
（別紙） 令和２年度第３回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL

トカプチ株式会社
安藤和博
井川潤（井川牧場）
永原耕平（永原牧場）
河野愛
株式会社KI
株式会社のぐち農園
株式会社リッキーファーム
株式会社開盛デーリィファーム
株式会社百商屋
株式会社米澤牧場
五十嵐務
合同会社アグライズ
合同会社縁ing Japan http://enishing.jp/
山本忠彦
松本商事株式会社
前田農産食品株式会社 http://www.co-mugi.jp
多田和宏
中野ファーム株式会社
珍田成恭
農事組合法人平和生産組合
農事組合法人米道産
有限会社エスエルシー
有限会社フジワラ・ファーム
有限会社ロックドリームファクトリー
有限会社藤井牧場 http://www.fujii-bokujo.com/
有限会社夢がいっぱい牧場
タムラファーム株式会社 http://tamurafarm.jp/
株式会社RED APPLE https://www.hirosaki-redapple.com/
株式会社アグリーンハート https://www.agreenheart.jp
株式会社大柳農園
自然食ねっと青森株式会社
農事組合法人舮作興農組合 http://henashi.jp/
八戸カンパニー株式会社
有限会社サンファーム・きょうはん
有限会社奈良岡ファーム
外山一則（ひまわりガーデン）
柿木敏由貴（柿木畜産） http://www.kakiki-chikusan.com
株式会社KOIWA
株式会社みのり片子沢 https://www.shizukuishi.co.jp/
株式会社岩崎農産
株式会社菅野農園
株式会社馬場園芸
有限会社下館農産
髙橋賢（うるおい春夏秋冬）
株式会社伊藤農場
株式会社舞台ファーム http://butaifarm.com
株式会社未来彩園 http://www.miraitomato.com/
農事組合法人玉浦南部生産組合
有限会社蔵王高原牧場
有限会社平柳カントリー農産
グリーンアース株式会社
株式会社CRAS
株式会社カネコファーム
株式会社こっこちゃんファーム
株式会社ベジリンクあきた男鹿
株式会社寿牧場
株式会社秋田山一
株式会社真瀬ファーム
株式会社白神カンパニー https://www.shirakami-company.co.jp/
農事組合法人アクティブファーム
農事組合法人轟ネオファーム
農事組合法人十和田八幡平ファーム夏井
農事組合法人杉沢ファーミング
農事組合法人本郷農園
有限会社折林ファーム http://oribayashi-farm.com
有限会社藤岡農産 http://www.fuzioka-nosan.co.jp
エヌ・Ｋファーム株式会社 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/yaemon/
さとう農園株式会社 https://satou-nouen.co.jp/
株式会社あつみ農地保全組合

北海道

採択農業法人等の名称（都道府県別）

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県
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株式会社エヌシップ http://www.nship-group.com/
株式会社稲2015
株式会社山口ファーム
株式会社松栗 https://www.matsukuri.jp/
株式会社奈良崎牧場
後藤修二（後藤農園）
秋葉陽輔（秋葉農園）
田村畜産株式会社 http://ja-jp.facebook.com/tamurachikusan
農事組合法人サンファームしらたか http://www.sgic.jp/sunfarm/
農事組合法人ファーム北平田
農事組合法人もとたて夢米倶楽部
農事組合法人庄内おばこ農場
農事組合法人成田農産
片桐章弘（片桐園芸）
有限会社いとうファーム
有限会社オーチャードタケダ
有限会社宝順
あぐり勝方株式会社
会津農匠株式会社
株式会社グラン・ファーム
株式会社ネオテック
株式会社フェリスラテ http://www.feliz-latte.co.jp
株式会社阿部農縁 http://abe-nouen.com/
株式会社巻アグリ
株式会社希望ファーム
株式会社新国農園
株式会社菱沼農園 http://hishinumanouen.com/
佐藤洋一（吉井田農産）
山口英則（やますけ農園） http://www.yamasukenouen.com/
本田裕康（柿の木坂ふれあいランド）
有限会社ハニー松本
NPO法人アサザ基金 http://www.asaza.jp/
やさと菜苑株式会社
雨ヶ谷祐一（雨ヶ谷農園）
梶間章（梶間農園）
株式会社IMO
株式会社グリーンセンター中村園芸 http://www.gc-n.jp/
株式会社つくばさわやかファーム http://www.tsukubasawayakafarm.com
株式会社ひのでや http://www.hinodeya.biz
株式会社ふしちゃん https://organic-fusichan.net/
株式会社レインボーフューチャー http://www.rainbow-future.com
株式会社伊藤農園.F http://ito-nouen.com
株式会社大越青果
株式会社大嶋農場 http://www.hyakusyoumai.com
高崎正喜
飯岡勉（飯岡農園）
文藏雄嗣
有限会社ファームオアシス http://www.farm-oasis.jp
有限会社谷島農園 http://yajima-farm.com/
有限会社武平ファーム
株式会社ｍｆ https://mizunoe-farm.co.jp
株式会社前橋
株式会社大三
株式会社谷中農園
株式会社鶴田ファーミング
株式会社那須の農
株式会社美土里農園
戸松正行（帰農志塾）
佐藤秀樹 https://farm-next.jp/
マルクリファーム株式会社 http://www.marukuri.net/
株式会社プレマ http://www.premafoods.com/
中嶋竜太
南明法（ストロベリーみなみ） http://www.strawberryminami.jp/
農事組合法人鼻毛石機械利用組合
遠藤益男（遠藤農園） http://www.endounouen.com
河田三也（河田ばら園） https://kawatabaraen.wixsite.com/kawata
株式会社グリーネストファーム
株式会社ねぎ街
株式会社はせがわ農園 http://hasegawa-farm.net/
株式会社ベジファ－ム北本
株式会社横田農園 http://www.y-farm.com
株式会社関田農園
株式会社太陽ファ－ム奈良
株式会社苺の里 http://www.ichigogari.org/
吉岡信一（吉岡農園）
金井国夫（金井農園）

群馬県

埼玉県

福島県

茨城県

栃木県
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合資会社グリニッシュ
合同会社守屋農園 https://chichibu-moriyanouen.webnode.jp/
佐藤和美（佐藤野菜園）
深田圭一
西田信子（北埼菌茸センター）
赤石正樹（あかいし農園）
大橋一幸（vegeboy）
塚原農場株式会社
有限会社ファームヤード http://www.farmyard.co.jp/
有限会社楽農三恵園 https://www.sankei-farm.co.jp
有限会社篠山堂
有限会社小松沢レジャー農園 http://www.komatsuzawa.co.jp/
有限会社新井牧場
株式会社IIZASA牧場
株式会社yozem
株式会社オスミックアグリ千葉 https://www.osmic-chiba.com/
株式会社さつまいもの石田農園
株式会社ヤマコー
株式会社わたなべ農園
株式会社一新ファーム
株式会社耕す http://www.tagayasu.co.jp/
株式会社高梨農園 http://takanashi-nouen.co.jp/
株式会社石橋農園 https://ishibashinouen.wixsite.com/website
宮負茂雄 https://www.instagram.com/kawasemi.renkon/
香取岳彦（ベジLIFE！！）
高麗好一（KOUMA FARM）
佐藤宣幸（MERCATOちばfattoria）
山田勇一郎
大昌アグリ株式会社
竹川英識 http://www.sainone.com/
椎名伸朗
渡辺浩臣
農事組合法人北小町ファーム http://kitakomachifarm.localinfo.jp/
有限会社葛田園芸 http://www.kuzutaengei.com
有限会社萩谷園芸
株式会社アグリコネクト https://agriconnect.co.jp
株式会社吉澤農園 http://kanade.tokyo.jp
近藤隆幸（満天ファームス）
中里茂
東京農業株式会社
くらしデザインラボ株式会社 https://kurashi-designlab.co.jp
株式会社えと菜園 http://www.eto-na-en.com
株式会社茶来未 http://www.chakumi.com/
小泉富生（小泉農園）
株式会社Cantina Hiro https://cantina-hiro.jp/
株式会社ふみしゅり
株式会社フルーツオーサー https://www.osawanouen.jp
株式会社ミソカワイントン http://www.wainton.co.jp
株式会社武井プラムファーム https://plumfarm.jimdofree.com
有限会社BEAU PAYSAGE
有限会社マルサフルーツ古屋農園 http://www.marusa-f.co.jp/
有限会社黒富士農場 http://www.kurofuji.com
株式会社ハルカインターナショナル https://www.haruka-int.jp
株式会社ふる里農園美の関 http://minoseki.co.jp/
株式会社西濃パイロット http://www.seino-pilot.jp/
株式会社飛騨萩原畜産 https://hidagyu-hagiwarachikusan.com/
株式会社牧歌コーポレーション https://www.bokka.co.jp/
株式会社堀養蜂園 https://horiyouhouen.jp
郷アグリ株式会社
山川忠一郎（菖蒲谷牧場）
松井政彦（ヤママツ）
農事組合法人民田農場
有限会社サンフラワー
有限会社橋場農園 http://www.hasibanouen.net
有限会社東野 http://e-higashino.com/
小栗敬助（オグリ）
TEN Green Factory株式会社 http://www.oretachinohatake.com
河合畜産株式会社
株式会社HSFarm http://www.hs-farm.jp
株式会社N’ s Ｆ ａ ｒ ｍ
株式会社しあわせ野菜畑 https://yasai888.com/
株式会社てらだ工房 http://teradakobo.mystrikingly.com/
株式会社とやま農園 https://www.toyamanouen.jp/
株式会社まさ屋
株式会社美緑園
株式会社鈴生 http://oretachinohatake.com/

山梨県

岐阜県

静岡県

千葉県

東京都

神奈川県
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株式会社鈴木農園
原間秀樹（はらま園） http://www.tetto.com/harama/
佐々木剛
山本則男（山本牧場）
志村吉紀（梅ヶ島志村農園） http://umegashima-shimuranouen.com/
上村和也（上村農園）
袋井高山農園株式会社
内藤茂樹（内藤農園）
農事組合法人東邦農園
野﨑昭秀
スリーシーズ合同会社
株式会社ジャパンフードファクトリー http://japan-ff.com/
株式会社六ッ美ライスセンター https://sites.google.com/view/mutsumi-ricecenter
岩瀬貞雄（岩瀬果樹園） https://iwasekajuen.com/
小林鋼平（メゾン　ド　ビオラ）
深津文明
中川幸雄 http://www.ilovefarm.jp
農事組合法人愛知津島ファーム
服部農園有限会社 http://www.hattorinouen.com
有限会社ジャパン・アグリ・ベンチャー・ユニット https://www.javu.jp
有限会社小笠原牧場 https://ogasawara-dairy-farm.com
伊藤隼人
株式会社エーワイファーム
株式会社今安Ｒ．Ｃ http://imayasu-rice.jp
喜多義幸（喜多農園）
玉城園芸株式会社
長野ライス株式会社
農事組合法人大東営農組合
有限会社亀井園芸
エコファームささかみ株式会社
エンカレッジファーミング株式会社 https://encouragefarming.jp
株式会社Mt．ファームわかとち https://wakatochi.jp
株式会社ファームフレッシュヤマザキ https://www.facebook.com/yamazaki.ff/
株式会社やまがら
佐渡アグリカルチャーシップ有限会社 https://www.sado-aguri.jp/
山下岳幸（山下農場） https://ja-jp.facebook.com/yamashitanoujyou
小柳吉成（オギコヤ牧場）
新潟フルーツパーク株式会社 https://tainaifp.wixsite.com/website
川作ファーム株式会社 http://www.kawasaku-farm.com/
田村文夫（田村農産）
特定非営利活動法人越後妻有里山協働機構
農事組合法人グリーンアース津南
農事組合法人ファーム横土居
農事組合法人やしろ
農事組合法人大地燕
農事組合法人濁川生産組合
有限会社エーエフカガヤキ https://kagayakifarm.com/
有限会社キープクリーン https://keepclean-pork.com
有限会社安田興和農事 http://hasaginosato.com/
有限会社神林カントリー農園 http://www.kamihayashi.jp
有限会社大黒屋商店 http://www.kome10.com/
株式会社Agri wave ikari
株式会社Sunny day farm
株式会社アグリとりの原
株式会社ヒルフロント http://hillfront.com/
株式会社ファームNINJAPO
株式会社ベジファーム立山
株式会社稲葉農園
株式会社高慶農産
株式会社大平園芸
合同会社ファーム中山
松原政彦（松原農園）
樽蔵産業株式会社 https://www.taruzo.jp
農事組合法人島
有限会社アグリ池田
有限会社グリーンパワーなのはな http://gp-nanohana.com
有限会社ファームファーム
有限会社小原営農センター
井村辰二郎（金沢農業）
株式会社WIN
株式会社弥介さ http://www.yasukesa.com
西村等（ぶどうやさん西村）
西野安明（西野ぶどう園）
農事組合法人One http://www.one2013.com/
有限会社かわに http://www.kawani.jp/
有限会社クリエートファーム松任

新潟県

富山県

石川県

愛知県

三重県
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有限会社すえひろ http://suzu-suehiro.com/index.html
有限会社フロンティアはら
有限会社内浦アグリサービス
有限会社北海道ワイン能登ヴィンヤード
株式会社松浦ファーム
村上賢一
田中藤右エ門（ファームビレッジタナカ）
農事組合法人まくり生産組合
農事組合法人弘法大師ファームみつまた
株式会社かまくらや http://www.kamakuraya-soba.com
株式会社クリーン・ア・グリーン http://cleanagreen.jimdo.com
株式会社サン・プラント
株式会社ずくだせ農場 http://zukudasenojo.com
株式会社なかひら農場 http://www.nakahirafarm.com/
株式会社荻原農園 http://ogiwara-farm.jp
株式会社結いの里
株式会社精農舎 https://komagane-ichigo.com
茅野良
熊谷篤（梅花園）
原口知明（須磨農園）
根橋英夫（信州白樺牧場）
小松平一（小松牧場）
小布施牧場株式会社 https://obusedairyfarm.co.jp/
清野友之（マスニ農園） http://masuni.juno.bindsite.jp/index.html
鍋田修二（鍋田農園） https://www.nabeta-farm.jp
農事組合法人ゆいにしはる
野村哲（野村農園）
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
有限会社小田切牧場
輿朋博
有限会社トップリバー https://www.topriver.jp/index.html
きたがわ農園株式会社
株式会社ファームタケヤマ http://www.f-takeyama.com/
株式会社ブルースカイファーム松村
株式会社まる亀こうし牧場
株式会社田楽
吾一農園株式会社
漆﨑厚史（Laque）
小澤農園株式会社
平川仁樹
有限会社しまだファーム
有限会社シャロン農園 https://sharon-farm.com/
有限会社近江牧場
有限会社古株牧場
いざわファーム株式会社 https://izawafarm.com
株式会社あぐり翔之屋
株式会社オーガニックnico http://organic-nico.com/
株式会社ジェイエイやましろファーム
株式会社山末農園
株式会社西陣屋 http://www.nisijinya.com
株式会社村瀬農産
黒川恒和（黒川花卉園芸）
大川敬剛（大川碾茶工場）
内海彰雄（うつみ農園） https://www.utsuminouen.kyoto/
農業生産法人華やぎ観光農園株式会社
農事組合法人かわい http://kawai-kyoto.net
栄和産業株式会社
株式会社さがん農園
川浦久美子（KAWAURA　FARM）
大阪堺植物工場株式会社 http:/www.fudai-marche.com
中島光博（Green　Groove）
藤井貫司（藤井農園） http://www.fujii-nouen.com
 榎本有作（Legume ）
株式会社アクアヴェルデAWAJI http://www.acquaverde-awaji.com/
株式会社リアルエステート中野
株式会社援農みのり
株式会社三大 http://www.yoshii-kensetsu.co.jp/sandai/
株式会社丹波篠山かまい農場 http://kamai-farm.com
株式会社百姓
栗山正彰
山本洋太朗（アグリスタイル）
小川農園株式会社 http://p-sorriso.com/
増田晃（増田牧場）
大村太一（大村農園）
大長利英（大長農産）
田中茂和

滋賀県

兵庫県

大阪府

京都府

福井県

長野県
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特定非営利活動法人わだち http://npo-wadati.jp/
南あわじ山形農園有限会社 http://www.awajitamanegi.jp/
有限会社ウエダ養鶏
有限会社グリーンファームささやま

奈良県 株式会社空土 https://www.ku-do.co.jp
花田直季
橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
三木昭昌（三木農園） https://www.mikinouen.com
山本康雄（山本農園）
中本憲明（紀州なかもと農園）
畑義人（畑伝）
八津谷幸紀（ねぎはちファーム）
ISN株式会社
株式会社D’sプランニング http://www.ds-planning.info/
株式会社GOTO・FARM
株式会社ネクステファーム https://www.yurihamano-itadaki.net
株式会社ハニーミントファーム
株式会社伊藤畜産
株式会社諸遊農場
泉新一（いずみ農園）
村岡武士（村岡農園）
村上功喜（苺工房ファームむらかみ）
農事組合法人宮市
農事組合法人伯耆の郷
農事組合法人末吉
有限会社みどり農産 http://www.midorinousan.com
株式会社いづも農縁 https://izmo.jp
株式会社ファーム木精
株式会社米らいふ
農事組合法人コスモアグリ
農事組合法人角井営農組合
農事組合法人橋波アグリサンシャイン
有限会社アグリみと http://www.iwami.or.jp/kusakazu/
有限会社グリーンワーク
有限会社コスモ二十一
有限会社三和農産 http://www.sanwa-nousan.com
澁谷陽平
眞庭良洋（YMファーム）
岡山JA畜産株式会社
題府健治
農事組合法人アグリモモ
有限会社哲多和牛牧場
株式会社トペコおばら https://www.topeco-obara.jp
合同会社重原農園
山本一守（山本農園）
東洋ファーム株式会社 http://farm.toyojihan-g.com/
有限会社トムミルクファーム http://tommilk.co.jp
こっこ株式会社 https://cocco-nagato.com/
株式会社とよらの里農園
株式会社ミライエｆａｒｍ
株式会社瀬戸内ジャムズガーデン https://www.jams-garden.com/
農事組合法人松屋
農事組合法人福の里
有限会社どんぐり
有限会社鹿野アグリ http://www.kanoaguri.co.jp/
株式会社トマトパーク徳島
有限会社ミカモフレテック http://m-fletec.co.jp/company/index.html
有限会社岡松バラ園 http://okamatsu-rose.jimdofree.com/
株式会社スカイファーム http://www.skyfarm.jp
株式会社荒川農園
株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
組橋聖司（組橋果樹園）
大平やさい株式会社 https://oohirayasai.com
有限会社将基酪農 http://shogi-dairy.jp/
井関晃平
株式会社まさきばたけ
株式会社ゆうぼく http://yuboku.jp
株式会社小林果園
水谷義和
村田彰三
農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジガー http://www.orange-garden-inc.jp/
木下友人
有限会社ワールド・ファーマーズ http://world-farmers.com
有限会社小野田牧場
株式会社植田ファーム http://ueta-farm.com/
今村真作

島根県

鳥取県

香川県

徳島県

山口県

広島県

岡山県

和歌山県

高知県

愛媛県
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山本泰司（ファームヤマモト）
川渕良範（川渕果樹園）
鈴木郁馬
オーガニックパパ株式会社
株式会社ONEGO
株式会社カラーリングファーム
株式会社タカモリファーム
株式会社九千部
株式会社伝農舎
株式会社徳柴
興膳賢人（興膳農園）
若松潤哉（わかまつ農園）
秋山寛次
倉掛純汰（倉掛農園）
田篭裕介
藤原浩俊
有限会社総合緑化コガキュー
和饗エコファーム株式会社
廣津宏一
株式会社KARATSU TACHIBANA
株式会社アグリ・フィール
株式会社ベリーフォレスト
佐藤農場株式会社 http://mikan-satou.jp
田中章善
有限会社岩石農産
鈴山隆広（鈴山農園）
パインテールファーム株式会社 http://pinetailfarm.com
株式会社雲仙きのこ本舗 http://www.unzenkinoko.co.jp
株式会社杉田農園
荒木重光
山中勝眞（山中牧場）
松尾秀平（松尾農園） https://www.matsuonouen.net
頂健吾
平田悠
ASAE株式会社
セブンフーズ株式会社 https://seven-foods.com/index.html
株式会社アグリ日奈久
株式会社あさぎり農園 https://asagiri-nouen.jp
株式会社かめやま
株式会社下巣畑農産 https://gezubatake.com
株式会社菊池農場
株式会社光延農園
株式会社大塚食品（長洲工場） http://otsuka-shokuhin.com
橋本凌
上野直哉
中村孝生
福田智興（福田果樹園）
有限会社ティ・エッチ・ファーム
有限会社松本農産
有限会社肥後あゆみの会 http://higoayuminokai.co.jp/
有限会社冨田ファーム
株式会社ACE
株式会社NEXT FARM
株式会社匠牧場 http://www.takumi-farm.com
株式会社大分サンヨーフーズ http://www.sanyofds.co.jp/ooita.html
株式会社未来農林
合同会社808
農事組合法人樋桶の郷
有限会社大分千歳村農産加工 http://www.kabosu-f.co.jp/
有田克彦
株式会社Boots
株式会社ENOGIN
株式会社ＪＡファームひゅうが
株式会社おおがた牧場
株式会社かぐらの里 http://www.mera-yuzu.com/
株式会社くしまアオイファーム http://aoifarm-gr.com/
サンアグリフーズ株式会社
株式会社加藤牧場 https://www.katomilk.com/
株式会社鏡山牧場
株式会社鶏王
株式会社桜花牧場
株式会社松尾ファーム
株式会社田口ファミリーファーム
大野高幸（苺　大野屋）
田上友喜
田邊貴紀

宮崎県

大分県

熊本県

長崎県

佐賀県

福岡県
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日髙健太
矢野祐一（矢野園芸）
有限会社ナガトモ
有限会社ビッグファーム
有限会社向栄食品工業 http://koueisyokuhin.m--m.info
有限会社新福青果 https://www.shinpukuseika.co.jp/
旭ファーム株式会社
一般財団法人肝付町農業振興センター http://k-apc.or.jp
株式会社ekubofarm http://yuukiyasaibatake.me/
株式会社アグリスタイル
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/
株式会社松薗農園
株式会社誠晃
株式会社中野養豚
株式会社萩原人工授精所
今吉製茶有限会社
新村隆幸
堀口千郎（堀口茶園）
有限会社大崎農園 osakifarm.com
藥師成人
株式会社みやぎ農園 http://www.miyaginouen.com
株式会社高宮城牧場
玉栄朗（サザングリーン玉栄）
長嶺広史
農業生産法人有限会社エコファーム沖縄
農業生産法人有限会社伊盛牧場
波平渡
福井慎吾（山パ農園）
林真弘（ぴりなファーム）

沖縄県

鹿児島県
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