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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://www.erimo-nakano-farm.com/
ベジタブルワークス株式会社 http://vege-works.com/index.htm
株式会社学林ファーム https://www.gakurin.net
株式会社耕せ・にっぽん
株式会社笹岡牧場
株式会社川北ファーム
株式会社中村牧場
株式会社中田農園
株式会社北永
札幌チーズ株式会社 https://www.facebook.com/ishikarisheep/
成瀬雅樹（成瀬雅樹牧場）
清水春樹
母子里農場株式会社
有限会社おんねファーム
有限会社パインランドデーリィ http://pinelandfarm.net/
有限会社菊地農場
有限会社茶路めん羊牧場 http://charomen.com/
有限会社中島牧場
有限会社長沼ファーム
有限会社田からもの

青森県 株式会社グリーンソウル http://greensoul.co.jp/info/
株式会社ナカムラ
株式会社フォーシーズン http://www.geocities.jp/agriparkkon
株式会社興農ファームあおもり
佐藤隆治（隆昭園）
農業生産法人株式会社よしだや http://www.yoshidaya-garlic.jp/
有限会社ケイホットライス http://www.keihotrice.com/
有限会社上北グリーンファーム

岩手県 株式会社秀明ナチュラルファーム盛岡
藤森康隆（藤森牧場）
農事組合法人FS・クルー

宮城県 株式会社GRA http://www.gra-inc.jp/
株式会社ＭＨファーム
株式会社のびる八丸牧場
株式会社入沢ファーム
株式会社美田園ファーム
株式会社北釜耕人会
有限会社耕佑 http://www.kouyuu.net/
有限会社七日原高原佐豊牧場
有限会社薬師農産

秋田県 株式会社菅与
有限会社アグリ川田

山形県 あべ農場株式会社
株式会社BELL FARM
株式会社ネクスト・レボリューション
株式会社はなはな http://www.hanahana.co.jp
株式会社稲2015
株式会社千歳園
滝口勉（滝口果樹園）

福島県 園部勝
株式会社さくら農園
株式会社八幡
宝農産有限会社
有限会社エム・ガーデン
有限会社フラワーランド
有限会社橋本農園
有限会社南会津高原ファーム https://ja-jp.facebook.com/southaiduhighlandfarm/

茨城県 うしくグリーンファーム株式会社
株式会社つくば良農
株式会社ホッタバイオファーム http://www.hottabio.net/
株式会社マルカファーム https://www.facebook.com/marukafarm/
株式会社れんこん三兄弟
株式会社倉持グリーン
株式会社大嶋農場 http://www.hyakusyoumai.com
株式会社峯ファーム http://minefarm.co.jp
株式会社北龍ファーム
吉井安幸（true green） http://truegreen.jp/
合資会社YAGIファーマーズCLUB
酒井保（酒井農園）
初見光宣（初見園芸）
中山和哉（中山農産）
農事組合法人華川牧場
八進緑産株式会社

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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有限会社チャイルドウッズ
有限会社水戸菜園
有限会社石上ファーム http://www.ishigami-farm.co.jp

栃木県 株式会社星野イーファーム
小松大起（小松農園）
小島久之
農事組合法人アグリテック栃木 agurinosato@cc9.ne.jp

群馬県 がってん野菜合同会社
株式会社須田園芸
株式会社赤城M’ｓローズ http://akagimsrose.com/
有限会社あずま産直ねっと http://www.azuma-sun.co.jp/
有限会社高橋農園 http://www.the-yasai.com
有限会社生農ファーム

埼玉県 遠藤隆男（遠藤ファ－ム） http://www.endo-farm.com/index.html
深田武雄
木村博（木村花園）
木本栄一（木本牧場）
有限会社四季百菜

千葉県 GREEN GIFT株式会社
浦部和宏 http://www.urabe-noen.com
株式会社スズヤス http://suzuyasu.jp/
株式会社たけやま
株式会社テンアップファーム
株式会社ベジフルファーム http://www.vegefru-farm.jp/
岩瀬栄一
吉田篤（真澄農園）
牛玖裕和
古木真也
五木田和
江波戸康裕
合同会社シェアガーデン
篠崎文利
浅野誠士
大塚秀行（大塚秀農園）
有限会社ワタミファーム
有限会社平山牧場 https://www.hirayamafarm.com/

東京都 近藤美保子（近藤ファーム） https://www.kondofarm-tokyo.com/
志村輝樹（志村果樹園）

神奈川県 株式会社永田農園 http://www.nagata-farm.co.jp/
株式会社陽だまり農園
矢郷幸枝（矢郷農園）
有限会社五領ヶ台ガーデン http://www.goryogadai.com

山梨県 有限会社マルサフルーツ古屋農園 http://www.marusa-f.co.jp/
有限会社営農塾マルニ
有限会社黒富士農場 http:www.kurofuji.com
有限会社萩原フルーツ農園 http://hagifruits.net

岐阜県 PLUS株式会社 http://shoko-hi.jp/2015web/group_3/about.html
株式会社アグリスト
株式会社ふる里いび
小栗敬助（オグリ）
松井良一（ヤママツ）
有限会社足立牧場
有限会社牧成舎
林善幸（りんりんファーム） https://www.rinrin-farm.com

静岡県 羽田尚由
河合畜産株式会社
株式会社おやさい
株式会社ゴールドクラブ
株式会社やさい村
株式会社大濱屋
株式会社朝霧高原フルーツ村
佐野敏浩（佐野農園）
上山隆介
農事組合法人笑顔浜松 http://hamamatsu.top/
有限会社ハニーポニック
有限会社佐野ファーム
有限会社村松商店 http://www.394108.jp

愛知県 安田晃朗（清須ライスセンター）
株式会社そら
株式会社ドリームフィールド
小玉豊（小玉園芸）
有限会社はっぴー農産 http://www.happy-farm.jp

三重県 株式会社あぐりん伊勢
城西牧場株式会社
森日光有限会社
農事組合法人鈴鹿山麓夢工房 http://www.suzuka36.com
有限会社梅屋ファーム

新潟県 ピーチビレッジ刈羽株式会社 http://www.tourinbo.com
株式会社アグリライフ



管理地域 経営体名 ホームページURL

株式会社アサツマファーム
株式会社白根大郷梨中村観光果樹園 http://www.nashigari.com
有限会社グリーンサービス中条
有限会社シンムラ http://www.shinmura-group.com/
有限会社フジタファーム https://www.fujitafarm1866.com
有限会社上野新農業センター

富山県 株式会社細田農産 http://www.hosoda-nousan.com/
株式会社大平園芸
有限会社営農ワイエムアイ http://ymi-toyama.com/
有限会社今城農園
有限会社泰栄農研

石川県 株式会社ハイディワイナリー http://heidee-winery.jp/
株式会社ファーム白山
株式会社ポタジェ http://paysan.co.jp
株式会社金沢ちはらファーム http://chihara-farm.com/
合同会社菜夢来 http://www.samurai-korogaki.com/
森川畜産株式会社
西尾哲彦（西尾農園）
農事組合法人ホリ牧場

福井県 ふくいレインボーファーム株式会社 http://rainbow-farm.jp/
株式会社若狭の恵 http://www.wakasa-megumi.jp
神栄アグリテック株式会社 https://www.shinyei-agritech.co.jp
太地リーフ株式会社

長野県 株式会社唐沢農機サービス https://www.karasawanouki.co.jp
合同会社フルプロ
柴本勤（柴本無農薬菜園）
松木武久（松木武久農園）
信濃屋滑子産業株式会社
農事組合法人信州産直組合
峯村忠志（峯村農園） http://minemura4.wixsite.com/minemuranouen
有限会社安曇野牧場
有限会社金中産業

滋賀県 株式会社西村農産
浅小井農園株式会社 http://asagoi.jp
草野龍（アリエ農場）
馬場信行
有限会社あいの土山

京都府 株式会社ヤマモト https://www.yamamoto-corp.jp/
株式会社村田農園
黒川恒和（黒川花卉園芸）
長澤環（長澤農園）
農事組合法人日本海牧場
有限会社フルーツ王国やさか
有限会社るり渓やぎ農園 http://www.ruri-yagi.com
有限会社丹後ジャージー牧場 http://www.tango-jersey.co.jp

大阪府 浅岡敬勝（Farm Raiders 浅岡農園）
兵庫県 株式会社J・McCoy http://www.uedanouen.net/

株式会社かさや http://www.kasaya.net/
株式会社耕す http://www.tagayasu.co.jp
株式会社実里
株式会社上田畜産
株式会社東原畜産 http://momoirotoiki-himeji.com
株式会社兵庫ネクストファーム http://hyogo-nextfarm.co.jp/
株式会社佑宜
橋本和雄（橋本園芸）
佐藤繁俊 awaji-yumefarm.net
淡路島希望食品有限会社 http://www.2525farm.com
中嶋浩一
堤直也（Top Field） http://www.top-field-lettuce.com/
湯原健一（湯原ナーセリー）
農事組合法人丹波たぶち農場 https://www.tabuchi-farm.jp/
有限会社グリーンファーム

奈良県 株式会社空土 http://www.ku-do.co.jp
伏見泰徳（丸紀農園）
福本久晃（福本農園）
柳田勝人（柳田農園）
梨子本陽太（Ｓｕｎファーム）

和歌山県 山本康雄（山本農園）
小川真司（小川農園）
武内邦樹（武内農園）

鳥取県 いなか食品株式会社
岡本昭司
株式会社エイチアグリ http://www.hiokisanchi.com/
株式会社伯耆のきのこ http://houkinokinoko.tottori.jp
岩井健一（岩井ファーム）
後藤淳一（後藤ファーム）
大場繁
有限会社こおげ農業開発センター
有限会社みどり農産 http://www.midorinousan.com
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有限会社岸田牧場
島根県 ハウスプラント株式会社

株式会社コッシーふぁーむ http://www.kosshy-farm.com/
農事組合法人アグリテックいずも http://agritec-izumo.jp
農事組合法人コスモアグリ
農事組合法人ゆとりの里下古志ファーム13
有限会社コスモ二十一
有限会社広野養鶏
有限会社木次ファーム

岡山県 株式会社いぶき
株式会社創・和
小原農園株式会社
有限会社エーアンドエス http://www.sinobinosato.jp/kasaoka
有限会社ぐんぐん http://www.aonegi.com
有限会社デイリーファームエミ
有限会社美作農園 http://mimaen.co.jp/index.html

広島県 溝上敬一（溝上牧場）
農事組合法人星城の里
農事組合法人萩原ハイランドファーム

山口県 こっこ株式会社
株式会社美東電子 http://manafarm.jp/
農事組合法人YONESATA info@yonesata.com
農事組合法人ファーム17
有限会社福田フルーツパーク http://www.fukuda-fp.com/

徳島県 株式会社ICO
株式会社リーキ
株式会社徳島有機ファーム
松茂青果有限会社
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com

香川県 株式会社Sun so http://sunso.co.jp/
株式会社いろんなやさい
株式会社小原農園
株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
農事組合法人大一牧場
有限会社森末牧場 http://morisue-farm.com/
有限会社藤川果樹園 http://www.fujikawa-mikan.com

愛媛県 奥谷善昭
株式会社美砥里

高知県 株式会社サンビレッジ四万十 http://www.village-kageno.jp
株式会社はぐみ農園
株式会社ファーム竹﨑
株式会社ベストグロウ
株式会社篤農 http://tokunoumelon.com
山本泰司（ファームヤマモト）

福岡県 加茂正彦（加茂グリーンファーム） http://camogreenfarm.com/
株式会社酒見農産
株式会社鳥越ネットワーク http://www.torigoe.sakura.ne.jp/
尾形朝矢（尾形物産）
福田幸治
有限会社ダイヤモンドファーム

佐賀県 株式会社九州アグリコール太良 http://www.yoshida-kaiun.co.jp/kyushu-agricole-tara
金田寿子（中島農場）
古賀良友（古賀農園）
小野カントリー産業株式会社 https://ono-country-sangyou.com/

長崎県 株式会社そのぎファーム
株式会社五島パプリカ
株式会社落水正商店 http://www.taiyouran.com/
崎永海運株式会社 http://www.takashima-nouen.com
田中一喜
田中芳秀
農業生産法人五島七岳ファーム有限会社 http://www.nanatakefarm.com/
豊村俊昭

熊本県 サプライジングファーマーズ株式会社
フィールドマスター合同会社
株式会社ナチュラルワークス
株式会社ろのわ http://www.lonowa.com
株式会社熊本野菜育苗センター http://www.takeuchi-yasainae.com
株式会社松岡グリーンファーム山都
株式会社竹崎野村農園
東野健二
農事組合法人熊本すぎかみ農場 http://sugikaminoujou.com/

大分県 葱屋おおくぼ有限会社
宮崎県 ベジエイト株式会社

株式会社KKYファーム http://kky-farm.com/
株式会社くしまアオイファーム https://aoifarm-gr.com/
株式会社クレインファーム
株式会社サンミライ
株式会社加藤えのき
株式会社松尾ファーム
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甲斐太（南国農園）
黒木新悟（TOMATO LABEL）
松山直人
木村幸司（アグリストリームきむら農園）
有限会社阿部牧場
有限会社高千穂ファーム

鹿児島県 はちみつ西垂水養蜂園株式会社
旭ファーム株式会社
株式会社アグリスタイル
株式会社オキス http://www.oks.cc/
株式会社グリーンネットワークとどろき
株式会社ゼロプラス
株式会社菊永エッグファーム http://www.kikuchan.com/farm.html
株式会社指宿やさいの王国
株式会社鐡馬
合同会社大幸
新留諭貴（牧之内青果）
農事組合法人エコファーム永池
農事組合法人土里夢たかた
有限会社アグリサポート吹上
有限会社えこふぁーむ http://www.eco-pig.net
有限会社マルユ湯通堂青果 http://www.yuthudo.co.jp
有限会社宮路園芸
有限会社大崎農園 http://www.oosaki-farm.com/
有限会社南橋商事 http://satsumaimo.biz/index.html
有限会社簗瀬牧場

沖縄県 株式会社美らイチゴ http://www.chura-ichigo.jp
合同会社大城農園
上原正子（南山ファーム）
上里さゆり（Herb＆Spice Garden）
農業生産法人株式会社福まる農場 http://kibimaruton.jp
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
農業生産法人有限会社今帰仁アグー


