
（別紙） ２９年度第４回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 ダイヤモンド十勝株式会社
加藤照明（加藤牧場）
株式会社NIKI・Hillsファーム http://nikihills.co.jp/
株式会社グリーンランド標津
株式会社マルシメおぬき
株式会社リッキーファーム
株式会社永沼農園 http://www.naganuma-farm.com
株式会社輝楽里 http://www.kira-ri.jp/
株式会社牛や http://ushiya.jp
株式会社広振
株式会社鹿野牧場
株式会社深川未来ファーム
株式会社青木ファーム
株式会社斉藤ファーム http://blog.livedoor.jp/saitou_farm/
株式会社谷口農場 http://taniguchifarm.co.jp/
株式会社中澤牧場
株式会社農業生産法人やま道の里
笹木栄人
札幌チーズ株式会社 https://www.facebook.com/ishikarisheep/
小澤牧場株式会社
清水初男（清水初男農園）
青木ピッグファーム株式会社
前田農産食品株式会社 http://www.co-mugi.jp
谷水文夫（谷水牧場）
中銀ビルディング株式会社中銀ひらおか農園
田村元
八木聖（八木牧場）
木下秀樹
有限会社HJYさくら
有限会社トミーランド
有限会社パインランドデーリィ http://pinelandfarm.co.jp/
有限会社ワイズランド
有限会社十勝ライブストックマネージメント
有限会社松山農場
有限会社中山農場

青森県 もりやま園株式会社
株式会社アグリーンハート
株式会社シャンティ
有限会社サニタスガーデン https://www.sanitas.jp/
齊藤寿

岩手県 いわき農園 https://ameblo.jp/h-iwaki/
外山一則（ひまわりガーデン）
株式会社JA江刺グリーンファーム
株式会社アンドファーム
株式会社いやさか農園
合同会社みのり風土
守農園　嘉門嘉也
有限会社姫園芸 http://lalaclub.jp/
有限会社北一農

宮城県 株式会社パスカファーム立沼
株式会社ぱるファーム大曲
株式会社みどりのみらい
株式会社やまもとファームみらい野
株式会社よつばファーム http://www.yotsuba-farm.co.jp/company.html
株式会社舞台ファーム http://butaifarm.com
星正俊（星牧場）
農事組合法人玉浦南部生産組合
有限会社うしちゃんファーム http://www.ushichan.jp/
有限会社蔵王あぐり
有限会社登米ライスサービス http://www.tomerice.com
有限会社日向養豚

秋田県 BUNTETU株式会社 http://www.minato-farm.com/
株式会社ファーム鶯
株式会社伊藤ファーム
株式会社中条たまご秋田農場
農事組合法人　宿ファーム
有限会社アグリ川田
有限会社モコ
有限会社伊東農園 http://www.geocities.jp/itoh_nouen/index.html
有限会社大野台グリーンファーム

山形県 株式会社アイオイ
株式会社アグリセンターフィールド
株式会社イシドウ http://www.ishidou.jp/

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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株式会社グレープリパブリック
株式会社ドリームファーム
株式会社はなはな http://www.hanahana.co.jp
株式会社平洲農園 http://heishufarm.co.jp
株式会社和農産 http://www.nagominousan.jp/
株式会社髙橋園芸
合同会社里の恵
杉山豊（杉山農場）
土田恭裕（土田農園）
農事組合法人　船山ファーム
農事組合法人くだもの畠 http://kudamonobatake.com/
農事組合法人ファーム吉田
農事組合法人雪谷畜産団地組合
有限会社オキツローズナーセリー http://www.okitsu-rose.com
有限会社フレッシュファーム
鈴木昭一（鈴木農園）

福島県 伊藤正喜
株式会社GREEN
株式会社JA東西しらかわファームサポート
株式会社グラン・ファーム
株式会社喜多方キラリファーム23
合同会社みさき未来 http://misakimirai.com/
崎川農産株式会社
三浦由弘（三浦農園）
雪割牧場有限会社
大竹商産株式会社
有限会社矢祭園芸

茨城県 SUNLIT合同会社
株式会社グリーンセンター中村園芸 http://www.gc-n.jp/
株式会社ライス＆グリーン石島
株式会社レインボードリーム
株式会社冨田農園 http://www.tomitafarm.com
荒井好夫（自然薯の荒井農産） http://arainousan.com
合資会社YAGIファーマーズCLUB
小松崎友二（小松崎園芸）
農業法人深作農園有限会社 http://www.fukasaku.com
農事組合法人　小貝の水
農事組合法人宮本農産
有限会社アグリクリエイト http://www.ayuminokai.net/
有限会社スズキファーム
有限会社鴻新
有限会社瑞穂農場
有限会社染谷農産
林イチ（ハヤシ農園） http://hayashi-farm.info
株式会社育くんファーム http://nekk.co.jp
株式会社誠和 http://www.seiwa-ltd.jp
南條牧場

群馬県 井上優（井上農園）
株式会社プレマ http://www.premafoods.com/
農事組合法人ニキフルール
有限会社ヤバタファーム
有限会社ロマンチックデーリィファーム http://rdfarm.co.jp
有限会社宮田徳彦農場
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
有限会社野口ナーセリー

埼玉県 アグリシステム瀬山株式会社
河田三也（河田ばら園） http://kawatabaraen.wixsite.com/kawata
株式会社つばさグリーンファーム http://www.tsubasa-gf.co.jp/
株式会社ふるさと
金井弘
高橋雄介（高橋農園） http://www.rakuten.co.jp/ta-nouen
池田佳弘（陽子ファ－ム） http://www.yokofarm.com
比留間良典

千葉県 稲葉芳一
株式会社アグリスリー http://agrithree.com/
株式会社アグリ大里
株式会社オスミックアグリ千葉
株式会社しあわせ牛
株式会社テンアップファーム
株式会社まんだのファーム http://myouga.jp
弓木野毅（オーガニック・ファーム百姓農園）
古木真也 http://www.maripo.net
師岡　貞夫
中山友和
渡辺浩臣
農事組合法人千葉アグリ http://chiba-agri.jp
有限会社さかき
有限会社ネオフィリアン
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有限会社ファーストファーム
有限会社わーふぁ道本
有限会社九十九里ファーム http://99-farm.com/
有限会社土屋ライスファーム

東京都 カミーノ株式会社
近藤隆幸（満天ファーム）
合同会社　SORATANE
小山清（小山農園）
田中滋

神奈川県 株式会社みづほ野ファーマーズ70
株式会社岡本
株式会社高梨農園
合資会社大家族 http://shin-daikazoku.sakura.ne.jp/hatakekensyukai/
神崎知久（農援・花とくらし）
有限会社鈴保養鶏園

山梨県 カルタロット株式会社 http://farm.culta.co.jp/
株式会社I JAPAN http://www.ijapan.co.jp/
株式会社ミソカワイントン
株式会社東夢
内田健太郎（内田フルーツ農園） https://www.adiron.jp

岐阜県 有限会社しいたけブラザーズ
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 株式会社アースグリーンファーム http://earth-green-farm.jp/index.html
株式会社とわ
株式会社パシオス
株式会社やさい村
株式会社久津部ファーム
株式会社四季不知 http://www.shikishirazu.co.jp
株式会社日下農園
株式会社流通サービス
金井正弘（金井製茶）
清水計宏（みかん山柑土里ファーム）
西ヶ谷量太郎（西ヶ谷みかん農園） http://mikanmusume.n-da.jp
長谷川正治（長谷川製茶）
有限会社佐野ファーム
有限会社三ケ日グリーンファーム
葉っピイ向島園株式会社 http://www.mukoujimaen.jp/index.htm
寶壹産業株式会社

愛知県 井上和英（井上園芸）
株式会社つくで高原農場 http://tsukude-kougen.com/index.html
株式会社ブルーチップファーム
株式会社花ひろば http://www.hana-hiroba.net/
株式会社月食鶏
株式会社戸倉トラクター http://www.tokura-tractor.com
郊外田園クラブ株式会社 http://club-suburb.com/ss/
農事組合法人ティ・アイ・エヌ
伴野洋介（伴野農園）
有限会社アイナン産業
有限会社エムユー
有限会社やさい畑
有限会社リイ・ファーム
有限会社赤堀製茶場 http://akatea.web.fc2.com/
有限会社大東牧場
有限会社渡辺牧場

三重県 うれしの農園株式会社 https://www.kajitsudo.com/ureshinofarm/
一般社団法人あさひファーム http://www.asahifarm-web.com
一般社団法人ひびき https://tomoni20140203.jimdo.com/
株式会社ヒラキファーム
株式会社まつうら農彩
株式会社やさいの戸島屋 https://toshimaya.jimdo.com/
株式会社小林農産 http://www.kobayashi-agri.co.jp
森日光有限会社
農事組合法人百笑楽匠
有限会社亀井園芸
有限会社種村牧場 http://www3.cty-net.ne.jp/~taneboku

新潟県 株式会社ファーロ
農事組合法人サークル柴橋
農事組合法人大潟ナショナルカントリー
農事組合法人北野生産組合
有限会社まるいち http://www.maruiti.jp
有限会社花水農産
有限会社高橋農園
有限会社谷口総合農場
有限会社穂海農耕 http://www.houmi.jp

富山県 農業生産法人土のちから株式会社
農事組合法人シムラアグリファーム
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農事組合法人とちや
有限会社ファームズエンジニア福光 http://www1.coralnet.or.jp/f-e-f/index.html

石川県 下出　幸緒
株式会社ポタジェ
株式会社ヤマジマ
合同会社菜夢来 http://www.samurai-korogaki.com/
泉・村田農園
農事組合法人なたうち
農事組合法人ホリ牧場
有限会社グリーン・ハート
有限会社ファーマー

福井県 株式会社フレーズ http://nora-farm.jp/index.html
株式会社福井和郷 http://www.wagoen.com/main.html

長野県 サントリーワインインターナショナル株式会社
株式会社アグレス http://agres-nobeyama.com/index.php
株式会社クリーン・ア・グリーン
株式会社なかひら農場
株式会社ベジアーツ
株式会社むぎわらぼうし
株式会社永井農場 http://www.nagaifarm.co.jp/
久保芳一（久保農園）
北澤文康(北澤ぶどう園） http://kitazawabudouen.com
有限会社アクアロマン http://www.aquaroman.com
有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
有限会社安曇野牧場
有限会社信州うえだファーム
有限会社信州ファーム荻原 http://shinshu-farm.com/
梨元茂（梨元農園） http://www.nashimoto-noen.com/

滋賀県 たぐち農産株式会社
株式会社オーネット農場
株式会社きたなかふぁーむ http://kitanakafarm.co.jp/
株式会社近江園田ふぁーむ
篠原喜治（篠原農園） http://www.shinoharasyoten.com
西出登志和
田渕竹男（田渕農場）
藤田真吾（藤田ファーム）
有限会社アグリサポート北びわこ
有限会社永源寺マルベリー http://eigenji-mulberry.com/

京都府 こと京都株式会社 http://kotokyoto.co.jp/
株式会社かね正アグリシステム http://www.kanesho-agri.co.jp/
株式会社ふるさとたまご村
株式会社塞翁が馬 http://www.saiougauma.co.jp
株式会社自然耕房あおき  http://www.shizenkobo-aoki.com
合同会社丹波の里ひぐち農園
農事組合法人和知町升谷畜産振興組合
木下正行（木下農園） http://kinoshita-nouen.com/
有限会社るり渓やぎ農園 http://www.ruri-yagi.com
有限会社山国さきがけセンター

大阪府 株式会社JAファームいずみの
株式会社能勢農場
浅岡弘二（アーバンファームASAOKA） http://www.urbanfarm-asaoka.com
中島光博（Green　Groove）

兵庫県 株式会社K.ファーム http://k-farm.shop/
株式会社オーシャン http://farmship.co.jp/
株式会社パブリック・キッチン http://pkp.co.jp/
株式会社一蔵
株式会社淡路の島菜園 http://www.eonet.ne.jp/~awajino2/index.html
株式会社徳網建設 http://tokuami.com/
新宅邦章（新宅牧場）
大塩芳弘（花芳）
淡路島オリーヴグローワーズ株式会社
有限会社夢前夢工房 http://y-yumekoubou.net/

奈良県 株式会社はじまり屋 http://www.hajimariya.com
株式会社大和園 http://www.yamatoen.nara.jp/
小西誠（小西園）
新子博之（新子農園）
竹村雅司（竹村養鶏場） https://www.tamago-takemura.com
伏見泰徳（丸紀農園）
有限会社山口農園

和歌山県 株式会社ビオランド
有限会社農園紀の国

鳥取県 Kurumi＆Ｍfar株式会社
株式会社D’sプランニング
株式会社Earth coｒporation
株式会社ネクステファーム https://www.yurihamano-itadaki.net
株式会社東部コントラクター
株式会社富ますシルクファーム http://www.s-tomimasu.com/
高見達雄（高見農園）
西尾克司（西丸園芸）
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村岡秀一（幸花園）
村岡武士（村岡農園）
大田晋一朗（大田園芸農場）
農事組合法人八頭船岡農場
有限会社村岡オーガニック
齋尾達城（齋尾農園）

島根県 ＴＣ浜田農場株式会社 https://www.tc-hamadafarm.com/
有限会社山本産業

岡山県 エコファームＭＩＴＡＮＩ
クラカアグリ株式会社 http://kuraka-g.com/
ホトトギス株式会社 http://www.hototogisubakery.com
果楽株式会社 http://www.karakuinc.com
株式会社いぶき
株式会社おおもり農園
株式会社松本農産
株式会社福田種鶏場 http://www.fukudabreeders.co.jp/
小原農園株式会社
特定非営利活動法人美作自立支援センター http://npo-mimasaka.sakura.ne.jp/index.html
農事組合法人西山維進会 https://nishiyama-ishin.com/
農事組合法人赤田営農センター
有限会社岡山県農商
有限会社檜尾牧場

広島県 インスマート株式会社 http://in-smart.co.jp/
沖美ベジタ有限会社
株式会社たんじゅんファーム安芸太田 http://www.tfa-net.co.jp/
株式会社よしわ有機農園
農事組合法人世羅大豊農園 http://taiho-farm.com/
木津田礼（木津田産業）
有限会社平田観光農園 http://www.marumero.com

山口県 （株）ミライエｆａｒｍ
あぐりてらす阿知須
やまいもまつり有限会社 http://www.maturi.co.jp/
農事組合法人つかり
末永農園株式会社
有限会社グリーンハウス http://negizanmai.web.fc2.com/
有限会社サンシュウ

徳島県 株式会社Ath
株式会社Grower
株式会社NEAK
有限会社ファーム神山 http://www.awahime.jp/
有限会社ミカモフレテック http://www.arlbien.com
有限会社丸正
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com

香川県 株式会社H.A.S.E.
株式会社ササハラオリーブファーム http://www.olive-farm.com
株式会社さぬきベジファーム
株式会社サンベジフィールド
株式会社ファームUTT
株式会社森のいちご http://morinoichigo.com
権平有限会社
日本農産株式会社 http://nippon-nousan.com/
有限会社金江養鶏場 http://www.kanae-egg.jp
有限会社木下鶏園
有限会社木下農園 http://www.kinoshitafarm.co.jp/

愛媛県 株式会社あう農園
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/
株式会社横林農園
株式会社石川興産 http://www.genkinayasai.com
松良公人
清家寿章（清太農園）
増田満永（増田畜産）

高知県 しまんと新一次産業株式会社
株式会社コスモスアグリサポート
株式会社れいほく未来
株式会社山三
四万十あおぞらファーム株式会社
石川享照（石川農社）
田村善稔
土居聖也（土居農園）

福岡県 株式会社　モアグリーン
株式会社　リングランサ
株式会社JAファーム福岡
株式会社すまいるファーム http://www.smilefarm.co.jp/
株式会社愛菜華田中ファーム
株式会社鳥越ネットワーク http://www.torigoe.sakura.ne.jp/
秋山洋介
農事組合法人ふる里の森
鑓水克敏
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有限会社古賀農産
有限会社総合緑化コガキュー
有限会社大坪物産
有限会社緑の農園 http://natural-egg.co.jp/
和饗エコファーム株式会社

佐賀県 株式会社　M’s green
株式会社サガンベジ http://www.saganvege.com
八段俊一（八段農園）

長崎県 株式会社ＪＡＰＡＮ長崎ファーム
株式会社T.G.F
株式会社アグリ・コーポレーション http://osyaburi.jp/
株式会社大地のいのち https://daichi-inochi.com
守山清和（モリヤマファーム）
増田幸治
田中智
平野幸一
有限会社ファームまるだ
有限会社ファゼンダ坂本

熊本県 株式会社モスファームマルミツ
株式会社果実堂
株式会社光延農園
株式会社緒方エッグファーム http://www.ogataegg.jp
株式会社八代トマト流通センター http://ytrc.jp/
菊川敏徳（菊川農園）
山中大輔（山中農園）
森真紀子
村上孝文（村上農園）
農事組合法人熊本すぎかみ農場 http://sugikaminoujou.com/
木村有一郞（木村農園）
立野悟（立野農園） http://www.ryuno-nouen.com

大分県 株式会社ohana本舗 http://www.ohana-honpo.com
株式会社らいむ工房 http://raimu-oita.com/
株式会社奥松農園くにさき
長野通徳
日田アグリ株式会社
有限会社荻町高原綜合農場
有限会社大分千歳村農産加工 http://www.kabosu-f.co.jp/

宮崎県 KIRISHIMA　RANCH株式会社
株式会社くしまアオイファーム http://aoifarm-gr.com/
株式会社ファームヤマザキ
株式会社ローソンファーム宮崎
株式会社宮崎アグリアート http://miyazaki-agriart.com/
株式会社古澤畜産
株式会社真ちゃんファーム http://shin-chan-farm.com/
株式会社地頭鶏恵 http://www.jitokko-megumi.com
株式会社長田マンゴー研究所
株式会社立久井農園
松山直人
川村康二（かわむら農園）
白坂敏和
矢野弓広（矢野農園）
有限会社ジェイエイファームみやざき中央
有限会社奥松農園
有限会社高千穂ファーム
對田龍二（T-FARM　對田龍二）

鹿児島県 コモレビ農園株式会社
株式会社カガヤキ
株式会社やまげ
株式会社ヤマサン
株式会社原村ファーム
株式会社巧
株式会社指宿やさいの王国
株式会社新保農園
上鶴広己（上鶴畜産）
農事組合法人土里夢たかた
有限会社中塩農園
有限会社福永畜産
立切一郎（立切アグリサービス）
和田迫大地（和田迫農園）

沖縄県 株式会社大原農園
合同会社ティーダファームサンエイ
瑞慶覧盛朝（高平フルーツ）
島袋勤（福樹園）
農業生産法人株式会社ティダマンゴー宮古島
農業生産法人株式会社ファインフルーツおおぎみ
農業生産法人株式会社もとぷらす https://www.facebook.com/goat369?ref=hl
農業生産法人株式会社伊江牛
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
農事組合法人有限会社サンヒルズ沖縄 http://www.sunsun-mango.com
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