
（別紙） 令和２年度第１回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL

有限会社パインランドデーリィ http://www.pineland-farm.com/
有限会社田口畜産 http://taguchichikusan.jp
有限会社藤沢牧場
株式会社オホーツクファーム33
太陽ふぁーむ有限会社 https://www.matyoi.com/
テンアール株式会社
株式会社COWROAD https://cowroad.co.jp/
有限会社大塚ファーム http://otsukafarm.com/
坂井恵一（坂井ファーム）
吉田実
株式会社FReeee
株式会社藤谷果樹園
株式会社庄司農場
山口幸貴
農事組合法人豊北うるおいファーム
株式会社伊藤デイリー https://ito-dairy.net
有限会社紫竹ガーデン遊華 http://shichikugarden.com
株式会社あつまみらい https://hasukappu.com
株式会社グリーンサム双葉
有限会社茶路めん羊牧場 http://charomen.com/
株式会社A-RANCH
今井武志（今井牧場）
札幌チーズ株式会社
株式会社グリーンヴァレー http://green-valley.co.jp/
農事組合法人舮作興農組合 http://henashi.jp/
株式会社マルコウアップル
水野浩司（南風農園） http://www.nanpufarm.com/
株式会社アゴラ https://株式会社アゴラ.jp/
株式会社ナカムラ
有限会社グリーンサービス
原英輔（原牧場）
有限会社まごころ農場 http://www.magokoro-tomato.com
自然食ねっと青森株式会社
タムラファーム株式会社 http://tamurafarm.jp/
有限会社アグリスト
藤村真哉 https://morioka-ringo.net/
平賀正彦（平賀農園）
農事組合法人姉体南方
合同会社みのり風土
有限会社姫園芸 http://lalaclub.jp/
キートスファーム株式会社
有限会社アグリードなるせ https://agriead.jp/
株式会社イグナルファーム
株式会社うめつ
有限会社大郷グリーンファーマーズ http://ogfs.info/index.html
有限会社大槻ファーム
株式会社燦燦園
株式会社スマイルフィールド https://sobacafedenden75.com/
株式会社高信
株式会社建部商会
農事組合法人テクノファーム牛野
有限会社日向養豚 http://www.hinatayoton.com
みどりあーと山崎株式会社
株式会社ワンズ
株式会社近藤農産 http://www.kondo-nousan.com
農事組合法人末広ファーム
有限会社八幡平地域経営公社
有限会社栄物産
農事組合法人鬼っこファーム
株式会社こっこちゃんファーム
有限会社峰浜培養
株式会社岩城町農園 https://iwakimachi-nouen.com/
農事組合法人松岡営農倶楽部
有限会社モコ
深瀬嘉明
鈴木伸治（鈴木果樹園）
株式会社マンカファーム
株式会社米沢牛黄木 https://o-ki.co.jp/
株式会社イシドウ http://www.ishidou.jp/
株式会社やまがたさくらんぼファーム http://www.ohsyo.co.jp

採択農業法人等の名称（都道府県別）

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県



管理地域 経営体名 ホームページURL

農事組合法人夢里
株式会社遠藤畜産
株式会社うばふところ http//www.ubafutokoro.com
農事組合法人かすみ
農事組合法人アグリ南西部
株式会社ふくしま・みどりファーム
佐藤洋一（吉井田農産）
未来農業株式会社
株式会社ネオテック
渡辺紀幸
株式会社渡部ふぁーむ https://watanabefarm.raku-uru.jp/
株式会社しもごう農園
株式会社グラン・ファーム
入江豊（入江農事）
農業法人株式会社国際馬事農園
合資会社YAGIファーマーズCLUB
岡野季之
原秀吉 http://harahideyoshinouen.com/
ほしいも株式会社 https://www.hoshiimo.tv/
株式会社華川牧場
特定非営利活動法人つくばアグリチャレンジ http://www.gokigenfarm.com
株式会社久松農園 http://hisamatsufarm.com/
中居鋭起（中居農園）
大和田一夫（大和田農園）
沼尻務
株式会社HATAKEカンパニー http://hatake.co.jp/
堀田豊（堀田牧場）
福山久之（ハーブスマンs） http://www.herbsmans.com/
うしくグリーンファーム株式会社
有限会社鬼澤食菌センター
土屋喬平（ひじや農園）
篠崎孝一
株式会社相良ファーム
パナプラス株式会社
合同会社野菜屋総合サービス
遠藤周（えんどうず）
有限会社野口ナーセリー
株式会社赤城M’ｓローズ http://akagimsrose.com/
勝山文雄（勝山農園）
野村翔平
株式会社横田農園 http://www.y-farm.com
合同会社守屋農園 https://chichibu-moriyanouen.webnode.jp/
塩原久充（塩原農園）
株式会社つばさグリーンファーム http://www.tsubasa-gf.co.jp
井田文雄
燕曻司理志（野菜の集い）
株式会社CTIフロンティア http://www.ctie.co.jp/company/group/frontier.html
舛田晃
株式会社葉っぱやファーム http://happaya.co.jp
株式会社加茂牧場
田中佳洋
株式会社オンザファーム
竹川英識 http://www.sainone.com/
有限会社サンズファーム
株式会社一新ファーム
農事組合法人堀川西営農組合
有限会社有坂農場
柴海祐也
株式会社セブンファーム富里
佐藤宣幸（MERCATOちばfattoria）
石井武司（勘兵衛梨園）
谷口和哉（谷口ファーム）
ファームリー合同会社
株式会社柏染谷農場 https://www.someyanoujyou.co.jp
髙杉充
関健一（関ファーム） http://www.seki-farm.jp
特定非営利活動法人多摩草むらの会 http://kusamura.org
野島為義（野島牧場）
株式会社グッドホーム http://www.kcfam.com
農事組合法人大興園
株式会社彩の榊
株式会社島野農園
北島 隆（北島牧場）
長谷川功（長谷川農園）
株式会社マイファーム
特定非営利活動法人ワーカーズコープ

神奈川県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

福島県

茨城県



管理地域 経営体名 ホームページURL

株式会社理想園 https://www.risouen.net
株式会社八ヶ岳フルーツ農園 http://awajishima-fruits.jp/yatsugatake/
有限会社ピーチ専科ヤマシタ http://www2.momo-net.co.jp
有限会社ぶどうばたけ https://budoubatake.net/
株式会社藍川ファーム
有限会社東海蜂蜜
株式会社フォレストファーム http://forestfarm.jp/
戸田豊和（むすぶ農園）
株式会社ふる里いび
伊藤和徳（和ごころ農園） http://wagokoro.xyz
株式会社ラファーム
鈴木重彦（しげちゃん農園）
九藤吉夫（九藤吉夫農園）
株式会社ジャパン・ベリー
株式会社蔵田茶農園
株式会社ヤマウメ
株式会社鈴木農園
萩原俊之（萩原牧場）
鈴木信昭（いちご園すず屋）
株式会社浅羽農園
やまも製茶株式会社 http://yamamo-tea.jp
村田吉寛（Agrist  吉農園）
TEN Green Factory株式会社 http://www.oretachinohatake.com
株式会社新菜園
株式会社大濱屋
株式会社和田農園
有限会社グリーンフィールド浜松 https://www.gfyasai.jp/
有限会社エル・ファーム・サカキバラ
スリーシーズ合同会社
丸山喜幹（丸山農園）
株式会社六ッ美ライスセンター https://sites.google.com/view/mutsumi-ricecenter
杉山栄司（河玉農園） http://kawatama.jimdo.com
有限会社オインク http://www.oink.ne.jp/
株式会社山田農園 http://www.yamaen.co.jp/
株式会社ゆたかわ
茶来まつさか株式会社 http://www.saraimatsusaka.com
株式会社長谷川養蜂
有限会社松幸農産 http://matsukounousan.com/
有限会社藤原ファーム http://www.fujiwarafarm.jp/
株式会社小林農産 http://www.kobayashi-agri.co.jp
農事組合法人百笑楽匠
奥田ゴールドファーム株式会社
株式会社モリファーム
株式会社稲造
株式会社オレンジアグリ
株式会社シグマサポート http://sigma-support.co.jp/
株式会社アグリッド http://www.agrid.jp/
真嶋智広
土田広樹（土田農園） https://www.tsuchida-farm.com/
有限会社西條ファーム http://nishijo.com
有限会社小林農園
有限会社グリーンファーム清里 http://greenfarm-kiyosato.com/
農事組合法人松浦アグリテック
株式会社白根大郷梨中村観光果樹園 http://www.nashigari.com
株式会社ファームくじらなみ http://www.farm-kujiranami.com
株式会社MARUTAKA
有限会社えちご三四郎 http://www.nouka346.com/
農事組合法人西部営農組合 http://seibueinou.sakura.ne.jp
農事組合法人島崎生産組合 http://simazakifarm.amebaownd.com
有限会社三栄農産

富山県 農事組合法人林中部営農組合 http://www.hayashi-chubu.jp/
有限会社吉田農産 http://yoshita-nousan.co.jp
舟川賢介（舟川農園）
東賢二
株式会社KNOWCH https://knowch.net/
株式会社ホリ牧場
有限会社福田農園
株式会社営農福井
株式会社セイアグリーシステム http://ferver.co.jp/
農事組合法人ハーネス河合
岸本拓哉
株式会社若狭の恵 http://www.wakasa-megumi.jp
加藤農産株式会社 http://katou-nousan.com
農事組合法人ファーム広瀬 http://www.komenoeki.com/
春日野農産株式会社
三つ星株式会社

三重県

新潟県

石川県

福井県

山梨県

岐阜県

静岡県

愛知県



管理地域 経営体名 ホームページURL

合同会社ベアラファーム
田中英雄（たなかゆうのう）
有限会社ときわ農園
礒辺和明（いそベジ農場）
株式会社ずくだせ農場 http://www.zukudasenojo.com
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
浦野崇（雅秋園）
柴勇一郎（ユウユウファーム）
株式会社七久里農園 http://www.nanakurinouen.co.jp
株式会社丸中中根園
株式会社やまやす中島農園 http://www.mis.janis.or.jp/~kino-eno/index.html
株式会社野の香
野村拓（野村農園）
株式会社あずみ野エコファーム
信州バイオファーム有限会社 http://www.yuukikurabu.com
株式会社マッシュアンドフルーツ
株式会社小池えのき https://www.koikeenoki.com/
有限会社いいやま
有限会社トップリバー https://www.topriver.jp/index.html
和田喜蔵（和田農園）
吾一農園株式会社
篠原喜治（篠原農園） http://www.shinoharasyoten.com
株式会社ナカジマ・ファーム
小笹長造（小笹農園）
株式会社眞名井
株式会社水口テクノス http://technos-farm.com/
株式会社ファームサポーTo
坂下道良（楽農舎なごみの里観光農園） https://rakuno-shya.jimdo.com/
有限会社もりかわ農場 http://www.m-noujou.co.jp
谷村彰夫（谷村農園）
森元直紀（Mori Fam）
石﨑信也（しんやさい京都） https://www.facebook.com/shinyasai.kyoto/
株式会社ヴィレッジトラストつくだ農園 http://www.villagetｒust-tsukudafaｒm.com
壇進（だん弥）
佐原農園株式会社
株式会社村田農園 https://www.murata-farm.net
株式会社秋田農園 https://www.akita-farm.jp/
大村元昭（大村農園）
D-matcha株式会社 https://www.dmatcha.biz/jp
植田修（和茶園） http://wachaen.com/
眞継公哉（眞継農園）
田邊裕樹（田邊農園）
富永誠（ソルモンド）
有限会社あっぷるふぁーむ
有限会社誠武農園
日下部啓作（日下部農園）
有限会社京都丹波牧場 https://hiraigyu.com
株式会社シーズ金太郎
松岡孝明（松岡農園）
北野清治（北野農園） http://kitanofarm.com/
株式会社JAファームいずみの
株式会社田中ぶどう園 http://www.tanaka-grape.com/
大島哲平（ひらかた独歩ファーム）
株式会社いずみエコロジーファーム https://www.izumi.coop/coopsaien/
株式会社斉藤農場
株式会社博農
株式会社淡路ふるさと産業
アイ・エス・フーズ株式会社 http://i-s-foods.com
奥田圭祐（島育ち青果）
株式会社リアルエステート中野
株式会社はらだ
株式会社ながしお農場 http://www.nagashio-nojo.com
堂田明男（安積営農組合）
株式会社玄米家
株式会社内田牧場
南あわじ山形農園有限会社 http://www.awajitamanegi.jp/
石田豊（ユタカ牧場）
有限会社北崎商店
あぐりーどべる株式会社
株式会社実里
株式会社みつヴィレッジ http://www.mitsu-village.com/
株式会社お米のきたむら
農事組合法人なちゅらるはーもにー
株式会社パブリック・キッチン http://pkp.co.jp/
はとむぎ株式会社 http://www.hatomugi.farm/
植辻隆寛（植辻農園）

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

長野県



管理地域 経営体名 ホームページURL

有限会社山口農園 http://www.yamaguchi-nouen.com
株式会社辻本農園
熊代敬三（熊代農園） https://kumashiro5.xyz/
エコマネジメント株式会社 http://www.w-ecomanagement.co.jp/
合同会社あまいろ
木島賢一（ミヤマプランテーション）
橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
ISN株式会社
鳥取県畜産農業協同組合
株式会社みんなの牧場 http://minna-farm.com
有限会社田中農場 http://www.farm-tanaka.jp
有限会社グリーンサービス
永田恭彦（永田農園）
カンダシード株式会社 http://www.ks-daisen.com
株式会社andAgri
株式会社伯耆のきのこ http://houkinokinoko.tottori.jp
株式会社しまねきのこセンター
石飛政樹
TC浜田農場株式会社 https://www.tc-hamadafarm.com/
株式会社いづも農縁 https://izmo.jp
農事組合法人のきの郷 http://nokinosato.com
株式会社ファーム木精 http://www.farmkodama.co.jp
柿壺株式会社 https://kakitsubo.jp/
有限会社岡山県農商 http://kennosho.com/
株式会社岡山フルーツ農園 http://www.okafuru.com/
クラカアグリ株式会社 http://kuraka-g.com/
山口敦史（ほのぼのハウス農場）
株式会社加原農園
藤田ライス株式会社
農事組合法人西山維進会 https://nishiyama-ishin.com/
株式会社ライスファーム藤原
株式会社ヒロマサ
有限会社平田観光農園 http://www.marumero.com
株式会社三ツ田
株式会社クリ－ンカルチャ－
有限会社世羅ゆり園 http://www.serayurien.com
甲斐直樹（甲斐農園）
農事組合法人ファーム西田口
株式会社アグリジャパン http://agrijapan.co.jp/
株式会社三昧
株式会社仙人の里 http://sennin.amebaownd.com
農事組合法人ファームつるの里
一般社団法人ふるさと振興公社
株式会社ミライエｆａｒｍ
有限会社竹内園芸 http://www.takeuchi-yasainae.com/
株式会社Ath
有限会社テイエス・ナーサリ
アグリサポートユート株式会社
アイ・エス・フーズ徳島株式会社
株式会社阿波農産
株式会社徳島サリナス
株式会社アワ農園
特定非営利活動法人とくしま有機農業サポー
トセンター

http://www.komatushimayuuki.com/

あなんトマトファクトリー株式会社
西地食品有限会社
旨味家ファーム株式会社
本田幸雄（本田農園）
有限会社柴生農園
有限会社キモト https://kimoto-farm-67.jimdofree.com
株式会社トラスト
ヴェリタス株式会社
みのるファーム株式会社
株式会社オキオリーブ http://www.okiolive.com
株式会社三宅農園
株式会社H.A.S.E.
株式会社石原
土田進（土田農園）
権平有限会社
有限会社森末牧場 http://morisue-farm.com/
薬師敏宏
株式会社ファルチェ
白井悠貴（白井の実ファーム） http://shiraibudou.farm
株式会社ササハラオリーブファーム http://www.olive-farm.com
株式会社中田養蜂
株式会社百姓百品村 https://www.100pingroup.com

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県



管理地域 経営体名 ホームページURL

株式会社ひのいちご園
合同会社FreeStyle
合同会社ファーム・尾崎
株式会社大三島みんなのワイナリー http://ohmishimawine.com
株式会社尾原農園
宮﨑武士（宮﨑農園）
株式会社ベストグロウ
桐島正一（桐島畑）
農事組合法人ヒューマンライフ土佐
久万修司（久万農園）
川添建太郎（川添ヤギ牧場）
仙頭正徳
川﨑耕治（耕農園）
エイチアイ株式会社
株式会社徳柴 https://www.tokushiba.jp/
相川隆志
花田愛（テヌータカンピフレグレイ）
松﨑大輝
貞光孝宏（貞光園芸）
興膳賢人（興膳農園）
坂井宏（坂井緑進園）
オーガニックパパ株式会社
株式会社九千部
株式会社筑前もろおか
野村勝浩
宮本ふぁーまーず株式会社
株式会社バイオテック富士
立石好之（立石農園）
筑紫東治（ちくし農園）
株式会社SORA https://soranokai.club
中山道徳（EverGreen）
豊田秀敏（SYU企画） http://www.syukikaku.com/
宮原龍磨（ミヤハラ農園） https://www.youtube.com/channel/UC-fLsJnbYRLAluZnukJ_evg
松本秀治（松本農園）
株式会社大地のいのち https://daichi-inochi.com
株式会社アグリ未来長崎
株式会社壱岐の潮風
田口増巳
サンヴィレッジ九州合同会社
株式会社前田ファーム
有限会社オーガニックプロデュース
有限会社木之内農園 https://www.kinouchifarm.com
株式会社緒方牧場
株式会社ナチュラルワークス
大分ほっぺリーフ株式会社 http://www.hoppeleaf.co.jp
東政徳
有限会社イチカワ物産
株式会社アグリーフル http://www.akiyamanouen.net/
株式会社未来農林
金丸隆昌（奥江農場）
株式会社ひぐらしファーム
畑中大吾（畑中農園）
MEZZO株式会社
KIRISHIMA　RANCH株式会社 http://www.kirishima-ranch.co.jp/
北野将秀（オーガニックファーム綾）
農家とダイレクト株式会社 http://www.noka-direct.com/
株式会社加藤えのき
日髙健太
みなみ農園株式会社 http://373strawberryfarm.jimdofree.com
株式会社ジーエフ
有限会社木村農園
有限会社佐藤ファーム
株式会社原田青果
株式会社英楽
株式会社みのり
有限会社シードカルチャー http://ayahayakawa.com/
福重英和（ファーミング）
有限会社光蓄
有限会社阿部牧場
深江幸二（深江幸二農場）
坂藤政文
サンアグリフーズ株式会社
株式会社宮崎アグリアート http://miyazaki-agriart.com/
甲斐太（南国農園）
小岩井雅彦
農業生産法人そのやま農園株式会社 https://morikazo.com

鹿児島県

福岡県

佐賀県

長崎県

大分県

宮崎県

高知県



管理地域 経営体名 ホームページURL

有限会社西元ファーム
有限会社たけ茶園
農事組合法人杉元農場
末永敬輔
有限会社前田農場
ドリームファーム株式会社 http://d-farm.co.jp
有限会社簗瀬牧場
有限会社えこふぁーむ http://www.eco-pig.net
宮下祐一（宮下製茶）
株式会社九州トータルプランニング
株式会社大原農園
上里さゆり（Herb＆Spice Garden）
株式会社農業生産法人石垣島SUNファーム
農業生産法人有限会社エコファーム沖縄
大城勝（大城農園）
金城克治
大城常雄
赤嶺彰弘（モリンガファーム） https://moringaokinawa.wixsite.com/moringafarm-okinawa
農業生産法人株式会社サンヒルズ沖縄 http://www.sunsun-mango.com
仲間光希（仲間ファーム）
有限会社ゆいまーる牧場

沖縄県
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