（別紙）

令和２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

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

経営体名

一般社団法人Agricola
株式会社A-RANCH
株式会社KI
株式会社Kokoroエンタープライズ
株式会社NIKI・Hillsファーム
株式会社アグリサポート
株式会社とかち柏葉牧場
株式会社ベルヴュ
株式会社伊藤デイリー
株式会社輝楽里
株式会社金富農産
株式会社石坂ファーム
株式会社平川ファーム
渡部正昭
農事組合法人夢組合
有限会社ファームトゥモロ
有限会社藤沢牧場
ジョイント・ファーム株式会社
株式会社ひかり農園
株式会社金印にんにく
有限会社ゆめりんご
くらしデザインラボ株式会社
株式会社いわて若江農園
株式会社リアスターファーム
株式会社耕野
株式会社紫波フルーツパーク
株式会社重次郎
株式会社西部開発農産
菊池俊秋
横山誠
株式会社MAM
株式会社高信
株式会社舞台ファーム
株式会社絆粋ファーマーズ
農事組合法人ｉファーム
農事組合法人アグリ457
農事組合法人舘島田生産組合
農事組合法人林ライス
株式会社こっこちゃんファーム
株式会社菅与
渡辺久雄（渡辺農園）
農事組合法人ENEX de AGRI
YAMAGATA DESIGN AGRI株式会社
伊藤和利（伊藤四右エ門）
株式会社アグレスト
株式会社スイカのヤハギ
株式会社なごみ農産
株式会社松栗
株式会社飯豊ながめやま牧場
丸松農園株式会社
漆山和志
杉山司（杉山農場）
髙橋春樹（たかはし農園）
すずきライスファーム株式会社
株式会社ベルファーム
佐藤敦（おおぞらふぁーむ）
小抜農匠園株式会社
大野農園株式会社
有限会社とまとランドいわき
有限会社恵みのファーム
鈴木光一（鈴木農場）
加藤木孝嘉（かとうぎ農園）
株式会社おひさま
株式会社ドロップ
株式会社照沼勝一商店
小松崎友二（小松崎園芸）
新堀英巳（新堀農園）
菅谷れんこん農園
倉持貴司
大和田一夫（大和田農園）

ホームページURL

https://nikihills.co.jp
https://www.t-kashiwabafarm.co.jp/
https://ito-dairy.net
http://www.kira-ri.jp/

http://www.evergreen.st
https://www.joint-farm.com/
https://c3store.net/
http://yumeringo.net
https://kurashi-designlab.co.jp

https://www.seibu-kaihatsu.com/

http://butaifarm.com
https://miyagi-ifarm.com/

https//www.yogorou.jp/
http://www.nagominousan.jp/
https://www.matsukuri.jp/index.html
http://urushiyama.com

http://onuki-noushouen.com/
http://oononouen.com

https://www.katogifarm.com
https://dropfarm.jp/
https://hoshiimo.co.jp
https://www.niibori-nouen.com/

管理地域

経営体名

長島義夫（長島ファーム）
野口誠
有限会社アグリクリエイト
栃木県
株式会社鈴木いちご農園
関貴栄（関農園）
群馬県
ジャパン・ミネラル・ファーム株式会社
株式会社ONE ABILITY
株式会社Vege green タケウチ
丸山英征（丸山いちご園）
牛久保智史（牛久保農園）
合同会社野菜屋総合サービス
埼玉県
岡田茂（岡田農園）
加藤学（B.T.FARM）
株式会社OKASHIRA
株式会社イ－ストサン
株式会社ねぎ街
株式会社ファ－マ－ズトラスト
株式会社山中農産
深井博（深井農園）
塚原農場株式会社
有限会社トマト園芸
千葉県
株式会社Lucy’s garden
株式会社PB FARM市原
株式会社さんぶファーム
株式会社ひまわり農園
株式会社ベジフルファーム
株式会社加茂牧場
近藤正衛
古木真也（マリポコミュ）
市川慎悟
小松営農株式会社
松本有麻
浅野誠士
田中隆和（田中牧場）
有限会社ジェリービーンズ
有限会社多古農産
有限会社大栄花園
有限会社有坂農場
東京都
竹村庄平（Bamboo Village Farm）
田中滋
神奈川県 株式会社エコファーム
株式会社ゆうゆう農場
有限会社五領ヶ台ガーデン
山梨県
フジクレールファーム株式会社
株式会社I JAPAN
株式会社サラダボウル
小池ベビーリーフ菜園株式会社
岐阜県
わかば農園株式会社
阿部真奈美（阿部農園）
株式会社SUN AND NORF
株式会社アグリランド
株式会社ロッセ農場
株式会社錦園芸
堀口一平（アグリフレンドホリグチ）
静岡県
グレイスフルファーミング株式会社
夏目牧場株式会社
株式会社HSFarm
株式会社とやま農園
株式会社遠山畜産
株式会社朝霧高原フルーツ村
桑原卓也
柴田佳寛（柴田牧場）
小宮山和昭
上中通寿（かみなか農場）
大石千寿（やまはち園芸）
樽井徹
長谷川正治（長谷川製茶）
有限会社グリーンフィールド浜松
有限会社ハニーポニック
有限会社芹澤ライスセンター
鈴木重彦（しげちゃん農園）
嶌明憲
愛知県
サグワットファーマーズ株式会社
サンエッグファーム株式会社
加藤友武（いちのみやいちご研究所）
株式会社クレスト

ホームページURL

http://www.ayuminokai.net/
http://suzukiberry.starfree.jp/
http://1-shop.jp/

https://noguchi.shisyou.com

https://fukainouen.com/

http://www.vegefru-farm.jp/
http://www.maripo.net

http://youyou-farm.com/
http://www.goryogadai.com
https://fujiclairwine.jp
http://www.salad-bowl.jp/
http://www.wakaba-f.co.jp

http://www.hs-farm.jp
https://www.toyamanouen.jp/
http://www.tohyamachikusan.com

http://www.kawaneasagirien.jp

https://www.gfyasai.jp/

https://sugwat.co.jp/
http://www.sansyu-egg.co.jp
http://www.crestfarm.co.jp

管理地域

経営体名

株式会社ブルーチップファーム
株式会社リンネファーム
株式会社星川畜産
早野敦喜（スイカくん 早野敦喜）
農事組合法人よさみ
三重県
株式会社モリファーム
石倉至（紀伊ファーム）
新潟県
株式会社TAKASE
岩本国幸(岩福農園）
農事組合法人ユータス北潟
有限会社きのこ組
有限会社農園ビギン
有限会社百笑会
有限会社穂海農耕
富山県
株式会社稲のいえ
松原政彦（松原農園）
有限会社土遊野
石川県
サンケイブリードー有限会社
株式会社KNOWCH
株式会社ヤマジマ
株式会社能登牧場
農事組合法人One
農事組合法人かさの郷
明星孝昭（あんがとう農園）
有限会社グリーンアース杉浦
有限会社わくわく手づくりファーム川北
福井県
株式会社フィールドワークス
合同会社ベアラファーム
長野県
伊藤勝基（伊藤農場）
株式会社アグレス
株式会社パトリオットエンタープライズ
株式会社フルプロ
株式会社むぎわらぼうし
株式会社ヨコハチファーム
株式会社永井農場
株式会社八ヶ岳みらい菜園
株式会社斑尾高原農場
株式会社野の香
岸田光生（さんさんふぁーむ）
小林聡（信州小林パプリカ農場）
松木武久（松木武久農園）
柳澤直樹（三才山農園なかや）
有限会社Ｉ・Factory
有限会社於多屋農場
鈴木りんごカンパニー株式会社
滋賀県
株式会社田井中牧場
農事組合法人安養寺営農組合
農事組合法人春日営農組合
有限会社あいの土山
有限会社岡喜牧場
有限会社林農園
京都府
とらこ株式会社
ロックファーム京都株式会社
株式会社ヤマモト
長澤環（長澤農園）
有限会社童仙房茶舗
大阪府
小林庸恭（G-GrapeFarm）
兵庫県
株式会社前川農場
吉岡正人（吉岡ぶどう園）
森田耕司（quatre ferme）
中嶋浩一
有限会社北崎商店
有限会社夢前夢工房
奈良県
株式会社大和園
小谷容久
和歌山県 中村俊彦（中金）
鳥取県
Earth grace株式会社
家根宗継（菖蒲農産）
株式会社Ａｇｒｉすぎかわ
株式会社andAgri
株式会社D’sプランニング
株式会社伯耆のきのこ
山影英治（山影ファーム）
村岡良彦（上種むらおか農園）
木嶋泰洋（尋牛牧舎）
島根県
TC浜田農場株式会社

ホームページURL

http://www.t-bluechip.com/

http://park22.wakwak.com/~utas/
http://www.nouenbigin.jp
http://www.houmi.jp
http://doyuuno.net/
https://knowch.net/
http://www.one2013.com/
https://angatounouen.jimdo.com/
http://www.greenearth-sugiura.com/
http://wkwkfarm.com/
http://www.fw-tomitsu.com/
https://www.agres-nobeyama.net/
https://kajitsunomori.net/
http://www.frupro.jp
http://www.mhl.janis.or.jp/~ootu-keg
https://satoshiyokohati.wixsite.com/yokohachi-farm
http://www.nagaifarm.co.jp/

https://sansan-farm.com/

https://www.suzukiapples.co/
http://kasugaeinou.com

https://www.yamamoto-corp.jp/
http://dosenbo-chaho.com
https://www.maekawa-farm.com/

htto://y-yumekoubou.net
http://www.yamatoen.nara.jp/

http://www.ds-planning.info/
http://houkinokinoko.tottori.jp

https://www.tc-hamadafarm.com/

管理地域

経営体名

株式会社愛ランドファーム
株式会社田原牧場
野村行雄（ＧＣＫ農園）
有限会社森脇鶏農場
岡山県
みのる産業株式会社
株式会社福田種鶏場
株式会社髙田農園
広島県
株式会社クリーンカルチャー
株式会社重森養蜂場
大之木建設株式会社
中原幸太（山彦農園）
渡辺敬（渡辺農場）
農事組合法人ファーム・おだ
農事組合法人世羅幸水農園
峰商事合同会社
山口県
株式会社藤村農園
時津佳徳（ときつ養蜂園 Bee’s life）
徳島県
株式会社いせや農場
株式会社野本農園
堀江将太（堀江産業）
有限会社犬伏商店
香川県
有限会社筒井農園
愛媛県
ベルグアース株式会社
株式会社JAファームうま
株式会社春昇
有限会社みふね畜産食品
高知県
井上 靖好（井上農園）
株式会社トマトの村
株式会社高知国沢農園
株式会社土佐ひかりCDM
農事組合法人ヒューマンライフ土佐
農事組合法人ファーム西永野
福岡県
JR九州ファーム株式会社
アグリCATS株式会社
角美紗（カフェフルトリエ）
株式会社リングランサ
大石仙一（大石ファーム）
中村裕（フルトリエ 中村果樹園）
渡邉鉄也
藤波伸介（藤波農園）
福嶋仁士（農業福島園）
末安和實
佐賀県
株式会社花祭果実
牛島栄治
山口真彦（きゅうり屋さん）
中原宏輔（Yamabiko Farm）
農事組合法人えりさくら
長崎県
モロフジファーム株式会社
株式会社酒井農園
久田真也
田中将太（雲仙ミニトマト屋）
豊村俊昭
熊本県
株式会社オクダファーム
株式会社もじょか堂
株式会社九州野菜育苗センター
大保光弘（マルダイ農園）
中村一隆（中村農園）
片山鉄治
本田稔
大分県
株式会社さくらファーム
株式会社自然農研
株式会社石和田産業
株式会社未来農林
田原慎一
農事組合法人蜷木営農
宮崎県
押川徳一
甲斐太（南国農園）
三賢訓士（三賢畜産）
鹿児島県 株式会社さかうえ
株式会社さくら農園
株式会社吉ヶ﨑農園
株式会社三和グリーン
株式会社天美
有限会社池田製茶
沖縄県
株式会社美らイチゴ
玉城和信

ホームページURL

http://www.minoru-sangyo.co.jp/company/shiitake/
http://www.fukudabreeders.co.jp/

https://onokifarm.sakura.ne.jp/wp/

https://www.sera-kousui.jp
http://www.mineshoji.com
https://bees-life.net/
http://iseya-farm.com

http://www.bergearth.co.jp/
http://www.ja-uma.or.jp/jafarmuma/
https://haruto-madonna.amebaownd.com

http://www.tosahikari.co/

http://shop.oishi-farm.com/

http://100sho.net

https://www.morofujifarm.co.jp/

https://www.mojoca.net
https://marudainouen.com

http://www.sakurafarm.shop

http://www.sakaue-farm.co.jp/
http://sakurafarms.jp
https://sanwa-bussan.jp/business/green
http://www.chura-ichigo.jp

管理地域

経営体名

山城正輝（ＧａｈーＧａｈーファーム）
大城清広
農業生産法人株式会社石球牧場
農業生産法人有限会社伊盛牧場
農地所有適格法人株式会社ベルファーム

ホームページURL

