕祥（マルワ農園）　
波多野誉識
有限会社グリーンオニオン
鈴木文夫（鈴木農園）

愛知県 外山奨悟（トヤマ園芸）
株式会社フラーゴラ http://www.15oka.com
株式会社田中農園
咲こう農場株式会社 http://www.sakoufarm.com/
三浦智也
渡辺俊則
牧野成樹
有限会社アイナン産業
有限会社髙橋ファーム

三重県 うれしの農園株式会社
横山重治
株式会社デアルケ http://www.dealke.com
株式会社ヒラキファーム
特定非営利活動法人あぐりの杜 http://agrinomori.com/
農事組合法人丹生営農組合
農事組合法人土実樹 http://tumiki-mikan.com/
有限会社ドリームファームスズカ http://www.dreamfarm.info
有限会社深緑茶房 http://www.shinsabo.com

新潟県 一般財団法人赤泊振興公社 http://www.akadomari.com/
株式会社ファーム菱潟 http://www.farm-hishigata.com/
佐々木大輔
漆間平
小林一三（アグリフォレスターコバヤシ）
渡辺徹
農事組合法人よつば http://www.yotsuba-agri.com/
冨岡一則
有限会社うおぬま生産センター
有限会社えちご三四郎 http://nouka346.com/
有限会社シンムラ http://www.shinmura-group.com/
有限会社セブン・システム
有限会社鈴木農園 http://niigatasuzukinouen.wixsite.com/suzukinouentop

富山県 河原農芸
株式会社TAGOSAKU
株式会社アグリたきもと
株式会社よこづなグループ
株式会社渋谷農園
株式会社森田農園
小椙博史（こすぎ農産）
農事組合法人水土里
農事組合法人北陸営農組合
有限会社ドリームファーム http://www.dream-farm.co.jp/
有限会社営農ワイエムアイ http://nokonymi.shop35.makeshop.jp
有限会社土遊野 http://doyuuno.net/
有限会社林農産 http://www.hayashi-nousan.com/

石川県 株式会社ハイディワイナリー http://heidee-winery.jp/
株式会社米澤農園
古賀勝（吉野農園） http://www16.plala.or.jp/haku-3/
合同会社菜夢来 http://www.samurai-korogaki.com/
農事組合法人One http://www.one2013.com/

福井県 株式会社たんなんファーム
村上賢一
特定非営利活動法人ピアファーム http://peerfarm.jp
農事組合法人国富
農事組合法人名田の荘

長野県 サントリーワインインターナショナル株式会社
ピアブランカ株式会社 http://pierblanca.com/
株式会社ファンチエファーム
株式会社秀果園
株式会社小池えのき
農事組合法人ずくだせ農場
農事組合法人信州産直組合
野村哲（野村農園）
有限会社ブラウンエッグファーム http://www.chatamaya.com



滋賀県 株式会社Rose Univers http://www.rosefarm-keiji.net/
田渕竹男（田渕農場）
北川稔洋（きたがわ農園）
毛利有宏（はれやかふぁーむ）
有限会社もりかわ農場 http://www.m-noujou.co.jp

京都府 株式会社ART CUBE http://www.kyototanba.net/
株式会社マイファーム http://myfarm.co.jp/
株式会社村田農園
株式会社農夢 http://noumu.jp
株式会社美山の福井農園 http://www.mukaiyado.net
上嶋伯協（上嶋爽禄園） http://www.uejima-sourokuen.jp/
添田潤（グレースガーデン）
有限会社BIG TREE FARM

大阪府 株式会社岸和田観光農園 http://www.kishiwada-f.jp
山本義隆

兵庫県 フラワーゲート有限会社
岡田農産株式会社
株式会社AgreemKOBE http://agreem.co.jp
株式会社おおにし農園 http://www.onishi-farm.com
株式会社サムライコットンファーム
株式会社はなファーム
株式会社みつヴィレッジ http://www.mitsu-village.com/
株式会社勢戸
株式会社淡路島フルーツ農園 http://www.awajishima-fruits.jp/
中上之仁（中上農園）
東徳久地区農事組合法人
農事組合法人丹波たぶち農場 https://www.tabuchi-farm.jp/

奈良県 株式会社グリーンワーム21 https://www.greenworm21.com/
谷健司（谷農園）
伏見泰徳（丸紀農園）

和歌山県 稲住昌広
勝丸眞和（勝丸果樹園）
大橋成良（大喜農園）
殿最弘茂
有限会社紀州高田果園
和花菜農園株式会社

鳥取県 トゥリーアンドノーフ株式会社
井内昭二
株式会社ネクステファーム
株式会社富ますシルクファーム http://www.s-tomimasu.com/
山形登（山形ファーム）
志直充年（長者原百姓）
森本健（森本種豚場）
齋尾達城（齋尾農園）

島根県 小林春美（小林牧場）
有限会社宝箱
有限会社木次ファーム

岡山県 株式会社永谷園芸 https://www.facebook.com/nagayaeg/
株式会社洲﨑園芸
農事組合法人清藤 http://homepage.kiyoto7.com
有限会社アグリ元気岡山 http://www.noumaru.jp/
有限会社エーアンドエス http://www.sinobinosato.jp/kasaoka/index.html
有限会社濱農産
廣幡泰治（廣幡農園）

広島県 ベジスタイル株式会社
河野竜一郎（河野農園）
株式会社たんじゅんファーム安芸太田 http://www.tfa-net.co.jp/
株式会社ライスファーム藤原
株式会社久保アグリファーム
農事組合法人ファーム・おだ
農事組合法人世羅高原農場
峰商事合同会社 http://www.mineshoji.com
立花和磨（立花いちご農園） http://tachibanaichigonouen.web.fc2.com

山口県 株式会社ベリーろーど http://berryroad.jp
株式会社三隅ファーム
農事組合法人たたら大地紫福
農事組合法人寺畑農園 http://terahatanouen.com

徳島県 株式会社いせや農場 http://www.iseya-farm.com/
株式会社リバーファーム http://www.river-farm.com/
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com

香川県 株式会社H.A.S.E.
株式会社スカイファーム http://www.skyfarm.jp
株式会社森のいちご http://morinoichigo.com
株式会社猪熊農園
三井利広
農事組合法人香花園
有限会社アドバンス農産
有限会社エス・エス・ケイ
有限会社広野牧場 http://hirono-farm.com/



愛媛県 ベルグアース株式会社 http://www.bergearth.co.jp/
株式会社KAIKA
株式会社吉田農園 http://www.yoshida-nouen.com/
株式会社陽だまり
有限会社三皿園 http://misaraen.com/

高知県 株式会社ロカヴォ http://www.yuukinosato-yusuhara.jp/
公文基嗣
山崎吉恭（ヤマサキ農場）
川渕良範（川渕果樹園）
片地ファミリーファーム株式会社
峯本幸治（峯本農園） http://minefarm.me/
矢野強（やの農園）
矢野農園（矢野恭久）
有限会社大串農園 http://www.gogo-oogushi.com/
林智章
髙橋洋輔

福岡県 加茂正彦（加茂グリーンファーム） http://camogreenfarm.com/
株式会社うきはレインボーファーム
株式会社野上養鶏場 http://www.mihouran.jp
岩下一信（あさくらリーフ農園）
綱分道一
卑弥呼の杜株式会社
有限会社古賀農産
有限会社大橋受託組合
有限会社日本バボルナ http://www.tetraegg.jp
林亮輔

佐賀県 円城寺祐毅
株式会社バイオテック富士
株式会社有明・潮風ファーム http://ariake-shiokaze.com
川添啓一
早津昌俊（早津みかん園）

長崎県 株式会社野元牧場
有限会社ファームまるだ

熊本県 ティーエムファーム合同会社
株式会社FFKベジテック
株式会社アグリ中九州
株式会社園田農園
株式会社果実堂
株式会社緒方農園
株式会社蜂の郷にしおか
石本勝也（いしもとファーム）
村上健次（村上園芸）
鍋嶋泰弘（鍋嶋農園）
有限会社アグリテック http://ytrc.jp/

大分県 株式会社めいじんファーム
株式会社油花
有限会社久住ワイナリー http://www.kuju-winery.co.jp

宮崎県 オカザキファーム株式会社
一般社団法人宮崎県酪農公社 http://www.m-chikusan.jp/
株式会社くしまアオイファーム http://kushima-aoifarm.com
株式会社リンクドプロビンズ
株式会社古澤畜産
松田朋和（松田農産）
藤丸和義（藤丸農園）
有限会社ファームヤマト http://www.rakuten.ne.jp/gold/yaoyamato/

鹿児島県 株式会社さかうえ
株式会社さくら農園 http://sakurafarms.jp
株式会社たかとみファーム
株式会社芝原
鹿児島農水株式会社
鹿児島堀口製茶有限会社
上鶴広己（上鶴畜産）
農業生産法人そのやま農園株式会社 http://www.sonoyama-farm.com
有限会社マルユ湯通堂青果 http://www.yuthudo.co.jp
有限会社沖農園
有限会社池田製茶
有限会社美土里

沖縄県 山城栄徳（サンフルーツ糸満）
城間利幸
島袋勤（福樹園）
農業生産法人株式会社IKEHARA http://sunsetfarmokinawa.click/
農業生産法人株式会社クックソニア http://cooksonia.net/
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