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管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 キムラファーム株式会社
株式会社NIKI・Hillsファーム http://nikihills.co.jp/
株式会社あしだファーム http://ashida-farm.com
株式会社グリーンサム双葉
株式会社ささき農園
株式会社やんべ牧場
株式会社リッキーファーム
株式会社自然農園 http://www.natural-farm.jp
株式会社東神楽温室園芸
株式会社東牧場
株式会社北海道中央牧場 https://hokkaido-chuobokujo.com/
溝井雅幸（溝井牧場）
苫東ファーム株式会社
有限会社江別ヤマト種苗

青森県 タムラファーム株式会社 http://tamurafarm.jp/
株式会社ナカムラ
株式会社ほのか
株式会社興農ファームあおもり
村田睦夫
中嶋公博
有限会社ケイエス青果 http://www.ks-seika.com/
有限会社岡部牧場

岩手県 株式会社西部開発農産 https://www.seibu-kaihatsu.com/
藤村真哉 http://morioka-ringo.net/

宮城県 株式会社GRA http://www.gra-inc.jp/
株式会社てくてくファーム
株式会社ベジバンク
株式会社久保園芸
株式会社宮城リスタ大川
株式会社近藤農産 http://www.kondo-nousan.com
株式会社原グリーンサービス
渡辺重貴（秋保くまっこ農園）
農事組合法人水鳥
農事組合法人六郷南部実践組合
芳泉農園株式会社
有限会社アグリードなるせ http://agriead.jp/
有限会社エイト農産
有限会社耕佑 http://www.kouyuu.net/
有限会社七日原高原佐豊牧場
有限会社登米ライスサービス http://www.tomerice.com/

秋田県 BUNTETU株式会社
農事組合法人ENEX de AGRI
農事組合法人イカワ改拓社
農事組合法人はちまんの里
農事組合法人鬼っこファーム
有限会社ハピー農場

山形県 さとう農園株式会社 http://www.satou-nouen.co.jp
塩野義博
奥山秀（おくやまスマイル農園）
株式会社Oray
株式会社モス山形 http://mos-yamagata.com/
泉菜株式会社
有限会社いとうファーム
有限会社井上園芸

福島県 あだたらドリームアグリ株式会社 http://www.dream-agri.com/
一般社団法人南相馬農地再生協議会 http://minamisoma-nouchisaisei.org
株式会社つながるファーム
株式会社希望ファーム
菊地将兵(大野村農園）
斎藤慎也
小川未明（チャルジョウ農場/そる工房） http://chardjou-sol.com/
小沢充博（おざわ農園）
小抜農匠園株式会社 http://onuki-noushouen.com/
農事組合法人鶴生ライスグロウイング
有限会社がぶりガーデン
有限会社がんたら
有限会社とまとランドいわき
有限会社まるせい果樹園
有限会社三扇商事 http://sansensyouji.jp/
有限会社矢祭園芸
鈴木哲夫

茨城県 SUNLIT合同会社
株式会社HATAKEカンパニー http://hatake.co.jp/

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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株式会社伊藤農園.F http://ito-nouen.com
内藤貴通（喜左衛門新宅広島）
農事組合法人エコワンファーム
有限会社小橋農園

栃木県 関塚学（関塚農場）
津田弘明（津田農業）
日比野樹 http://suno-house.com/
有限会社ジョルディカワムラ http://www.giardino-k.com/

群馬県 株式会社アグリルーツ https://g-inouenouen.jimdo.com
株式会社稲姫ファーム
株式会社貫光農園はるな山
合同会社野菜屋総合サービス https://yasaiya8318.organic/

埼玉県 アルファイノベーション株式会社 http://www.alpha-innovation.co.jp/
株式会社つばさグリーンファーム http://www.tsubasa-gf.co.jp/
株式会社ヤオコー
株式会社横田農園 http://www.y-farm.com
株式会社乾武農園
株式会社原農場
大橋一幸（vegeboy）
道谷利明（道谷農園）
比留間良典
木本栄一（木本牧場）
有限会社ファームヤード http://farmyard.co.jp/
有限会社篠山堂

千葉県 GREEN GIFT株式会社
株式会社ALLFARM http://www.allfarm.co.jp
株式会社yozem
株式会社シェアガーデン
株式会社楽農
株式会社柏染谷農場
岩立裕
吉田篤（真澄農園）
合同会社ユニバーサルファーム
塙定昭
平川誠（フラットリバーファーム）
有限会社伊東牧場
有限会社高秀牧場
有限会社有坂農場

東京都 磯沼正徳（磯沼ミルクファーム） http://isonuma-farm.com/
宮川豊
合同会社SORATANE
中西一弘（中西ファーム）

神奈川県 臼井千恵子（ハレニワ農園）
株式会社永田農園 http://www.nagata-farm.co.jp/
柏木郁朗（柏木農園）

山梨県 有限会社アグリマインド
有限会社マルサフルーツ古屋農園 http://www.marusa-f.co.jp/

岐阜県 株式会社LSふぁーむ http://ls-farm.com
株式会社ＴＦＦ http://tff.jp
株式会社アイシンクリエイト
株式会社アグリスト
株式会社クレスト http://www.crestfarm.co.jp
株式会社大雅 http://15meijin.com/oga/
農事組合法人桂茶生産組合
農事組合法人日吉機械化営農組合
服部晃（ＧＯＥＮ農場）
有限会社エヌシーアイ
有限会社春見ライス https://www.kasumirice.net/

静岡県 渥美隆裕（あったか農場）
夏目牧場株式会社
株式会社アースグリーンファーム
株式会社いくみ村
株式会社ベジラボ
株式会社モスファームすずなり http://www.oretachinohatake.com
株式会社やさい村
株式会社静岡アグリビジネス研究所 https://shizuoka-agri-lab.amebaownd.com/
株式会社大濱屋
株式会社鈴生おおいがわ http://www.oretachinohatake.com/
荒川寛彬（荒川農園）
松田肇
杉山孝尚（杉山ナッツ） http://www.sugiyamanuts.com
袋井高山農園株式会社

愛知県 サインズ株式会社
安田晃朗（清須ライスセンター）
株式会社アドバンテック・サンスイ http://www.sansui-co.com
株式会社エコファームこうた
自然フーズ株式会社
農事組合法人ファームズ三好
冨永農園合同会社
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有限会社はっぴー農産 http://www.happy-farm.jp
三重県 ハッピー農園株式会社

株式会社舘養蜂場本店 http://www.kuwanahachimitsu.co.jp
株式会社小林農産 http://www.kobayashi-agri.co.jp
生川文和（生川農園）
特定非営利活動法人あぐりの杜 http://agrinomori.com/
福廣博敏（福廣農園）

新潟県 株式会社くにみ農産
株式会社ゆうき http://www.youkey.jp
株式会社佐渡相田ライスファーミング http://www.aidarice.website/
株式会社孫作
株式会社白根大郷梨中村観光果樹園 http://www.nashigari.com
佐藤弘（佐藤農園）
土田広樹（土田農園） https://www.tsuchida-farm.com/
農事組合法人蛍の里 http://hotaru-s.com/
有限会社アシスト二十一
有限会社高橋農園 http://www.takahashinouen.co.jp/
有限会社三栄農産
髙橋健太（髙橋農園）

富山県 農事組合法人浦山12区
石川県 株式会社Harmony with http://www.harmony-w.co.jp/

株式会社能登牧場
吉本政信（吉本農園）
宮下清（カネミヤ農園）
宮野徹
合同会社山立会 http://yamadachi.com/

福井県 永木良和
合同会社天狗山農園
農事組合法人ファーム広瀬
有限会社アグリエース

長野県 伊藤剛史（信州のりんご与古美） https://yokomi.net/
株式会社サンファーム軽井沢
株式会社ずくだせ農場 http://www.zukudasenojo.com
株式会社ドリームファーム洗馬
株式会社パトリオットエンタープライズ
株式会社ファーマー天神
株式会社みらい
株式会社高山 http://www.kk-takayama.co.jp
株式会社合原有機農園
株式会社七久里農園 http://www.nanakurinouen.co.jp
株式会社白倉ファーム http://shirakura-rf.com/index.html
株式会社美里園
熊谷篤（梅花園）
松下隆明（ふくちゃん農園）
農事組合法人ミナミアグリ
萩原紀行（のらくら農場） http://www.norakuranoujyou.com
有限会社アマリファーム
有限会社エイチアンドエルプランテーション http://www.h-and-l.co.jp
有限会社ティーエム http://tm-hakuba.com/
有限会社トップリバー http://www.topriver.jp/index.html
有限会社小田切牧場
有限会社信州ファーム荻原 http://shinshu-farm.com/

滋賀県 クニエダ株式会社
株式会社イカリファーム http://www.ikarifarm.com
株式会社横江ファーム

京都府 株式会社Ryo
株式会社ヴィレッジトラストつくだ農園 http://www.villagetｒust-tsukudafaｒm.com
株式会社渋谷農園
合同会社とみた農園
上嶋伯協（上嶋爽禄園） http://www.uejima-sourokuen.jp/
新井遼（あらい農園）
森畜産株式会社
福喜農園株式会社
有限会社たんごワイナリー http://www.amanohashidate.org/wein/
有限会社京都ファーム

大阪府 株式会社きしかん http://www.kishiwada-f.jp
株式会社小谷
三浦良弘（三浦農園） http://miurafarm.net
射手矢農園株式会社 http://www.tamanegi.tv/

兵庫県 株式会社Amnak http://www.amnak.co.jp/
株式会社フレッシュグループ http://www.freshgroup.co.jp/
株式会社今井ファーム http://www.rakuten.co.jp/imaifarm/
株式会社前川青果
株式会社緑の風農場 https://www.facebook.com/greenwindfarm
岩見洋佑（岩見ライスセンター）
松下勇人（甘果園）
深山農園株式会社 http://fukayaman.com
増田晃
鳥本由彦
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田中茂和
奈良県 岡田正俊（岡田果樹園）

和歌山県 永石剛之
橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
田中康弘（田中農園）
武内邦樹（武内農園）

鳥取県 株式会社耕作
株式会社山田農園
合同会社グリーン農園
合同会社ふれあい
合同会社大山スマイルファーム
小倉真二
足立大輔（足立農園）
福留大輔
有限会社とうはく畜産 http://touhaku-chikusan.com/

島根県 ＴＣ浜田農場株式会社 https://www.tc-hamadafarm.com/
ハウスプラント株式会社
川上富美雄
竹内直実（竹内ぶどう園）
農事組合法人あかつきファーム今在家 http://akatsuki-farm.jp/

岡山県 なのはなファミリー企画株式会社 http://nanohanafamily.main.jp/nanohanakikaku/
株式会社WaccaFarm http://waccafarm.com/
有限会社希望園 https://kibouen-dairy.co.jp/
有限会社吉備高原ファーム

広島県 株式会社ねぎらいふぁーむ
金本哲弥（金本園芸工房）
有限会社ファーム安芸高田

徳島県 ヴェリタス株式会社
みのるファーム株式会社
安崎浩二（あんちゃんふぁーむ） http://anchan-farm.com/
株式会社トラスト
株式会社フードハブ・プロジェクト http://foodhub.co.jp/
株式会社黄金の村 http://ogonnomura.jp
農事組合法人こくふ
有限会社吉野農園
有限会社原牧場
有限会社住友フーズ
有限会社新居バイオ花き研究所 http://www.nii-bio.jp/
有限会社美馬園芸場

香川県 株式会社三宅農園
株式会社太陽の劦
株式会社中大
株式会社土緑家
有限会社アドバンス農産

愛媛県 有限会社エコファームうちこ http://ecofarm-uchiko.jp
高知県 一般社団法人四万十農産 http://www.shimanto.tv/~village/

株式会社しまんと流域野菜
川添建太郎（川添ヤギ牧場）
川渕良範（川渕果樹園）

福岡県 安部武之
株式会社エフワイアグリ https://fyagri.jp/about.php
株式会社コスモファーム野口
株式会社みずほファーム
久冨大和（大和農園） yamato-en.com
橋口俊徳（はしぐち農園）
九州ベジタブルサプライ株式会社
大坪雅喜
藤波伸介（藤波農園）

佐賀県 A-noker株式会社 http://a-noker.com
株式会社アグリ御船
株式会社ベリーフォレスト
江口直人（江口果樹園）
中島勇人
平倉秀喜

長崎県 株式会社ファーム中島
農事組合法人アグリアクティブ生月
有限会社松本ファーム

熊本県 株式会社ナチュール http://nature.urdr.weblife.me/index.html
株式会社まゆみ農園 http://mayuminouen.com
株式会社果実堂 https://www.kajitsudo.com/
上村勇平
西田祐一
有限会社ナガシオ

大分県 佐藤茂行（佐藤自然農園）
農事組合法人きつき茶生産組合 https://www.kitsukicha.com//
有限会社ベストクロップ http://www.bestcrop.co.jp

宮崎県 KIRISHIMA　RANCH株式会社 http://www.kirishima-ranch.co.jp/
横井香織
株式会社かぐらの里 http://www.mera-yuzu.com/
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株式会社英楽 https://musodori.co.jp/
株式会社加藤えのき
株式会社岩切畜産業
株式会社松尾ファーム
杉本英雄（杉本きのこ園）

鹿児島県 株式会社カマタ農園
株式会社きもつき農幸舎
株式会社指宿やさいの王国
株式会社日野洋蘭園 http://www.hinoyouran.co.jp
株式会社末永生花
農業生産法人そのやま農園株式会社
堀口千郎
有限会社マルマサ製茶
有限会社一勝
有限会社大崎農園 http://www.oosaki-farm.com/

沖縄県 株式会社あしたの農業 https://www.facebook.com/asitanonougyo/
株式会社真常
瑞慶覧盛朝（高平フルーツ）
赤嶺彰弘（モリンガファーム）
有限会社平安名


