
（別紙） ３０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 太陽ふぁーむ有限会社
株式会社マルシメおぬき
株式会社グリーンランド標津
新篠津つちから農場株式会社
株式会社リッキーファーム
農事組合法人柏台生産組合
株式会社北栄ファーム http://www.hokueifarm.co.jp
有限会社松山農場
有限会社森谷 http://farm-moriya.com
株式会社グリーンヴァレー
合同会社農場たつかーむ http://www.tatukam.jp
有限会社三和牧場
株式会社谷口農場 http://www.taniguchifarm.co.jp
有限会社貞廣農場
古田全利（古田牧場）
有限会社北海道ホープランド http://www.hopeland.jp
有限会社旭栄農園
農事組合法人東門営農組合
星敏夫
有限会社浅野農場 http://www.asanofarm.com/
有限会社伊藤畜産 http://www.nemuro-footpath.com/gyuu/
株式会社モス・サンファームむかわ
株式会社クオリティ・オブ・ライフ
株式会社市川牧場
有限会社金川牧場
羽田野安晴（羽田野牧場）
滝口賢治
株式会社サクラ
小嶋裕之（小嶋牧場）
江面暁人（えづらファーム）
株式会社十勝美濃農場 https://www.minofarm.com/
桂真由美
吉田実
合同会社たてお農園
農事組合法人雄馬別農場
株式会社牛や http://ushiya.jp
有限会社ジェイファームシマザキ http://jf-simazaki.jp/
株式会社OKM
農事組合法人ぴりかファーム
株式会社FReeee
伊藤幸一（伊藤農場）
株式会社鈴久名牧場
株式会社フラワーファーム大花園
株式会社NIKI・Hillsファーム http://nikihills.co.jp/
有限会社藤井牧場 http://www.fujii-bokujo.com
えりもなかの牧場合同会社 http://www.erimo-nakano-farm.com/
有限会社橋本牧場
加藤照明（加藤牧場）
トカプチ株式会社
合同会社タカシナ観光果樹園

青森県 Nベース株式会社
合同会社パープルウィンドウ http://www.masahiro-ringoen.com/
有限会社奈良岡ファーム
有限会社白神アグリサービス http://www.kazemaru-nojo.com/
株式会社神山ファーム
原英輔（原牧場）
株式会社ＣＲＴワールド  農園ナチュローブ
有限会社エコファーム
農事組合法人弘前東部地区営農組合
有限会社今蔵

岩手県 有限会社ドリファー花泉
有限会社鍋割川ユニオン http://nabewarikawa.com/
株式会社水の華ほり
株式会社西部開発農産 https://www.seibu-kaihatsu.com/
有限会社田鎖農園
株式会社GFK
玉山龍輔
照井充
農事組合法人アグリ平泉 http://agri-hiraizumi.com/
株式会社盛岡西部農園

宮城県 株式会社一苺一笑 http://ichiichigo.jp/
株式会社かのファーム
有限会社高須賀農産

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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有限会社蔵王高原牧場 http://www.zao-gyu.com
星正俊（星牧場）
土生真人（土生農園）
株式会社吉尾ファーム
エコファーム蔵王株式会社 http://www.ecofarm-zao.co.jp/
株式会社石ノ森農場 http://www.ishinomori-farm.co.jp/
株式会社田伝むし

秋田県 農事組合法人坊沢営農組合 http://bozawa.com/
有限会社米道ふたつい
株式会社中条たまご秋田農場
農事組合法人杉沢ファーミング
株式会社ファーム・ぬまた
農事組合法人はちまんの里
株式会社秋田農販
農事組合法人斉藤牧場
株式会社雄勝グリーンサービス

山形県 農事組合法人雪谷畜産団地組合
株式会社トリム
株式会社ビッグフィールド
鈴木淳夫(鈴木農園）
株式会社イシドウ
岩月成人（岩月ファーム）
株式会社フルーツ果乃蔵 http://www.kanokura.com
株式会社冨本農産
髙橋利男
庄内野の風ファーム株式会社
石塚寛一
有限会社馬町さくらファーム http://www15.plala.or.jp//umamachi/
農事組合法人青山農場　 http://www.aoyamanojyo.jp/
株式会社はなはな http://www.hanahana.co.jp
株式会社あべファーム
小国地産株式会社
農事組合法人小国きんたけ工房
佐藤和愛（うばふところ）
秋葉陽輔（秋葉農園）
農事組合法人ファーム吉田
株式会社尾﨑牧場
有限会社マッシュ．グループ
農事組合法人庄内協同ファーム http://shonaifarm.com/
株式会社アグレスト //www.yogorou.jp/
株式会社髙橋園芸

福島県 株式会社カトウファーム
マルナカファーム株式会社 http://www.marunaka-k.jp
伊藤正喜（伊藤農園）
株式会社ほしくまファーム
岡部政行
雪割牧場有限会社
真田良幸
あぐり勝方株式会社
有限会社フラワーランド
株式会社グラン・ファーム

茨城県 入江豊（入江農事）
荒井好夫（自然薯の荒井農産） http://arainousan.com
有限会社水戸菜園
有限会社スズキファーム
靍見晴夫（鶴見農園）
有限会社小橋農園
中山祐美加
株式会社ヴァレンチア http://valentia.jp/
林イチ（ハヤシ農園） http://hayashi-farm.info
伊藤英一
有限会社丸エビ倶楽部
農事組合法人白鳥干いも生産組合 http://shiratori-farm.co.jp
やさと菜苑株式会社
株式会社峯ファーム http://minefarm.co.jp
有限会社宮﨑
イオンアグリ創造株式会社　牛久農場 http://www.aeon.jp/agricreate/
株式会社筑波農場
株式会社みずほ
株式会社リッチフィールド美浦 http://www.vege-innovation.jp/
有限会社谷島農園 http://www.yajima-farm.com/
坂本宏（つくばさわやかファーム） http://www.tsukubasawayakafarm.com
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp/

栃木県 床井和之
株式会社松井牧場
株式会社栃の木食品
株式会社育くんファーム http://nekk.co.jp
匠屋株式会社
イオンアグリ創造株式会社　宇都宮農場 http://www.aeon.jp/agricreate/



管理地域 経営体名 ホームページURL

株式会社鶴田ファーミング http://www.tfg-01.com/
戸松正行（帰農志塾） http://www.kinousijyuku.com
土屋喬平（ひじや農園）
株式会社和氣ふぁーむ http://www.wakifarm.co.jp
茅島淳二

群馬県 株式会社貫光農園はるな山
株式会社サイエンズ
株式会社三光ファーム http://www.sanko-farm.jp/company.html
松井牧場株式会社 http://matsui-f.com/
株式会社良農園
株式会社TGF
有限会社あずま産直ねっと http://www.azuma-sun.co.jp/
有限会社古代米浦部農園 http://kodaimai.sakura.ne.jp
有限会社品川牧場 http://www.shinagawa-farm.com
有限会社ホウトク http://www.sfh.co.jp/

埼玉県 岩田茂 http://bokura-farm.jp
株式会社クレオ http://www.creo-greens.com
農事組合法人集楽営農大串
武蔵ワイナリ－株式会社 https://www.musashiwinery.com/
株式会社和銅農園
アデリープランニング株式会社 http://www.sakutei.net/
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/
株式会社グリーネストファーム
有限会社神扇農業機械化センター
イオンアグリ創造株式会社　埼玉久喜農場 http://www.aeon.jp/agricreate/

千葉県 株式会社中川ファーム http://www.fasebook.com/nakagawa.farm/
株式会社浅川ブロイラー
千葉ベビーリーフ菜園株式会社
株式会社房の駅農場
合同会社うの福商店
清水裕之（内房酪農サービス） http://uchibourakunou.com/
有限会社葛田園芸 http://www.kuzutaengei.com
株式会社バラの学校 http://www.baranogakkou.co.jp/
有限会社高秀牧場
浦部和宏 http://www.urabe-noen.com
竹川英識（さいのね畑） http://www.sainone.com/
株式会社長生ファーム
細谷富男（細谷農場）
槍木康直
越川博
GREEN GIFT株式会社
株式会社勘兵衛
有限会社椎名洋ラン園 http://www.ranran.co.jp/
株式会社長嶋
株式会社ナルケ
岡田耕治（岡田農園）
農事組合法人成田ガイヤ http://narita-gaiya.com/
留守剛（留守農場）
株式会社ハルディン http://www.jsjardin.co.jp/
柴海祐也（柴海農園）
株式会社テンアップファーム
佐藤宣幸（MERCATOちばfattoria）
遠藤佐和子（遠藤ファームAt）

東京都 橋本隆吉（橋本園）
有限会社須﨑園
島野尚正（島野農園）
田中永治
中里茂
髙杉充
株式会社いなげやドリームファーム
近藤隆幸（満天ファーム）

神奈川県 井上宏輝（にこにこ農園） https://www.nikoniko-nouen.com
辻敦史（辻ファーム） https://tsujifarm.com/
株式会社永田農園 http://www.nagata-farm.co.jp/
小泉正博（小泉農園） https://www.koizuminouen.net/
石橋雄二（翠の丘農園）

山梨県 株式会社I JAPAN http://www.ijapan.co.jp/
株式会社リコペル https://lycoper.co.jp/
有限会社イズミ農園

岐阜県 松井良一（ヤママツ）
株式会社Ｆ・Ｓ・Ｔ
株式会社ＴＦＦ http://tff.jp
農事組合法人もとすファーム
株式会社西濃パイロット http://www.seino-pilot.jp/
株式会社サンフレッシュ海津 https://sunfresh-kaizu.jp
株式会社安立ファーム
有限会社サポートいび http://www.support-ibi.jp
株式会社牧歌コーポレーション https://www.bokka.co.jp/
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有限会社ひるがのラファノス http://h-raphanus.jp/
株式会社ネクストホーム http://www.ohashinouen.com/
有限会社東野 http://e-higashino.com/
株式会社岩村営農 http://kirinosizuku.com/
民田千博（民田農場）
石川右木子（石川農園） http://www.ishikawafarm.com
有限会社ロッセ農場
株式会社和仁農園 http://www.wani-nouen.com/
株式会社アルプス農場
株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp

静岡県 農事組合法人丸榮
佐々木剛
農事組合法人木の花ファミリー
株式会社よしもと
株式会社わさびの門前 http://www.wasabiya.net
今村隆次
喜瀬川進也（喜瀬川園）
株式会社蔵田茶農園
株式会社あかつき産業
松下芳春（松下園） http://suppinn.com/
株式会社まるやま農場
株式会社ホソヤ http://www.k-hosoya.co.jp
株式会社カクト・ロコ
竹平智範（竹平農園）
夏目牧場株式会社
大橋牧場株式会社
有限会社浜名ファーム

愛知県 株式会社岩田ファーム
有限会社河瀬養鶏 http://www.kawase-yk.co.jp/
服部農園有限会社 http://www.hattorinouen.com
清水食品株式会社 http://www.shimizu-f.co.jp/
有限会社アグリサポート
株式会社ブルーチップファーム http://www.t-bluechip.com/
農事組合法人鵜の味
丸昇AI株式会社
農事組合法人よさみ
有限会社オインク http://www.oink.ne.jp/
有限会社渡辺トラクター
農事組合法人幸多農場
株式会社杉田組 http://www.komichi-inabu.jp/
林雅彦（はおるし屋）
株式会社マーコ http://mak-asf.com/

三重県 有限会社御浜柑橘
茶来まつさか株式会社
株式会社タカノファーム
有限会社藤原ファーム
合同会社ベストグロワー
有限会社フジタ
株式会社うつべ農園

新潟県 山嵜哲矢（ファームフレッシュ　ヤマザキ） https://www.facebook.com/yamazaki.ff
株式会社みのり
農事組合法人濁川生産組合
農事組合法人七穂ライスセンター
有限会社ホープイン中沢 http://www.umaikome.co.jp
株式会社アグリシップ
有限会社松木農場 http://matukifarm.com
小杉中治（小杉農産）
農事組合法人清里アグリのWA http://kiyosato-aguri.com/content3.html
川作ファーム株式会社 http://www.kawasaku-farm.com/
有限会社羽黒あぐり
株式会社Mt．ファームわかとち
株式会社川上農産
中村誠
株式会社米杜氏農場
有限会社えちご三四郎 http://www.nouka346.com/
エンカレッジファーミング株式会社
株式会社米ファーム斐太 http://cms.valley.ne.jp/~myfarmhida/

富山県 佐々木智
合名会社 田村農園
株式会社優樹
株式会社クボタファーム紅農友会 http://www.kubotafarm.co.jp/
株式会社ferme山川
農工房長者株式会社
農事組合法人ゆかり営農組合
有限会社ファームファーム
橘勇伸
有限会社泰栄農研
株式会社カシワファーム

石川県 有限会社わくわく手づくりファーム川北 http://wkwkfarm.com/
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有限会社安井ファーム http://www.yasuifarm.net
浜田賢造（浜田園芸）
井村辰二郎（金沢農業）
村上光伸
株式会社北ファーム
有限会社フロンティアはら
株式会社ゆめうらら http://www.yumeurara.co.jp/
合同会社菜夢来 http://www.samurai-korogaki.com/
農事組合法人能登やまびこ
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp/index.html

福井県 佐々木済（ワトム） http://watom.net
農事組合法人ハーネス河合
合同会社中村農園 https://satoimo-nakamura.com/abouts/
農事組合法人グリーンファーム角屋
株式会社フィールドワークス http://www.fw-tomitsu.com/
株式会社松浦ファーム
農事組合法人ひとつぶの里 http://hitotubunosato.jp
農事組合法人農村資源開発共同体

長野県 有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
有限会社ワタミファーム http://www.watamifarm.co.jp/
株式会社ハルディン http://www.jsjardin.co.jp/
有限会社八ヶ岳農産 http://www.yatsunou.com
櫻井克成（櫻井牧場）
株式会社Wakka Agri
株式会社なかひら農場
株式会社アグリスタくましろ http://agrista-kumashiro.com
株式会社七久里農園 http://www.nanakurinouen.co.jp
信濃屋滑子産業株式会社
株式会社市田柿本舗ぷらう
株式会社村沢畜産
株式会社かまくらや http://www.kamakuraya-soba.com
草間弘秋
有限会社於多屋農場
株式会社クリーン・ア・グリーン http://cleanagreen.jimdo.com
有限会社ティーエム http://tm-hakuba.com/
坂城葡萄酒醸造株式会社
株式会社大地の卵 https://grocery-store-5688.business.site/
株式会社柿の木農場 http://www.kakinokinoujyou.co.jp/
株式会社西飯田酒造店
竹内友一（ラ・フルティエールタケウチ）
楠わいなりー株式会社 http://www.kusunoki-winery.com/
有限会社いいやま
長野木糠事業協同組合

滋賀県 有限会社親和
株式会社ファームカモン
篠原喜治（篠原農園） http://www.shinoharasyoten.com
釆野哲（うねの農園） http://uneno.net
有限会社クサツパイオニアファーム http://www.pioneerf.co.jp
みのり農園株式会社
浅小井農園株式会社 http://www.asagoi.jp
有限会社花匠
有限会社古株牧場 http://www.kokabu.co.jp/
農事組合法人ファームにしおいそ

京都府 株式会社京都農販 https://kyonou.com/
こと京都株式会社 http://kotokyoto.co.jp/
石田利男（石田精華園）
株式会社ジェイエイやましろファーム
株式会社山末農園 http://www.yamasue-farm.com
株式会社おさぜん農園 http://www.osazen.com/
有限会社童仙房茶舗 http://dosenbo-chaho.com
株式会社西陣屋 http://www.nisijinya.com
有限会社アグロス胡麻郷
有限会社オアシスランド http://www.tantan-oasisland.com
株式会社八百一の郷 http://www.kyoto-yaoichi.co.jp/
有限会社BIG TREE FARM http://www.geocities.jp/big_tree_farm2004/
株式会社横田石材 http://tanba-hokkori-noen.hatenablog.com/
京都株式会社

大阪府 岸和田グリーンファーム
木下健司
浅岡弘二（アーバンファームASAOKA） http://www.urbanfarm-asaoka.com
株式会社さがん農園
南信宏

兵庫県 淡路島オリーヴグローワーズ株式会社
有限会社村上ポートリー http://www.fujihashiya-murakami.com/
株式会社みつヴィレッジ http://www.mitsu-village.com/
株式会社丹波野菜工房
株式会社フレッシュグループ https://www.freshherb.jp/
河西青果株式会社
株式会社竹岡農園 http://www.takeokafarm.com/
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株式会社みかづきe
南あわじ山形農園有限会社 http://www.awajitamanegi.jp/
松下勇人（甘果園）
株式会社山本営農
藤井喜嗣（藤井農園）
農業生産法人橋本農園株式会社
株式会社丹波篠山かまい農場 http://kamai-farm.com
小池一博（小池牧場）
農事組合法人アグリヘルシーファーム http://agri-hf.jp/
株式会社淡路島フルーツ農園 http://www.awajishima-fruits.jp/
安尾憲太朗（ヤスオ農園） http://www.yasuofarm.com
株式会社上田畜産
有限会社夢前夢工房
深山農園株式会社 http://fukayaman.com

奈良県 谷健司（谷農園）
株式会社空土 http://www.ku-do.co.jp
株式会社柳澤果樹園 http://www.0141kaki.com/
はとむぎ株式会社 http://www.hatomugi.farm/
株式会社はじまり屋 http://www.hajimariya.com

和歌山県 有限会社農園紀の国
コロナ農業生産株式会社

鳥取県 福田収（福田養蜂場）
いなばふれあいファーム合同会社 http://inaba.fam.cx
株式会社谷口畜産
有限会社こおげ農業開発センター
平田豊（平田農園）
有限会社村岡オーガニック
株式会社大上農園
株式会社ファーム山脇
森本哲夫（森本農園）
寺岡昌一(てらおか農園）
株式会社勇辰農園
カンダシード株式会社 http://www.ks-daisen.com
株式会社伯耆のきのこ http://houkinokinoko.tottori.jp
株式会社富ますシルクファーム http://www.s-tomimasu.com/
羽島正樹
大太勇三（おおた農園）
農事組合法人寺内農場

島根県 ライスフィールド有限会社
日置正春
真砂産業株式会社
イオンアグリ創造株式会社 http://www.aeon.jp/agricreate/
有限会社大場ぶどうファーム
有限会社アグリみと http://www.iwami.or.jp/kusakazu/
農事組合法人京村牧場

岡山県 株式会社岡山フルーツ農園 http://www.okafuru.com/
株式会社いぶき
株式会社福田種鶏場 http://www.fukudabreeders.co.jp/
有限会社吉備路オーガニックワーク http://kibijiow.com
有限会社サトー総業
有限会社フラワーキャンドルオカヤマ
ネクストイノベーション株式会社 http://next-innovations.net/
竹林秀敏

広島県 農事組合法人ゆき
株式会社A‘TRIBE
株式会社中電工ワールドファーム
農事組合法人夢ファーム永末
農事組合法人世羅幸水農園
株式会社トペコおばら https://www.topeco-obata.jp
豊平建設株式会社 http://www.donguri-farm.jp/
株式会社NKコーポレーション

山口県 農事組合法人福の里
ふくぷくファーム株式会社 http://fukupuku.com
株式会社周防大島アグリ
一般社団法人ふるさと振興公社
株式会社さんまいん
株式会社アグリード
農事組合法人深土

徳島県 株式会社徳島サリナス
株式会社JA板野郡アグリサポート
株式会社徳苗

香川県 吉村一成（よしむら農園） http://www.yoshimuranouen.com
株式会社三豊セゾン http://www.mitoyo-saison.com/index.html#about
株式会社七星食品
株式会社小原農園
株式会社藤川農園
有限会社森末牧場 http://morisue-farm.com/
株式会社篠原畜産
株式会社寿産業
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大平やさい株式会社
株式会社竹内農場 https://takeuchi-farm.jp

愛媛県 有限会社いのうえ果樹園
株式会社ＮＡＤＡ http://www.nada-orange.com
株式会社石川興産 http://www.genkinayasai.com
有限会社小野田牧場
株式会社エム・アグリ
株式会社神野農園 http://www.jinno-noki.com

高知県 株式会社ヤマニファーム
株式会社トマトの村
山本泰司（ファームヤマモト）
片地ファミリーファーム株式会社
福留壯（蕨岡の百姓）
有限会社大地と自然の恵み http://www.yuukinougyou.com/
株式会社広瀬農園
片山昭彦

福岡県 有限会社松木果樹園
有限会社グロウテック http://www.growtec-tgaster.com/
株式会社youfarm
和饗エコファーム株式会社
有限会社大橋受託組合
有限会社近藤受委託農産
株式会社エフワイアグリ https://fyagri.jp/about.php
株式会社正助ふるさと村 http://syosukemura.com
楢﨑光輝
藤井眞二（藤井グリーンファーム） http://www.fujii-green-farm.com/
株式会社ユーアス
井上和史
轟保幸
馬場量経
株式会社すまいるファーム http://www.smilefarm.co.jp/
有限会社総合緑化コガキュー
有限会社福測ファーム
有限会社池上ファーム
松尾太一（松の実ファーム） http://matsunomifarm.jp/

佐賀県 有限会社西山田農園 http://nishiyamada-farm.jp/
株式会社イケマコ
桃崎峰人（桃崎農園）
株式会社麻生園芸 http://www.asou-engei.com
脇山晋作（脇山みかん園）
株式会社江口農園
豊田秀敏（SYU企画） http://www.syukikaku.com/
ユートク農産株式会社
原高繁（原園芸） http://www.haraengei.com/
有限会社永渕ファームリンク http://www.nagafuchi.co.jp

長崎県 株式会社大地のいのち https://daichi-inochi.com
農事組合法人アグリポート森山
吾妻旬菜株式会社
パインテールファーム株式会社 http://pinetailfarm.com
株式会社雲仙きのこ本舗 http://www.unzenkinoko.co.jp
モロフジファーム株式会社 http://jinomono.net/
吉崎忠敏
田中智
栗原光博
頂健吾
伊藤勝雄

熊本県 株式会社丸宏農園
株式会社FFKベジテック http://ffkv.co.jp
有限会社ビッグランドグループ配送センター http://www.soyo-tamago.com
農業生産法人株式会社平井農園
セブンフーズ株式会社
株式会社萬笑
有限会社リョクシン
株式会社アグリ日奈久
農事組合法人熊本すぎかみ農場 http://sugikaminoujou.com/
農事組合法人南阿蘇くぎの http://www.saso-kugino.jp
株式会社吉次園
有限会社火の国ファーム
矢仁田秀典（矢仁田農園）
熊本部品株式会社 http://kumamotoparts.com
吉田健一（吉田農園）

大分県 九州実来農場株式会社
河野洋一（河野洋一農園）
株式会社マル金ファーム
株式会社ohana本舗 https://www.ohana-honpo.com/
有限会社中原農場
工藤貴幸
株式会社安心院オーガニックファーム https://www.facebook.com/ajimuof/
株式会社らいむ工房 http://raimu-oita.com/



管理地域 経営体名 ホームページURL

シセイ・アグリ株式会社 http://www.shisei-agri.com/
株式会社大分サンヨーフーズ http://www.sanyofds.co.jp/ooita.html
有限会社ワタミファーム http://www.watamifarm.co.jp/

宮崎県 株式会社宮崎SUNSUN
有限会社ビッグファーム
有限会社ジェイファーム
有限会社大塚園 http://www.otsukaen.com
柳田敬吾（柳田農園）
有限会社新福青果
有限会社エスアイシー産業
株式会社真ちゃんファーム http://shin-chan-farm.com/
橋口哲治
有限会社阿部牧場
株式会社くしまアオイファーム https://aoifarm-gr.com/
有限会社夢牧場
有限会社シードカルチャー http://ayahayakawa.com/
中田博文（中田農園）
黒木勇（黒木農園）
株式会社三輪
有限会社石原畜産
有限会社佐藤ファーム
金丸明人（K.TFarm）
有限会社太陽ファーム http://makita-unso.com/taiyo

鹿児島県 株式会社カミチクファーム http://www.kamichiku.co.jp/
株式会社誠晃 http://www.seikou-kk.com/
株式会社原口製茶
株式会社カマタ農園
吉満剛
有限会社マルマサ製茶
株式会社末永生花
株式会社片平観光農園
株式会社カゴシマ農園
旭ファーム株式会社
株式会社日野洋蘭園 http://www.hinoyouran.co.jp
株式会社宮路ファーム
有限会社簗瀬牧場
ドリームファーム株式会社 http://www.d-farm.co.jp
川原和牛牧場株式会社
有限会社村上畜産
有限会社福山特殊農産
株式会社久木田農園 https://www.facebook.com/kukitaorganic/
株式会社ハクシン農園
三和物産株式会社 http://sanwa-bussan.jp/
株式会社Calfields

沖縄県 横井直彦
農業生産法人株式会社又吉農園
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
農事組合法人全沖ブロイラー生産組合
農業生産法人株式会社なんじょう牧場 http://www.aamifarm.com/
株式会社和伊耕産
スイートフーズ久米島株式会社


