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管理地域 経営体名 ホームページURL

北海道 ベジタブルワークス株式会社
井川潤（井川牧場）
株式会社Farm to-mo
株式会社NIKI・Hillsファーム https://nikihills.co.jp
株式会社Rakumo
株式会社サンエイ牧場
株式会社フラノフィールド
株式会社マナアイーナ
株式会社岩城牧場
株式会社坂口農産
株式会社新田ファーム
株式会社神門 https://www.jinmon.jp/
株式会社谷口農場 https://taniguchifarm.co.jp/
株式会社風のがっこう
株式会社矢野農園
小山瑛（小山牧場）
小林卓也（はるきちオーガニックファーム） http://www.harukichi-farm.com
新篠津つちから農場株式会社
深瀬益一（かに太郎）
前田農産食品株式会社 https://www.co-mugi.jp/
中田一彦
中和興産株式会社
農事組合法人Jリード http://j-lead.com
農事組合法人さらべつカーフセンター
母子里農場株式会社
野原守
有限会社あきよしファーム
有限会社ウイング https://www.wing-numata.com/
有限会社羽田野第二牧場
有限会社金川牧場
有限会社大橋さくらんぼ園 https://www.oh-cherry.com
有限会社茶路めん羊牧場 http://charomen.com/
有限会社中山農場 http://www.nakayama-farm.com
有限会社渡辺農場 http://farm-watanabe.net/
有限会社冨田ファーム
有限会社別海町酪農研修牧場
鈴木敏文（鈴木牧場） https://www.hiroo-suzukifarm.com

青森県 株式会社あおもり里山ファーム
株式会社金印にんにく
株式会社津軽農園 https://tsugaru-nouen.com/
工藤秀平（工藤農園） https://applegifter.com/
合同会社グランドアグウィル
八戸カンパニー株式会社
有限会社グリーンサービス
有限会社成田りんご園
有限会社奈良岡ファーム

岩手県 キートスファーム株式会社 http://www.kiitosfarm.com
株式会社Peace Valley Dalry
株式会社T&Gバイオナーサリー http://www.office-web.jp/TandG
株式会社イーハトーヴ遠野
株式会社ミナミ食品
株式会社五十嵐ファーム
菊池陽佑（勘六縁） https://kan6en.com
合同会社みのり風土
農事組合法人となん
農事組合法人水分農産
有限会社稲庭ファーム
有限会社田鎖農園

宮城県 株式会社宮城フラワーパートナーズ http://miyagiflowerpartners.com/
株式会社仙台秋保醸造所 http://akiuwinery.co.jp/
合同会社木漏れ日農園
杜のいちご株式会社
渡邊重貴（秋保くまっこ農園）
芳泉農園株式会社 http://housen-farm.com
有限会社アグリードなるせ https://agriead.jp/
有限会社耕佑 http://www.kouyuu.net/
有限会社大郷グリーンファーマーズ http://ogfs.info/index.html

秋田県 BUNTETU株式会社 https://www.minato-farm.com/
伊藤悠（Greens Fare）
株式会社細谷農PROJECT http://hosoya-np.com/

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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株式会社秋田食産
株式会社福司農地管理事務所
株式会社雄勝グリーンサービス
株式会社齋藤眞二果樹園
企業組合美郷ストロベリー
東北バルブ株式会社
農事組合法人三関ファーム
農事組合法人白華の郷
農事組合法人末広ファーム
有限会社モコ
有限会社伊東農園 https://itonouenkankyou.wixsite.com/mysite
有限会社沢田青果

山形県 岡部洋介（岡部農園）
株式会社アイオイ
株式会社アグリードまるひろ
株式会社アグレスト https://www.yogorou.jp/
株式会社最上まいたけ http://www.mogami-maitake.co.jp
株式会社四季ふぁーむ http://www.shiki-farm.co.jp
菅剛
大野正敏
農事組合法人くだもの畠
農事組合法人グリーンライスファーム
農事組合法人村木沢あじさい営農組合 http://murakisawa-ajisai.or.jp

福島県 あいづ関農産株式会社
あかい菜園株式会社 http://akai-tomato.jp
株式会社吉野家ファーム福島
株式会社二本松農園 http://www.farm-n.jp
株式会社福島アグリネクスト
菊地陽子(大野村農園） https://www.oonomuranouen.com/
橋谷田ファーム株式会社
小川未明（チャルジョウ農場/そる工房） http://chardjou-sol.com/
昭和農園合同会社
大野農園株式会社
農事組合法人会津きのこ工房
楪園芸株式会社 http://www.yuzuriha-engei.com/

茨城県 グリーンフィールドファーム株式会社
梶間章（梶間農園）
株式会社agri new winds http://agri-newwinds.com/
株式会社カモスフィールド http://kamosfield.com/
株式会社つくばさわやかファーム http://www.tsukubasawayakafarm.com
株式会社久松農園 http://hisamatsufarm.com/
株式会社倉本商店
株式会社大越青果
株式会社農業生産法人田仲農場
市毛祐司（市毛農園）
常陸コミュニティデザイン株式会社
石田真也（石田農園） http://ishida-farm.com
船橋均
倉持信也（サンサンファーム倉持）
村上隼人
中島悟
農事組合法人東海あくつ
農事組合法人白鳥干いも生産組合 https://shiratori.farm/
有限会社アクト農場 http://www.act-farm.com/
有限会社アグリファクトリー
有限会社横田農場 https://yokotanojo.co.jp/
有限会社三和園芸
有限会社森ファームサービス http://www.morifarm.co.jp

栃木県 株式会社Fattoria di 赤坂 http://www.fattoria.jp
株式会社サイトウ農場
株式会社ジェイイーティファーム http://www.jetfarm.co.jp/
株式会社ベリーズバトン https://berrysbaton.com/
株式会社松井牧場
株式会社南ヶ丘牧場 https://www.minamigaoka.co.jp
株式会社美土里農園 https://midori-nouen.com/
株式会社芳賀百万石 http://haga.1m-goku.biz/
上野誠
森林ノ牧場株式会社 https://www.shinrinno.jp
有限会社ジョルディカワムラ http://www.giardino-k.com/

群馬県 株式会社サイエンズ
株式会社トマル http://www.tomaru.com/
株式会社原田農園 http://www.harada-nouen.com/
株式会社国太郎
栗原治幸
合同会社野菜屋総合サービス http://yasaiya8318.organic/
小久保忠雄
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茂田實（茂田園芸）
有限会社ノームランド高橋 https://gnomeland.jp/
有限会社古代米浦部農園 http://kodaimai.sakura.ne.jp
髙橋治展

埼玉県 JAPAN AGRI DESIGN株式会社
塩原久充（塩原農園）
株式会社VEGETA穂
株式会社なが街道 https://oriharaorchards.com/
株式会社ファーマーズトラスト
株式会社ファームサイド http://www.farmside.jp
株式会社関田農園
株式会社小林農産羽生
株式会社新しい村 https://www.atarasiimura.com
株式会社太陽ファーム奈良
株式会社田中花園 https://tanaka-fg.com/
丸源アグリ株式会社
金井修己（金井農園）
桑風舘株式会社
合同会社守屋農園 https://chichibu-moriyanouen.webnode.jp/
小野英雄
深田圭一
神田大嗣
田口雅之（Tutu＆はにわ農園）
田端講一（たばたファーム）
白須貴裕（白須農園　シロファ－ム）
有限会社加藤牧場
有限会社楽農三恵園 https://www.sankei-farm.co.jp
有限会社神扇農業機械化センター
有限会社早川農場  http://www.hayakawa-noujou.co.jp/
立澤淳一（立澤農園）

千葉県 宇田川浩一郎
岡田耕治（岡田農園）
下山修弘
株式会社アグリイノベーション
株式会社アグリスリー http://agrithree.com
株式会社えびすファーム
株式会社カワコファーム
株式会社テンアップファーム
株式会社ファーストライフ http://first-life.jp
株式会社ヤマコー
株式会社一新ファーム
株式会社宇畑牧場
株式会社頃久保
株式会社佐倉れんこん
株式会社小泉牧場
株式会社切替農園
株式会社千葉ピッグ https://www.crestfarm.co.jp/
株式会社柏染谷農場 https://www.someyanoujyou.co.jp
株式会社苗目 http://www.naeme.jp
吉田邦雄
江橋洋一
香取岳彦（ベジLIFE！！）
合同会社惠泉農園
佐藤宣幸（MERCATOちばfattoria）
細谷富男
室川典弘
篠崎文利
秋山亮太
松下信也
石橋重次 http://www.ishibashinouen.jp
大塚秀行（大塚秀農園）
津田壮一郎 https://agrishia.jp/
農事組合法人清里ファ－ム
有限会社ジェリービーンズ
有限会社椎名洋ラン園 http://www.ranran.co.jp/
鈴木喜一（白半梨園）

東京都 株式会社いなげやドリームファーム
株式会社彩の榊
近藤隆幸（満天ファームス）
山﨑登美男
田中滋
東京農業株式会社
農事組合法人大興園
馬場敏明（馬場農園）
野島為義（野島牧場）

神奈川県 株式会社いかす https://www.icas.jp.net/
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株式会社ショーナン
株式会社ヨコスカアグリファミリー
株式会社永田農園 http://www.nagata-farm.co.jp/
志澤拓巳（志澤牧場）
千葉康伸（NO-RA） https://noraorganic.official.ec/
矢郷幸枝（矢郷農園）
和泉大樹

山梨県 奥野田葡萄酒醸造株式会社
株式会社Kisvin
株式会社こぴっと http://okome-no-oisisa.sakura.ne.jp/uematsu/hp/
株式会社ハイチック
株式会社巨摩ファーム http://www.komafarm.com
株式会社旬果市場 https://shun-ka.com

岐阜県 アグリラボ株式会社 https://agrilabo.jimdofree.com/
アトレファームジャパン株式会社 http://mitoca-gifu.com
加茂農産株式会社
株式会社アイシンクリエイト
株式会社エムズ
株式会社ととりべファーム https://www.totoribefarm.jp
株式会社マルエイ http://www.maruei-gas.co.jp
株式会社早川畜産
株式会社備中農園 http://bichu-nouen.com
亀屋商事株式会社 http://www.kameyashoji.co.jp/
合同会社あおぎり https://musubufarm76.jimdofree.com/
児嶋健（暮らすファームSunpo）
小栗敬助（オグリ）
小野友邦（アグリ・オノ）
大井幸男（大井牧場）
大熊昭哲（大熊農園）
農事組合法人大巻
農事組合法人飛騨かわい牧場
有限会社サポートいび http://www.support-ibi.jp
有限会社丸フジ産業
有限会社橋場農園 http://www.hasibanouen.net
和田敏彦（やがた農園）

静岡県 マルワ農園株式会社
やまも製茶株式会社 http://yamamo-tea.jp
伊豆ホーリーズ株式会社 http://hollys.jp
株式会社imokoro
株式会社Smile  Field http://www.smilefield.co.jp
株式会社エース
株式会社カクト・ロコ
株式会社ソラーレ https://www.solare-japan.com/
株式会社とぴあふぁー夢
株式会社農健
佐藤忠明（佐藤牧場）
佐野宏一郎
小澤慎吾（小澤ベジタブル）
森嶋恒（森嶋牧場）
森木喜代治（森木農園） http://moriki-nouen.com/
石原茂
大石哲由（大石農園）
萩田知博（べりーらんど萩田） http://hagitaberry.com/
有限会社ソルプランタス
有限会社片野牧場
鈴木偉也（un pomodoro）
鈴木良彦(まるたか農園）

愛知県 アグリガスコム株式会社
株式会社teranova
株式会社ブルーチップファーム http://www.t-bluechip.com/
株式会社フレッシュ・オガケン
株式会社岸上牧場
株式会社戸倉トラクター https://www.tokura-tractor.net
株式会社耕地
株式会社山銀
株式会社六ッ美ライスセンター https://sites.google.com/view/mutsumi-ricecenter
市川茂弘（市川トラクター）
森田泰史（東栄古戸ファーム）
浅井直行（浅井農園）
浅井亮太（浅桑園）
中川幸雄 http://www.ilovefarm.jp
渡部弘（どろんこ村小笠原農園） http://www.doronkomura.com/
渡辺重利
農事組合法人ファームズ三好
有限会社アグリサポート
有限会社こだわり農場鈴木
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有限会社千姓 https://www.tsuzuki-farm.com/
有限会社日研農園 http://www.nikken-n.com
鷲尾稔

三重県 ファームハマグチ有限会社
株式会社あぐりん伊勢
株式会社オレンジアグリ
株式会社かきうち農園 https://www.kakiuchinouen.com/
株式会社ゆめ田んぼ
株式会社三重グローイング
株式会社三重ヒヨコ
株式会社小林農産 https://www.kobayashi-agri.co.jp/
西村浩樹（西村農園）
町谷優（YOU農園）
農事組合法人土実樹 https://www.tumiki-mikan.com/

新潟県 株式会社うおぬま小岩農園
株式会社ふるさと未来 http://furusato-mirai.net./index.html
株式会社津南アグリ
株式会社徳永農園 http://www.tokunaga-f.co.jp
株式会社米杜氏農場
株式会社麓
窪田敏夫（窪田梨果園） https://kubotarikaen.net/
坂本淳
農事組合法人アドバンファームしばた http://advan-shibata.jp/
農事組合法人サークル柴橋
農事組合法人サンファーム大戸 http://www.sunfarm-odo.com
農事組合法人吉田南部農産組合
農事組合法人長畝生産組合 http://www.nagaune.com
農事組合法人麓二区生産組合 http://fumoto2.com
板垣義一（シーサイドファームたんばら）
堀将大（すずまさ農園） http://www.suzumasa-farm.jp/
有限会社エーエフカガヤキ https://kagayakifarm.com/
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
有限会社白根グレープガーデン

富山県 みずほ農場株式会社
株式会社ALIVE-21 http://doronko-nouen.com/
株式会社クボタファーム紅農友会 http://www.kubotafarm.co.jp/
株式会社グリーンパワーあおば
株式会社セイアグリーシステム https://ferver.co.jp/
株式会社みどりふぁーむ http://midori-farm.jp
舟塚畜産株式会社
蒼ファーム株式会社 https://www.aoifarm.jp/
農業生産法人土のちから株式会社
農事組合法人いこいの杜 http://ikoinomori.or.jp
農事組合法人和向
有限会社稲田農産
有限会社耕
有限会社泰栄農研

石川県 ベジュール合同会社 https://www.vejoule.com/
株式会社WIN
株式会社アグリとくみつ
株式会社なっぱ会
株式会社ハイディワイナリー https://heidee-winery.jp/
株式会社ぶった農産
株式会社むらた牧場
株式会社ヤマジマ
株式会社金沢ワイナリー
吉本修（吉本果樹園）
宮下善行（宮下農園）
合同会社山立会 https://yamadachi.com/
明星孝昭（あんがとう農園） https://angatounouen.jimdo.com/
有限会社たけもと農場 https://okomelove.com/

福井県 株式会社ファーム本田
三つ星株式会社
有限会社かみなか農楽舎 https://nouson-kaminaka.com
有限会社内田農産 https://www.un2000.net/

長野県 伊藤茂昭（永喜屋）
井出敦人（井出農園）
株式会社J’Pumpkin
株式会社きよみず農園 http://kiyomizu-nouen.com/
株式会社クリーン・ア・グリーン http://cleanagreen.jimdo.com
株式会社ジョイフィールド
株式会社丸中中根園
株式会社山下フルーツ農園 http://www.yamashita-fruit.com
株式会社大島農園 http://goninbouzu.jp
岸田光生（さんさんふぁーむ） https://sansan-farm.com/
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宮沢喜好（ライラック農園） http://lilacfarm.jp
黒内拓美（黒内牧場）
小林智雄（小林農園） https://neba-kobayashifarm.com/
楠わいなりー株式会社 http://www.kusunoki-winery.com/
農業法人筑摩地農産株式会社
農事組合法人ひらの培養センター
有限会社アマリファーム http://amarifarm.com
有限会社いちだ農産
有限会社エムエスケイ
有限会社ティーエム http://tm-hakuba.com/
有限会社小松園芸 https://komatsu-engei.com
有限会社信州うえだファーム https://shinshuueda-farm.com
由井拓実（たくみの） https://yui-shizennouen.jp/
輿朋博

滋賀県 たぐち農産株式会社 https://www.taguchinousan.co.jp/
株式会社GRITCH https://www.gritch-co.com/
株式会社アグリケーション https://www.agrication.com/
株式会社イカリファーム https://www.ikarifarm.com/
株式会社きたなかふぁーむ http://kitanakafarm.co.jp/
株式会社まるさん牧場
株式会社横江ファーム
株式会社河西いちご園 http://www.kawanishi-farm.com
株式会社心笙
株式会社鈴木牧場
山本嘉紀（山本農園） https://yamamoto-farm.net/
小澤農園株式会社
石津大輔（針江のんきぃふぁーむ） http://nonkifarm.com
有限会社クサツパイオニアファーム http://www.pioneerf.co.jp
有限会社もりかわ農場 https://www.m-noujou.co.jp/
有限会社るシオールファーム https://luciole-farm.com/
有限会社花匠
有限会社親和
有限会社瀬尾養蜂園
有限会社澤井牧場 https://www.sawai-bokujyo.jp/

京都府 D-matcha株式会社 https://www.dmatcha.jp/.
ロックファーム京都株式会社
宇野恵一
株式会社上杉農園
株式会社中嶋農園 http://nakajima-nougyou.com/
株式会社八百一の郷 https://kyoto-yaoichi.co.jp/
株式会社味歩里
合同会社とみた農園
森田権市（森田農園）
石原麻美子（アイエスボタニカ）
谷村岳志（京都エンジョイファーム） https://marujuji.work/kyoto-enjoyfarm/farm/
福山壽（福山ファーム）
有限会社アグロス胡麻郷
有限会社誠武農園

大阪府 ハートランド株式会社 http://www.kokuyo.co.jp/heartland/
岡田剛成（岡田農園）
垣内義人（垣内農園）
古川ファーム株式会社
古川雅英（古川農園） http://furunou.com
三浦良弘（三浦農園） http://miurafarm.net
浅岡弘二（アーバンファームASAOKA浅岡農 http://www.urbanfarm-asaoka.com
大島哲平（ひらかた独歩ふぁーむ）
中筋秀樹（ナカスジファーム） http://www14.plala.or.jp/nakasuji_farm/guidance.html
東敏宏（みつばち農園）
飯阪和功（ベリープラント喜平）
北野清治（北野農園） http://kitanofarm.com/
有限会社北摂協同農場

兵庫県 エボルオ株式会社 http://www.evoluo.jp
株式会社A&H http://www.aandh.jp
株式会社アグリヘルシーファーム http://agri-hf.jp/
株式会社エイシン
株式会社おおにし農園 http://www.onishi-farm.com
株式会社ダブリブ
株式会社モリタファーマー
株式会社山茂
株式会社森脇農園
株式会社神戸井相田牧場
株式会社池上農場 https://www.awajishima-farm-ikegami.com/
株式会社東馬場農園 http://higashibaba-noen.com/
株式会社博農
関岡謙介（一草）
山崎展弘（山崎農産）
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松井義輝（松井農園）
深山農園株式会社 http://fukayaman.com
足立俊哉
農事組合法人稲畑どろんこ会
美方ファーム株式会社
有限会社みたけの里舎
有限会社口小野農産

奈良県 はとむぎ株式会社 http://www.hatomugi.farm
寺田農園株式会社 https://teradafarm.jp
松村容嘉（アグリまつむら）
上田喜章（UEDAなっぱ工房）
植辻隆寛（植辻農園）
堀園芸株式会社

和歌山県 INPROE JAPAN 株式会社 http://kirakufarms.com/
株式会社Citrus http://citrusarida.jp/
株式会社やま乃農園
株式会社早和果樹園 http://sowakajuen.com
株式会社八旗農園 http://www.hakkifarm.com
山本宗一郎（山本農園）

鳥取県 井田真樹
奥田国雄（奥田園芸）
株式会社アグリファクトリー
株式会社四季鮮ファーム https://skfarm.mystrikingly.com/
株式会社大上農園
合同会社ふれあい
前田修志（前田農園）
村岡武士（村岡農園）
池山晃広（池山牧場）

島根県 JAいずもアグリ開発株式会社
株式会社ギバムたわら
株式会社米らいふ
曽田忠幸（曽田園芸）
農事組合法人あかつきファーム今在家 http://www.akatsuki-farm.jp/
農事組合法人はね営農組合
樋ヶ隆行（小松地農園）
野津一修
有限会社中山農場 http://www.ginzan-tv.ne.jp/~nakayamafarm/
有限会社宝箱
有限会社木次ファーム
由志園アグリファーム株式会社

岡山県 一般財団法人そうじゃ地食べ公社
株式会社加原農園
株式会社福田種鶏場 http://www.fukudabreeders.co.jp/
株式会社髙田農園
観空産業株式会社
合同会社ゆうゆう蓮農園
青空株式会社 http://www.okayama-bluesky.com/
農事組合法人清藤 http://homepage.kiyoto7.com
有限会社吉備高原ファーム
有限会社美作農園 http://mimaen.co.jp/
廣幡泰治（廣幡農園） http://website-sola.com/sanchoku.html

広島県 遠藤章人（満月農園）
株式会社アグリック明豊
株式会社クイーンファーム
株式会社世羅高原農場 http://www.sera.ne.jp
合同会社三良坂フロマージュ http://www.m-fromage.com
須澤勝己（すざわ果樹園） http://www.suzawa-farm.jp
瀬戸内醸造所株式会社 https://setouchijozo.jp
中原伸悟（中原観光農園）
東洋ファーム株式会社 http://farm.toyojihan-g.com/
有限会社ファーム安芸高田
有限会社世羅ゆり園 http://www.serayurien.com

山口県 一般社団法人アグリながと
株式会社あむ瀬
株式会社ベリーろーど http://berryroad.jp
株式会社宮村農園
株式会社神東ファーム https://shinto-farm.com
株式会社徳山ビルサービス
株式会社百姓庵
合同会社てしま農園 https://www.hana-umi-store.com/
合同会社光緑匠
合同会社水谷牧場
大賀健一
長尾誠大（あぐりてらす阿知須）
農事組合法人ファーマー日積
農事組合法人ファームあまだ
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農事組合法人川西
有限会社萩見蘭牧場
有限会社友進
来栖宣政

徳島県 株式会社ニッキーファーム
株式会社徳島有機ファーム http://www.to-farm.com
株式会社徳苗
株式会社南風ベジタブル
三木洋一（御所農園）
旨味家ファーム株式会社 http://umamiya-f.com/
日本農産株式会社
有限会社ミカモフレテック http://m-fletec.co.jp/company/index.html
有限会社住友フーズ
有限会社竹内園芸 http://www.takeuchi-yasainae.com/

香川県 株式会社H.A.S.E.
株式会社いしかわ農園
株式会社さぬきベジファーム http://sanuki-vf.com
株式会社荒川農園
株式会社菜草工房
株式会社尾野農園 http://www.ono-farm.com/
常谷種苗園芸株式会社
日本農産株式会社
農事組合法人SWAN
農事組合法人香花園
有限会社グリーンフィールド
有限会社マルキン
有限会社高島産業
有限会社藤川果樹園 http://www.fujikawa-mikan.com
苺人株式会社 http://ichigonchu.com

愛媛県 株式会社いけちゃん農園
株式会社ゆうぼく http://yuboku.jp
株式会社三代目みかん職人 http://www.ehime-mikan.com
株式会社大三島みんなのワイナリー http://ohmishimawine.com
株式会社百姓百品村 https://www.100pingroup.com
株式会社明果里
田縁藤治（田縁農園）
農事組合法人JRB
木下登善

高知県 一般財団法人本山町農業公社 http://town-motoyama.jp
一般社団法人スタートアグリカルチャーすくも https://startagriculturesukumo.amebaownd.com
株式会社アグリード土佐あき
株式会社下村青果商会
株式会社川添ヤギ牧場
山﨑敦史
酒井寿緒（ラッキー農園） https://www.lucky-noen.com/

福岡県 宇佐川美奈（宇佐川農園） http://usagawafarm.com/
株式会社エフワイアグリ https://fyagri.jp
株式会社グラノフェルム
株式会社ちくしの農園 https://strawberryfields.jp/
株式会社秋香園
江藤健次（eto farm）
佐々木仁
貞光孝宏（貞光園芸）
藤井眞二（藤井グリーンファーム） http://www.fujii-green-farm.com/
徳晃一（エコリトル）
有限会社グリーンハート安田花卉
有限会社総合緑化コガキュー

佐賀県 株式会社アグリ御船
株式会社クラベル・ジャパン https://hiratakaen.clavel-japan.jp/
株式会社岸川ファーム
株式会社上峰大和ファーム
山口真彦（きゅうり屋さん）
筑紫東治（ちくし農園）
田代慎仁（大川三世代） https://www.sansedai.com/

長崎県 オースタイルファーム株式会社 http://www.o-style-f.com
株式会社さとむら牧場 http://satomurafarm.com/
株式会社坂口畜産
株式会社山開産商
株式会社大地のいのち https://daichi-inochi.com
中村一彌（中村種豚場） http://maiton.jp/
田中幸一郎
農業生産法人五島七岳ファーム有限会社 http://www.nanatakefarm.com/
有限会社大西海ファーム https://daisaikai-farm.com/
有限会社島原自然塾
鶴﨑正敏（TurusakiFarm）

熊本県 ウシジマ青果株式会社 http://www.aji-mokkosu.jp



管理地域 経営体名 ホームページURL

伊藤将宏（伊藤農園）
右田桂郷（右田柑橘）
塩谷先（塩谷農園）
株式会社ナチュール http://nature.urdr.weblife.me/index.html
株式会社ナチュラルワークス
株式会社吉次園 http://www.kichijien.jp/
株式会社清和ミネラル会
株式会社藤木牧場
株式会社味咲ファーム
菊川農園株式会社 https://kikukame.com
鍬守芳寿
東聖也（東農園）
南阿蘇オーガニック株式会社 http://www.miryoku-aso.co.jp
福田智興（福田果樹園）
有限会社コウヤマ http://www.imo-ya.com
有限会社菊池ユートピア農場
有限会社熊本有機農産 http://kumamoto-cutyasai.com
有限会社重元園芸 http://shigemoto-engei.co.jp/

大分県 株式会社匠牧場 http://www.takumi-farm.com
株式会社大分和郷
大分佐伯ファーム株式会社
農事組合法人いわど
農事組合法人グリーンアース
農事組合法人中園営農組合
農事組合法人樋桶の郷
有限会社永松牧場

宮崎県 まるかじり株式会社
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GROWTH
株式会社JUICY
株式会社アイ・ビー・ファーム
株式会社くしまアオイファーム https://aoifarm-gr.com/
株式会社ファーム・ユーキ
株式会社みのり
株式会社やすたけ
株式会社鶏王
株式会社古澤畜産
株式会社桜花牧場
株式会社三輪
株式会社山畜
株式会社本坊農園 https://motobo-farm.com/
山岡龍司（山岡畜産）
松本哲也
農事組合法人えしろ
有限会社シードカルチャー https://ayahayakawa.com/
有限会社ジェイエイファームみやざき中央

鹿児島県 オリオ青果株式会社
株式会社にしやま農園
株式会社やまびこの郷
株式会社永吉ファーム
株式会社吉川農園
株式会社宮路ファーム
株式会社農Life https://www.noulife.jp/
光ファーム株式会社
西園賢一郎（にしぞの農園）
大原邦太（アイタルファーム）
農事組合法人エコファーム永池
有限会社マルマサ製茶
有限会社宮路園芸
有限会社福山特殊農産
髙橋進（髙橋農園） http://takahashinouen.net/farm.php

沖縄県 株式会社和伊耕産
宮平勇気（smilefarm）
具志堅興児（具志堅農園） https://gushikenfarm.base.shop/
上原正子（南山ファーム）
菅野里志（ぎのざストロベリーファームズ）
大城安博
大城久
大城勝（大城農園）
大城真由美
大城清広
渡部裕介（野菜村）
農業生産法人株式会社三陽ファーム石垣島
農業生産法人株式会社平良ファーム
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
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農地所有適格法人株式会社ベルファーム
福井慎吾（山パ農園）
有限会社仲里園芸


