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管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 MickeyDear有限責任事業組合
ベジタブルワークス株式会社 http://vege-works.com/index.htm
株式会社esaki
株式会社ROCKY RIDGE YAMAZAKI
株式会社アド・ワン・ファーム https://a-o-f.co.jp
株式会社イナゾーファーム https://www.inazofarm.jp/
株式会社オールダーランド
株式会社グリーンランド標津
株式会社スプライズファーム
株式会社はまほろ http://www.hamahoro.jp
株式会社フラワーファーム大花園
株式会社やんべ牧場
株式会社ルルラン牧場
株式会社学林ファーム https://www.gakurin.net
株式会社岩本牧場
株式会社敬和ファーム
株式会社坂根牧場
株式会社三木田 https://ka-mikita.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
株式会社東神楽温室園芸
株式会社風のがっこう http://kazeschool.com/
株式会社平川ファーム
株式会社矢野農園
株式会社鈴久名牧場
菊地亮太
栗林正道（栗林農園）
札幌チーズ株式会社
山田敏明（山田敏明牧場）
勝見剛博
西川直哉（西川農園）
中野ファーム株式会社
有限会社ビジネスファーム
有限会社加藤農場
有限会社金川牧場
有限会社細田牧場
有限会社清水農園 https://www.tomatoya-shimizu.com
有限会社大塚ファーム http://otsukafarm.com/
有限会社渡辺農場 http://farm-watanabe.net/
有限会社湯地の丘自然農園
有限会社当麻グリーンライフ http://www.tohmagreenlife.co.jp/
有限会社別海町酪農研修牧場
有限会社豊作会農園
有限会社北伸農場

青森県 株式会社黒滝農園
十和田アグリ株式会社
青森農産株式会社 https://aomorinousan.shop-pro.jp/
沢目公宏
奈良卓（奈良農園）
農事組合法人しみず
農事組合法人はなわ
八戸ヴィンヤード株式会社
齊藤寿（山善齊藤農園）

岩手県 株式会社いわて銀河農園
五十嵐学
合同会社みのり風土
酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）
農事組合法人藤里りんご生産組合
農事組合法人梁川りんご生産組合
有限会社アグリファイン

宮城県 株式会社AGRI  PRIME
株式会社GRA http://www.gra-inc.jp/
株式会社たいら http://taira-tome.com
株式会社石ノ森農場 http://www.ishinomori-farm.co.jp/
株式会社蔵王あぐり https://www.zao-aguri.co.jp/
農事組合法人羽山の里佐野
門馬　希道
有限会社アグリードなるせ https://agriead.jp/
有限会社イーストファームみやぎ http://www.eastfarm.co.jp/
有限会社伊豆沼農産 http://www.izunuma.co.jp

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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有限会社平柳カントリー農産
秋田県 株式会社みらいファーム

株式会社秋田農販
株式会社松本カーコーポレーション
合同会社久保井ファーム
菅原雄（ガイアガーデン）
農事組合法人アグリあいかわ

山形県 あべ農場株式会社
株式会社アグリラボ
株式会社ファームRyu
株式会社フルーツ果乃蔵 http://www.kanokura.com
株式会社最上まいたけ http://www.mogami-maitake.co.jp
株式会社産直舞台屋
株式会社竹寿耕友会
株式会社尾﨑牧場
合同会社里の恵
農事組合法人みます元氣村
農事組合法人りぞねっと http://www.risonet.or.jp/
有限会社ファーム・イン・ビレッジ http://www.moriya-rice.com
有限会社フレッシュファーム
有限会社熊谷園芸 http://kg-rose.com
有限会社蔵王ウッディファーム http://www.woodyfarm.com
有限会社蔵王ファーム http://www.takahashi-chikusan.co.jp/company
有限会社鶴岡協同ファーム
有限会社馬町さくらファーム http://www15.plala.or.jp//umamachi/
髙石孝悦

福島県 会津農匠株式会社
株式会社Sunshine
株式会社みなもと農園 http://athome-yamasyo.com/
株式会社希望ファーム
株式会社大成農業サービス
株式会社菱沼農園 http://hishinumanouen.com/
佐藤清武（ふれあい農園）
真田良幸
大野農園株式会社
有限会社でんぱた https://denpata.com/
有限会社ドットネット http://aizu-net.net/
有限会社まるせい果樹園 https://www.maruseifukushima.com/
有限会社旬彩ファーム
有限会社大和川ファーム

茨城県 園部豊（園部農園）
株式会社なかがわファーム
株式会社ひのでや http://www.hinodeya.biz
株式会社マルカファーム https://www.facebook.com/marukafarm/
株式会社やぎぬま農園 https://yaginuma-papaya.com
株式会社北龍ファーム
小松崎友二（小松崎園芸）
石川幸太郎
村田和寿（村田農園） https://www.murataichigo.com/
内藤悟
飯塚康司
有限会社押手園芸
有限会社盛田アグリカルチャーリサーチセンター http://www.yukiyasai.com/index.html

栃木県 Berry Good farm株式会社
株式会社58ロハスファーム http://www.58gｈ.jp
株式会社ジェイイーティファーム http://www.jetfarm.co.jp/
株式会社育くんファーム https://sodatsu.nekk.co.jp/
株式会社秋本農園
株式会社蘭のすずひろ https://ran-suzuhiro.com/
株式会社澳原いちご農園
戸松正行（帰農志塾）
松本勝一（松本農園） https://matsumotofm.official.ec
増山昌弘
津田弘明（津田農業）

群馬県 株式会社アグリルーツ https://g-inouenouen.jimdofree.com/
株式会社エバーグリーン富士見 http://egf.co.jp/
株式会社原田農園 http://www.harada-nouen.com/
株式会社三光ファーム https://www.sanko-farm.jp
有限会社エィケー牧場
有限会社ロマンチックデーリィファーム http://rdfarm.co.jp

埼玉県 株式会社JAひびきのファ－ム
株式会社OKASHIRA https://noguchi.shisyou.com
株式会社TAKANO
株式会社WHAT EVER
株式会社イ－ストサン
株式会社いるま野アグリ
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株式会社グリーンファームらぱん http://gf-lapin.jp/
株式会社マッキ－ズファ－ム http://www.mckiefarm.com/
株式会社ヤマシタフラワーズ http://yamashitaflo.co.jp
株式会社横田農園 http://www.y-farm.com
株式会社鹿田農場
株式会社風の丘ファーム http://kazenooka-farm.eco.coocan.jp/
西田信子（北埼菌茸センター）
飯野芳彦（飯野農園）
武蔵ワイナリー株式会社 https://www.musashiwinery.com/
有限会社新井牧場
國分唯史（国分牧場） http://www2.gol.com/users/kokubu625-m/
濱野恒（グリーンファーム岩槻）

千葉県 オーチャード・ガーデン株式会社 http://www.orchard-garden.com
越川利雄
岡田耕治（岡田農園）
株式会社IIZASA牧場
株式会社PB　FARM市原
株式会社芝山農園 http://shibayama-f.com
株式会社小髙ファーム
株式会社長嶋
古木真也（マリポコミュ） http://www.maripo.net
合同会社うの福商店
三須武（三須トマト農園） http://misu-tomato.jp
石毛一仁
大塚秀行（大塚秀農園）
大塚春美
丹上啓（タンジョウ農園） http://www.tanjofarm.net
農業生産法人合同会社めぇもんけぇ
農事組合法人森山
八木晃一
有限会社高秀牧場
有限会社土屋ライスファーム
有限会社鈴木農園

東京都 株式会社アグリコネクト https://agriconnect.co.jp
株式会社彩の榊
株式会社島野農園
近藤美保子（近藤ファーム） https://www.kondofarm-tokyo.com/
生活クラブ生活協同組合 https://tokyo.seikatsuclub.coop/
有限会社健康自然工房 http://88838.net/

神奈川県 株式会社ショーナン
株式会社永田農園 http://www.nagata-farm.co.jp/
株式会社平凡野菜 http://www.heibonyasai.co.jp
金子政也（かねこふぁ～む） http://www.kaneko-farm.co.jp
仲野翔（SHO Farm） http://sho-farm.sunnyday.jp/
柏木郁朗（柏木農園）

山梨県 アグリビジョン株式会社
加々美久一（加々美果樹園）
株式会社アグリサイト
株式会社アグリ甲斐
株式会社うえのはらハーブガーデン
株式会社ハイチック
株式会社山口牧場
三枝亮（マルエス農園） https://o-es.jp
服部達朗（はっとり農園）
有限会社ピーチ専科ヤマシタ http://www2.momo-net.co.jp

岐阜県 株式会社F・S・T
株式会社アイシンクリエイト
株式会社サンフレッシュ海津 https://sunfresh-kaizu.jp
株式会社ととりべファーム https://www.totoribefarm.jp
株式会社本丸いちご本圃
株式会社養本社 http://www.yohonsha-japan.co.jp/
岐阜アグリフーズ株式会社 http://gaf.co.jp/
山之村牧場株式会社 https://www.yamanomura-makiba.jp
武藤達志（武藤園芸）
有限会社春見ライス https://www.kasumirice.net

静岡県 Fineファーム株式会社
Matcha Oraganic Japan株式会社 https://matchaorganicjapan.com/
かつまたファーム株式会社 http://katsumatafarm.com
阿部尚男（阿部ファーム）
遠州森鈴木農園株式会社 https://suzukinouen.jp/index.html
夏目牧場株式会社
河部好志（ヤマイ農園）
株式会社エナジーファーム https://energy-ff.co.jp/
株式会社グリーンテック http://www.greentec.jp
株式会社ホソヤ
株式会社遠山畜産 http://www.tohyamachikusan.com
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株式会社三中製茶 http://www.sannaka.co.jp
株式会社日下農園
柴田達也（柴田農園）
森木喜代治（森木農園） http://moriki-nouen.com/
西ヶ谷量太郎（西ヶ谷みかん農園）
赤池洋行（高嶺の榊）
太田忠行（太田牧場） http://ootabokujo.iinaa.net
大関住男（おおぜき農園）
中日本ファームすずなり株式会社 http://www.oretachinohatake.com
萩田知博（べりーらんど萩田）
髙橋純哉（JBファーム）

愛知県 株式会社上原農園
株式会社棚久 https://vegetanaq.com
株式会社中甲 http://www.nakakou.co.jp
株式会社尾東農産
佐野信喜（佐野牧場）
三上佳之（愛楽農園はいぼーなす） https://www.airakufarm.com/
浅田正文（あさだフルーツガーデン）
冨永農園合同会社
有限会社井沢園芸
有限会社小笠原牧場 https://ogasawara-dairy-farm.com/
有限会社千姓 https://www.tsuzuki-farm.com/

三重県 伊藤傅一（オーガニック農尊）
株式会社JAアグリサポートだいち
株式会社デアルケ http://www.dealke.com
株式会社岡村農園  http://okamuranouen.com
株式会社浅井農園 http://asainursery.com
森日光有限会社
有限会社アグリベース辻
有限会社大仲ばら園

新潟県 株式会社アサツマファーム
株式会社イチカラ畑 http://www.ichikarabatake.com
株式会社うおぬま小岩農園
株式会社げんぞう
株式会社ひだまり農産 http://www.hidamarinousan.com/
株式会社ふるさと未来 http://furusato-mirai.net./index.html
株式会社岩の原葡萄園 http://www.iwanohara.sgn.ne.jp/
株式会社佐渡島黒ファーム
株式会社神田酪農 http://kandarakunou.com
株式会社川上農産
近藤耕亘（近藤菜園） http://kondousaien.net/
三田美憲（Santaふぁーむ） https://www.santa-farm.com/
小林直樹（越乃又蔵ぶどう園） http://matazo.winpal.net/
農事組合法人大潟ナショナルカントリー
有限会社アシスト二十一
有限会社グリーンファーム清里 http://greenfarm-kiyosato.com/
有限会社ナーセリー上野
有限会社ヤマセファーム http:/www.gensenmai.jp/
有限会社加藤農場 http://katonoujo.com/
有限会社番屋農産

富山県 株式会社SORAMOTO
株式会社T-MARKS http://www.saysfarm.com/
株式会社アデア牧場
株式会社センティア http://scentia.co.jp/
株式会社ファニーファーム http://www.funnyfarmtoyama.com/
株式会社茶木農場
農事組合法人ハイテック大家庄
農事組合法人ファームとちや
有限会社土遊野 http://doyuuno.net/

石川県 株式会社KNOWCH https://knowch.net/
株式会社SU-BEE
株式会社アグリとくみつ
株式会社ファーム白山
株式会社ぶった農産
株式会社金沢アグリプライド
株式会社能登牧場
農事組合法人まっきゃま
農事組合法人一木
有限会社ひらしま
有限会社三共農園 http://www.furulan.com

福井県 株式会社永耕農産
株式会社農園たや https://www.nouentaya.com/
株式会社本原農園
吉田善久
合同会社上田農園

長野県 アスパラマル株式会社 http://www.asparamaru.co.jp
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株式会社Wakka Agri https://ricefarm.jp/jp/
株式会社ヴィニョブル安曇野
株式会社ノースファーム
株式会社ふるさと奈川
株式会社大島農園 http://goninbouzu.jp
合同会社和泉屋サンファーム
坂城葡萄酒醸造株式会社 https://sakaki.wine
社会福祉法人くりのみ園 http://kurinomien.com/
小林憲一郎
松村暁生（おぐらやま農場） http://www.ogurayamashop.com/
信濃オーガニック株式会社
竹節芳夫（竹節園）
竹内智昭（Three）
竹内友一（ラ・フルティエールタケウチ）
中村和博（ぷてぃ・べるじぇ）
楠わいなりー株式会社 http://www.kusunoki-winery.com/
農業生産法人株式会社島むら
農事組合法人もんじゅ山
返町浩司（ヤマホンそりまち農園） https://orchard-781.business.site/
有限会社アマリファーム http://amarifarm.com
有限会社ティーエム http://tm-hakuba.com/
有限会社ブラウンエッグファーム http://www.chatamaya.com
有限会社安曇野ファミリー農産 http://www.anc-tv.ne.jp/~apple/

滋賀県 グリーンエコスター株式会社 http://green-ecostar.co.jp
株式会社まるさん牧場
株式会社みのり農園
株式会社横江ファーム
吉田農園株式会社 https://www.yof21.com
浅小井農園株式会社 http://www.asagoi.jp
中村総太（中村牧場）
有限会社しまだファーム
有限会社親和

京都府 okulu株式会社
株式会社いずみ
株式会社ヴィレッジトラストつくだ農園 http://www.villagetｒust-tsukudafaｒm.com
株式会社岸本畜産 http://kyotanba-pork.jp/
株式会社京八
株式会社渋谷農園
株式会社上杉農園
株式会社杜若園芸 http://www.tojaku.co.jp/
株式会社八百一の郷 http://www.kyoto-yaoichi.co.jp/
合同会社とみた農園
石﨑信也（しんやさい京都） https://www.facebook.com/shinyasai.kyoto/
中川高志（なかがわファーム）
北山慶成（北山農園）
有限会社アグリランドさんとよ
有限会社丹後ジャージー牧場 http://www.tango-jersey.co.jp

大阪府 株式会社原田ふぁーむ
株式会社泉州アグリ http://www.s-agri.jp
株式会社田中ぶどう園 http://www.tanaka-grape.com/
株式会社福本青果
藤田幸二（フジタファーム）
北戸崇博（かなん自然農苑）

兵庫県 一般社団法人宍粟北みどり農林公社
河西青果株式会社
株式会社CKF
株式会社アグリサポートたんば
株式会社アグリヘルシーファーム http://agri-hf.jp/
株式会社エコリカル http://ecolical.jimdo.com
株式会社共生舎
株式会社森脇農園
株式会社淡路の島菜園 http://www.eonet.ne.jp/~awajino2/index.html
株式会社中塚農園
合資会社あぐり丹波 http://www.gyosai.net
合同会社酪農サポート淡路島
小寺正信（ココハウス）
足立俊哉
中西仁（中西牧場）
藤原昌之（藤原ファーム）
有限会社エヌツー：淡路カントリーガーデン
有限会社村上ポートリー http://www.fujihashiya-murakami.com/

奈良県 下中豊久（下中農園）
葛城山麓農園株式会社 https://katsuragi-sanroku.farm/
月ヶ瀬健康茶園株式会社 http://www.tukicha.com
東健司（イチゴ太郎）
福角剛男（Greens）
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有限会社類農園 https://ruinouen.rui.ne.jp/
和歌山県 岡田隆太郎（岡伝農園）

株式会社Citrus http://citrusarida.jp/
橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
農事組合法人古座川ゆず平井の里 http://www.yuzusato.jp/
有限会社柑香園 http://kannonyama.com

鳥取県 株式会社GOTO・FARM
株式会社エムズプラン
株式会社グリーンファーム大黒
株式会社ファームイング
株式会社諸遊農場
株式会社雪んこ
株式会社大山キララファーム
株式会社兎ッ兎
株式会社優栽
川本潤一郎（リバーズファーム）
大山ワイナリー株式会社
中川晋詞（中川農園）
農事組合法人八頭船岡農場
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp

島根県 JAいずもアグリ開発株式会社
一般社団法人吉賀町農業公社
株式会社三島ファーム
農事組合法人おきす
農事組合法人のきの郷 http://nokinosato.com
農事組合法人はね営農組合
野津喜洋（のつ農園）
有限会社はんだ
有限会社広野養鶏
有限会社木次ファーム

岡山県 秋山尚太（アグリファーム秋山）
藤原貴博（ふじわらもも農園）
有限会社エーアンドエス http://www.sinobinosato.jp/kasaoka
有限会社安富牧場 http://www.yasu-tomi.com
有限会社美作農園 http://mimaen.co.jp/

広島県 株式会社クイーンファーム
株式会社グリーングラス http://www.dohostyle.com/
株式会社しんや農園
株式会社ルンビニ農園 http://lumbini.web.fc2.com
合同会社三良坂フロマージュ http://www.m-fromage.com
田邊介三（田辺農園）
田邊農園株式会社 http://www.tanabe-farm.com/
農事組合法人うやま http://uyama.shop-pro.jp
農事組合法人三良坂ピオーネ生産組合 http://hitominokagayaki.com/
農事組合法人仙養

山口県 こっこ株式会社 https://cocco-nagato.com/
安永敏雄（アグリハウス安永）
一般社団法人アグリながと
株式会社アグリード https://hagi-aglead.com/
株式会社エスケイサービス
株式会社宮村農園
株式会社十種の郷
株式会社福嶋牧場
原田慎司（原田農園）
合同会社夢うさぎ
田村学（田村農園）
農事組合法人ほんごうファーム
農事組合法人石城の里 http://nojikumiaiiwakinosato.info/
萩アグリ株式会社
有限会社アグリランド・ミスミ
有限会社くにきよ園芸 http://flower-kunikiyo.co.jp
有限会社福田フルーツパーク http://www.fukuda-fp.com/

徳島県 ヴェリタス株式会社
株式会社カクタニ
株式会社さけや https://www.sakeinouen.com/
株式会社フードハブ・プロジェクト http://foodhub.co.jp/
佐野健志
戎居美佳（フルーツガーデンゆう）
森博之（殖彩） http://shokusai.biz
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com
有限会社新居バイオ花き研究所 http://www.nii-bio.jp/

香川県 株式会社URAfarm
株式会社ファームUTT
株式会社三豊セゾン
株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
近藤真央
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常谷種苗園芸株式会社
有限会社グリーンフィールド
有限会社広野牧場 http://hirono-farm.com/
有限会社香川農園
有限会社森末牧場 http://morisue-farm.com/
有限会社川原農園

愛媛県 株式会社Pi-Nokyoたいき
株式会社あかまつ農園
株式会社フジファーム
株式会社玉津柑橘倶楽部 https://kankitu-club.com
株式会社石川興産 http://www.genkinayasai.com
松本弥生（りの果樹園） https://lino-kajuen.jimdo.com
有限会社富田ファーム

高知県 一般社団法人スタートアグリカルチャーすくも
一般社団法人黒潮町農業公社
営農支援センター四万十株式会社
株式会社アグリード土佐あき
株式会社くぼファーム
株式会社コスモスアグリサポート
久万修司（久万農園）
宮﨑武士（宮﨑農園）
四万十野菜合同会社 https://shimanto-yasai.com
農事組合法人入田村
茂井雅俊
有限会社おおぐし農園 http://www.gogo-oogushi.com
有限会社野市青果

福岡県 アルク農業サービス合同会社 http://arknougyou.com/
べじたぶるよしだ株式会社
井口和哉
株式会社JAファーム福岡 http://jafarm-fukuoka.co.jp
株式会社セイル・オン
株式会社ミライムアグリスト
久冨大和（大和農園） https://yamatono-en.com/
田中清司
田中和久
藤井眞二（藤井グリーンファーム） http://www.fujii-green-farm.com/
入部晋哉
農事組合法人ふる里の森
有限会社コスモファーム
有限会社伊藤園芸 http://vegeheart.jp
有限会社玄農舎 http://www.gennousya.com
有限会社緑の農園 http://natural-egg.co.jp/

佐賀県 株式会社green style
中山道徳（EverGreen）
田代慎仁（大川三世代）
梅村晃太（エルシーファーム）
有限会社ナカシマファーム http://nakashima-farm.com

長崎県 株式会社アグリ未来長崎
株式会社山本畜産
株式会社石井牧場
鴨川義幸
合同会社モリヤマファーム
中川内武（中川内畜産）
農事組合法人アグリアクティブ生月
本田健吾
有限会社大西海ファーム

熊本県 サンヴィレッジ九州合同会社
株式会社アグリファーム未来
株式会社愛らん農園
株式会社果実堂 https://www.kajitsudo.com/
株式会社丸宏農園
株式会社吉田農園
株式会社駒城 http://www.senko-farm.com/senko-group/komajo
合同会社ファームサービス
合同会社晃明
川田健一（川田牧場）
渡邊明
農事組合法人走潟
有限会社鶴田有機農園
有限会社優峰園フルーツランド

大分県 河原利文（河原利文商店）
株式会社ohana本舗 https://www.ohana-honpo.com/
株式会社アグテス
株式会社ネクストアグリイノベーション
株式会社フォレスト
株式会社宮尾ファーム
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江藤雄三（江藤農園）
合同会社やいの夢
飯嶋昇（飯嶋農園）
有限会社フラワーうさ
有限会社ベストクロップ http://www.bestcrop.co.jp
有限会社荻町高原綜合農場

宮崎県 みなみ農園株式会社 http://373strawberryfarm.jimdofree.com
安楽亮汰
一般社団法人宮崎県酪農公社 http://www.m-chikusan.jp/
株式会社やすたけ
株式会社松尾ファーム
株式会社霧立山地・ごかせ農園
株式会社立生園
興梠洋一
農家とダイレクト株式会社 http://www.noka-direct.com/
有限会社エムケイ商事 http://www.mk-shoji.com/
有限会社德重紅梅園 http://www.koubaien.com/

鹿児島県 あっとふぁーむ株式会社 http://at-farm.mystrikingly.com
ドリームファーム株式会社 http://d-farm.co.jp
株式会社カミチクファーム https://www.kamichiku.co.jp/
株式会社さかうえ http://www.sakaue-farm.co.jp/
株式会社だいち
株式会社にしやま農園
株式会社加治佐畜産
株式会社指宿やさいの王国
株式会社上鶴畜産
株式会社川﨑農産
株式会社日野洋蘭園 http://www.hinoyouran.co.jp
株式会社片平観光農園 http://katahira-ichigo.sakura.ne.jp
克己道場株式会社
鐘撞正和
新留諭貴（牧之内青果）
南国ファーム株式会社
有限会社かごしま有機生産組合 http://kofa.jp/
有限会社小原農芸
有限会社前田農場
有限会社鶴田ファーム
有限会社農業生産法人のざき

沖縄県 スイートフーズ久米島株式会社 https://sweetfoods-kumejima.co.jp/
株式会社ファームミヤギ
上原正子（南山ファーム）
大城隆三（大城果樹園）
農業生産法人株式会社サンシャインファーム
農業生産法人株式会社西表島フルーツ
農業生産法人株式会社石嶺牧場
農業生産法人有限会社大嶺ファーム http://www.utopia-farm.net
福井慎吾（山パ農園）


