（別紙）

令和元年度第４回募集採択

採択農業法人等の名称（都道府県別）
管理地域

経営体名

北海道 U2デーリィコンシェル株式会社
トカプチ株式会社
羽田野安晴（羽田野牧場）
株式会社NIKI・Hillsファーム
株式会社ささき農園
株式会社ふぁーむほのか
株式会社マルシメおぬき
株式会社リッキーファーム
株式会社久保農園
株式会社広振
株式会社林農場
札幌エージェント株式会社
小林卓也（はるきちオーガニックファーム）
中井聡平（中井牧場）
中野ファーム株式会社
農事組合法人さらべつカーフセンター
有限会社逢坂農園
有限会社山際牧場
青森県 株式会社CRTワールド 農園ナチュローブ
株式会社つがる
株式会社ライスプラントくどう
合同会社グランドアグウィル
有限会社豊心ファーム
岩手県 キートスファーム株式会社
株式会社馬場園芸
合同会社とむとむ
宮城県 グリーンディスティニー株式会社
株式会社MHファーム
株式会社仙台秋保醸造所
有限会社エイト農産
秋田県 株式会社しらかみファーマーズ
農事組合法人平根ファーム
有限会社ハピー農場
山形県 安達進（安達農園）
株式会社アンスリーファーム
株式会社飯豊ながめやま牧場
株式会社尾﨑牧場
株式会社鈴木農園
有限会社オキツローズナーセリー
有限会社蔵王ファーム
福島県 T・アグリプロダクト株式会社
株式会社縁
株式会社緑里
株式会社和農
雪割牧場有限会社
有限会社うねめ農場
有限会社高ライスセンター
茨城県 株式会社おひさま
早川重男（いちごBOX早川農園）
有限会社小橋農園
栃木県 阿久津義男（乙連沢梨園）
株式会社まほろば農場
株式会社長谷川農場
株式会社那須の農
戸松正行（帰農志塾）
高瀬和明（高瀬農場）
株式会社リンクフィールド
株式会社赤城M’ｓローズ
新井英伺（いのもと園）
群馬県
森村清志
有限会社グローイング・マック
有限会社三輪農園
埼玉県 塩原久充（塩原農園）
岡田茂
河田三也（河田ばら園）
株式会社グリーンファームらぱん
岩田茂
合資会社グリニッシュ
西田信子（北埼菌茸センター）
大利根農園スズキ
中森農産株式会社
有限会社モリシゲ物産
有限会社四季百菜

ホームページURL

https://nikihills.co.jp
http://www.sasaki-nouen.org/

http://www.harukichi-farm.com

http://www.kiitosfarm.com
https://g-destiny.com/
https://www.mh-farm.jp/
http://akiuwinery.co.jp/
http://shirakami-farmers.jp
http://www.adachi-farm.com

http://www.okitsu-rose.com/

http://www.takaricecenter.co.jp

https://hasegawa-noujou.jp/

https://jyounetu-nougyou.com/
http://akagimsrose.com/

http://kawatabaraen.wixsite.com/kawata
http://gf-lapin.jp/
http://bokura-farm.jp

https://www.nai.organic/
http://www.morisige.co.jp

管理地域

千葉県

東京都
神奈川県

山梨県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

新潟県

経営体名

有限会社篠山堂
國分唯史（国分牧場）
遠藤佐和子
岡野均（FARM OKANO）
株式会社Lucy’s garden
株式会社PB FARM市原
株式会社アグリスリー
株式会社テンアップファーム
株式会社京葉ポートリー
株式会社鈴幸農園
山木幸介
千葉ベビーリーフ菜園株式会社
有限会社多古農産
株式会社大竜ファーム
宮川豊
株式会社いかす
株式会社ゆうゆう農場
株式会社茶来未
株式会社野原そだち
吉見敦司（よしみ農園）
千葉康伸（NO-RA）
有限会社五領ヶ台ガーデン
奥野田葡萄酒醸造株式会社
株式会社アグリ甲斐
株式会社こぴっと
甲斐ワイナリー株式会社
高根ベビーリーフ菜園株式会社
小池ベビーリーフ菜園株式会社
中込農園株式会社
田中清行（田中農園）
わかば農園株式会社
株式会社ハルカインターナショナル
株式会社レンゲの里岐阜
株式会社ロッセ農場
株式会社佐古牧場
谷山広樹（谷山農園）
中家重彦（なかや農園）
有限会社丸フジ産業
有限会社吉野ジーピーファーム
有限会社小林農園
井上博一
株式会社Veggy
株式会社WOOD
株式会社エース
株式会社ハラダ製茶農園
株式会社御殿谷農園
岩渕徹也
袋井高山農園株式会社
日本豊受自然農株式会社
有限会社穂高
ITOU牧場株式会社
うららかふぁーむ株式会社
サンエッグファーム株式会社
下村倉市（しもむら農園）
株式会社星川畜産
橋本文男
近藤泰（東郷町諸輪いちごの郷）
咲こう農場株式会社
内田日出輝（保命園）
白井農園株式会社
齋藤和義（ヤマコー農園）
株式会社黒毛和牛の岡田
株式会社東谷農園
株式会社農成會
有限会社イケダグリーン
有限会社深緑茶房
有限会社類農園
エコファームささかみ株式会社
株式会社Amaya farm
株式会社KS光
株式会社吉村
星野芳弘
農事組合法人下富岡営農組合
農事組合法人長畝生産組合
農事組合法人北野生産組合
有限会社グリーンファーム清里
有限会社たちかわ農産
有限会社坂上ファーム
有限会社大黒屋商店

ホームページURL

http://www2.gol.com/users/kokubu625-m/

http://agrithree.com
http://www.crestfarm.co.jp
http://www.facebook.com/mitsumamefarm/

www.icas.jp.net
http://youyou-farm.com/
https://yo-shimi.wixsite.com/yoshimi-nouen
http://www.goryogadai.com
http://okome-no-oisisa.sakura.ne.jp/uematsu/hp/
http://takane-bleaf.co.jp
http://www.tanaka-no.com
http://www.wakaba-f.co.jp
https://www.haruka-int.jp

https://toyouke.com

http://www.sansyu-egg.co.jp
http://www.ne.jp/asahi/vip/hashimoto/hsmt1583_top.html
http://www.osaki-nouen.com/about_us/
http://budou.ne.jp
http://www.mikumano-beef.com

http://www.shinsabo.com
http://manmaruterrace.com/

http://www.nagaune.com
http://greenfarm-kiyosato.com
http://www.kome10.com/

管理地域

富山県
石川県

福井県

長野県

滋賀県

京都府

大阪府
兵庫県

奈良県
和歌山県

鳥取県

経営体名

有限会社穂海農耕
株式会社アグリ瀬川
農事組合法人沢端
有限会社アグリおがわ
株式会社ミスズアグリ
株式会社能登風土
株式会社能登牧場
吉田孝之（吉田農園）
高利充（NOTO高農園）
株式会社チームみかた五湖
株式会社若狭の恵
株式会社百里水郷農園
株式会社本原農園
白山AIファーム株式会社
有限会社アグリエース
有限会社内田農産
株式会社なかひら農場
株式会社栄農人
株式会社永井農場
株式会社塩原農場
株式会社森本農園
株式会社八ヶ岳みらい菜園
小林憲一郎
有限会社ブラウンエッグファーム
たぐち農産株式会社
井上学（井上農園）
横井貴志（お米農家のよこい）
垣見治夫（垣見農園）
株式会社ファームタケヤマ
株式会社近江園田ふぁーむ
株式会社大農
水口淳（みなくちファーム）
川南光史（川南農園）
有限会社クサツパイオニアファーム
和田喜蔵（和田農園）
株式会社村瀬農産
株式会社農夢
株式会社八百一の郷
京都株式会社
細江聡（わっぱ堂）
小島敬久（小島農園）
西正幸
峰地幹介（蓮ヶ峯農場）
有限会社るり渓やぎ農園
有限会社栗林園
一ノ瀬浩
一般社団法人箕面市農業公社
SDF株式会社
ひょうたん農場株式会社
株式会社KY田中農園
株式会社アグリアイランド
株式会社アグリヘルシーファーム
株式会社ジェイエイファーム六甲
株式会社岡本営農互助会
株式会社小池農園こめハウス
株式会社兵庫ネクストファーム
森本勇（森本牧場）
西山秀二（西山畜産）
大樹建設株式会社
中嶋浩一
農事組合法人うすなが農畜産組合
農事組合法人稲畑どろんこ会
尾栢稔（おがや農場）
マルヒロフーズ株式会社
有限会社月ヶ瀬みのり園
永岡冬樹（かんじゃ山椒園）
株式会社八旗農園
橋本進（橋本自然農苑）
芝崇洋（芝農園）
土肥伸年（土肥農園）
特定非営利活動法人にこにこのうえん
有限会社柑香園
株式会社大上農園
株式会社伯耆のきのこ
株式会社北栄ドリーム農場
清水勝利
村岡秀一（幸花園）
谷本正寿（谷本農園）
藤屋株式会社

ホームページURL

http://www.houmi.jp

http://www.notofood.com/

http://www.wakasa-megumi.jp
http://www.hakusan-ai.farm

http://www.kingofkinoko.com/
http://www.nagaifarm.co.jp/
http://www.morimoto-nouen.co.jp
http://www.chatamaya.com
http://www.taguchinousan.co.jp/
http://yokoifarm.jp
http://www.f-takeyama.com/

http://www.pioneerf.co.jp
http://noumu.jp
http://www.kyoto-yaoichi.co.jp/
https://www.kyoto-corp.jp/

http://hasugamine.com
https://www.ruri-yagi.com
https://www.city.minoh.lg.jp/nougyou/nougyoukousya/kousya_start.html#role

http://agri-hf.jp/
http://www.jarokko.or.jp/jfr/
http://kobe-mai.com/
http://hyogo-nextfarm.co.jp/
http://www.daikikensetu.com/

http://www.sansyou-en.com
http://www.hakkifarm.com
http://hashimoto-farm.net
http://www.nikonikonouen.com/
http://kannonyama.com/
http://houkinokinoko.tottori.jp

管理地域

経営体名

島根県 ＪＡいずもアグリ開発株式会社
株式会社まるなつ農場
大石亘太（ダムの見える牧場）
農事組合法人日登牧場
岡山県 株式会社Fullback
株式会社アーチファーム
株式会社いたさか牧場
農事組合法人かんば川
有限会社フラワーキャンドルオカヤマ
有限会社美作農園
広島県 株式会社中電工ワールドファーム
田邊介三（田辺農園）
農事組合法人世羅幸水農園
農事組合法人風舎
有限会社ジャパン・ラム
有限会社黒瀬農園
山口県 株式会社しあわせみかん
株式会社花の海
大樹建設株式会社
農事組合法人嘉年ハイランド
農事組合法人中原農園
農事組合法人片山
徳島県 アイ・エス・フーズ徳島株式会社
大礒康孝
有限会社若葉農園
香川県 大平やさい株式会社
楠豊
農事組合法人大一牧場
有限会社森末牧場
愛媛県 一般社団法人グラッチェ四国
株式会社Pi-Nokyoたいき
株式会社コウ果樹園
株式会社ひのいちご園
株式会社ヤマサ
有限会社渡部農場
高知県 株式会社ベストグロウ
株式会社ヤマニファーム
合同会社歩
福井景公（ふくい農園）
福岡県 アグリCATS株式会社
はるさん農園株式会社
永利隆幸
株式会社福喜多
九州ベジタブルサプライ株式会社
古賀満（古賀農園）
黒沼清寿
松尾康司
田中高徳（まるたかプロファーム）
藤原浩俊
南里辰己（南里園芸）
冨士本稔（マム・ランド）
服部正文
堀剛
麻生正雄
有限会社角田製茶
有限会社日本バボルナ
長崎県 愛菜ファーム株式会社
株式会社JAPAN長崎ファーム
株式会社菌ちゃんふぁーむ
深谷宏美
浜塚剛（浜塚園芸）
本田健吾
濱﨑健
熊本県 バックカントリーラボ株式会社
一瀬俊郎（アグリ一瀬）
株式会社Straight
株式会社アドバンス
株式会社タナカ農産
株式会社なかがわ
株式会社マルカマ
株式会社九州野菜育苗センター
株式会社熊本野菜育苗センター
株式会社農業生産法人ホワイトファーム
合同会社黒木農園
山本耕農株式会社
小浜あぐり合同会社
嶋田浩二（嶋田農園）
穂波真一
矢仁田秀典（矢仁田農園）

ホームページURL

http://s-orochi.org/ushi/

http://mimaen.co.jp/

http://www.hana-umi.com/
http://www.daikikensetu.com

http://www.wakaba.jpn.com

http://morisue-farm.com/

http://www.fukuinouen3363.com

https://www.kakudaseicha.com/
http://www.tetraegg.jp
http://www.aisaifarm.jp/
http://yoshi3yasai.web.fc2.com/kinfarm.html

https://ichigoya.jimdo.com/

http://www.takeuchi-yasainae.com

管理地域

経営体名

大分県 シセイ高原ファーム株式会社
株式会社アクトいちごファーム
株式会社安心院オーガニックファーム
有限会社ベストクロップ
宮崎県 河野農園株式会社
株式会社くしまアオイファーム
株式会社ファーミング
株式会社鏡山牧場
株式会社三輪
株式会社山畜
株式会社池島牧場
株式会社長田マンゴー研究所
合同会社ゆたか農園
今井邦雄（今井養鶏場）
篠原智和（篠原畜産）
池田憲行（池田畜産）
有限会社リベーラガーデン
有限会社佐藤ファーム
有限会社児湯芝農園
兒玉直樹（とよちゃんfarm）
齋藤風太
鹿児島県 株式会社ネクストエナジー
株式会社池田製茶
株式会社平畜産
堀口千郎（堀口茶園）
沖縄県 株式会社美らイチゴ
金城克治
酒井直樹（百姓のさかい）
農事組合法人全沖ブロイラー生産組合

ホームページURL

http://www.bestcrop.co.jp
http://aoifarm-gr.com/

http://koyusiba.jp

http://www.chura-ichigo.jp

