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管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 有限会社西神楽夢民村 https://www.muminmura.com/corp/
有限会社金川牧場
株式会社トライベツ酪農天国
有限会社フジワラ・ファーム
株式会社こことある
有限会社ベルセゾンファーム
清水春樹
有限会社ウイング
札幌チーズ株式会社 https://www.facebook.com/ishikarisheep/
有限会社岩瀬牧場 http://www.iwasefarm.co.jp
株式会社esaki https://www.esaki-family.com/
小川文夫（小川牧場） http://www.bunchan-sato.net/
株式会社TACSしべちゃ
有限会社渡辺農場 http://farm-watanabe.net/
桜木和徳（桜木和徳牧場）
有限会社北広牧場
株式会社アグリファッショングループ http://www.agri-fashion.com
株式会社ユニバース
有限会社別海町酪農研修牧場 http://betsukai-kenboku.jp
株式会社ITF
中野ファーム株式会社 https://www.nakano-farm.com
有限会社月浦ワイナリー http://www.tsukiurawine.jp
有限会社藤沢牧場
株式会社百商屋
株式会社FReeee
株式会社大野ファーム
小林卓也（はるきちオーガニックファーム） http://www.harukichi-farm.com
株式会社岩本牧場
有限会社パインランドデーリィ http://www.pinelandfarm.net/
株式会社十勝高島牧場
上野寿雄
ベジタブルワークス株式会社 http://vege-works.com/index.htm
三好清一

青森県 農事組合法人大根子
株式会社釈迦のりんご園 http://www.hirofune.com
有限会社サンアップル醸造ジャパン
株式会社大平ファーム
有限会社沢田ファーム http://www.sawada-farm.com/

岩手県 とんとん山有限会社
株式会社菅野農園
有限会社アグリスト
有限会社かさい農産
酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）
藤村真哉 http://morioka-ringo.net/
株式会社高橋農園
有限会社北一農
照井充

宮城県 株式会社高橋農産
有限会社蔵王高原牧場 http://www.zao-gyu.com
有限会社登米ライスサービス http://www.tomerice.com
泉正幸（泉畜産）

秋田県 株式会社たかのすファーム http://takanosufarm.co.jp
農事組合法人富根ファーム
農事組合法人ファーム夢未来
株式会社寿牧場
農事組合法人アグリあいかわ
農事組合法人アグリヘリ西仙
農事組合法人中仙さくらファーム
農事組合法人TEAM.Freedom

山形県 株式会社多田農園 http://www.tadanoen.com/
株式会社山形ピッグファーム
株式会社千歳園
株式会社二瓶農園
株式会社ビッグフィールド
有限会社ソイビーン
農事組合法人太ももの会 http://www.futomomo.jp/
小国地産株式会社
株式会社尾﨑牧場
株式会社アイオイ
株式会社かねやま須藤農園
株式会社あつみ農地保全組合
有限会社鈴木農産企画 http://www.suzuki-nosan.com

福島県 株式会社希望ファーム

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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鈴木光一（鈴木農場）
佐藤敦（おおぞらふぁーむ）
大野農園株式会社
有限会社でんぱた http://nouka.tv/denpata/profile
株式会社アグリヒルズ
会津農匠株式会社
五十嵐利昭
株式会社みなもと農園 http://athome-yamasyo.com/
株式会社紅梅夢ファーム
株式会社南ヶ丘牧場 http://www.minamigaoka.co.jp

茨城県 株式会社ヤッカ
片岡淳 http://www.kataoka-nouen.com/
菊地康等（菊地農園） https://kikuchinouenjyuku.com/
株式会社北栄ファーム http://www.hokueifarm.co.jp
有限会社ベジタハウス http://www.vegeta-h.co.jp/
農事組合法人大久保農園 http://www.okubo-farm.com
ほしいも株式会社 http://www.hoshiimo.tv
有限会社ファームオアシス http://www.farm-oasis.jp
株式会社HATAKEカンパニー http://hatake.co.jp/
伏田直弘（ふしちゃんファーム）
有限会社アグリ山﨑
株式会社大嶋農場 http://www.hyakusyoumai.com
唐澤秀（鹿嶋パラダイス） http://paradisebeer.jp
木村哲也
友部義正（友部ファーム）
海老根賢一

栃木県 関口裕二（小山ローズ）
有限会社いちごの里湯本農場 http://www.itigo.co.jp
株式会社アドバンス http://amayukimonogatari.com
松本勝一（松本農園）
株式会社ジェイイーティファーム http://www.jetfarm.co.jp
株式会社大三

群馬県 株式会社小川牧場
有限会社高橋農園 http://www.the-yasai.com
有限会社竹内園芸　群馬農場 http://www.takeuchi-yasainae.com

埼玉県 榎本健司（さいたま榎本農園）
株式会社いるま野アグリ
株式会社VEGETA穂 http://www.takusan.co.jp/vegetaho/
道谷利明（道谷農園）
株式会社苺の里 http://www.ichigogari.org/
株式会社横田農園 http://www.y-farm.com
合同会社守屋農園
金井国夫（金井農園）
有限会社新井牧場
高橋雄介（高橋農園）
福田靖（福田菜園）
海澤和弥（かいざわ農園）
有限会社ファームヤード http://farmyard.co.jp/
株式会社つばさグリーンファーム http://www.tsubasa-gf.co.jp/
株式会社ヘリテイジ・ファ－ム
有限会社早川農場
株式会社誠農社 http://www.seinousha.com
アルファイノベーション株式会社 http://www.alpha-innovation.co.jp/
株式会社いちご工房 http://ichigo-kobo.com/
株式会社はちぼく
上原実

千葉県 株式会社高梨農園 http://takanashi-nouen.co.jp/
株式会社房の駅農場
株式会社君津とまとガーデン
飯島幸三郎（飯島農園）
田中幸男
柴田康久（柴田農場）
庄司学
有限会社高秀牧場
株式会社ファーストライフ http://first-life.jp
松下信也（サンバファーム） https://www.sanbafarm.com/
富谷亜喜博（ファーム富谷）
山﨑真利（PACHAMAMA PARM）
株式会社つながる https://www.agri-tsunagaru.com/
株式会社ローソンファーム千葉 http://www.lawson.co.jp/recommend/lawsonfarm/farm.html
平川誠（フラットリバーファーム）
株式会社京葉ポートリー http://www.crestfarm.co.jp
株式会社農園葵屋

東京都 近藤隆幸（満天ファーム）
横山暁（横山園芸）
加藤隆（松枝牧場）

神奈川県 株式会社平凡野菜
株式会社えと菜園 http://www.eto-na-en.com
株式会社元気もりもり山森農園 http://nouka.tv/yamamori/
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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/
株式会社リコペル https://lycoper.co.jp
ドリームファーム株式会社
株式会社ファーマン http://www.farman.jp
有限会社ピーチ専科ヤマシタ http://www2.momo-net.co.jp
有限会社BEAU PAYSAGE

岐阜県 有限会社合渡水田夢クラブ
有限会社芥見農産
株式会社昭和ファーム
大井幸男（大井牧場） http://oi-farm.moo.jp/
有限会社健康やさい村
株式会社アグリ・F・神戸
戸谷保夫（TOYAFARM）
株式会社ふる里いび
神谷保夫（神谷牧場）
株式会社牧歌コーポレーション https://www.bokka.co.jp/
有限会社春見ライス http://www.kasumi-rice.net
株式会社堀部
渡邊修一郎（ウッドファーム）
株式会社熊﨑組
株式会社飛騨萩原畜産
有限会社橋場農園 http://www.hasibanouen.net
株式会社アイシンクリエイト
有限会社吉野ジーピーファーム
農事組合法人ハイランドファーム荘川
株式会社アグリランド
株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp

静岡県 持田忠継（駿河ガーデン）
有限会社井出種畜牧場
株式会社エル・ファーム・サカキバラ一富士農場
朝霧メイプルファーム有限会社 http://www.maplefarm.jp/
青木悟（青木農園）
前田征宏（前田農園）
海野安典（海野農園）
株式会社ザ・ネクストワン http://www.the-nextone.com/
株式会社焼津冷凍 http://www.greentec.jp/
株式会社御殿谷農園
渡邉めぐみ（KURI BERRYFARM）　
匂坂隆是（さぎさかファーム）
農業生産法人掛川中央茶業株式会社
株式会社さくらぎ農園
渡辺守男（渡辺農園）
農事組合法人山東茶業組合 http://yamatoh.jp
有限会社佐野ファーム
遠州森鈴木農園株式会社 http://www.suzukinouen.jp
株式会社パシオス
有限会社ボタニカルガーデン大杉
古川安伸
株式会社ホソヤ http://www.k-hosoya.co.jp
株式会社やさいの樹
株式会社流通サービス https://www.ecofarm.co.jp
松本光弘（ルナサン農園）
株式会社森島農園 http://farm-morishima.biz/
有限会社三ケ日グリーンファーム https://www.maruma-mikkabi.com/
有限会社グリーンオニオン
株式会社ヴェルデファーム
菊池正孝（山勝）
株式会社高山
株式会社カクト・ロコ
鈴木良彦(まるたか農園）
谷中正博（谷中園芸）

愛知県 株式会社ジャパンフードファクトリー
一宮市浮野養鶏株式会社 http://www.ukinoyoukei.co.jp
株式会社アドバンテック・サンスイ http://www.sansui-co.com
株式会社尾東農産
伊藤一夫（戸典オペレーター）
有限会社エル・ファーム・サカキバラ http://l-farm.co.jp/
蟹江陸孝（龍果園）
株式会社山銀
有限会社千姓 http://www.tsuzuki-farm.com/
株式会社六ッ美ライスセンター
咲こう農場株式会社 http://www.osaki-nouen.com/about_us/
有限会社小笠原牧場
株式会社中甲 http://www.nakakou.co.jp
根木宏太郎（ルーツリー）
株式会社福井牧場
有限会社こだわり農場鈴木
株式会社蒲郡オレンジパーク http://www.orepa.jp/
有限会社ジャパン・アグリ・ベンチャー・ユニット https://www.javu.jp/
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三重県 株式会社小林農産 http://www.kobayashi-agri.co.jp
NPO法人えん http://www.npoen.com/
株式会社浅井農園 http://asainursery.com
うれし野アグリ株式会社 http://ureshinoagri.com/
株式会社あぐりん伊勢
株式会社シグマサポート http://sigma-support.co.jp/

新潟県 株式会社阿部農園
有限会社エーエフカガヤキ http://www.kagayakifarm.com/
農事組合法人ひまわり起耕
株式会社ベジ・アビオ
農業生産法人株式会社ゼオカリス
株式会社藤井農園
株式会社エー・エフグリーン
カンブリア妙高株式会社
吉乃川農産株式会社
農事組合法人アグリさくら
農事組合法人龍水みなみがた
エンカレッジファーミング株式会社

富山県 有限会社グリーンパワーなのはな http://gp-nanohana.com
有限会社さくさく村 http://www.oisii.jp
合同会社ファーム中山
合同会社NICE FARM https://nicefarm.jimdo.com/
みずほ農場株式会社
農事組合法人林中部営農組合 http://www.hayashi-chubu.jp/
有限会社米山農産 http://www.yoneyamanousan.jp
菊岡進（こまつな菊ちゃんハウス）
農事組合法人いこいの杜 http://ikoinomori.or.jp
有限会社林農産 http://www.hayashi-nousan.com/

石川県 株式会社六星 https://www.rokusei.net
有限会社フロンティアはら

福井県 有限会社ライズグリーン
株式会社松浦ファーム

長野県 有限会社アマリファーム https://www.amarifarm.com/
由井拓実（ゆい自然農園） https://yui-shizennouen.jp/
株式会社ずくだせ農場 http://momotarou1.wixsite.com/zukudase
有限会社ウッドベルファーム http://www.metaha26.wixsite.com/woodbellfarm/about-us
有限会社信州うえだファーム
株式会社はすみふぁーむ http://www.hasumifarm.com/
齋藤暢一（麓farm）
株式会社栄農人 http://www.kingofkinoko.com/
松木裕（ゆたかなれたす）
櫻井克成（櫻井牧場）
信州トマト工房株式会社 https://sinsyu-tomatokobo.jp/
合同会社ミレッツ http://nonomono.jp
株式会社大島農園 http://goninbouzu.jp
合同会社あぐりん信州
株式会社あづみのうか浅川 http://www.asakawanokome.com/
合同会社しなの
農事組合法人ゴトーファーム
株式会社ベストシーン

滋賀県 有限会社古株牧場 http://www.kokabu.co.jp/
有限会社澤井牧場 http://www.sawai-bokujyo.jp/
有限会社るシオールファーム http://www.luciole-farm.com
きたがわ農園株式会社
中島由富
株式会社オーネット農場
株式会社横江ファーム
田原喜多男（田原牧場）
クニエダ株式会社

京都府 株式会社村瀬農産
合同会社とみた農園
株式会社おさぜん農園 http://www.osazen.com/
株式会社秋田農園 https://www.akita-farm.jp/
株式会社あぐり翔之屋
株式会社いずみ
株式会社アグリにのうみ http://kameoka-agrininoumi.com
有限会社るり渓やぎ農園 http://www.ruri-yagi.com
株式会社岸本畜産 http://kyotanba-pork.jp/
株式会社京都ファーム彩 https://www.kyoto-irodori.com
株式会社味歩里
有限会社熟年コミュニティ丹後
有限会社あっぷるふぁーむ
農事組合法人アグリ竹藤

大阪府 岡田剛成(岡田農園）
株式会社岸和田観光農園 http://www.kishiwada-f.jp
井坂常典（井坂農園）
植田歩（べじたぶるぱーく） http://vegetablepark.com/
北野清治（北野農園） http://kitanofarm.com/
古川雅英（古川農園） http://furunou.com



管理地域 経営体名 ホームページURL

株式会社原田ふぁーむ
兵庫県 西山農（西山牧場）

株式会社パブリック・キッチン http://pkp.co.jp/
池尻能久（池尻農園）
堀内良深（別所とれとれ市場）
農事組合法人兵庫農民連産直センター
児島園芸有限会社
山本洋太朗（アグリスタイル）
株式会社耕す http://www.tagayasu.co.jp
株式会社ジェイエイファーム六甲 http://www.jarokko.or.jp/jfr/
竹田陽一郎（竹田農場）

奈良県 植辻隆寛（植辻農園）
葛城山麓農園株式会社
寺田農園株式会社 http://www.teradafarm.com
株式会社華金剛 http://www.hanakongou.com
株式会社雅chick farm http://www.yamatonikudori.com
上田喜章（UEDAなっぱ工房）
株式会社上田育苗

和歌山県 特定非営利活動法人にこにこのうえん http://www.nikonikonouen.com/
株式会社恋野マッシュルーム http://koino-mush.jp/
橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
株式会社Citrus http://citrusarida.jp
松坂和子（松弥園） http://www.matuyaen.com/

鳥取県 株式会社みんなの牧場 http://minna-farm.com
中村卓也（中村農園）
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp
村岡武士（村岡農園）
信方道明
有限会社村岡オーガニック
田巻健太郎（田巻農園）
真山幸一郎
寺岡昌一(てらおか農園）
株式会社諸遊農場
株式会社D’sプランニング
株式会社巌生産組合
野口幸司（Ｋファーム）　
恩田一秀
有限会社だんだん http://www.dandanmai.jp/

島根県 株式会社コッシーふぁーむ http://www.kosshy-farm.com/
神田農産株式会社
ＴＣ浜田農場株式会社 https://tk032611.jimdo.com
農事組合法人あかつきファーム今在家 http://akatsuki-farm.jp/
有限会社島根ファーム
一般社団法人ファームサポート美郷
中山農園株式会社
JAいずもアグリ開発株式会社
彦田畜産株式会社
有限会社だんだんファーム掛合

岡山県 クラカアグリ株式会社 http://kuraka-g.com/
株式会社本山精耕園
髙橋農産株式会社 http://bashitaka.com
有限会社エーアンドエス http://www.sinobinosato.jp/kasaoka

広島県 有限会社こめ奉行
有限会社マム･ガーデンミヤオ
峰商事合同会社 http://www.mineshoji.com
農事組合法人和
東洋ファーム株式会社
アグリプラス株式会社
中原伸悟（中原観光農園）
森野裕年（もりの農園）
農事組合法人高原の里まき
平郡みどり（みどり農園）

山口県 有限会社名田島農産 http://www.natajima.co.jp/
有限会社石川果樹園 http://www.e-fruit.co.jp/
株式会社仁保農産
有限会社しもせりんご村 http://www.shimose-ringomura.co.jp/
農事組合法人日の出
德原一彦
株式会社長門西
株式会社美東電子 http://manafarm.jp/
農事組合法人あぶの郷
こっこ株式会社
農事組合法人本郷原
農事組合法人二島東
有限会社アグリプラント
株式会社里の農業研究会

徳島県 株式会社トラスト
ヴェリタス株式会社
堀江将太（堀江産業）
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アグリサポートユート株式会社
大幸食品株式会社
有限会社徳島シードリング
安崎浩二（あんちゃんふぁーむ） http://anchan-farm.com/
株式会社いせや農場 http://www.iseya-farm.com/
株式会社徳島サリナス
株式会社Grower
有限会社樫山農園
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com
有限会社竹内園芸 http://www.takeuchi-yasainae.com/

香川県 有限会社将基酪農 http://shogi-dairy.jp/
常谷種苗園芸株式会社
株式会社森のいちご http://morinoichigo.com
株式会社さぬきベジファーム
有限会社高島産業
有限会社アドバンス農産
株式会社共同アグリ
有限会社赤松牧場
濵田洋次（濵田畜産）

愛媛県 株式会社ニュウズ http://www.nishiuwamikanmonogatari.com
農事組合法人たいよう農園 http://www.taiyonouen.com
有限会社太陽ファーム http://www.taiyofarm.com
株式会社南伊予養鶏
株式会社修斗 http://ishimaru-nouen.com
清水重伯
菊池秀夫
井上善一
國田農産有限会社
有限会社ファーマーズユニオン北条
株式会社テレファーム http://www.telefarm.net/

高知県 株式会社熊谷ファーム
株式会社土佐ひかりＣＤＭ http://www.tosahikari.co/
一般社団法人四万十農産 http://www.shimanto.tv/~village/
有限会社大串農園 http://www.gogo-oogushi.com/
株式会社はぐみ農園
川添建太郎（川添ヤギ牧場）
川村一久（川村牧場）
株式会社アースエイド http://earthaid.co.jp/
株式会社香北ファーム

福岡県 有限会社グリーンハート安田花卉
魚住清治
貞光孝宏（貞光園芸）
牟田和彰
株式会社百笑屋 http://www.hyakusyoya.jp/index.php
原裕二（原茂之巨峰園）
株式会社アグリキュールIwasaki
合同会社一夢
株式会社鳥越ネットワーク http://www.torigoe.sakura.ne.jp/
株式会社すすき牧場 http://www.susukifarm.com
有限会社日本バボルナ http://www.tetraegg.jp
株式会社リングランサ
うきはとまと株式会社
ジョイファーム株式会社

佐賀県 寺田俊博（t-west）
江川修（江川農園）
香月雅雄
坂本正満（正満生花園）
株式会社明日香園 http://www.asukaen.com

長崎県 株式会社出島ファーム
株式会社大地のいのち https://daichi-inochi.com
農業生産法人五島七岳ファーム有限会社 http://www.nanatakefarm.com/
森﨑紀之

熊本県 有限会社ジアス
有限会社ビーユーファーム
株式会社果実堂 https://www.kajitsudo.com/
株式会社天芯農場 http://higoayuminokai.co.jp/
有限会社エコファーム立石 http://www.gunchiku.co.jp
有限会社T.Mファーム
田中正通（田中農園）
株式会社アグリ飽田
株式会社D-CRAFT
中畠由博（なかはた農園） https://ichigoya.jimdo.com/
宮本龍（笑園）
セブンフーズ株式会社
宮崎修（みやざきファーム） http://www.miyazakifarm-hikawa.com/
有限会社卸中村果実 http://www2.plala.or.jp/nakamurakazitu/index2f.html
株式会社くまもと愛農生産
株式会社大伸
有限会社石松樹苗園
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大分県 JR九州ファーム株式会社 http://www.jrkf.jp
有限会社藍澤農園
有限会社荻町高原綜合農場
株式会社オーエス豊後大野ファーム
株式会社ohana本舗 https://www.ohana-honpo.com/
株式会社創

宮崎県 有限会社ビッグファーム
木村幸司（アグリストリームきむら農園）
株式会社宮崎太陽農園
横井嘉次郎
株式会社真ちゃんファーム http://shin-chan-farm.com/
株式会社森ファーム宮崎 http://www.morifarms.co.jp/index.html
有限会社エムケイ商事 http://www.mk-shoji.com/
有限会社緑の里りょうくん
株式会社くしまアオイファーム https://aoifarm-gr.com/
有限会社佐藤ファーム
有限会社ファームヤマト http://www.rakuten.ne.jp/gold/yaoyamato/
吉田宗充
矢野祐一（矢野園芸）
一般社団法人宮崎県酪農公社 http://www.m-chikusan.jp/
有限会社シードカルチャー http://ayahayakawa.com/
森雅也（森とまと農園） https://www.mori-tomato.com/
外山雅史
株式会社CoCoRoファーム
市川充生（市川農園）

鹿児島県 寺田農園株式会社
株式会社カゴシマ農園
はちみつ西垂水養蜂園株式会社
オリオ青果株式会社
株式会社みなみのだいち
有限会社マルユ湯通堂青果 http://www.yuthudo.co.jp
株式会社カゴシマバンズ http://www.apcompany.jp
農事組合法人エコファーム永池
ルーツファーム株式会社
株式会社三和グリーン http://sanwa-bussan.jp/
株式会社今隈製茶
株式会社さかうえ
有限会社大崎農園 http://www.oosaki-farm.com/

沖縄県 農業生産法人株式会社クックソニア http://cooksonia.net/
農業生産法人有限会社エコファーム沖縄
農業生産法人株式会社なんじょう牧場 http://www.aamifarm.com/
山田安彦


