
（別紙） ３０年度第４回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL
株式会社ユニバース
株式会社esaki https://www.esaki-family.com/
有限会社セイランドファーム
MickeyDear有限責任事業組合
有限会社エスエルシー
有限会社池田牧場
小澤牧場株式会社
有限会社十勝ライブストックマネージメント
農事組合法人あさひ
株式会社グランドワンファーム http://groundone-farm.com
農事組合法人平和生産組合
株式会社グリーンヴァレー
株式会社クリーブミルキーライン
大西農産株式会社
有限会社ファームアグリエイト
硲慎（硲牧場）
小柳徹
獅子原誠司（獅子原農園）
佐々木尚志（佐々木農園）
株式会社竹部農産
合名会社宮北牧場
株式会社ZAC智恵文
有限会社岩城農場
有限会社友夢牧場
浅野徳昭
株式会社広振
農事組合法人アグリプロ未来
キムラファーム株式会社
ファームTORAO株式会社 http://torao.co.jp
株式会社学林ファーム https://www.gakurin.net
苫東ファーム株式会社 http://www.tomatohfarm.com
株式会社びえい牧場
株式会社はまほろ http://www.hamahoro.jp
有限会社パインランドデーリィ http://www.pinelandfarm.net/
株式会社Grateful Farm http://www.grateful-farm.com/
株式会社グリーンサム双葉
株式会社フォーシーズン http://www.geocities.jp/agriparkkon
株式会社サンライス
有限会社森本ファーム
自然食ねっと青森株式会社
合同会社アグリの里
株式会社盛岡西部農園
有限会社小西農場
農事組合法人FS・クルー
株式会社いやさか農園
有限会社丸善農産
藤村真哉 http://morioka-ringo.net/
株式会社栄久商事
株式会社めぐみ農産
株式会社一苺一笑 http://ichiichigo.jp/
株式会社高橋農産
佐藤祥（佐藤農園）
有限会社蔵王高原牧場 http://www.zao-gyu.com
農事組合法人テクノファーム牛野
農事組合法人たてやまアグリサービス
有限会社大槻ファーム
有限会社アグリ川田
株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 http://www.akitakomachi.co.jp
株式会社ほっと奈曽
農事組合法人エコフレンドリー秋田
農事組合法人中仙さくらファーム
株式会社秋田食産 http://www.misato-mark.co.jp/
農事組合法人あかつき
井上信雄（井上牧場）
金子光弥（金子農園）
株式会社四季ふぁーむ http://www.shiki-farm.co.jp
有限会社オキツローズナーセリー http://www.okitsu-rose.com
尾形正志
株式会社ビッグフィールド
農事組合法人成田農産
株式会社ＣＯＷＳ
株式会社半澤鶏卵 http://www.sumotti.com
株式会社梅津ファーム

北海道

宮城県

秋田県

山形県

採択農業法人等の名称（都道府県別）

青森県

岩手県



管理地域 経営体名 ホームページURL
株式会社やまがたさくらんぼファーム http://www.ohsyo.co.jp
株式会社冨本農産
浅野克幸（あさのファーム）
下川原農事組合法人
田村畜産株式会社
有限会社水上畜産
株式会社最上まいたけ http://www.mogami-maitake.co.jp
株式会社アイオイ
農事組合法人川又農園
有限会社田和楽 http://www.tawarayasan.com/
株式会社いで葉工望
株式会社米シスト庄内 http://www.beisist.co.jp
有限会社スズキノウチク
株式会社希望ファーム
株式会社阿部農縁
雪割牧場有限会社
会津農匠株式会社
株式会社福島農場 http://www.noujyo.com
農事組合法人巻アグリ
農事組合法人会津きのこ工房
大久保朋洋（大久保花卉園芸）
一般社団法人南相馬農地再生協議会 http://minamisoma-nouchisaisei.org
株式会社矢川原天神ファーム
株式会社JRとまとランドいわきファーム http://jrtomato.co.jp
株式会社久松農園 http://hisamatsufarm.com/
山口貴広（YAMAGUCHIfarm） http://yg-farm.com/
有限会社鬼怒グリーンファーム
有限会社大地 https://www.daichi-joso.co.jp
八進緑産株式会社
菅井好
株式会社レインボードリーム
株式会社カモスフィールド http://kamosfield.com/
株式会社大越青果
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
株式会社内田農園
倉持貴司
株式会社HATAKEカンパニー http://hatake.co.jp/
株式会社べディッシュ
株式会社田口農園
株式会社みらいファーム
川村 勝美
株式会社菊地農園塾 https://kikuchinouenjyuku.com/
有限会社三和園芸
株式会社agri new winds http://agri-newwinds.com/
株式会社カクタ花農場 http://kakutaflowerfarm.com
株式会社谷中農園
上野和則（上野ファーム）
株式会社野村牧場
阿部英生（阿部梨園） http://abe-nashien.com
株式会社エバーグリーン富士見
株式会社大久保農園
株式会社髙柳ファーム
株式会社ベジタプラザ https://www.vegetaplaza.com
有限会社野口ナーセリー
有限会社ロマンチックデーリィファーム http://rdfarm.co.jp
栗原治幸
岡田茂
株式会社uViLe-F
Sweet Diary株式会社
株式会社大畠種苗 http://www.oohataseed.com/
野邉勝
西田信子（北埼菌茸センター）
株式会社竹井農産
株式会社RISE FARM
株式会社田島農園
株式会社はちぼく
株式会社うまベジ
株式会社オスミックアグリ千葉
大塚秀行（大塚秀農園）
株式会社ONE DROP FARM http://onedropfarm.jp
株式会社加茂牧場
清水裕之（内房酪農サービス） http://uchibourakunou.com/
合同会社豊穣倶楽部
阿部慎伸（BOB FARM WORKS）
農事組合法人北小町ファーム http://kitakomachifarm.localinfo.jp/
庄司学
農事組合法人新治営農組合
長生あおば農園株式会社 http://aoba-farm.co.jp
有限会社椎名洋ラン園 http://www.ranran.co.jp/

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

福島県

茨城県



管理地域 経営体名 ホームページURL
熱田正人
仲野榮
佐藤正史
岡野均（FARM OKANO 岡野均）
株式会社成田ケンコウファーム
社会福祉法人恵泉福祉会グレイスファーム
有限会社三自楽農園 http://sanshiraku.life.coocan.jp/index.html
有限会社髙橋植物園
株式会社セブンファーム富里
株式会社柏染谷農場
横山暁（横山園芸）
株式会社アンドファームユギ https://fio8.com/
株式会社元気もりもり山森農園 http://farm-yamamori.com/
株式会社アグリメディア https://agrimedia.jp/
株式会社野原そだち
株式会社ぴゅあ菜
農業生産法人葡萄専心株式会社 http://budousenshin.com/
有限会社BEAU PAYSAGE
株式会社内藤農園 http://www.naitofarm.com
ワンドリーズ株式会社
株式会社桑郷 http://www.kuwanosato.com
花井陽介（ヘルシーファーム陽水園）
株式会社アグリ甲斐
株式会社理想園 http://www.risouen.net
有限会社アイアンドアイフルーツグロワーズ
山田豊司（山田牧場）
株式会社ひるがのリーリオ https://www.facebook.com/hiruganolilio
有限会社和良農産
石原弦（串原養豚）
中家重彦（なかや農園）
洞口隆（洞口農園）
株式会社アルプス農場
農事組合法人飛騨牛繁殖センター
有限会社橋場農園 http://www.hasibanouen.net
株式会社アグリランド
塩谷剛
農事組合法人丸榮
株式会社エル・ファーム・サカキバラ　一富士農場 http://l-farm.co.jp
有限会社ハニーポニック
九藤吉夫
株式会社鈴生
株式会社すずき牧場
松浦健斗（松浦農園）
柴田佳寛（柴田牧場）
遠州森鈴木農園株式会社 http://www.suzukinouen.jp
安間憲一郎（安間ばら園）
有限会社ボタニカルガーデン大杉
株式会社パシオス
後藤智一（後藤農園）
株式会社農健
株式会社モスファームすずなり
株式会社ソラーレ https://www.solare-japan.com
山本豊博
髙橋博之（陽だまりファーム）
有限会社グリーンオニオン
株式会社HSFarm
浅田崇之（A）
株式会社ヤマショウ
株式会社エム・テイ http://www.freshmart.co.jp/
株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp
郊外田園クラブ株式会社 http://club-suburb.com/
株式会社戸倉トラクター http://www.tokura-tractor.com
有限会社古江トラクター
有限会社イブン産業
有限会社鍋八農産 http://nabe8.co.jp
有限会社アグリサポート
株式会社知多アグリ
農事組合法人ファームズ三好
株式会社星川畜産
株式会社赤羽根PVファーム
有限会社新鮮組 http://with-nature.co.jp
谷川雅之 https://kurobei158.com/
杉野吉彦
SUZUKA FARM株式会社
株式会社モリファーム
うれしの農園株式会社 https://www.kajitsudo.com/ureshinofarm/
渡辺康弘（渡辺果樹園） http://www.nature-farm.com
農事組合法人ファーム小栗山
株式会社サンファーム泉 http://sunfarmizumi.com/

三重県

新潟県

神奈川県

山梨県

岐阜県

静岡県

愛知県

東京都



管理地域 経営体名 ホームページURL
有限会社百笑会
有限会社大黒屋商店 http://www.kome10.com/
神田長平（神田農園） http://wakuwakunoujou.com/farmer
古田島正信
有限会社内山農産 http://www.uchiyama-nosan.com/
株式会社庄治郎商会 http://shojiro.co.jp
公益財団法人牧農林業振興公社 http://maki-kousya.jp/
島田福一（島田農園） http://shimadanouen.com
有限会社グリーンファーム安達
株式会社青木農場 http://aoki-farm.jp
有限会社鈴木農園 http://niigatasuzukinouen.wix.com
有限会社営農ワイエムアイ https://ymi-toyama.com/
農事組合法人安川営農組合
蒼ファーム株式会社 https://www.aoifarm.jp/
小椙博史（こすぎ農産）
有限会社シンムラ http://www.shinmura-group.com/
株式会社センティア http://scentia.co.jp/
株式会社大平園芸
有限会社土遊野 http://doyuuno.net/
有限会社三共農園 http://www.furulan.com
株式会社金沢ワイナリー
有限会社かわに http://www.kawani.jp/
サンケイブリードー有限会社
農事組合法人ホリ牧場
明星孝昭（あんがとう農園） https://angatounouen.jimdo.com/
株式会社営農福井
有限会社福田農園
農事組合法人なたうち
有限会社ファーマー http://notofarmer.jp/
的場清一
株式会社能登牧場
ベジュール合同会社 https://www.vejoule.com/
白山AIファーム株式会社 http://www.hakusan-ai.farm
株式会社マイファームオリジン
有限会社氣ごころや
株式会社福井和郷 http://www.fukuiwago.com/
有限会社ブラウンエッグファーム http://www.chatamaya.com
オリジンバイオテクノロジー株式会社 http://www.origin-bio.com/
株式会社アグレス http://agres-nobeyama.com/index.php
株式会社柳沢農園
有限会社信州うえだファーム
株式会社永井農場 http://www.nagaifarm.co.jp/
丸山秀樹（丸山青果）
株式会社よしとも http://e-yoshitomo.com
株式会社栄農人 http://www.kingofkinoko.com/
伊藤良夫（ファインファーム伊藤牧場）
伊藤茂昭（永喜屋）
株式会社なかひら農場
宮沢喜好（ライラック農園）
有限会社燦燦 http://www.sunsunfarm2.sakura.ne.jp
鈴木りんごカンパニー株式会社 https://www.suzukiapples.co/
土屋畜産株式会社
株式会社結いの里
合同会社しなの
佐藤勝彦（佐藤牧場）
有限会社安曇野牧場
本木一治
株式会社むぎわらぼうし
小林聡（小林農園）
株式会社アグリスト
農事組合法人もんじゅ山 http://monjuyama.com
株式会社フルプロ
株式会社おおぐし農園2 http://oogushi-farm2.co.jp/
有限会社フレッシュファクトリー
株式会社農業開発 https://shinemuscat.jp
篠原喜治（篠原農園） http://www.shinoharasyoten.com
株式会社Rose Universe http://www.rosefarm-keiji.net/
株式会社花職人
清水光男（清水農園）
株式会社田井中牧場
株式会社I　Farm
株式会社なかよし
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 http://green-ecostar.co.jp
有限会社古株牧場 http://www.kokabu.co.jp/
株式会社村田農園 https://murata-farm.net/
とらこ株式会社
株式会社ふるさとたまご村
農業生産法人華やぎ観光農園株式会社

長野県

滋賀県

京都府

富山県

石川県

福井県



管理地域 経営体名 ホームページURL
株式会社ヤマモト https://www.yamamoto-corp.jp/
株式会社西陣屋 http://www.nisijinya.com
株式会社新田農園
森本英明（森本ファーム）
有限会社誠武農園
梅本修（EM自然農法　梅本農場）
株式会社エチエ農産 http://echie.jp
丸山友規（ベジタブルファームマルヤマ）
辻井隆治（つじい農園）
安原光寿
石田豊
株式会社杉本農産
株式会社かさや http://www.kasaya.net/
斉藤仁孝
株式会社おおにし農園 http://www.onishi-farm.com
農事組合法人アグリヘルシーファーム http://agri-hf.jp/
堀部剛（堀部農園）
株式会社竹岡農園 http://www.takeokafarm.com/
鶴川裕昭（鶴川農園）
上東芳孝（上東農園）
株式会社大和園 http://www.yamatoen.nara.jp/
平井満男（柿と梨の平井農園） http://hirai-farm.com
エコマネジメント株式会社 http://www.w-ecomanagement.co.jp/
有限会社紀州高田果園 http://www.umeland.com
特定非営利活動法人南高梅の会
有限会社幸ファーム
株式会社森園 http://www.budouen.net/
株式会社八旗農園 http://www.hakkifarm.com
株式会社美歎牧場
株式会社うしぶせファーム
株式会社A&E http://www.ae-tomato.com
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp
永田恭彦（永田農園）
森本哲夫（森本農園）
株式会社D’sプランニング
株式会社コミュニティファーム
大山ワイナリー株式会社
株式会社いづも農縁
株式会社三島ファーム
柿壺株式会社 https://kakitsubo.jp
農事組合法人槻之屋ヒーリング
合同会社ど根性ファーム
農事組合法人西山維進会 https://nishiyama-ishin.com/
みのる産業株式会社 http://www.minoru-sangyo.co.jp/company/shiitake/
なのはなファミリー企画株式会社 http://nanohanafamily.main.jp/nanohanakikaku/
株式会社美和リーフ
農事組合法人星城の里
農事組合法人ふかせ
有限会社平田観光農園 http://www.marumero.com
有限会社トムミルクファーム http://tommilk.co.jp
沖美ベジタ有限会社
農事組合法人椹野
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
有限会社萩見蘭牧場
株式会社江越農園
農事組合法人ファーム17
株式会社ベリーろーど http://berryroad.jp
辰巳屋食品株式会社
野田勇人（野田ファーム）
株式会社Ath
株式会社徳島サリナス
株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
株式会社横田農園
空浮合同会社 http://sorauki.wixsite.com/site
常谷種苗園芸株式会社
株式会社猪熊農園
佐藤正英（佐藤農園） http://vsatosan.sakura.ne.jp/about/index.html
農事組合法人SWAN
山下誠
有限会社木下農園 http://www.kinoshitafarm.co.jp/
株式会社サンベジフィールド
株式会社オルス
苺人株式会社 http://ichigonchu.com
有限会社森末牧場 http://morisue-farm.com/
株式会社三豊ファームサービス http://www.mitoyofarm-s.com
有限会社アドバンス農産
有限会社広野牧場 http://hirono-farm.com/
大平やさい株式会社

広島県

山口県

徳島県

香川県

奈良県

和歌山県
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岡山県

大阪府

兵庫県



管理地域 経営体名 ホームページURL
山本利輔（山本農園）
株式会社大三島みんなのワイナリー http://ohmishimawine.com
株式会社百姓百品村 https://www.100pingroup.com
有限会社てんぽ印
株式会社陽だまり
農事組合法人吉田
株式会社石川興産 http://www.genkinayasai.com
農事組合法人黒松牧場
合同会社ワタナベファーム
株式会社下村青果商会
株式会社篤農 http://tokunoumelon.com
政木茂雄
矢野弘（やの一果彩）
白木浩一（白木果樹園） http://www.buntan.com
田村慎也（田村果樹園）
有限会社大串農園 http://www.gogo-oogushi.com/
まぁちゃんファーム株式会社 http://www.mfc11831.jp/
牛尾光隆
エイチアイ株式会社
農事組合法人百世
梅本康孝
エースいちご株式会社 http://www.ace-ichigo.co.jp/
株式会社NJアグリサポート
福野隆繁（福野畜産）
岩渕かな子（ベジタブルファームかな玉）
株式会社香月農園
有限会社風配高原ファーム http://kazahayakogen.com/
崎永海運株式会社 http://www.takashima-nouen.com
愛菜ファーム株式会社 http://www.aisaifarm.jp/
有限会社塚ちゃん雲仙たまご村 http://www.e-tamagoya.co.jp
株式会社柳ファーム
株式会社落水正商店 http://www.taiyouran.com/
株式会社アグリファーム壱岐
荒木大作
井上剛
株式会社光延農園
株式会社イチゴラス http://sinsengumi.itigo.jp/
株式会社吉次園 http://www.kichijien.jp/
株式会社熊本野菜育苗センター http://www.takeuchi-yasainae.com
株式会社果実堂 https://www.kajitsudo.com/
株式会社大地
廣永農園株式会社
株式会社前田ファーム
セブンフーズ株式会社
株式会社岩村屋
農業生産法人株式会社高椋畜産
有限会社緑茶園 http://ryokuchaen.co.jp/
株式会社植松
有限会社中島農場
農事組合法人エコファーム21
木村幸司（アグリストリームきむら農園）
株式会社宮崎ウイルファーム
岡田正士
株式会社英楽 https://musodori.co.jp/
矢野和久
有限会社ファームヤマト http://www.rakuten.ne.jp/gold/yaoyamato/
有限会社ジェイエイファームみやざき中央
株式会社亀の子いちご園 https://kamenoko15.com/
有限会社リベーラガーデン
株式会社ファーミング
有限会社コウワ
有限会社阿部牧場
對田龍二（T-FARM　對田龍二） http://t-farm.biz/
有限会社勇美苑 http://isamien.jp
株式会社古澤畜産
黒木豊彦
松山直人
鈴木孝則
有限会社野辺物産
株式会社カミチクファーム http://www.kamichiku.co.jp/
株式会社誠晃
株式会社ゼロプラス
世献榎園製茶有限会社
株式会社くろせ
鐘撞正和
株式会社カマタ農園
旭ファーム株式会社
江﨑政博（江﨑果樹園）
コモレビ農園株式会社 https://www.facebook.com/komorebifarm/

大分県

宮崎県

鹿児島県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

愛媛県



管理地域 経営体名 ホームページURL
有限会社大堂養鶏
株式会社さかうえ
株式会社たかとみファーム
堀口千郎
まる正福茶園株式会社
株式会社山田農園 http://www.yamaen.co.jp/
株式会社農業生産法人石垣島SUNファーム
外池ジャナリ（かりゆしファーム）
有限会社サンライズファーム https://www.sunrisefarm.jp/
農業生産法人有限会社伊盛牧場
合同会社YAIC
株式会社みやぎ農園 http://www.miyaginouen.com
農業生産法人株式会社又吉農園

沖縄県


