（別紙）

２９年度第１回募集採択

採択農業法人等の名称（都道府県別）
管理地域

経営体名

北海道 株式会社NIKI・Hillsファーム
美瑛アグリサポート株式会社
有限会社園原農場
農事組合法人柏台生産組合
清水春樹
有限会社長沼ファーム
株式会社今井牧場
有限会社小山牧場
農事組合法人Jリード
株式会社川合農場
三浦賢悟（はるか農園）
株式会社ノールフロマージュ
青森県 株式会社つがる
合同会社未来のひかり
岩手県 株式会社菅野農園
宮城県 株式会社原グリーンサービス
農事組合法人仙台イーストカントリー
農事組合法人井土生産組合
農事組合法人みずほファーミング
秋田県 株式会社バイテックファーム大館
有限会社アグリ川田
農事組合法人かみさんない
株式会社RICEBALL
農事組合法人上黒土
農事組合法人おばこ食品
なるせ農園株式会社
山形県 株式会社福寿館
株式会社モス山形
有限会社オキツローズナーセリー
有限会社クリタ園芸
佐藤和愛（うばふところ）
福島県 株式会社八幡
茨城県 有限会社ユニオンファーム
太田健（太田農園）
八進緑産株式会社
栃木県 合同会社日の出農産
稲葉功（稲葉農園）
群馬県 株式会社小林グリーンファーム
埼玉県 株式会社新井園本店
有限会社篠山堂
保延辰夫（保延牧場）
荒田正彦（荒田ファ－ム）
合同会社狭山落合農産
株式会社CTIフロンティア
千葉県 株式会社房の駅農場
株式会社切替農園
阿部慎伸（BOB FARM WORKS）
株式会社オスミックファーム八街
有限会社藤﨑農場
株式会社アグリスリー
有限会社小堀屋畜産
神奈川県 なないろ畑株式会社
山梨県 有限会社イズミ農園
有限会社黒富士農場
たまらんど株式会社
岐阜県 有限会社東野
有限会社橋場農園
静岡県 井原学（ihalabo）
農事組合法人丸榮
株式会社アースグリーンファーム
上中通寿（かみなか農場）
ホットファーム株式会社
株式会社大濱屋
愛知県 有限会社小笠原牧場
有限会社日研農園
三重県 特定非営利活動法人あぐりの杜
有限会社大仲ばら園
有限会社亀井園芸
新潟県 株式会社清耕園ファーム
株式会社丸金
株式会社コロナアグリ
有限会社シンムラ
ピーチビレッジ刈羽株式会社

ホームページURL

https://naganumafarm.localinfo.jp/
http://j-lead.com

http://www.idoseisan.net/
http://mizuho-f.or.jp

http://www.riceball.club

http://mos-yamagata.com/
http://www.okitsu-rose.com

http://www.union-farm.com/index.html

http://www.sayama-ochiainousan.com
http://www.ctie.com.jp/company/group/frontier.htm1

http://osmicfarm.co.jp
http://www.fujisaki-farm.com
http://agrithree.com/
http://nanairobatake.com/
http://www.kurofuji.com
http://www.tama-land.com/
http://e-higashino.com/
http://www.hasibanouen.net
http://earth-green-farm.jp/
http://www.kawaneasagirien.jp
http://www.hot-farm.net/
http://www.nikken-n.com
http://agrinomori.com/
http://www.seikouen-farm.jp
http://www.corona-agri.co.jp
http://www.shinmura-group.com/
http://pvk.co.jp/tourinbo/

管理地域

経営体名

富山県 アイエッチファーム株式会社
有限会社床鍋養鶏
株式会社T-MARKS
石川県 西田幸恵（西田農園）
井村辰二郎（金沢農業）
有限会社グリーン・ハート
株式会社スギヨファーム
株式会社KONGO AGLEAD FARM
農事組合法人きずな
福井県 合同会社上田農園
林治巳
松浦悦治（松浦農園）
株式会社大野農園
長野県 株式会社栄農人
土屋進（土屋畜産）
松村曉生（おぐらやま農場）
有限会社ティーエム
株式会社たかやまワイン農園
きのこの森有限会社
滋賀県 有限会社古株牧場
グリーンエコスター株式会社
たぐち農産株式会社
有限会社永源寺マルベリー
株式会社オーネット農場
京都府 株式会社ヴィレッジトラストつくだ農園
株式会社村田農園
秋田耕司（秋田農園）
株式会社あぐり翔之屋
大阪府 浅岡弘二（アーバンファームASAOKA）
中島光博（Green Groove）
兵庫県 藤原明（藤原農園）
上垣康成（わはは牧場）
田中久工（田中畜産）
有限会社ワタミファーム
有限会社イザナギ開発
奈良県 奥口史朗（オクグチファーム）
馬場直明（馬場農園）
竹村雅司（竹村養鶏場）
和歌山県 小川真司（小川農園）
橋本進（橋本自然農苑）
特定非営利活動法人にこにこのうえん
島根県 農事組合法人コスモアグリ
株式会社未来サポートさだ
竹内直実（竹内ぶどう園）
有限会社サングリーン開発
有限会社スプラウト島根
有限会社桜江町桑茶生産組合
ハウスプラント株式会社
高橋裕典
岡山県 株式会社岡山フルーツ農園
アルム株式会社
広島県 株式会社福本農産
農事組合法人世羅幸水農園
山口県 農事組合法人ファームつるの里
株式会社ゆめファーム
徳島県 有限会社樫山農園
香川県 株式会社尾野農園
愛媛県 菊池真太
高知県 久保康次（久保農園）
有限会社はたやま夢楽
下村晃廣
松村和隆
株式会社南国スタイル
石川享照（石川農社）
農事組合法人香北椎茸組合
株式会社堀 おかざき農園
福岡県 安武尚（安武みかん園）
花田愛（テヌータカンピフレグレイ）
手島満寿男
古賀 龍二（龍ちゃん農園）
佐賀県 野田雄大
株式会社有明・潮風ファーム
長崎県 株式会社岩永園芸
株式会社しまばら創生
株式会社杉田農園
株式会社柳ファーム
有限会社きのこ屋

ホームページURL

http://tokonabeyoukei.com/
http://www.saysfarm.com/
http://www.nishitanouen.com/
http://sugiyofarm.jp
http://gengorou-mai.jimdo.com/

http://www.kingofkinoko.com/
http://www.ogurayamashop.com/
http://tm-hakuba.com/
http://www.kokabu.co.jp/
http://www.eigenji.net/mulberry/
http://www.villagetｒust-tsukudafaｒm.com
http://www.facebook.com/welshonion
http://www.urbanfarm-asaoka.com
http://fujiwaranouen.com/

http://www.tamago-takemura.com
http://hashimoto-farm.net
http://www.nikonikonouen.com/

http://www.kuwakuwa.tv
http://www.okafuru.com/
http://armnosato.jp

http://www.akikawabokuen.com
http://www.ono-farm.com/
http://www.ehime-mikan.com
http://www.tosajiro.com

http://www.okazakinohen.com

http://ariake-shiokaze.com
http://www.shimabara-sousei.co.jp
http://www.hirado-kinokoya.com/

管理地域

経営体名

熊本県 株式会社佐々牧場
有限会社中原温室
有限会社月尾企画
小島祐靖（小島農園）
川上喬司（かわかみ専業農園）
合同会社ファームサービス
株式会社木村デーリィファーム
株式会社ろのわ
株式会社それいゆアグリ
有限会社原農場
宮崎県 有限会社木村農園
ベジエイト株式会社
株式会社サイトーファーム
横井嘉次郎
有限会社ファームヤマト
株式会社英楽
有限会社ビッグファーム
鹿児島県 株式会社新保農園
諏訪園一吉（諏訪園農園）
有限会社エスランドル
株式会社ハクシン農園
株式会社だいち
有限会社勝目製茶園
株式会社ハヤシ
沖縄県 農業生産法人株式会社マルシェ沖縄
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
アーミファーム株式会社
赤嶺道彦（畑道）

ホームページURL

http://nakahara-onshitsu.com/

http://www.lonowa.com

https://www.saitoh-bokujyo.jp
http://www.rakuten.ne.jp/gold/yaoyamato/
http://musodori.co.jp/company/

http://www.gokuri.co.jp

http://www.hayashi-green.jp
http://www.aamifarm.com/

