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管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 アットファーム株式会社
ダイヤモンド十勝株式会社
株式会社esaki https://www.esaki-family.com/
株式会社TACSしべちゃ
株式会社クオリティ・オブ・ライフ
株式会社なかしゅんべつ未来牧場
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
株式会社ファーム・ミリオン http://farm-million.com/
株式会社フラワーファーム大花園 http://www7b.biglobe.ne.jp/~sizen-mankitu/
株式会社ほそかわ農場
株式会社ユニバース
株式会社伊藤デイリー
株式会社希興 http://kikou-chikusan.jimdo.com/
株式会社久保農園
株式会社小泉農場
株式会社庄司農場
株式会社真田農場
株式会社神門 http://jinmon.jp/
株式会社清友ファーム
株式会社大野ファーム http://www.oonofarm.jp/
株式会社竹田
株式会社中田農園
株式会社東神楽温室園芸
株式会社日高はなはなファーム
株式会社平川ファーム
株式会社北栄ファーム http://www.hokueifarm.co.jp
株式会社余市和田農園
菊地雄介（菊地雄介牧場）
吉川與蔵
吉田屋ファーム株式会社
合同会社アグリアース
合同会社宮田農園
合同会社農場たつかーむ http://www.tatukam.jp
佐藤宏樹（佐藤農場）
坂井英樹（坂井ファーム）
新篠津つちから農場株式会社
成瀬雅樹（成瀬雅樹牧場）
太田義正（太田牧場）
谷水文夫（谷水牧場）
中野ファーム株式会社 https://www.nakano-farm.com
農事組合法人Jリード http://j-lead.com
農事組合法人あさひ
農事組合法人ほのか
農事組合法人旭農場
萩原拓也（萩原牧場）
平川賢一（ひらかわ牧場）
有限会社イリファーム
有限会社グリーンテーブル http://www.takizawawinery.jp
有限会社サンライズ
有限会社フジワラ・ファーム
有限会社伊藤畜産 http://www.nemuro-footpath.com/gyuu/
有限会社山上産業
有限会社西神楽夢民村 http://www.muminmura.com/corp/
有限会社太田農園 http://www16.plala.or.jp/ootafarm/index.html
有限会社竹下牧場 http://www.takeshitafarm.com
有限会社天恵農場
有限会社渡辺農場 http://farm-watanabe.net/
有限会社湯地の丘自然農園
有限会社当麻グリーンライフ http://www.tohmagreenlife.co.jp
有限会社藤井牧場 http://www.fujii-bokujo.com/
有限会社藤沢牧場 http://www.evergreen.st/
有限会社藤田農園
有限会社浜田観光果樹園 http://www.hamada-en.com
有限会社別海町酪農研修牧場 http://betsukai-kenboku.jp
有限会社北伸農場
有限会社未瑠来ファーム

青森県 株式会社宮古農園
株式会社松山ハーブ農園 http://www.blackgarlic.jp
株式会社森の中の果樹園 http://www.morikaju.jp
株式会社青森りんごランド http://www.ringoland.co.jp
工藤秀平（工藤農園） http://applegifter.com/
弘果りんご園株式会社

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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佐藤隆治（隆昭園）
村田睦夫
沢目公宏
農事組合法人藤崎営農組合
有限会社ときわねっと
有限会社ゆめりんご http://yumeringo.net
有限会社奈良岡ファーム

岩手県 いわて門崎丑牧場有限会社
株式会社T＆Gバイオナーサリー
株式会社アンドファーム
株式会社サラダファーム http://salad-farm.jp/
酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）
農事組合法人となん
有限会社紫波農園
有限会社田鎖農園
有限会社北一農

宮城県 NGA株式会社
株式会社一苺一笑 http://ichiichigo.com/
株式会社宮城リスタ大川
株式会社燦燦園
渡辺重貴（くまっこ農園） http://kumakko.info/
農事組合法人井土生産組合 http://www.idoseisan.net/
農事組合法人玉浦南部生産組合
農事組合法人水鳥
有限会社アグリードなるせ http://agriead.jp/
有限会社ダイアファーム
有限会社ハニーローズなんごう
有限会社薬師農産

秋田県 安藤賢蔵
株式会社あぐりっこ大館
株式会社たかのすファーム http://www.takanosufarm.co.jp
株式会社佐藤ファーム http://satofarmakita.com/
株式会社松本カーコーポレーション
株式会社真瀬ファーム http://masefarm.com/
佐藤清人（さくら農園）
農事組合法人三関ファーム
農事組合法人種沢ファーム
農事組合法人大茂内
農事組合法人樽見内耕新農場
農事組合法人中北手ファーム
有限会社モコ
有限会社大野台グリーンファーム
有限会社大和農園
有限会社農業生産法人あきたファーム

山形県 さとう農園株式会社 http://www.satou-nouen.co.jp
奥山秀（おくやまスマイル農園）
株式会社アンスリーファーム
株式会社トリム
株式会社はなはな http://www.hanahana.co.jp
株式会社和壌
合同会社紺野農園
佐藤春樹（森の家）
大森山牧場株式会社
農事組合法人サンファームしらたか http://www.sgic.jp/sunfarm/
農事組合法人ファーム北平田
農事組合法人みます元氣村
有限会社長沼ファーム

福島県 アグリあぶくま株式会社
あぐり勝方株式会社
株式会社アグリフィールド矢吹
株式会社エガワコントラクター
株式会社みなもと農園 http://athome-yamasyo.com/
株式会社希望ファーム
株式会社大竹園芸
株式会社緑里
感謝農園平井株式会社 http://www.kanshanouen.com
佐藤佐市（西谷さとう農園）
特定非営利活動法人Jin
有限会社エム・ガーデン
有限会社たんがらふぁーむ
有限会社ドットネット http://aizu-net.net/
有限会社伊達水蜜園

茨城県 JA北つくばアグリファーム株式会社
NCSアグリサポート株式会社
株式会社HATAKEカンパニー http://hatake.co.jp/
株式会社Tedy http://www.tedy.jp/
株式会社ドロップ https://dropfarm.jp/
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株式会社ひたち農園 http://www.okukujiran.com/company/
株式会社益子農林
株式会社田口農園
株式会社髙木農園
特定非営利活動法人つくばアグリチャレンジ http://www.gokigenfarm.com
農事組合法人白鳥干いも生産組合 http://shiratori-farm.co.jp
飯塚　利幸
福山久之（ハーブスマンs） http://www.herbsmans.com/
有限会社スズキファーム
有限会社ユニオンファーム http://www.union-farm.com/index.html
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp/
有限会社森ファームサービス http://www.morifarm.co.jp
栁田栄一 http://yanagita-nouen.wixsite.com/yanagita-nouen

栃木県 Berry Good farm株式会社
オオタカ株式会社
株式会社58ロハスファーム http://www.58gc.com
株式会社JAアグリうつのみや
株式会社ジェイイーティファーム http://www.jetfarm.co.jp
株式会社ダイチ
株式会社チーム那須
株式会社松井牧場
大塚バラ園
有限会社ECO山本 http://eco-yamamoto.com
有限会社那須バイオファーム http://www.nasbiofarm.jp

群馬県 F2ファームファーマーズ株式会社 http://f2farmfarmers.com/
がってん野菜合同会社
グリンリーフ株式会社 http://www.akn.jp/index.php
遠藤周
株式会社国太郎
株式会社赤城M’ｓローズ http://akagimsrose.com/
株式会社野菜くらぶ http://www.yasaiclub.co.jp
農事組合法人元気ファーム20
富岡和行（富岡牧場）
有限会社竹内園芸　群馬農場 http://www.takeuchi-yasainae.com
有限会社品川牧場

埼玉県 アルファイノベーション株式会社 http://www.alpha-innovation.co.jp/
イオンアグリ創造株式会社　埼玉久喜農場 http://www.aeon.jp/agricreate/
井田精一（井田農園）
河田三也（河田ばら園） http://kawatabaraen.wixsite.com/kawata
株式会社i-MilkFactory
株式会社いるま野アグリ
株式会社かぞ農業公社
株式会社マイファーム http://myfarm.co.jp/
株式会社横田農園 http://www.y-farm.com
株式会社誠農社 http://www.seinousha.com
株式会社農業舎
荒田正彦（荒田ファ－ム）
合同会社黒澤農園
合同会社守屋農園
森谷進
深田武雄
神田大嗣
大塚悟 http://satoru-farm.jp/
道谷利明（道谷農園）
農事組合法人ハイフラワー http://www.haiflower.or.jp/
木村友和 http://ichigo-kobo.com/kimuraya/
有限会社ファームヤード http://farmyard.co.jp/
有限会社篠山堂
有限会社新井牧場

千葉県 越川利雄
遠藤佐和子（遠藤ファームＡｔ）
株式会社スズヤス http://suzuyasu.jp/
株式会社ベジフルファーム
株式会社高梨農園 http://takanashi-nouen.co.jp/
株式会社切替農園
岩井正明
吉田邦雄
宮野秀平
合同会社シェアガーデン
佐藤宣幸（エヌエスファーム）
山木幸介（三つ豆ファーム）
柴海祐也（柴海農園）
若月一成（若月牧場）
杉本弘道（佐原ベリーファーム） http://sawaraberryfarm.com
千葉エッグファーム有限会社
船木輝夫
田邉純一（与五右衛門）
有限会社たくみの里 http://takuminosato.eco.coocan.jp
有限会社多古農産
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留守剛（留守農場）
東京都 磯沼正徳（磯沼ミルクファーム） http://isonuma-farm.com/

横山暁（横山園芸）
株式会社いなげやドリームファーム
近藤美保子（近藤ファーム） https://www.kondofarm-tokyo.com/
清水陸央（清水牧場）
田中永治
北島一夫（北島牧場）
柳川貴嗣（ヤナガワファーム）
有限会社健康自然工房 http://88838.net/

神奈川県 株式会社永田農園 http://www.nagata-farm.co.jp/
門倉麻紀子（門倉農園　ユアーズガーデン） http://yoursgarden.net/
有限会社八百辰 http://www.yaotatsu.co.jp

山梨県 レッドファーム株式会社 http://redfarm.jp
株式会社hototo http://hototo.jp/
株式会社えべし http://ebeshi.com
株式会社ハイチック http://www.hychick.co.jp/
株式会社斎庵 http://www.saianinc.com
株式会社三空ナチュラルライフ
株式会社浅間園 http://www.ykj.or.jp/asamaen
五味葡萄酒株式会社
合資会社グリニッシュ
中瀬修（山梨ブルーラインふぁーむ）
八ヶ岳ピースファーム株式会社
有限会社イズミ農園

岐阜県 臼井節雄（臼井牧場）
株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp
岐阜アグリフーズ株式会社 http://gifu-agrifoods.jp
郷アグリ株式会社
石川右木子（石川農園） http://www.ishikawafarm.com
農事組合法人　南ひだ羽根ファーム
農事組合法人　明方畜産
農事組合法人アグリアシスト中野方
白木義弘（グリーンハウスシラキ）
有限会社サポートいび
有限会社ロッセ農場
有限会社橋場農園 http://www.hasibanouen.net
有限会社三輪北農産
有限会社東野 http://e-higashino.com/

静岡県 やまも製茶株式会社 http://yamamo-tea.jp
榎本浩（榎本農園）
遠州森鈴木農園株式会社 http://www.ensyumori-suzukinouen.com
岡澤英雄（岡澤農園）
河部好志（ヤマイ農園）
株式会社Veggy
株式会社アグリビジネスリーディング http://www.minamiizu-kometen.jp
株式会社とやま農園
株式会社パシオス
株式会社ハラダ製茶農園
株式会社焼津冷凍 http://www.yaizureito.co.jp/
株式会社浅羽農園
株式会社大石農園
株式会社大濱屋
佐野敏浩（佐野農園）
三浦清市（カネトウ三浦園） http://kanetoumiuraen.shop-pro.jp/
松下芳春（松下園） http://suppinn.com/
新野敏晴（ニイノファーム）
杉本素男
大西辰幸（大西農園　Veggy）
中條文義（中條メロン園）
朝霧メイプルファーム有限会社 http://www.maplefarm.jp/
土屋慎一郎（土屋とまと）
日下和明（日下農園）
農業生産法人株式会社うまヘルシー
農業生産法人株式会社荒畑農園 http://www.arahataen.com
農業法人株式会社モスファーム http://www.mossfarm.jp
農事組合法人ジャパンベリー http://www.japanberry.net/
農事組合法人川根美味しいたけ http://www.oishiitake.jp/
有限会社アイエーエフ石塚
有限会社グリーンオニオン
有限会社高橋水耕
有限会社佐束ファーム
有限会社佐野ファーム
有限会社福田商店 http://www.yamago.co.jp
鈴木重彦（しげちゃん農園）
鈴木宣仁（ひかり農園） http://hikarinouen.hamazo.tv

愛知県 株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp
株式会社にいみ農園
株式会社マーコ http://mak-asf.com/
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株式会社杉田組
株式会社赤羽根PVファーム
株式会社中甲 http://www.nakakou.co.jp
関谷醸造株式会社
山口 光弘
市川茂弘（市川トラクター）
自然フーズ株式会社
長田昌利（長田農園）
有限会社アグリ尾張中央
有限会社コスズグリーンサービス
有限会社小笠原牧場

三重県 株式会社あぐりん伊勢
株式会社三重グローイング
株式会社三重ヒヨコ
株式会社小林農産 http://www.kobayashi-agri.co.jp
株式会社和田金ファーム
高木基博（高木農園）
杉野吉彦
特定非営利活動法人あぐりの杜 http://agrinomori.com/
有限会社エイエムシイ

新潟県 株式会社JAファーム佐渡 http://www.ja-sado-niigata.or.jp/Mainmenu/22_works/J_farm/farm_index.html
株式会社あぐ里能生
株式会社ベジ・アビオ
株式会社ミナミ
株式会社もりばやし
株式会社越後の里アグリ富岡
株式会社黒鳥枝豆研究所 https://www.facebook.com/edamamerabo
株式会社佐渡島黒ファーム
株式会社東山ファーム
株式会社米杜氏農場
公益財団法人山北産業振興公社
小田大（ＯＤＡホワイトフラワー）
水澤勝栄（水澤園芸） http://www.moois.jp
長岡やさい耕房株式会社 http://nagaokayasaikobo.hp.gogo.jp
徳永　稔
農事組合法人あぜ道 http://www.uonuma-azemichi.com/
農事組合法人ぼうがね
有限会社ＳＫフロンティア
有限会社グリーンファーム清里 http://www.greenfarm-kiyosato.com
有限会社シンムラ http://www.shinmura-group.com/
有限会社たてこし http://tatekoshi.com
有限会社ときめき農産
有限会社妻有工房かわきた
有限会社徳永農園 http://www.tokunaga-f.co.jp
有限会社白根グレープガーデン
有限会社板屋農産
有限会社番屋農産

富山県 みずほ農場株式会社
宇川農産 宇川傳治
株式会社JAアグリサポート高岡
株式会社Staygoldてらだファーム http://terada-farm.com/
株式会社T-MARKS http://www.saysfarm.com/
株式会社渋谷農園
合同会社NICE FARM https://nicefarm.jimdo.com/about-1/
樽蔵産業株式会社 http://www.taruzo.jp
農業生産法人土のちから株式会社
農事組合法人あしつきの郷 http://ashisato.jp/
農事組合法人いこいの杜
農事組合法人うぶすな
農事組合法人浦山12区
有限会社カナダ農園 http://www.farm-kanada.com
有限会社カンダファーム
有限会社さくさく村 http://www.oisii.jp
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
有限会社窪田農産
有限会社小原営農センター
有限会社床鍋養鶏 http://tokonabeyoukei.com/

石川県 ナチュラルスタイルあずまファーム
株式会社OkuruSky http://www.okurusky.com
株式会社アグリシア http://agurishia.hp.gogo.jp/pc/
株式会社グッチファーム
株式会社なっぱ会 http://nappakai.net
株式会社営農福井
株式会社米澤農園
山崎啓子（山崎農園） http://www.notojima-ajisai26.jp
中谷勝治（なかや菜園）
農事組合法人　竹橋営農組合
有限会社グリーンアース杉浦 http://www.greenearth-sugiura.com/
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有限会社クリエートファーム松任
有限会社フロンティアはら
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp/index.html
有限会社丸山ぶどう園 http://maruyama-budouen.com
有限会社三共農園 http://www.furulan.com
有限会社北海道ワイン能登ヴィンヤード

福井県 株式会社若狭の恵 http://www.wakasa-megumi.jp
吉田　善久
農事組合法人鳥浜営農生産組合

長野県 アスパラマル株式会社 http://www.asparamaru.co.jp
ピアブランカ株式会社 http://pierblanca.com/
株式会社Su-eat
株式会社あずみ野エコファーム
株式会社おおぐし農園2 http://oogushi-farm2.co.jp/
株式会社なかひら農場
株式会社ハルディン http://www.jsjardin.co.jp/
株式会社信州畑工房 http://www.natsuichigo.com/
株式会社大鹿里山市場 http://ooshika-satoyama.com
株式会社大島農園
合同会社ケイ・アイ・ナーセリー
佐藤勝彦（佐藤牧場）
坂下理人（坂下農園）
植松高浩
信州バイオファーム有限会社 http://www.yuukikurabu.com
長野ハーブガーデン有限会社 http://www.herbfan.com
楠わいなりー株式会社 http://www.kusunoki-winery.com/
農業生産法人こもろ布引いちご園株式会社 http://www.ichigodaira.com/
農事組合法人ずくだせ農場 http://momotarou1.wixsite.com/zukudase
農事組合法人高井富士畜産組合
農事組合法人大鹿ナチュラルファーム
農事組合法人木の花ファミリー http://www.konohana-family.org/
有限会社アマリファーム
有限会社いいやま
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
有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
有限会社マルヨ
有限会社於多屋農場
有限会社細田農産 http://www.hosoda-nousan.co.jp
有限会社小松園芸
有限会社小田切牧場
有限会社雪国
有限会社大熊えのき
林亮（organic farm88） http://farm88.jp/

滋賀県 ヤンマーシンビオシス株式会社 https://www.yanmar.com/jp/about/company/yss/
宇野清次（宇野農園）
横井貴志（お米農家のよこい） http://yokoifarm.jp
垣見治夫（垣見農園）
株式会社イカリファーム http://www.ikarifarm.com
株式会社グリーンちゅうず http://www.green-chuzu.jp
株式会社コメック
株式会社ファームタケヤマ http://www.f-takeyama.com/
株式会社まる亀こうし牧場 http://marukamekoushistockfarm.web.fc2.com/
株式会社みやもと農園
株式会社近江グリーンファーム
株式会社南農園 http://minaminouen.la.coocan.jp/
吉田農園株式会社 https://www.yof21.com
月田晴男（つきだ農産）
高寺智之
今井國正（今井國正農園）
坂下道良（楽農舎なごみの里観光農園） https://rakuno-shya.jimdo.com/
小杉豊
西出登志和
川南善明（川南農園）
中井榮夫（A.M.Aファミリーズ榮農場）
田渕竹男（田渕農場）
特定非営利活動法人　縁活
柏本農園株式会社
有限会社あいの土山
有限会社グリーンサポートこうか
有限会社グリーンサポート新旭
有限会社グリーン藤栄 http://g-toei.com/
有限会社親和
和田喜蔵（和田農園）

京都府 安井博良（安井農園）
株式会社あぐり翔之屋
株式会社いずみ
株式会社ファームきぬがわ
株式会社マイファーム http://myfarm.co.jp/
株式会社京都知七 http://www.kyoto-tomohichi.jp/
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株式会社山末農園 http://www.yamasue-farm.com
株式会社渋谷農園
株式会社西陣屋 http://www.nisijinya.com
株式会社村瀬農産
株式会社中嶋農園 http://nakajima-nougyou.com/
株式会社仲碾茶加工
株式会社天野 http://www.tennoo.co.jp/
株式会社杜若園芸 http://www.tojaku.co.jp/
株式会社八百一の郷 http://www.kyoto-yaoichi.co.jp/
佐野武史
三﨑要（三﨑農園）
四方節也（四方ファーム）
植和田重雄（植和田園）
梅本修（EM自然農法　梅本農場）
有限会社るり渓やぎ農園 http://www.ruri-yagi.com
有限会社京都ファーム
有限会社童仙房茶舗 http://dosenbo-chaho.com

大阪府 岡田農園
株式会社Special Food.J http://naniwa-kuroushi.com/
株式会社岸和田観光農園 http://www.kishiwada-f.jp
株式会社農業生産法人　永徳園
橋本ファミリーファーム
古川雅英（古川農園） http://furunou.com
射手矢農園株式会社 http://www.tamanegi.tv/
松本利夫（松本農園）
成田ふぁーむ
西川光一（にしかわ農園）
中塚雅弘
農事組合法人　農園たかはし
有限会社北摂協同農場

兵庫県 株式会社A&H http://www.aandh.jp
株式会社おおにし農園 http://www.onishi-farm.com
株式会社ささ営農
株式会社芦田ポートリー http://ashidapoultry.jimdo.com
株式会社近藤農産
株式会社中塚農園
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
溝田泰司
今井一男（今井ファーム） http://www.rakuten.co.jp/imaifarm/
森下常昭（新屋エンゲイ） https://www.atarashiya-engei.com
清水敏正
青木謙三
川岸牧場（川岸裕人）
別所とれとれ市場（堀内良深）

奈良県 岩田文明（月ヶ瀬健康茶園） http://www.tukicha.com
寺田農園株式会社 http://www.teradafarm.com
有限会社J1･タケダファーム

和歌山県 株式会社JAファームわかやま
株式会社紀州本庄うめよし http://umeyoshi.com/
畑義人（畑伝）

鳥取県 株式会社グリーンファーム大黒
株式会社フジオファーム
株式会社リノベートアグリおがも
株式会社諸遊農場
株式会社齋藤農園
合同会社ふれあい
村岡武士
農事組合法人陣構茶生産組合
平田　豊
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp
有限会社岡野農場

島根県 岡　俊繁（岡農産）
株式会社いづも農縁 http://izmo.jp
株式会社農援隊 http://agri-s.jp/
日置正春
農事組合法人日登牧場
有限会社アグリコントラクター http://www.dandannasi-aguri.jp/
有限会社アグリみと http://www.iwami.or.jp/kusakazu/
有限会社だんだんファーム掛合 http://www2.i-yume.ne.jp/~dandan-f/
有限会社桜江町桑茶生産組合 http://www.kuwakuwa.tv
有限会社松江ファミリー農園
有限会社福田ファーム http://fukuda-farm.jp/
有限会社木村有機農園 https://kimura-organicfarm.com/

岡山県 きしだや株式会社 http://www.kishidaya.co.jp
観空産業株式会社
清友輝信（清友園芸直売所）
農業法人株式会社Ｄ＆Ｔファーム http://www.dt-farm.com/
有限会社アグリ元気岡山 http://www.noumaru.jp/
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有限会社美作農園 http://mimaen.co.jp/index.html
髙橋農産株式会社 http://bashitaka.com

広島県 アグリ・アライアンス株式会社
株式会社Beemonte http://www.8ya-888.com/
株式会社トペコおばら
株式会社プローバホールディングス http://www.provanet.co.jp/
株式会社ももしま観光農園
株式会社中電工ワールドファーム
株式会社百姓屋
川根柚子協同組合
有限会社こめ奉行
有限会社ゆう食品 http://www.nirenokifarm.com/
有限会社桑田の庄
有限会社森崎農園

山口県 阿東セントラルファーム株式会社
株式会社ファームランド http://nz360.jp
株式会社ゆめファーム http://www.akikawabokuen.com
株式会社三井田農園
株式会社出雲ファーム http://www.izumo-farm.jp/
株式会社林檎の樹らら
農事組合法人ほんごうファーム
農事組合法人嘉年ハイランド
農事組合法人川西
末永農園株式会社
有限会社アグリランド・ミスミ
有限会社梶岡牧場
有限会社小野養豚
有限会社萩見蘭牧場

徳島県 株式会社カネイファーム http://kaneifarm.com
株式会社リバーファーム http://www.river-farm.com/
株式会社黄金の村 http://ogonnomura.jp
株式会社岩見農園
株式会社徳島サリナス
義岡ファーム株式会社
吉岡秀樹（吉岡秀樹農園）
合同会社丸木屋農園
村田真通（村田農園）
長谷川伸一（長谷川農園）
長谷川陽介(長谷川農園）
有限会社阿波キャトル
有限会社丸正
有限会社柴生農園
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com
有限会社住友フーズ
有限会社竹内園芸 http://www.takeuchi-yasainae.com/

香川県 株式会社さぬきベジファーム
株式会社横田農園
株式会社三豊ファームサービス
株式会社中田養蜂
株式会社猪熊農園
吉村一成（よしむら農園） http://www.yoshimuranouen.com
空浮合同会社 http://sorauki.wixsite.com/site
佐藤正英（佐藤農園） http://vsatosan.sakura.ne.jp/about/index.html
松原博文（松原牧場）
中田仁（なかた農園）
土井農園株式会社
農事組合法人綾川花卉園生産組合
有限会社KOMATSU GARDEN DESIGN http://www.lairsacre.com/
有限会社石川農園
芟藪健司

愛媛県 株式会社クウネルファーム
株式会社テレファーム http://www.telefarm.net/
株式会社ニュウズ http://www.news-mikan.com
株式会社小林果園
株式会社百姓百品村 https://www.100pingroup.com
農事組合法人たいよう農園
矢野秀久

高知県 株式会社サンビレッジ四万十 http://www.village-kageno.jp
株式会社トマトの村 http://tomatonomura.jimdo.com/

福岡県 ファゼンダかじわら合同会社
梶塚信弘
株式会社すまいるファーム http://www.smilefarm.co.jp/
株式会社セイル・オン
株式会社ユーアス
株式会社愛菜華田中ファーム
楢﨑光輝
農事組合法人湊営農組合
野中 茂康（サキュレントファーム　モコポコ） http://www.mokopoko.com
和農BARU株式会社
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佐賀県 株式会社アマノ園芸 http://amanofarm.jp/
株式会社イケマコ
株式会社オカダファーム
株式会社ライスシャワー多久
株式会社麻生園芸 http://www.asou-engei.com
佐々木励（ささき農園） http://sasakinouen831.com
石橋健一（石橋果樹園）
有限会社伊万里グリーンファーム http://imari-gf.com

長崎県 バイオファーム株式会社
一般財団法人対馬市農業振興公社
株式会社アグリ・コーポレーション http://osyaburi.jp/
株式会社しまばら創生 http://www.shimabara-sousei.co.jp
株式会社壱岐の潮風
株式会社山開産商
株式会社大地のいのち https://daichi-inochi.com
緒方秀雄
大山学
姫野靖雄
末吉　久美
濵道清市

熊本県 セブンフーズ株式会社
株式会社ASO AGROSSTYLE 　 http://aso-taichan.com
株式会社アグリ中九州
株式会社アグリ飽田
株式会社オオヤブデイリーファーム http://www.oyabudairyfarms.com
株式会社阿蘇村上農場
株式会社果実堂
株式会社松田農場
株式会社上田園芸
三原勉（三原農園）
特定非営利活動法人オレンジワークの会
農事組合法人熊本すぎかみ農場 http://sugikaminoujou.com/
矢仁田秀典（矢仁田農園）
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp
有限会社大倉第一農園

大分県 シセイ・アグリ株式会社 http://www.shisei-agri.com/
株式会社ohana本舗 http://www.ohana-honpo.com
株式会社ドリームファーマーズ http://dreamfarmers.jp/
株式会社めいじんファーム
城戸好信（城戸好信農園）
大塚和見（大塚きのこ園）
有限会社グリーンファーム久住
和泉陣（和泉農園）

宮崎県 株式会社ひむか野菜光房
株式会社みのり農園
株式会社奥野果樹園
株式会社加藤えのき
株式会社宮崎アグリアート http://miyazaki-agriart.com/
株式会社森ファーム宮崎 http://www.morifarms.co.jp/index.html
株式会社真ちゃんファーム http://shin-chan-farm.com/
甲斐太（南国農園）
小野田勉
森雅也（森とまと農園） https://www.mori-tomato.com/
日髙健太
農家とダイレクト株式会社 http://noka-direct.shop-pro.jp/
農事組合法人おびファーム
矢野弓広（矢野農園）
矢野祐一（矢野園芸）
矢野和久
有限会社シードカルチャー http://ayahayakawa.com/
有限会社ジェイファーム
有限会社ビッグファーム
有限会社高千穂ファーム
有限会社太陽ファ－ム http://makita-unso.com/taiyo

鹿児島県 かじや農産株式会社 http://www.kajiyanosan.co.jp/
ゆす村農園有限会社
旭ファーム株式会社
株式会社SOHファーム http://sohfarm.com
株式会社イートアロット http://www.eatalot.net/
株式会社カゴシマバンズ http://www.apcompany.jp
株式会社さかうえ
株式会社ゼロプラス
株式会社元幸産業
株式会社指宿やさいの王国
株式会社西ノ原商事
株式会社南九やさいの王国
株式会社髙﨑ファーム
久保薗貴政（久保薗農園）
中山重弘（中山農園）
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畑琢三（畑農園）
有限会社かごしま有機生産組合 http://kofa.jp/
有限会社サンフィールズ http://sun-fields.jp
有限会社坂之上製茶
有限会社大崎農園 http://www.oosaki-farm.com/
有限会社農業生産法人のざき
有限会社髙井田アグリ

沖縄県 アーミファーム株式会社 http://www.aamifarm.com/
ハウトゥリージェラート農業生産法人合同会社 http://www.hautree.net
近藤龍一（近藤農園）
山城正輝
上原正子（南山ファーム）
瑞慶覧盛朝（高平フルーツ）
田村昭
農業生産法人株式会社玉城パイン販売
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大嶺ファーム http://www.utopia-farm.net
有限会社カナンおきなわ http://www.canaan-farm.com/


