
（別紙） 令和元年度第２回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 有限会社パインランドデーリィ http://www.pinelandfarm.net/
有限会社オコッペフィードサービス
有限会社清水農園 https://www.tomatoya-shimizu.com
有限会社三栄アグリ
株式会社林田ファーム
株式会社神門 http://www.jinmon.jp/
渡邊彰（渡邊ファーム）
有限会社グリーンテーブル
株式会社風のがっこう http://kazeschool.com/
株式会社AGRISCAPE
札幌チーズ株式会社
有限会社別海町酪農研修牧場 http://betsukai-kenboku.jp
ベジタブルワークス株式会社 http://vege-works.com/index.htm
株式会社マナアイーナ
佐藤勝則
柴田英晴（柴田農園）
有限会社秀明ナチュラルファーム北海道 http://setana.info/snf/index.html
辻本翔
株式会社小森産業
株式会社ながのふぁーむ
きたそらち肉牛組合株式会社
株式会社庄司農場
株式会社竹田
農事組合法人米道産
母子里農場株式会社
有限会社渡辺農場 http://farm-watanabe.net/
株式会社風の村
有限会社村澤農園
株式会社OcciGabi http://www.occigabi.net/
日野昭（日野牧場）
株式会社なな実
株式会社吉原農場
荒川グランパ農園有限会社
株式会社栗栖牧場
有限会社阿部牧場
株式会社米澤牧場
有限会社長沼ファーム
株式会社大舘ファーム
株式会社桃野農場
Ambitious Farm株式会社 http://ambitious-farm.co.jp/
稲垣孝治（稲垣農園）
野原守
株式会社FReeee
前田農産食品株式会社 http://www.co-mugi.jp
株式会社大野キャトルサービス
株式会社大野ファーム
株式会社笹岡牧場
株式会社INFINI
株式会社なかしゅんべつ未来牧場
株式会社伊藤総本家

青森県 鎌田宗稔（鎌田林檎園）
有限会社エコファーム
株式会社RED APPLE https://www.hirosaki-redapple.com/
桜田行雄
株式会社松山ハーブ農園 http://www.blackgarlic.jp
農事組合法人となん
株式会社T&Gバイオナーサリー http://www.office-web.jp/TandG
株式会社ヤマト農産
佐々木重人（佐々重農園） https://www.sasajyu2.com/
株式会社菅野農園
株式会社サラダファーム http://salad-farm.jp/
合同会社心花
株式会社スマートアグリ庄子
株式会社しまざき牧場
株式会社今慶農産
有限会社かわつらグリーンサービス
株式会社イグナルファーム大郷 http://www.igunalfarm.com
合同会社あぐりっとかくだ http://www.aguritto.com/
有限会社小山牧場
泉正幸（泉畜産）
有限会社川口グリーンセンター http://www.greencenter.co.jp
農事組合法人せんだいあらはま http://www.sendai-arahama.jp/
株式会社櫻井農場

採択農業法人等の名称（都道府県別）

岩手県

宮城県



管理地域 経営体名 ホームページURL

株式会社イグナルファーム
株式会社燦燦園 http://sunsunen.net/
株式会社舞台ファーム http://butaifarm.com
有限会社アグリードなるせ http://agriead.jp/
森谷茂
農事組合法人永田ホープフルファーム
株式会社たかのすファーム http://www.takanosufarm.co.jp
農事組合法人中北手ファーム
農事組合法人つかまファーム
株式会社齋藤眞二果樹園
東商事株式会社 http://azuma-trading.co.jp
神岡縄文農園株式会社 http://akitanosakuranbo.com
髙橋司（NORTH FIELD）
農事組合法人アグリオフィス悠農舎
株式会社菅与
株式会社すがよコントラクター
有限会社モコ
株式会社竹寿耕友会
株式会社四季ふぁーむ http://www.shiki-farm.co.jp
株式会社ビッグフィールド https://www.big-field-japan.co.jp/
農事組合法人山形おきたま産直センター http://www.okitama.net/
合同会社紺野農園
森谷茂伸
坂井陽一郎（こめやかた　エネルギーのサカ
株式会社アグリラボ
株式会社はなはな http://www.hanahana.co.jp
髙橋春樹（たかはし農園）
有限会社山形川西産直センター http://www.k-santyoku.co.jp
小国地産株式会社
新田建（ 上真室川新田農園）
有限会社マッシュハウス 上 http://mushhouse.jp/
有限会社宝順
有限会社 上川ファーム
株式会社和農日向
株式会社つながるファーム
有限会社あづま果樹園 http://www.dab.hi-ho.ne.jp/aduma
伊達物産株式会社 http://www.datebussan.co.jp
種まきうさぎ株式会社
株式会社二本松農園
株式会社ネオテック http://www.neo-tec.info/
大野農園株式会社
すずきライスファーム株式会社
有限会社ドットネット http://aizu-net.net/
農事組合法人落合生産組合
株式会社渡部ふぁーむ
株式会社米夢の郷 http://maimunosato.jp
齋藤武
立川幸一
エヴリート株式会社 http://www.gurutto-iwaki.com/detail/index_471.html
有限会社アグリ山﨑
株式会社Tedy http://www.tedy.jp/
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp/
有限会社なかのきのこ園
入江豊（入江農事）
株式会社agri new winds http://agri-newwinds.com/
野中宏樹
中山和哉（中山農産）
髙谷榮司（髙谷農園）
池田博則
鎌田充貴
株式会社農業生産法人田仲農場
株式会社れんこん三兄弟 https://www.renkon3kyodai.com
農事組合法人奥久慈しゃも生産組合
株式会社ドロップ https://dropfarm.jp/
林イチ（ハヤシ農園） http://hayashi-farm.info
株式会社星野イーファーム
コージーファーム株式会社
株式会社育くんファーム https://sodatsu.nekk.co.jp/
株式会社チーム那須
株式会社サンケイ https://mibu-ichigo.com/
有限会社瑞穂農場  http://www.mizuho-farm.co.jp/
パナプラス株式会社
株式会社ジェイイーティファーム
株式会社イイヅカフラワープランツ https://iidukaflowerplants.com/
株式会社エバーグリーン富士見
株式会社サイエンズ
株式会社長沼農園
株式会社原田農園 http://www.harada-nouen.com/
株式会社TGF

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

秋田県

山形県
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有限会社まるいちファーム
南明法（ストロベリーみなみ） http://www.strawberryminami.jp/
深田武雄
井田精一（井田農園）
株式会社狭山園芸
株式会社内野農場
株式会社横田農園 http://www.y-farm.com
農事組合法人ときがわ
有限会社小松沢レジャー農園 http://www.komatsuzawa.co.jp/
合同会社黒澤農園
株式会社関東地区昔がえりの会
株式会社乾武農園
遠藤隆男（遠藤ファーム）
有限会社ファームヤード http://farmyard.co.jp/
小林孝之（小林花卉） http://www.kobayashikaki.com
株式会社かぞ農業公社
株式会社CTIフロンティア http://www.ctie.co.jp/company/group/frontier.html
大塚秀行
細井通昭
株式会社切替農園
田中佳洋
稲葉芳一
有限会社高秀牧場
株式会社小髙ファーム
髙橋正浩
宮野秀平
小島正之
農事組合法人千葉アグリ http://chiba-agri.jp
株式会社しあわせ牛
有限会社サンズファーム
酒井至美
有限会社髙橋植物園
田中彬行
オーチャード・ガーデン株式会社 http://www.orchard-garden.com
有限会社花郷園
近藤美保子（近藤ファーム） https://www.kondofarm-tokyo.com/
小山清（小山農園）
飯島裕二
和泉大樹
特定非営利活動法人ワーカーズコープ
株式会社みやじ豚
株式会社福田牧場
株式会社斎庵 http://www.saianinc.com
石原秀紀（グレープガーデン） https://grapegarden-i.com
オーガニックライフ八ヶ岳株式会社
たまらんど株式会社 http://www.tama-land.com/
株式会社ハイチック
株式会社リコペル https://lycoper.co.jp/
名水きのこの里有限会社
水野優一（まごころ農園）
アグリード株式会社 http://aglead2013.com/
株式会社つみつみいちごファーム http://www.tumitumi.com
農事組合法人川瀬牧場
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/
臼田牧舎株式会社
生駒一成（生駒牧場）
有限会社藤井ファーム
株式会社ネクストホーム http://www.ohashinouen.com/
株式会社アイシンクリエイト
東俊之（東農園） http://higashino-en.fem.jp
有限会社吉野ジーピーファーム
山之村牧場株式会社 https://www.yamanomura-makiba.jp
糸田哲人（糸田農園）
久幾田篤史（久幾田農園）
株式会社アグリライフ三島
安藤徹哉（安藤農園）
有限会社ぐりむ
株式会社エスファーム
株式会社うまヘルシー
榎本浩（榎本農園）
畑田敏克（畑田農園）
株式会社アースグリーンファーム
株式会社グリーンテック
永田功（永田農園）
平幹也（平ファーム）
株式会社三中製茶
有限会社鈴もと
ベルファーム株式会社

静岡県

千葉県

東京都

神奈川県

山梨県

岐阜県

埼玉県
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萩原俊之（萩原牧場）
桑原卓也
鈴木康功（田圃家穂波）
中條友貴（中條メロン園）
有限会社ひがしぐるま
有限会社佐野ファーム
村田吉寛（Agrist  吉農園）
伊藤友秀（マルデン伊藤農園）
野寄敬祐
佐藤忠明（佐藤牧場）
河合畜産株式会社
株式会社カクト・ロコ
森嶋恒（森嶋牧場）
大橋牧場株式会社
山下光之（笑顔畑の山ちゃんファーム）
二村利久（二村農園） http://futamura-farm.nagoya
森伸二（森金農園）
椿園株式会社 http://www.satotsubakien.com
株式会社水谷グルッポ
有限会社イブン産業
サグワットファーマーズ株式会社 https://sugwat.co.jp/
有限会社千姓 http://www.tsuzuki-farm.com/
株式会社アグリみかわ
株式会社六ッ美ライスセンター
成瀬敏弘
株式会社中甲 http://www.nakakou.co.jp
農事組合法人若竹
有限会社麻野間園芸 http://asanoma.jp/
有限会社こだわり農場鈴木
山田良治（山田牧場）
株式会社平造園芸
株式会社フレッシュ・オガケン
株式会社谷崎牧場
株式会社いのさん農園 http://inosan-farm.co.jp/
椋の樹農産株式会社
株式会社あぐりん伊勢
渡邉友裕（渡邉牧場）
株式会社今安Ｒ．Ｃ http://imayasu-rice.jp
宇野充浩
有限会社ドリームファームスズカ http://www.dreamfarm.info
農事組合法人忍の里 http://www.sinobinosato.jp
飯塚栄三千(飯塚農園）
農業生産法人株式会社小出農場 http://www.koide.gr.jp
有限会社SKフロンティア
農事組合法人いたやま純心村
小野耕司
プラウ株式会社
越後ファーム株式会社 http://echigofarm.com
有限会社ファーミング・スタッフ http://www.farmingstaff.net/
有限会社盈科
株式会社斉藤いちご園
金助農業株式会社 http://www.kitaechigo-rice.com/
株式会社ふるさと未来 http://furusato-mirai.net/index.html
株式会社くにみ農産
株式会社MARUTAKA
有限会社サンケイ新潟
有限会社白根グレープガーデン
有限会社アラカワファーム
農事組合法人麓二区生産組合 http://fumoto2.com
農事組合法人あぐり鹿瀬
有限会社下田アグリ
株式会社アグリスペース
グリーンファーム北越株式会社
農事組合法人アドバンファームしばた http://advan-shibata.jp/
農事組合法人おかざわ
有限会社グリーンファーム清里 http://www.greenfarm-kiyosato.com
有限会社ワイエスアグリプラント http://sola-terra.jp/
農事組合法人矢田営農組合 http://yata-eino.com/
農業生産法人株式会社あぐ里能生 http://www.agurinou.com/
ピーチビレッジ刈羽株式会社 http://www.tourinbo.com
有限会社グリーンパワーなのはな http://gp-nanohana.com
農事組合法人太田北部営農組合
有限会社営農ワイエムアイ https://ymi-toyama.com/
農事組合法人頼成営農組合 http://www.ranjo.or.jp/
農事組合法人浦山12区
農事組合法人営農笠木
株式会社森田農園 http://moriy.toyama.jp/farm.html
農事組合法人末友営農組合
農事組合法人ファーム八乙女 http://www.farm-yaotome.com

愛知県

三重県

新潟県

富山県
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農事組合法人あしつきの郷 https://ashisato.jp/
株式会社稲葉農園
くろだ牧場株式会社
有限会社たけもと農場 http://www.okomelove.com
有限会社河内農村振興公社
農事組合法人One http://www.one2013.com/
有限会社グリーン・ハート
株式会社ゆめうらら http://www.yumeurara.co.jp/
農事組合法人なたうち http://natauchi.com
農事組合法人SKyファーム
株式会社堂下園芸
白山AIファーム株式会社 http://www.hakusan-ai.farm
農事組合法人おおしま村
有限会社小松園芸
有限会社信州うえだファーム
株式会社JA菜園
株式会社フロムシード
有限会社安曇野ファミリー農産 http://www.anc-tv.ne.jp/~apple/
中野雄輔（葱心）
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
株式会社信生
株式会社エールファーム
松木武久（松木武久農園）
有限会社マルヒ農場
信光工業株式会社キノコ村事業部 http://www.kinokomura-dayori.com/shop/Info
楠わいなりー株式会社 http://www.kusunoki-winery.com/
農事組合法人中部培養センター生産組合 https://www.hearts.co.jp/traceability/fujigroup.htm
農事組合法人信州産直組合
株式会社ぶどうの沢乃園
有限会社常盤きのこセンター http://tokiwakinoko.jp/
株式会社横江ファーム
柏本農園株式会社
山本嘉紀（山本農園） http://yamamoto-farm.net
有限会社成田牧場
株式会社まる亀こうし牧場 http://marukamekoushistockfarm.web.fc2.com/
株式会社ウッドベル鈴木牧場
有限会社グリーンサポート新旭
株式会社モリファーム
小澤農園株式会社
西直幸
グリーンエコスター株式会社 http://green-ecostar.co.jp
株式会社鈴木牧場
有限会社るシオールファーム http://www.luciole-farm.com
有限会社クサツパイオニアファーム http://www.pioneerf.co.jp
株式会社イカリファーム http://www.ikarifarm.com
株式会社グリーンちゅうず http://www.green-chuzu.jp
前田龍也（前田農園）
株式会社オーガニックnico http://organic-nico.com/
株式会社渋谷農園
株式会社京都杉田農園 http://www.sugita-nouen.com
藤田清美（藤田農園）
長澤環（長澤農園）
株式会社西陣屋 http://www.nisijinya.com
株式会社塞翁が馬
森畜産株式会社
有限会社るり渓やぎ農園 https://www.ruri-yagi.com
有限会社ユートピア室橋
有限会社アグロス胡麻郷
株式会社農樹 http://nohju.jp
有限会社グリーンファームソーゴ
株式会社ファームきぬがわ
株式会社八百丹
有限会社あっぷるふぁーむ
有限会社アグリランドさんとよ
有限会社ワタミファーム http://www.watamifarm.co.jp/
梅本修（EM自然農法　梅本農場）
株式会社丹後岩木ファーム
有限会社北摂協同農場
古川雅英（古川農園） http://furunou.com
株式会社斉藤農場
松岡孝明（松岡農園）
株式会社フジタナーセリー http://www.nursery-garden.com
上野仁（上野農園）
株式会社ツトムファーム http://www.tutom-farm.com
株式会社オーシャン http://farmship.co.jp/
株式会社LEAD http://www.lead-to-happiness.com
株式会社丹波篠山大内農場
株式会社東馬場農園 http://higashibaba-noen.com/

大阪府

兵庫県

石川県

福井県

長野県

滋賀県

京都府
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株式会社兵庫みらいアグリサポート
有限会社あした
株式会社パブリック・キッチン http://pkp.co.jp/
曽和勝彦（曽和農園）
葛城山麓農園株式会社 https://katsuragi-sanroku.farm/
有限会社山口農園 http://www.yamaguchi-nouen.com
有限会社類農園 https://ruinouen.rui.ne.jp/
株式会社農業法人當麻の家 http://www.futakami-park.jp/
永座孝泰（永座農園）
寺田農園株式会社 http://www.teradafarm.com
木島賢一（ミヤマプランテーション）
株式会社早和果樹園 http://sowakajuen.com
松坂和子（松弥園） http://www.matuyaen.com/
寺垣信男（てらがき農園）
さわだ農産合同会社
有限会社菊丸ファーム
株式会社伊藤畜産
株式会社大上農園
小林孝拓（小林農園）
川本潤一郎（リバーズファーム）
農事組合法人大山カラス天狗
岩田淳（岩田農園）
株式会社巌生産組合
コーワ建設有限会社 http://www.kowafarm.shop/
株式会社ファームイング
農事組合法人あかつきファーム今在家 http://akatsuki-farm.jp/
農事組合法人横尾衛門
株式会社未来サポートさだ
農事組合法人星ヶ丘
株式会社あかね
農口屋株式会社
一般社団法人ファームサポート美郷
株式会社農援隊　清滝牧場
服部信彦（サンワ園芸）
JAいずもアグリ開発株式会社
有限会社エーアンドエス http://www.sinobinosato.jp/kasaoka
株式会社岡山フルーツ農園 http://www.okafuru.com/
有限会社アグリ元気岡山 http://www.noumaru.jp/
株式会社HAPPYFARMplusＲ
株式会社美和リーフ
株式会社NKコーポレーション
平佐道俊（平佐農園）
株式会社しんや農園
農事組合法人世羅大豊農園 http://taiho-farm.com/
合同会社三良坂フロマージュ http://www.m-fromage.com
農事組合法人三良坂ピオーネ生産組合 http://hitominokagayaki.com/
ベジスタイル株式会社 http://www.vegestyle.co.jp
株式会社十種の郷
農事組合法人厳島の恵
農事組合法人植柳ファーム
合同会社光緑匠
農事組合法人ほんごうファーム
有限会社グリーンハウス http://negizanmai.web.fc2.com/
アグリ山口株式会社 http://www.aguri-yamaguchi.co.jp/nouen-shoukai.html
農事組合法人おのじ営農組合
農事組合法人石城の里 http://nojikumiaiiwakinosato.info/
一般社団法人無角和種振興公社
正司浩幸（正司農園）
株式会社あぐりんく
農事組合法人小国ファーム http://www.e-hagi.jp/~ogunifa/
農事組合法人二島西
西正倫（西農園）
戎谷和浩（エデンガーデン）
LEAD合同会社
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com
有限会社樫山農園 http://kashiyama.shopselect.net
農事組合法人だんだんファーム
有限会社美馬園芸場
株式会社戸田農園
有限会社新居バイオ花き研究所 http://www.nii-bio.jp/
仲井康典
長谷川伸一（長谷川農園）
株式会社徳苗
有限会社藤川果樹園 http://www.fujikawa-mikan.com
苺人株式会社 http://ichigonchu.com
株式会社いろんなやさい
松本稔
株式会社ササハラオリーブファーム http://www.olive-farm.com
農事組合法人香花園
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株式会社三豊ファームサービス http://www.mitoyofarm-s.com
権平有限会社
株式会社ひのいちご園
株式会社三代目みかん職人 http://www.ehime-mikan.com
株式会社ニュウズ
株式会社百姓百品村
梶原照幸
有限会社ゆうぼく http://yuboku.jp
株式会社瀬戸内ゆうき農場 http://setouchiyuuki.ec-net.jp
河野行雄
信清光宏（のぶきよ農園）
一般社団法人スタートアグリカルチャーすくも
有限会社おおぐし農園 http://www.gogo-oogushi.com
平岡一信（平岡農園）
一般財団法人本山町農業公社 http://town-motoyama.jp
株式会社トマトの村
株式会社ウエルネス四万十研究所 https://uelnes.com
株式会社雲の上ガーデン
株式会社山下農園 http://harehore.net
株式会社志動
株式会社堀田ライフ
髙橋清徳（ウイングファーム）
株式会社タカモリファーム
永利農園株式会社
有限会社丸久物産
青柳二男
城戸一郎（城戸農業）

佐賀県 株式会社ベリーフォレスト
株式会社大地のいのち https://daichi-inochi.com
JR九州ファーム株式会社 http://www.jrkf.jp
株式会社アグリ・コーポレーション http://osyaburi.jp/
荒木大作
山邊俊一郎
廣瀨克
有限会社冨田ファーム
鍬守義光
磯田清俊（磯田農園）
農事組合法人小国郷酪農組合
有限会社土の文化ファーム http://tsuchinobunka.ip/
有限会社木之内農園 https://www.kinouchifarm.com/
有限会社明成 http://www.amakusadaiou.com
株式会社藤瀨農園
株式会社松田農園
中村和章（なかむら牧場）
有限会社釘宮牧場
有限会社ハーブガーデン
株式会社大分和郷
公益社団法人農業公社やまくに
アローファーム大分株式会社
平山勝丈（豊和園芸）
農事組合法人エコファーム21
株式会社創 http://freshgourmet.co.jp
大野浩次
矢野和久
株式会社アイ・ビー・ファーム
有限会社川越農産
河野正和
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/
一般社団法人宮崎県酪農公社 http://www.m-chikusan.jp/
坂元睦子
農事組合法人日高養豚場
大窪雄介（大窪畜産）
有限会社かごしま有機生産組合 http://kofa.jp/
株式会社アグリスタイル
株式会社南九やさいの王国
株式会社利永やさいの王国
株式会社中渡瀬農産
株式会社片平観光農園 http://katahira-ichigo.sakura.ne.jp
木場俊介（木場農園）
有限会社お茶の山佐園
有限会社福永畜産
有限会社村上畜産
株式会社だいち
株式会社さかうえ
株式会社巧
株式会社三和グリーン https://sanwa-bussan.jp/business/green
株式会社ななファーム
有限会社鎌田養豚
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株式会社未来志向
株式会社杉牧場
株式会社永吉ファーム http://www.nagayoshi-farm.jp
株式会社大原農園
平安良次（pace農園）
大浜和重
株式会社高宮城牧場

沖縄県


