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管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 Ambitious Farm株式会社 http://ambitious-farm.co.jp/
トカプチ株式会社
バーガンディー株式会社
ファームTORAO株式会社 http://torao.co.jp/
一般社団法人Agricola https://www.agricola.jp
株式会社AGRISCAPE
株式会社Kokoro
株式会社ウエダファーム
株式会社クリーブミルキーライン
株式会社とかち柏葉牧場 https://www.t-kashiwabafarm.co.jp/
株式会社フラワーファーム大花園
株式会社ユニバース
株式会社十勝めむろ阿部農場
株式会社菅原牧場
株式会社赤坂農場
株式会社道下ファーム
株式会社風の村
株式会社米澤牧場
株式会社豊栄削蹄
株式会社北海道グリーンパートナー
株式会社鈴久名牧場
札幌エージェント株式会社
札幌チーズ株式会社
中島明太
土井弘一（土井農場）
農事組合法人Jリード http://j-lead.com
農事組合法人アグリプロ未来
農事組合法人さらべつカーフセンター
農事組合法人美馬牛ファーム
浜田敏秀（浜田まるとめ果樹園）
有限会社イリファーム
有限会社エスエルシー
有限会社コスモス
有限会社ジェイファームシマザキ http://jf-simazaki.jp/
有限会社フジワラ・ファーム
有限会社藤井牧場
有限会社藤沢牧場
有限会社藤田農園
有限会社半田ファーム
有限会社福澤農場

青森県 おとべ農産合同会社
タムラファーム株式会社 http://tamurafarm.jp/
株式会社そと川りんご園
株式会社ライスファクトリー
株式会社松山ハーブ農園 http://www.blackgarlic.jp
株式会社大平ファーム
株式会社百姓堂本舗 http://kimori-cidre.com/
工藤正也
合同会社パープルウィンドウ http://www.masahiro-ringoen.com/
十和田アグリ株式会社
有限会社ケイエス青果 http://www.ks-seika.com/
有限会社サンアップル醸造ジャパン https://www.kimura-no-hatake.jp/

岩手県 宇都宮邦昭（宇都宮果樹園） http://ringoyasan.sakura.ne.jp
株式会社T&Gバイオナーサリー http://www.office-web.jp/TandG
株式会社いやさか農園
株式会社栄久商事
株式会社紫波フルーツパーク
竹内英世（竹内園芸）
農事組合法人みずほ http://www.mizuho-agr.com/
農事組合法人中寺ファーム
有限会社かさい農産
有限会社猿子園芸 https://saruko.jp/

宮城県 マキシマファーム株式会社 https://makishimafarm.com/
株式会社アグリ東北
株式会社よつばファーム
株式会社石ノ森農場 http://www.ishinomori-farm.co.jp/
株式会社富谷ファーム
駒米宏一郎（黄金山牧場）
合同会社斎藤園芸
佐藤祥（佐藤農園） https://sato-fm.org
農事組合法人エコルファーム
有限会社サンフレッシュ松島 https://sunfresh-matsushima.co.jp/
有限会社角田健土農場 http://www.k-kendo.co.jp/

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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秋田県 BUNTETU株式会社
継田竜也
東北バルブ株式会社
農事組合法人あきのみや
農事組合法人たねっこ
農事組合法人ニューファーム千畑
農事組合法人ファーム夢未来
農事組合法人三関ファーム
有限会社まこと農産
有限会社仙北ファーム
有限会社農業生産法人あきたファーム

山形県 YAMAGATA DESIGN AGRI株式会社
あべ農場株式会社
株式会社松ヶ岡農場
株式会社松栗 http://www.matsukuri.jp/
株式会社西塚農場
株式会社尾﨑牧場
佐藤みや（アグリファーム治三郎）
村岡定治
農事組合法人うまいくだもの園
農事組合法人もとたて夢米倶楽部
農事組合法人青山農場　
農事組合法人村木沢あじさい営農組合 http://murakisawa-ajisai.or.jp
有限会社山形川西産直センター http://www.k-santyoku.co.jp
有限会社鈴木農産企画 http://www.suzuki-nosan.com

福島県 株式会社グリーンファーム原
株式会社ヤマセイ
株式会社矢祭興産
橋谷田ファーム株式会社
合同会社ねっか
佐藤敦（おおぞらふぁーむ）
長曾部幸子
農事組合法人会津きのこ工房
有限会社三扇商事 http://sansensyouji.jp/

茨城県 うしくグリーンファーム株式会社
横川雅志
岡野圭祐（おかの農園）
株式会社オカダファーム okada-farm.com
株式会社カモスフィールド http://kamosfield.com/
株式会社ヤッカ
株式会社レインボードリーム
株式会社関アグリサービス
染野千代子
唐澤秀（鹿嶋パラダイス）
農事組合法人つくば銀杏生産組合
農事組合法人七会きのこ生産組合 http://nanakai-kinoko.net/
農事組合法人白鳥干いも生産組合 http://shiratori-farm.co.jp
有限会社ファームオアシス http://www.farm-oasis.jp

栃木県 井上農園株式会社
株式会社Kuni&#039;sファーム
株式会社栃の木食品
関口裕二（小山ローズ）
匠屋株式会社
森林ノ牧場株式会社 https://www.shinrinno.jp
日比野樹 http://suno-house.com
冨士山純（冨士山農園）

群馬県 株式会社アグリみらい21
株式会社三光ファーム http://www.sankoholdings.com
小林幹男（小林牧場）
有限会社品川牧場 http://www.shinagawa-farm.com
有限会社野口ナーセリー
有限会社林園芸 http://www.hayashiengei.com

埼玉県 アルファイノベーション株式会社 http://www.alpha-innovation.co.jp/
宇田川竜児（宇田川いちご農園）
海澤和弥（かいざわ農園）
株式会社JAひびきのファ－ム
株式会社Taka farm吉見
株式会社うまベジ
株式会社グリングリン http://www.gringrin.co.jp
株式会社シェリエ https://www.cherier.co.jp
株式会社しゅん・あぐり http://www.syun-agri.com/index.html
株式会社ときおふぁ－む
株式会社ねぎ街
株式会社マッキ－ズファ－ム http://www.mckiefarm.com/
株式会社マルカクのタネ
株式会社埼玉玉ねぎ生産供給センタ－
株式会社大畠種苗 http://www.oohataseed.com/
金井国夫（金井農園）
荒田正彦（荒田ファ－ム）
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道谷利明（道谷農園）
千葉県 オーチャード・ガーデン株式会社 http://www.orchard-garden.com

下山修弘
株式会社カ・エール
株式会社スノー・フィード・サービス http://showa-express.com/sfs/
株式会社ナガサファーム https://www.nagasafarm.com
株式会社ベジフルファーム http://www.vegefru-farm.jp/
株式会社宇畑牧場
株式会社葉っぱやファーム
軽込晃
山田勇一郎
室住圭一
松下信也
石井理永蔵
竹川英識 http://www.sainone.com/
渡邉一宏
野島勇
有限会社アーバンファーム http://www.urbanfarm.jp/
有限会社葛田園芸 http://www.kuzutaengei.com

東京都 株式会社アグリコネクト
株式会社彩の榊
中西一弘（中西ファーム）
中里茂
東京農業株式会社

神奈川県 リッチフィールド株式会社 http://www.richfieldvegetables.com
伊藤隆弘（秦野いとう農園） http://itofarm.life.coocan.jp/
石橋雄二（翠の丘農園）
有限会社五領ヶ台ガーデン http://www.goryogadai.com

山梨県 奥野田葡萄酒醸造株式会社
株式会社東夢
株式会社武井プラムファーム
有限会社梶原農場 http://kajiharafarm.com

岐阜県 株式会社三輪南農産
株式会社山本養鶏孵化場
株式会社西濃パイロット http://www.seino-pilot.jp/
株式会社堀部
株式会社藍川ファーム
亀屋商事株式会社 http://www.kameyashoji.co.jp/
農事組合法人おおが http://agri-ohga.jimdofree.com/
農事組合法人もとすファーム
農事組合法人札野営農
武藤達志（武藤園芸）
有限会社サポートひがしみの
有限会社ふる里農園美の関 http://minoseki.net
有限会社橋場農園 http://www.hasibanouen.net
有限会社山武ファーム
有限会社春見ライス http://www.kasumirice.net
有限会社馥郁農園 http://www.fukuiku.org/

静岡県 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
株式会社おがさ
株式会社てらだ工房 http://teradakobo.mystrikingly.com/
株式会社パシオス
株式会社ホソヤ
株式会社ヤマショウ
株式会社長田林業するが園
株式会社農健
市川武史（市川農園）
石原義浩（石原農園）
増田剛志（増田農園）
朝霧メイプルファーム有限会社
農事組合法人大東農産
富丘佐野農園株式会社
峯野忍（峯野牧場） http://www.mineno-bokujo.com/
木名瀬裕秋
有限会社いちごやさん
有限会社丸新柴本製茶 http://tea-marushin.com/
有限会社三ケ日グリーンファーム
有限会社市の瀨牧場
桒原達美（桒原農園）

愛知県 うららかふぁーむ株式会社
沖田オーキッド有限会社
株式会社そら https://muhiryou.jp/
株式会社フレッシュ・オガケン
株式会社蒲郡オレンジパーク http://www.orepa.jp/
株式会社知多アグリ
浅田佳久
農事組合法人逢妻
有限会社井沢園芸

三重県 株式会社アクア http://www.aqua-komono.com
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株式会社ヒラキファーム
株式会社黒毛和牛の岡田 http://www.mikumano-beef.com
株式会社小林農産 http://www.kobayashi-agri.co.jp
生川文和（生川農園）
農事組合法人百笑楽匠
農事組合法人鈴鹿山麓・ＮＡＴＵＶＥ http://www.keikon.info
有限会社フジタ

新潟県 株式会社JAファーム佐渡 http://www.ja-sado-niigata.or.jp/Mainmenu/22_works/J_farm/farm_index.html
株式会社MIRAIこいわうち
株式会社ビリーヴ農場
株式会社ローソンファーム新潟
月岡学（月岡農園）
坂本淳
特定非営利活動法人地域おこし http://iketani.org/
農事組合法人おかざわ
農事組合法人ひまわり起耕
有限会社ささかみやまびこ農産
有限会社農園ビギン http://www.nouenbigin.jp/
有限会社鈴木農園 http://niigatasuzukinouen.wix.com

富山県 株式会社JAアグリサポート高岡
株式会社Staygoldてらだファーム http://terada-farm.com/
株式会社細田農産 http://www.hosoda-nousan.com/
天池善三（天池農園）
農事組合法人サカタニ農産 http://www1.coralnet.or.jp/sakatani/
農事組合法人となみ農研
農事組合法人ふかだん
農事組合法人野口営農組合
有限会社アグリあさひ野
有限会社季実どり

石川県 井村辰二郎（金沢農業）
株式会社金沢ワイナリー
桂田勇輝
東裕平（ナチュラルスタイルあずまファーム）
農事組合法人MEGLIY http://megliy.jp/
農事組合法人ホリ牧場
農事組合法人和多農産 http://wadafarm.com
有限会社タケマツファーム

福井県 株式会社フィールドワークス http://www.fw-tomitsu.com/
株式会社美・SoIL
合同会社北川農園
三つ星株式会社
農事組合法人越前国中
農事組合法人松丸生産組合
農事組合法人大川あぐり
明城ファーム株式会社 http://myojo-farm.jp
有限会社あわら農楽ファーム http://www.awara-nougaku.jp

長野県 ピアブランカ株式会社 http://pierblanca.com/
ブロードファーム株式会社
株式会社アグレス http://agres-nobeyama.net/
株式会社エールファーム
株式会社かまくらや http://www.kamakuraya-soba.com
株式会社ジョイフィールド
株式会社ぶどうの沢乃園
株式会社リュードヴァン
株式会社精農舎 https://komagane-ichigo.com
株式会社大地 https://daichi.website
株式会社大島農園 http://goninbouzu.jp
熊谷篤（梅花園）
原口知明（須磨農園）
山岸茂夫（山岸園）
信州トマト工房株式会社 https://sinsyu-tomatokobo.jp/
農業生産法人株式会社ファームかずと https://www.farmkazuto.com/
有限会社アマリファーム
有限会社ティーエム http://tm-hakuba.com/
有限会社トップリバー https://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/
由井拓実（ゆい自然農園） https://yui-shizennouen.jp/

滋賀県 株式会社ファームタケヤマ http://www.f-takeyama.com/
株式会社江州アグリ
猪狩正道（猪狩農園）
田中治嗣
田渕竹男（田渕農場）
有限会社高橋農園
有限会社親和
有限会社澤井牧場 http://sawai-bokujyo.jp

京都府 株式会社ふるさとたまご村
株式会社ヤマモト https://www.yamamoto-corp.jp/
株式会社京雫 http://shizuku.wp.xdomain.jp/
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株式会社京都農販 https://kyonou.com/
株式会社山末農園
株式会社新田農園
株式会社丹後岩木ファーム
株式会社丹波西山
株式会社天野 http://www.tennoo.co.jp/
株式会社美山農園 http://www.sagaseika.jp
株式会社野井農園
吉川保男（淀苗芋七）
細江聡（わっぱ堂）
山本克也（山本有機農園） http://www.koyof.com
上村慎二（かみむら農園）
谷村岳志（京都エンジョイファーム） https://marujuji.work/kyoto-enjoyfarm/farm/
竹村謙志（竹村農園） http://www.eonet.ne.jp/~farmt
辻典彦（京都辻農園） https://kyoto-t.net/
菱田光紀（菱田農園）
有限会社姫野製茶
髙田潤一朗（音吹畑） http://otofukubatake.com

大阪府 岡田剛成(岡田農園）
株式会社きしかん http://www.kishiwada-f.jp
合同会社かうち彩園

兵庫県 株式会社A&H http://www.aandh.jp
株式会社Amnak http://www.amnak.co.jp/tokku/
株式会社K.ファーム http://k-farm.shop/
株式会社フジ工房 http://fuji-koubou.com
株式会社岡本営農互助会
株式会社丸尾牧場
株式会社実里
株式会社善太
株式会社東馬場農園 http://higashibaba-noen.com/
篠田重一（篠田農園）
藤本耕司（藤本園芸）
美方ファーム株式会社
木田和夫
有限会社三田青果
有限会社藤田農園
有限会社夢前夢工房

奈良県 株式会社K’z  Agri company
和歌山県 株式会社小南農園 https://kominami-nouen.co.jp

丸山誠悟（丸山農園）
太田勝也（太田農園）
的場清（的兵）
武内邦樹（武内農園）
有限会社ササキポートリー

鳥取県 トゥリーアンドノーフ株式会社
株式会社D’sプランニング
株式会社あめかわ農園
株式会社みんなの牧場 http://minna-farm.com
株式会社花万
株式会社中原農園
株式会社柳谷ファーム
近藤啓太
有限会社いわみ農産

島根県 イオンアグリ創造株式会社 http://www.aeon.jp/agricreate/
伊藤康浩（いとう農園）
株式会社コッシーふぁーむ http://www.kosshy-farm.com/
株式会社しまねきのこセンター
株式会社岡農産
株式会社未来サポートさだ
農事組合法人みのりの里講武
農事組合法人横尾衛門
野津義和（ワイズグリーン）

岡山県 株式会社福田種鶏場 http://www.fukudabreeders.co.jp/
有限会社美作農園 http://mimaen.co.jp/

広島県 沖田嘉樹（沖田農園）
株式会社トペコおばら https://www.topeco-obara.jp
株式会社ねぎらいふぁーむ
農事組合法人ファームおよう
豊平建設株式会社 http://www.donguri-farm.jp/

山口県 ロハス農園株式会社 https://lohas-farm.jp/
一般社団法人アグリながと
株式会社けんちゃんベリー・スペシャライズ
株式会社ベリーろーど http://berryroad.jp
株式会社仁保農産
株式会社増丸園芸
熊崎洸多（クマサキ洋ラン農園） http://www.rannohana.com/
原田慎司（原田農園）
長尾誠大（あぐりてらす阿知須）
有限会社鹿野アグリ http://www.kanoaguri.co.jp/
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有限会社小野養豚 http://mutsumibuta.com
有限会社友清りんご園

徳島県 安藝美樹夫（安芸種苗資材）
有限会社美馬園芸場

香川県 株式会社いしかわ農園
株式会社三豊セゾン http://www.mitoyo-saison.com/index.html#about
株式会社小原農園
吉村一成（よしむら農園） http://www.yoshimuranouen.com
空浮合同会社 http://sorauki.wixsite.com/site
大平やさい株式会社
谷本寬昇（谷本農園）
農事組合法人東山産業
有限会社藤川果樹園 http://www.fujikawa-mikan.com

愛媛県 株式会社エム・アグリ
株式会社ふたみファーム
株式会社みさき果樹園
株式会社石川興産
清水平衛
有限会社i-rose
有限会社てんぽ印
有限会社芽野歌

高知県 安岡明彦
株式会社アースエイド https://earthaid.co.jp/
株式会社ウェルネス四万十研究所 https://uelnes.com
株式会社下村青果商会
株式会社大豊ゆとりファーム
株式会社堀　おかざき農園 http://www.okazakinohen.com
桐島正一（桐島畑）
植田真司（植田ファーム） http://ueta-farm.com/
大森行彦（四万十オーガニックファミリーズ　テレサファーム）

田村慎也（TAMURA KAJUEN）
白木浩一（白木果樹園） http://www.buntan.com
服部美香（服部農園）
平岡一信（平岡農園）
林智章

福岡県 安増弘之（安増農園）
安達彩（安達農園）
株式会社TANNAL http://isomoto-nouen.main.jp
株式会社うきはレインボーファーム
株式会社ちくしの農園 http://1515.itigo.jp
株式会社藤原ファーム
坂井武男
秋山農業株式会社
森光健太（根菜人）
杉本佑貴（杉本神籠園）
相園将大
藤井眞二（藤井グリーンファーム） http://www.fujii-green-farm.com/
藤端孝径（いせふじ）
馬場真希
有限会社丸久物産

佐賀県 株式会社平松農産
株式会社麻生園芸 http://www.asou-engei.com
西久保弘克（西久保農園）
唐島晶悟（いちご専門むらおか農園） https://www.king15.jp/
内田澄高（内田農園）
梅村晃太（エルシーファーム）
有限会社永渕ファームリンク http://www.nagafuchi.co.jp
有限会社風配高原ファーム http://kazahayakogen.com/

長崎県 株式会社アグリ未来長崎
株式会社雲仙きのこ本舗 http://www.unzenkinoko.co.jp
株式会社山開産商
鴨川義幸
大石啓介
農業生産法人有限会社長田製茶
農事組合法人ゆいゆい

熊本県 株式会社ありがとうファーム
株式会社トマトドリームカンパニー
株式会社ナチュラルワークス
株式会社ファームズ天草
株式会社ワイエスファーム
株式会社子出藤農園 http://nedefujifarm.com
株式会社鷹本農産
株式会社八代トマト流通センター http://ytrc.jp/
松本和彦（栄農園）
村上公治
中村真一（中村農園）
梅木正一（自然食レストランかぜのもり） https://applemint.farm/
樋口秀則（樋口畜産）
米澤大志（米澤果樹園）
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有限会社アグリテック http://ytrc.jp/
有限会社コーシン http://www.cohsin.jp/
有限会社卸中村果実 http://nakamurakazitu.jimdofree.com/

大分県 株式会社さくらファーム
株式会社千年農園
株式会社仲井農園
株式会社緑笑大分
有限会社永松牧場
有限会社荻町高原綜合農場
有限会社江藤牧場
髙橋憲治（九重ファーマーズマーケット）

宮崎県 一般社団法人綾町農業支援センター http://www.genki-aya.com/
河野秀章（河野畜産）
株式会社おおがた牧場
株式会社ひなたいちご園
株式会社みのり
株式会社宮崎太陽農園
株式会社鶏王
株式会社三輪
株式会社山茸
株式会社本部農場
株式会社本坊農園
橋口竹幸（橋口農園）
日本信頼農業株式会社
農家とダイレクト株式会社 http://www.noka-direct.com/
農事組合法人きらり農場高木
有限会社グリーンハウス宮崎
有限会社ファームヤマト http://farmyamato.qwc.jp
有限会社新福青果 https://www.shinpukuseika.co.jp/

鹿児島県 安永伸一
株式会社ハクシン農園
株式会社マルサンファーム http://mitsuyabussan.co.jp/
株式会社岩永農園
株式会社宮路ファーム
株式会社芝原
株式会社中野養豚
株式会社片平観光農園 http://katahira-ichigo.sakura.ne.jp
山下果樹園株式会社
田中文明
有限会社宮路園芸
有限会社水幸農園
有限会社澁谷商事
有限会社簗瀬牧場
蓮子徳明

沖縄県 NA-BA生産企業組合
株式会社まぁじゅんのジャージー牧場 https://www.maajun.com
株式会社琉球動力 https://ryubiokinawa.com
妻鹿晋介（ばむせファーム）
新垣清秀（新垣農園）
大城松太（Rstyle）
大城忠（大城農園）
農業生産法人株式会社吉田ファーム
農業生産法人株式会社今帰仁ざまみファーム
農業生産法人有限会社伊盛牧場
當間康由（とうやファーム）


