
（別紙） ２９年度第３回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 有限会社友夢牧場
株式会社竜西農場
有限会社浅野農場 http://www.asanofarm.com/
株式会社山本牧場
有限会社大原牧場
有限会社トミーランド
有限会社三好牧場
株式会社フラワーファーム大花園 http://www7b.biglobe.ne.jp/~sizen-mankitu/
株式会社中澤牧場
株式会社フローリカルチャーリストタカハシ
株式会社耕せ・にっぽん
株式会社マルシメおぬき
有限会社藤井牧場 http://www.fujii-bokujo.com
農事組合法人みなくるファーム
有限会社別海町酪農研修牧場 http://betsukai-kenboku.jp
森金蔵（森牧場）
有限会社金川牧場
有限会社北広牧場
荒敏恭（ありがとうファーム）
有限会社マキノファーム
株式会社けーあいファーム http://keiai-farm.com
株式会社グリーンヴァレー
株式会社平川ファーム
農事組合法人柏台生産組合
トカプチ株式会社 http://www.agrisystem.co.jp
株式会社菅原牧場
株式会社前田ファーム
株式会社十勝中央農場
株式会社豊栄削蹄
有限会社長沼ファーム https://naganumafarm.localinfo.jp/
株式会社ファーム・ミリオン http://farm-million.com/
吉田屋ファーム株式会社
株式会社なかしゅんべつ未来牧場
太陽建設株式会社
株式会社FReeee
株式会社流山
株式会社吉成農場
Ambitious Farm株式会社 http://ambitious-farm.co.jp/
有限会社レークヒル牧場
株式会社愛恵育場 http://www.animal-lab.com
農事組合法人ファームホークス
農事組合法人米道産
株式会社寳利農場

青森県 有限会社せいの農園 http://pureapple-seino.jp/
株式会社フォーシーズン http://www.geocities.jp/agriparkkon
農業生産法人四季菜にんにく株式会社 http://www.yoshidaya-garlic.jp/
原英輔（原牧場）
合同会社未来のひかり http://www.ooyufarm.com/
株式会社グリーンソウル
株式会社山本米菜園
蝦名正雄
相馬尚登 http://www.farm-sohma.com
有限会社沢田ファーム http://www.sawada-farm.com/
有限会社今蔵
漆畑ファーム株式会社

岩手県 有限会社猿子園芸
農事組合法人金田一営農組合 http://www.kindaiti.com/~einou/
農事組合法人水分農産
農事組合法人宮守川上流生産組合
有限会社すぐね http://www.sugune.jp/
有限会社鍋割川ユニオン http://nabewarigawa.shop-pro.jp
農事組合法人さらき
花ルンルン http://www.hana-runrun.com
有限会社あぐりらんど高松
農事組合法人岩手山麓デイリーサポート
農事組合法人　サンファーム小友
有限会社オフィス・ゆうとぴあ
全農畜産サービス株式会社 http://www.zcss.co.jp/

宮城県 有限会社大槻ファーム
株式会社カレントセラー
はるはなファーム株式会社
山元いちご農園株式会社
デリシャスファーム株式会社 http://www.delicious-farm.com/

採択農業法人等の名称（都道府県別）



管理地域 経営体名 ホームページURL

株式会社イグナルファーム
株式会社たいら http://taira-tome.com
株式会社石ノ森農場 http://www.ishinomori-farm.co.jp/
有限会社川口グリーンセンター http://www.greencenter.co.jp
株式会社みどりのみらい
有限会社蔵王あぐり

秋田県 有限会社折林ファーム
農事組合法人たねっこ
農事組合法人種沢ファーム
農事組合法人能代グリーンファーム常盤
株式会社ファーム鶯
有限会社なるほど舎 http://www.naruhodosya.co.jp/
農事組合法人向黒沢ファーム
農事組合法人北鷹ファーム
株式会社秋田農販 http://www.akitanohan.com
農事組合法人ファーム山谷
農事組合法人平沢ファーム
農事組合法人刈和野大綱ファーム
株式会社中条たまご秋田農場
白神農産株式会社
横手精工株式会社
全農畜産サービス株式会社　秋田SPF豚センターhttp://www.zcss.co.jp/

山形県 有限会社山形川西産直センター
有限会社後藤農場
農事組合法人りぞねっと http://www.risonet.or.jp/
有限会社蔵王ウッディファーム
有限会社新庄最上有機農業者協会 http://yuuki100.com
株式会社菅与
株式会社多田農園 http://www.tadanoen.com/
有限会社舟形マッシュルーム http://www.f-mush.com/
有限会社マッシュハウス最上 http://mushhouse.jp/
株式会社はなはな http://www.hanahana.co.jp
株式会社最上まいたけ http://www.mogami-maitake.co.jp
有限会社鶴岡グリーンファーム
株式会社奈良崎牧場
有限会社ワーコム農業研究所 http://www.wahcom.jp/
株式会社エヌシップ http://www.nship-group.com/
ねぎびとカンパニー株式会社 http://negibito.com/
中村利夫（N-Flower）
有限会社山形西部農産
農事組合法人あさひの輝き・まんてん
有限会社宝順
株式会社HIGUMAファーム http://www.higumaya.co.jp
株式会社結米屋
農事組合法人もとたて夢米倶楽部
株式会社稲2015
農事組合法人このこのファーム

福島県 株式会社T.Farming
大野農園株式会社
有限会社やまだズ https://www.yamadazu4410.jp/
荒井千賀子（森姫農園）
雪割牧場有限会社
株式会社喜多方キラリファーム23
株式会社渡部ふぁーむ
株式会社希望ファーム
合同会社みさき未来 http://misakimirai.com/
株式会社ネオテック
株式会社つながるファーム

茨城県 株式会社HATAKEカンパニー http://hatake.co.jp/
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
株式会社久松農園 http://hisamatsufarm.com/
有限会社ユニオンファーム http://www.union-farm.com/index.html
株式会社筑波農場
有限会社ファームオアシス http://www.farm-oasis.jp
株式会社鈴木牧場
やさと菜苑株式会社
有限会社水戸菜園
イオンアグリ創造株式会社　牛久農場 http://www.aeon.jp/agricreate/
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp/
有限会社丸エビ倶楽部
有限会社小橋農園
農事組合法人七会きのこ生産組合 http://nanakai-kinoko.net/
株式会社ローソンファーム茨城
篠塚光一
株式会社長田牧場
株式会社おひさま
梅原　一春
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株式会社レインボードリーム
有限会社　グリンハウス小山

栃木県 石川勝一
大越敦夫（大越農園）
イオンアグリ創造株式会社　宇都宮農場 http://www.aeon.jp/agricreate/
市川則之（市川牧場）
Berry Good farm株式会社
五月女農園
阿部梨園 http://abe-nashien.com
岡田農園
新井農園 http://www4.hp-ez.com/hp/arainouen
農業生産法人株式会社Clio Farmまがのしま http://clio-farm.co.jp

群馬県 有限会社あずま産直ねっと http://www.azuma-sun.co.jp/
有限会社竹内園芸　群馬農場 http://www.takeuchi-yasainae.com
有限会社古代米浦部農園 http://kodaimai.sakura.ne.jp
株式会社サイエンズ
有限会社品川牧場
がってん野菜合同会社
都丸悟（都丸農園）
株式会社ナーセリーハラサワ

埼玉県 株式会社内野農場
株式会社クレオ http://www.creo-greens.com
矢内克志（矢内農園牧家）
濱野恒（グリーンファーム岩槻）
小林孝之（小林花卉） http://www.kobayashikaki.com
アグリグリーン株式会社
株式会社関東地区昔がえりの会
アルファイノベーション株式会社 http://www.alpha-innovation.co.jp/
髙田茂
神田好秋（神田農園）
株式会社誠農社 http://www.seinousha.com
吉岡信一（吉岡農園）
斉藤敏子
株式会社グリーンファームらぱん http://gf-lapin.jp/
株式会社i-MilkFactory
株式会社CTIフロンティア http://www.ctie.co.jp/company/group/frontier.html
有限会社モリシゲ物産 http://www.morisige.co.jp
山口泰司（山口農園）
株式会社鹿田農場
アデリープランニング株式会社 http://www.sakutei.net/
荒田正彦（荒田ファ－ム）
農事組合法人 見沼八王子
TATA GREEN株式会社 http://tatagreen.jp/
農事組合法人安行グリ－ン http://angyogreen.jp/
海澤和弥（かいざわ農園）

千葉県 株式会社ハルディン http://www.jsjardin.co.jp/
有限会社高秀牧場
有限会社平山牧場
株式会社テンアップファーム
株式会社ファームキャンパス
安藤哲也
土佐英樹（土佐牧場）
山本京子（八街ふれ愛オーガニックファーム） http://fureai-organic.com
株式会社一新ファーム
田山博之
佐藤宣幸（エヌエスファーム）
株式会社スノー・フィード・サービス http://showa-express.com/sfs/
株式会社越川ファーム
竹川英識（さいのね畑） http://www.sainone.com/
株式会社勘兵衛
農事組合法人堀川西営農組合
伊藤和子（伊藤牧場）
柴田康久（柴田農場）
農事組合法人北小町ファーム
農事組合法人花の生産舎組合
株式会社アグリ大里
株式会社理想郷
株式会社美代ファーム

東京都 近藤隆幸（満天ファーム）
中里茂
関健一（関ファーム） http://www.seki-farm.jp
中西一弘（中西ファーム）
島野尚正（島野農園）

神奈川県 有限会社八百辰 http://www.yaotatsu.co.jp
渡邊昭（渡辺花園）
長谷川功（長谷川農園）
神崎知久（農援・花とくらし）
有限会社第二十一作業所
株式会社ゆうゆう農場 http://youyou-farm.com/
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山梨県 有限会社マルサフルーツ古屋農園 http://www.marusa-f.co.jp/
株式会社サラダボウル http://www.salad-bowl.jp/
株式会社hototo http://hototo.jp/
株式会社勝栄 http://www.nakamuranojo.com
株式会社アグリ甲斐
宮川良雄（ピア・境川）

岐阜県 株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp
わかば農園株式会社
株式会社堀部
有限会社春見ライス http://www.kasumi-rice.net
株式会社寺田農園 http://www.terada-nouen.co.jp/
有限会社東野 http://e-higashino.com/
株式会社つみつみいちごファーム http://www.tumitumi.com
株式会社佐古牧場
株式会社大雅 http://15meijin.com/oga/
株式会社紫屋
吉井邦雄（吉井牧場）
株式会社アルプス農場

静岡県 有限会社市の瀨牧場
鈴木文夫（鈴木農園）
北野谷勝也（グリーンライフ）
有限会社グランスカイ
加茂博子（ファームカモ）
佐藤忠明（佐藤牧場） http://satofarm.hamazo.tv/
鈴木健次（スマイルファームスズキ）　
株式会社久花園本店 http://www.kyukaen.com/
ホットファーム株式会社 http://www.hot-farm.net/
有限会社渡辺園芸 http://clematis.co.jp/
田村善之（田村農園） http://no-en.com
浜名酪農業協同組合
農事組合法人グリーン池長
浅田　崇之（A(エース））
株式会社多好喜
倉田聡志（倉田農園）
株式会社松下牧場
株式会社てらだ工房 http://teradakobo.stringly.com/
株式会社浜松給食
株式会社DOIFARM http://www.doi-farm.com

愛知県 農事組合法人幸多農場
咲こう農場株式会社 http://www.sakoufarm.com/
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
有限会社デイリーファーム http://www.dailyfarm.co.jp/
有限会社新鮮農場 http://www.ohayo-kun.com/
有限会社みずほ農産
有限会社角田ナーセリー http://www.tnn.ne.jp
有限会社千姓 http://www.tsuzuki-farm.com/
農事組合法人ファームズ三好
北村武（北村牧場）
清水食品株式会社 http://www.shimizu-f.co.jp/
サグワットファーマーズ株式会社
株式会社豊幸園 http://hokoen.jp/
橋本文男
山田良治
沖田オーキッド有限会社
水谷勇（水谷農園）
アグリパーク南陽株式会社

三重県 有限会社こうちく男爵 http://www.koutiku-dansyaku.com/
有限会社玉城ふれあい農園
株式会社舘養蜂場本店 http://www.kuwanahachimitsu.co.jp
有限会社ナチュラルファーム
株式会社東谷農園
株式会社明和農産
福廣博敏（福廣農園）
NPO法人えん
一般社団法人あさひファーム http://www.asahifarm-web.com
イオンアグリ創造株式会社　三重いなべ農場 http://www.aeon.jp/agricreate/

新潟県 有限会社神林カントリー農園 http://www.kamihayashi.jp/
農事組合法人アドバンファームしばた http://advan-shibata.jp/
農事組合法人北野生産組合
株式会社曽我農園 http://www.soga-farm.com/
農事組合法人長畝生産組合 http://www.nagaune.com
近藤耕亘 http://kondousaien.net/
株式会社ひだまり農産 http://hidamarinousan.com/
石黒博之 http://www.ishigurofarm.jp/
ジョイントファーム株式会社 http://gensenmai.net/
株式会社千手 http://www.senjyurs.com
佐渡アグリカルチャーシップ有限会社 https://www.sado-aguri.jp/
株式会社A・ファーム雪の十日町
内山徳寿（内山農園） http://uchiyama-nouen.jp
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富山県 有限会社シンムラ http://www.shinmura-group.com/
株式会社TAGOSAKU

石川県 株式会社六星 http://www.rokusei.net
井村辰二郎（金沢農業）
株式会社セイアグリーシステム http://ferver.co.jp/
奥野誠（エコファーム奥野）
農事組合法人きずな http://gengorou-mai.jimdo.com/
株式会社北ファーム
農事組合法人あぐりばんば
有限会社フロンティアはら
元田芳幸
有限会社ファーム坊ノ森
農事組合法人スワン
農事組合法人能登花見月 http://www.noto-hanamiduki.com/

福井県 農事組合法人楽農園
尾崎ファーム冒険団（尾崎晃一） http://ozakifarm.net/
川端伸造（川端牧場）
上嶋善一（上嶋ファーム）
イオンアグリ創造株式会社 http://www.aeon.jp/agricreate/
株式会社本原農園

長野県 株式会社アグリスタくましろ http://agrista-kumashiro.com
有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
有限会社ネットワークうるぎ http://nw-urugi.xsrv.jp/
農事組合法人もんじゅ山 http://monjuyama.com
有限会社安曇野ファミリー農産 http://www.anc-tv.ne.jp/~apple/
有限会社ブラウンエッグファーム http://www.chatamaya.com
株式会社スプリングフィールドファーム
株式会社信生
小林憲一郎
楠わいなりー株式会社 http://www.kusunoki-winery.com/
株式会社七久里農園 http://nanakurinouen.co.jp
有限会社ティーエム http://tm-hakuba.com/
佐藤勝彦（佐藤牧場）
株式会社はらむら農園 http://www.kiyomizu-nouen.com
株式会社かまくらや http://www.kamakuraya-soba.com
萩原紀行（のらくら農場） http://www.norakuranoujyou.com
野村哲（野村農園）
農事組合法人三ツ和農産
株式会社栄農人 http://www.kingofkinoko.com/
有限会社あづみアグリサービス
有限会社マルヨ
株式会社アグレス http://agres-nobeyama.com/index.php
有限会社常盤きのこセンター http://tokiwakinoko.jp/
株式会社Wakka Agri
有限会社末広農園

滋賀県 有限会社グリーンサポート新旭
株式会社横江ファーム
田渕竹男（田渕農場）
有限会社るシオールファーム http://www.luciole-farm.com
吉田農園株式会社 https://www.yof21.com
農事組合法人サンファーム法養寺
株式会社アグリケーション http://www.agrication.com
グリーンエコスター株式会社
有限会社アグリ蒲生
株式会社なかよし
勝井　茂幸
農事組合法人ファームにしおいそ
角田吾一（吾一農園）
前田恭宏
クニエダ株式会社

京都府 有限会社童仙房茶舗 http://dosenbo-chaho.com
株式会社杜若園芸 http://www.tojaku.co.jp/
有限会社BIG TREE FARM
大野安彦（観光農園江和ランド）
株式会社農夢 http://noumu.jp
株式会社谷牧場
有限会社オアシスランド http://www.tantan-oasisland.com
株式会社ジェイエイやましろファーム
長澤環（長澤農園）
有限会社日吉ファーム http://www.kyochiku.com/hiyoshifarm/
淀苗　芋七
大川碾茶工場
農事組合法人和知町升谷畜産振興組合
株式会社西原農産

大阪府 浅岡弘二（アーバンファームASAOKA） http://www.urbanfarm-asaoka.com
垣内義人（垣内農園）
藤井貫司（藤井農園） http://www.fujii-nouen.com
株式会社農業生産法人　永徳園
株式会社田中ぶどう園 http://tanaka-grape.com/
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株式会社みらくるグリーン http://miraclegreen.jp/
兵庫県 株式会社ふぁーみんサポート東はりま

株式会社上田畜産
美方ファーム株式会社 http://mikata-farm.com
有限会社村上ポートリー http://www.fujihashiya-murakami.com/
株式会社淡路島フルーツ農園 http://www.awajishima-fruits.jp/
丸永株式会社
株式会社ささ営農
花岡明宏（淡路島花岡農恵園）
有限会社植田農園
北山農産有限会社
株式会社アグリアイランド
株式会社御津サンファーム http://mitsu-sunfarm.co.jp/
イオンアグリ創造株式会社　三木里脇農場 http://www.aeon.jp/agricreate/
堤 直也（Top Field）
今井一男（今井ファーム） http://www.rakuten.co.jp/imaifarm/
株式会社オーシャン http://farmship.co.jp/
農事組合法人みとろ生産組合 http://www.mitoro.jp
牛尾真道（牛尾農場） http://ushiofarm.jimdo.com/
深山農園株式会社 http://fukayaman.com
青山　直也 http://www.eonet.ne.jp/~yume-farm/
みのる産業株式会社 http://www.minoru-sangyo.co.jp/company/shiitake/
丹波リーフ株式会社 https://www.tanbaleaf.com/
堀部農園（堀部　剛）
野口ファーム（野口　俊）
株式会社フレッシュグループ https://www.freshherb.jp/

奈良県 上田喜章（UEDAなっぱ工房）
有限会社J1･タケダファーム
株式会社堀内果実園 http://nagomi-horiuchifarm.jp  　　       http://horiuchi-fruit.jp
伏見泰徳（丸紀農園）
株式会社布目の里
桝本英希（桝本農園）
株式会社福角兄弟農園 http://www.fukusumi.com

和歌山県 有限会社柑香園 http://kannonyama.com
株式会社ビオ・ランド紀の川 https://www.facebook.com/biolandkinokawa/
橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
中村俊彦
いけなが園
安田　裕志

鳥取県 有限会社田中農場 http://www.farm-tanaka.jp
株式会社東部コントラクター
株式会社美歎牧場
泉新一（いずみ農園）
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp
株式会社富ますシルクファーム http://www.s-tomimasu.com/
株式会社花万
株式会社日南シルクファーム

島根県 株式会社出雲精茶
有限会社中山農場 http://www.ginzan-tv.ne.jp/~nakayamafarm/
有限会社はらやま
ライスフィールド有限会社
株式会社藤若農産 http://www.fujiwaka.info/
岡　俊繁（岡農産）
株式会社農の郷
有限会社安藤農園
農事組合法人おきす
株式会社おかずくらぶ

岡山県 有限会社エーアンドエス http://www.sinobinosato.jp/kasaoka/index.html
株式会社WaccaFarm http://wacca-farm.tumblr.com/
株式会社松﨑牧場
なのはなファミリー企画株式会社 http://nanohanafamily.main.jp/nanohanakikaku/
みのる産業株式会社 http://www.minoru-sangyo.co.jp/company/shiitake/
竹林　秀敏
農事組合法人アグリモモ

広島県 寺岡有機農場有限会社
株式会社サンワファーム http://www.sanwa-group.info/farm/
有限会社ゆう食品 http://www.nirenokifarm.com/
濱浦志保香（万汐農園） http://www.manchou3.com
株式会社れんげ
株式会社中電工ワールドファーム
株式会社Beemonte http://www.8ya-888.com/
池田道明（池田牧場）

山口県 株式会社花の海 http://www.hana-umi.com/
クマサキ洋ラン農園 http://www.rannohana.com/
農事組合法人光農会
農事組合法人YONESATA http://yonesata.com
農事組合法人あいさいの里
やまいもまつり有限会社 http://www.maturi.co.jp/
藤井　伸昌
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アグリハウス安永
徳島県 有限会社竹内園芸 http://www.takeuchi-yasainae.com/

有限会社樫山農園
株式会社フルーツガーデンやまがた http://fg-yamagata.jp/
酒井唯助（酒井農園） http://www.sakeinouen.com/intro/satoura.html
吉岡久（吉岡農園）
株式会社NEAK

香川県 有限会社石川農園
有限会社香川農園
株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
株式会社太陽の劦
濱田洋次

愛媛県 株式会社百姓百品村 https://www.100pingroup.com
株式会社OCファーム暖々の里 http://www.oc-farm.com
有限会社門屋農園
有限会社いのうえ果樹園
農業生産法人（株）ミヤモトオレンジガーデン
株式会社大三島みんなのワイナリー http://ohmishimawine.com
株式会社百姓屋．藤田

高知県 株式会社トマトの村 http://tomatonomura.jimdo.com/
有限会社見元園芸 http://www.mimoto-shop.com/
福井景公（ふくい農園） http://www.fukuinouen3363.com
有限会社なにぬねのうじょう
髙橋洋輔
巨峰園
株式会社土佐名産会 http://tosameisan.com
株式会社コスモスアグリサポート
株式会社尾原農園

福岡県 株式会社ちくしの農園 http://1515.itigo.jp
農事組合法人モアハウス http://www.morehouse.or.jp
萩尾 彰一
農事組合法人きのこ工房
有限会社福測ファーム
九州ベジタブルサプライ株式会社
株式会社木村牧場
鶴田博之
秋山農業株式会社
井上和史
アグリCATS株式会社 http://manekinekop.shop-pro.jp/
合同会社清永ファーム https://www.oh-ma.com/
うきはとまと株式会社
株式会社永田農販
原田政博

佐賀県 農事組合法人広農塾
佐藤農場株式会社 http://mikan-satou.jp
株式会社オカダファーム
株式会社PlantFarmJapan http://plantfarmjapan.com/
株式会社クラベル・ジャパン https://ja-jp.facebook.com/clavel.japan/
有馬賢洋（有馬ファーム）
上野勉（KARATSU　TATHIBANA）
田島弘一

長崎県 株式会社雲仙きのこ本舗 http://www.unzenkinoko.co.jp
株式会社落水正商店 http://www.taiyouran.com/
有限会社松本ファーム
株式会社雲仙湯けむりファーム http://www.unzenkinoko.co.jp
株式会社イケシタファーム
伊藤勝雄
中野淳一郎（中野農園）
渡部一憲（渡部農園）
永田剛三
山本満年（山本畜産）
株式会社上野養豚 https://uenoyoton.wixsite.com/uenoyoton

熊本県 株式会社ASO AGROSSTYLE 　 http://aso-taichan.com
株式会社アグリ日奈久
有限会社宮川洋蘭 http://www.livingorchid.com/
株式会社それいゆアグリ
株式会社天芯農場 http://higoayuminokai.co.jp/tenshinfarm.html
株式会社蜂の郷にしおか http://www.nishioka-hachimitsu.com/
株式会社那須自然農園
株式会社果実堂
平川正剛（平川農園）
西山幸司（グリーンファーム矢部）
有限会社石松樹苗園
株式会社佐々牧場
有限会社卸中村果実 http://www2.plala.or.jp/nakamurakazitu/index2f.html
中央あぐり株式会社
株式会社なかせ農園 http://www.nakase-nouen.com
河田果実株式会社
株式会社きくようアグリ
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熊本大同青果株式会社 http://www.oyasai.ne.jp/
全農畜産サービス株式会社西日本原種豚場 http://www.zcss.co.jp/
守川仁

大分県 株式会社大分サンヨーフーズ http://www.sanyofds.co.jp/ooita.html
有限会社久住ワイナリー http://www.kuju-winery.co.jp
株式会社アクトいちごファーム
有限会社釘宮牧場
株式会社めいじんファーム
株式会社ふじきのこ
齋藤綱治

宮崎県 有限会社新福青果
有限会社ジェイエイファームみやざき中央
株式会社岡崎牧場 http://www.okazaki-bokujyo.co.jp
株式会社加藤えのき
有限会社奥松農園
立山健二（立山牧場）
株式会社かぐらの里 http://www.mera-yuzu.com/
農事組合法人香川ランチ
株式会社くしまアオイファーム http://aoifarm-gr.com/
大塚達男
有限会社佐藤ファーム
株式会社真ちゃんファーム http://shin-chan-farm.com/
有限会社児湯芝農園 http://koyusiba.jp
有限会社川越農産
農家とダイレクト株式会社 http://noka-direct.shop-pro.jp/
岩切治俊（岩切畜産）
農事組合法人きらり農場高木
一般社団法人綾町農業支援センター http://www.genki-aya.com/
株式会社ひのかげアグリファーム
木下行春
黒木和己

鹿児島県 有限会社水幸農園
株式会社さかうえ
旭ファーム株式会社
株式会社日野洋蘭園 http://www.hinoyouran.co.jp
農事組合法人ねじめ農園
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
有限会社サン・ファーム橋口
上別府美由紀（鹿児島黒牛美由紀牧場）
株式会社南風ベジファーム http://www.nanpuu-vege.com/
株式会社だいち
有限会社南橋商事 http://satsumaimo.biz/index.html
鹿児島農水株式会社
田畑光雄（元気ファーム光）
有限会社かごしま自然養鶏センター http://miyama-tamago.com/
株式会社萩原人工授精所
有限会社山之内米穀
株式会社三和グリーン http://sanwa-bussan.jp/
有限会社城下製茶 http://www.jonoshitaseicha.co.jp

沖縄県 農業生産法人有限会社エコファーム沖縄
株式会社みやぎ農園 http://www.miyaginouen.com
伊仲清栄
株式会社高宮城牧場
農業生産法人株式会社IKEHARA http://sunsetfarmokinawa.click/
赤嶺彰弘（モリンガファーム）
有限会社みどり食品
株式会社美らイチゴ
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