
（別紙） 令和３年度第３回募集採択

管理地域 経営体名 ホームページURL
北海道 おおやファーム株式会社

トカプチ株式会社
株式会社NIKI・Hillsファーム https://nikihills.co.jp
株式会社アグリプロダクト笠井
株式会社さいとうファーム
株式会社ソフィア・ファーム・コミュニティ http://www.sophiafarmjp.com
株式会社ライスター弁華
株式会社岩本牧場
株式会社広振
株式会社高橋Agriculture・Farm
株式会社笹岡牧場
株式会社人情ファーム
株式会社谷口農場 https://taniguchifarm.co.jp/
株式会社百商屋
株式会社風のがっこう
株式会社米澤牧場
菊地雄介（菊地雄介牧場）
桜井博明
三浦賢悟（はるか農園）
川添宏明（北海道川添農園） http://www.kawazoe-farm.com
太陽ふぁーむ有限会社 https://taiyofarm.co.jp/
滝一芳
北海道・藤井ファーム・ラボ株式会社 http://toreta-fujii.com
目黒敏和（目黒牧場）
有限会社エスエルシー
有限会社フジワラ・ファーム
有限会社岩瀬牧場
有限会社秀明ナチュラルファーム北海道 https://www.snfh.online/
有限会社松山農場
有限会社渡辺農場 http://farm-watanabe.net/
有限会社美郷牧場
有限会社冨田ファーム
有限会社別海町酪農研修牧場

青森県 ジョイント・ファーム株式会社 https://www.joint-farm.com/
蝦名正雄
株式会社RED APPLE https://www.hirosaki-redapple.com/
株式会社あいない
株式会社グリーンソウル http://greensoul.co.jp/info/
株式会社パープルウィンドウ http://www.masahiro-ringoen.com/
株式会社山本米菜園
株式会社松山ハーブ農園 http://www.blackgarlic.jp
株式会社森の中の果樹園 http://www.morikaju.jp
杉澤均和
農事組合法人岡山牧場
有限会社みちのく農産 http://michinokunousan.com
有限会社ゆめりんご http://yumeringo.net

岩手県 BEER EXPERIENCE株式会社
クレアクロップス株式会社 https://www.creacrops.com/
株式会社GC
株式会社KOIWA
株式会社アグリードいわて
株式会社イーハトーヴ遠野
株式会社いわて若江農園
株式会社スリーピークス
株式会社リアスターファーム
株式会社重次郎
株式会社西部開発農産 https://www.seibu-kaihatsu.com/
株式会社平賀ファーム
久慈ファーム有限会社 http://www.sasukebuta.co.jp
酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）
藤村真哉 https://morioka-ringo.net/
農事組合法人アグリ平泉 http://agri-hiraizumi.com/
農事組合法人岩手山麓デイリーサポート https://iwate-tmr.jp/
農事組合法人中寺ファーム
有限会社かさい農産
有限会社稲庭ファーム

宮城県 エコファーム蔵王株式会社 http://www.ecofarm-zao.co.jp/
株式会社しまざき牧場
株式会社のびる八丸牧場
株式会社みらいファームやまと
株式会社荒関牧場
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/
農事組合法人六郷南部実践組合
有限会社PFTサービス
有限会社サンフレッシュ松島 https://www.sunfresh-matsushima.jp/
有限会社小山牧場

採択農業法人等の名称（都道府県別）



管理地域 経営体名 ホームページURL
秋田県 株式会社ライブストックさとう

株式会社権右衛門
株式会社四ツ葉ファーム
株式会社重兵衛 https://www.ikeyaku.co.jp/
株式会社相川ファーム http://www.tyuusanchi.com
株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 https://www.akitakomachi.co.jp
継田竜也
佐々木祐逸（佐々木農園）
農事組合法人M.F.C
農事組合法人かみさんない
農事組合法人みずほ https://peraichi.com/landing_pages/view/4nwgv/
農事組合法人一徹農産
農事組合法人平沢ファーム
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
有限会社弥栄

山形県 YAMAGATA DESIGN AGRI株式会社
押野利浩（押野ファーム）
株式会社EDEN
株式会社アンスリーファーム http://anthreefarm.com
株式会社イシドウ http://www.ishidou.jp
株式会社おきたま興農舎 http://www.y-umaiya.com
株式会社おしの農場
株式会社ライズ・イン http://www.ricemeister.com
株式会社稲2015
株式会社山六会
株式会社青柳農園
株式会社飯豊ながめやま牧場
渡辺誠一
農事組合法人ファーム豊里
農事組合法人もとたて夢米倶楽部
農事組合法人りぞねっと https://www.risonet.or.jp
農事組合法人魁
農事組合法人村木沢あじさい営農組合
有限会社アグリメントなか
有限会社安全野菜工場
有限会社田和楽
有限会社東部開発

福島県 アグリあぶくま株式会社
あぐり勝方株式会社
株式会社エガワコントラクター
株式会社くまのもり樂農
株式会社ベルファーム
株式会社希望ファーム
株式会社美農然
株式会社穂之和元気ファーム
株式会社矢祭興産
後藤勇次（ごとうファーム）
坂本勝伸（モスト絆ファーム）
小高ファーム・トム・アグリテック株式会社
小森貞治（小森ぶどう園）
雪割牧場有限会社
大野農園株式会社
忠藤農業株式会社
有限会社でんぱた https://www.denpata.com
有限会社上野牧場

茨城県 やさと菜苑株式会社
株式会社HATAKEカンパニー http://hatake.co.jp/
株式会社IMO
株式会社つくばさわやかファーム http://www.tsukubasawayakafarm.com
株式会社つくば良農
株式会社ふぁーむあかね
株式会社ライス＆グリーン石島
株式会社益子農林
株式会社横浜ファーム下妻農場
株式会社倉持グリーン
株式会社倉本商店
株式会社筑波農場 http://www.odamai.com
原秀吉 http://harahideyoshinouen.com/
石嶋誠太郎（石嶋農園）
倉川勝
大和田一夫（大和田農園）
唐澤秀（鹿嶋パラダイス）
入江豊（入江農事）
爆発農園株式会社
塙真瑞（はなわ農園）
有限会社アグリファクトリー
有限会社ソメノグリーンファーム
有限会社小橋農園

栃木県 フレッシュアグリ那須株式会社
阿部敏也（FARM　ABE）
株式会社育くんファーム https://nekk.co.jp/
株式会社長谷川農場 https://hasegawa-noujou.jp
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佐藤秀樹 https://farm-next.jp/
農事組合法人まがのしま

群馬県 マルクリファーム株式会社 http://www.marukuri.net/
株式会社ベジタプラザ https://www.vegetaplaza.com
株式会社稲姫ファーム https://www.inahime-farm.co.jp
株式会社鴨田園芸 https://www.kamodaengei.co.jp/sp/index.html
久保塚将和
新井守（新井農場）

埼玉県 アルファイノベーション株式会社 http://www.alpha-innovation.co.jp/
イオンアグリ創造株式会社　埼玉久喜農場 http://www.aeon.jp/agricreate/
塩原久充（塩原農園）
株式会社CTIフロンティア http://www.ctie.co.jp/company/group/frontier.html
株式会社OKASHIRA https://noguchi.shisyou.com
株式会社グリーネストファーム
株式会社シェリエ https://www.cherier.co.jp
株式会社つばさグリーンファーム https://www.tsubasa-gf.co.jp/
株式会社ねぎ街
株式会社ファームサイド http://www.farmside.jp
株式会社ヤマザキライス
株式会社国分グリ－ンファーム https://www.kkb-green.com
株式会社山中農産
株式会社志村農園
株式会社大畠種苗
市川和正（市川いちご園） https://www.ichikawa-ichigoen.com/
鶴崎智之（鶴崎農園）
有限会社四季百菜

千葉県 オーチャード・ガーデン株式会社
浦部和宏 http://www.urabe-noen.com
株式会社テンアップファーム
株式会社ベジフルファーム http://www.vegefru-farm.jp/
株式会社須藤牧場
株式会社千葉穀物
株式会社中野ファーム
株式会社田中農園
株式会社留守農場
御子神昭則 https://mikogaminouen.com/
高橋春雄（みつばちファーム）
合同会社惠泉農園
山下大輝（FarmMoWG）
柴田康久（柴田農場）
小川基之（さくらM‘Sファーム）
大ナギ晋一
大昌アグリ株式会社
長生あおば農園株式会社 http://aoba-farm.co.jp
農事組合法人鹿島 https://marche-kashima-sakura.com/
農事組合法人和泉営農組合
飯島毅士（飯島農場）
有限会社たくみの里
有限会社秀じい農場

東京都 USK&Co.合同会社 https://uskcoffee.com
株式会社アグリコネクト https://agriconnect.co.jp
金子晃（三鷹オーガニック農園）
小山清（小山農園） http://koyamafarm.com/
服部みよ子（松村ナーセリー） http://matsumura-nursery.tokyo

神奈川県 合同会社佐野ファーム
秋葉豊（やさいの秋葉）
石井久喜（はなまる農園）
有限会社五領ヶ台ガーデン https://ggpfpot02.com/
有限会社湘南花卉園緑地

山梨県 オーガニックライフ八ヶ岳株式会社
株式会社Maruesu https://o-es.jp
株式会社カンジュクファーム https://www.kanjukufarm.com
株式会社スコップフィールド
株式会社フルーツオーサー https://www.osawanouen.jp
株式会社マルファーム https://marufarm.jp/
株式会社内藤農園 http://www.naitofarm.com
株式会社八ヶ岳フルーツ農園
甲斐ワイナリー株式会社 http://www.kaiwinery.com/
合同会社エバーグリーン北杜 http://www.sakuranbogari.jp
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

岐阜県 グリーン・ルーム株式会社 http://greenroom-plants.co.jp
すみれアグリファーム合同会社
株式会社CAF
株式会社クレスト https://www.crestfarm.co.jp
株式会社そらいろ農園
株式会社ネクストホーム http://www.ohashinouen.com/
株式会社まんま農場 https://manmanj.jp
株式会社岐阜農業センター
株式会社山本養鶏孵化場
株式会社寺田農園 http://www.terada-nouen.co.jp/
株式会社飛騨萩原畜産 https://hidagyu-hagiwarachikusan.com/
株式会社本丸いちご本圃
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株式会社野田開発 http://nodanousan-tomato.jpn.org/
石川右木子（石川農園） http://www.ishikawafarm.com
農事組合法人もだに農園 http://modanifarm.com
農事組合法人桂茶生産組合

静岡県 TEN Green Factory株式会社 http://www.oretachinohatake.com
永田広之（永田農園） https://www.nagatanouen.com/74028/
加藤喜俊（加藤農園）
夏目牧場株式会社
株式会社Veggy
株式会社アースグリーンファーム https://earthgreenfarm.wixsite.com/earthgreenfarm
株式会社グリーン池長
株式会社コンファーム
株式会社じゅんちゃんファーム https://www.junchanfarm.com/
株式会社とやま農園 http://toyamanouen.jp/
株式会社なぐら農園
株式会社モスファームすずなり http://www.oretachinohatake.com
株式会社やさい村
株式会社よしもと
株式会社蔵田茶農園
株式会社多好喜
株式会社富士の国渡邊農園
株式会社鈴生おおいがわ http://www.oretachinohatake.com/
柴田佳寛（柴田牧場）
森木喜代治（森木農園） http://moriki-nouen.com/
杉田素之（杉田製茶）
青木重徳（青木農園） https://www.aoki-farms.com/
袋井高山農園株式会社
大石哲由（大石農園）
朝霧メイプルファーム有限会社
有限会社三ケ日グリーンファーム https://www.maruma-mikkabi.com
有限会社人と農・自然をつなぐ会
有限会社村井牧場
有限会社中嶋畜産

愛知県 うららかふぁーむ株式会社 https://uraraka-farm.amebaownd.com/
サグワットファーマーズ株式会社 https://sugwat.co.jp/
株式会社オペレーター加藤
株式会社ジャパンフードファクトリー http://japan-ff.com/
株式会社マーコ http://mak-asf.com/
株式会社ゆたかわ https://www.yutakawa.com/
株式会社丸フジファーム
株式会社星川畜産
株式会社前紋
株式会社知多アグリ https://chita-agri.com/
株式会社中甲 http://www.nakakou.co.jp
山中光弘（山中トラクター）
山田裕也（山田園芸）
農事組合法人逢妻
農事組合法人町内会
有限会社オインク http://www.oink.ne.jp/

三重県 SUZUKA FARM株式会社
株式会社エーワイファーム
株式会社ガーキンファーム町屋
株式会社ポモナファーム http://pomonafarm.jp
株式会社まつうら農彩
株式会社黒毛和牛の岡田 http://www.mikumano-beef.com
株式会社浅井農園 http://asainursery.com
生川文和（生川農園）
冨田高平（TomiBerryいちご農園） https://tomiberry.com
有限会社クボタピッグファーム http://kubotapigfarm.com/
有限会社ヤマキ高橋製茶園

新潟県 エンカレッジファーミング株式会社 https://encouragefarming.jp/
ひらくの里ファーム株式会社 https://www.hirakunosatofarm.com/
株式会社アグリヘリテージ
株式会社こまがた農園 https://www.komagatanouen.jp/
株式会社ビリーヴ農場 https://shop.believe-farm.jp
株式会社ファームくじらなみ http://www.farm-kujiranami.com
株式会社果香詩
株式会社鬼や福ふく http://www.oniyafukufuku.com/
株式会社山村農園
株式会社百笑縁ファーム
株式会社米ファーム斐太 https://mfhida.sakura.ne.jp/
株式会社満作 https://mansaku-ink.com
農事組合法人8番農場
農事組合法人グリーン・プラスいしばし https://www.gp-ishibashi.jp
農事組合法人ふる里妙高
農事組合法人荒巻フライトグリーン21
農事組合法人濁川生産組合
有限会社アグリ黒川
有限会社えちご三四郎 http://www.nouka346.com/
有限会社ファームみなみの郷 https://farm-ms.com
有限会社ホープイン中沢 http://www.umaikome.co.jp
有限会社ワイエスアグリプラント http://sola-terra.jp/
有限会社細矢農園 http://www.hosoyanouen.jp/
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有限会社大黒屋商店 http://www.kome10.com/
有限会社農園ビギン http://nouenbigin.jp
有限会社米工房いわむろ
有限会社鈴木農園

富山県 株式会社Staygoldてらだファーム http://terada-farm.com/
株式会社マッキーファーム
株式会社森川牧場
株式会社清都
樽蔵産業株式会社 https://www.taruzo.jp
農事組合法人あさひ
農事組合法人ファーム八乙女 http://www.farm-yaotome.com
農事組合法人源 https://www.nou-minamoto.com/
農事組合法人東和
有限会社グリーンファーム荒木
旅川農産有限会社

石川県 高利充（NOTO高農園）
農事組合法人一木
農事組合法人北辰農産 https://inahosha.com/
北能産業株式会社
明星孝昭（あんがとう農園） https://angatounouen.com/
有限会社あさひ
有限会社すえひろ http://suzu-suehiro.com/index.html
有限会社ばんば https://vanva.co.jp
有限会社吉田農産 http://yoshita-nousan.co.jp

福井県 株式会社アジチファーム https://ajichi.jp/
株式会社ゆいファーム http://www.yuifarm.com/
株式会社松浦ファーム
株式会社西農園
株式会社堀内農産
合同会社結舎
合同会社太兵衛
三つ星株式会社
有限会社アグリ・エス・ケー
有限会社白山やまぶどう農園

長野県 ピアブランカ株式会社 http://pierblanca.com/
株式会社Su-eat
株式会社かまくらや http://www.kamakuraya-soba.com/
株式会社たかやまワイン農園
株式会社ハイハーバー
株式会社マッシュアンドフルーツ
株式会社高山 http://www.kk-takayama.co.jp
株式会社小池えのき https://www.koikeenoki.com/
株式会社信州明楽ファーム
株式会社渡辺農産
株式会社乳川の里 http://chigawanosato.com
株式会社平山ファーム http://www.hirayama-farm.jp/company.html
熊谷篤（梅花園）
坂巻秀高（さかまき農園）
笹平達也（笹屋農園）
信州まし野ワイン株式会社 http://www.mashinowine.com
滝沢篤史（やよい農園） https://yayoinouen.jimdofree.com
土屋畜産株式会社
農事組合法人もんじゅ山
有限会社トップリバー https://www.topriver.jp/index.html
有限会社ミッツ http://www.mitz-smile.co.jp
有限会社小田切牧場
齋藤暢一（麓farm）

滋賀県 グリーンエコスター株式会社 http://green-ecostar.co.jp
たぐち農産株式会社 https://www.taguchinousan.co.jp/
株式会社アグリケーション https://www.agrication.com/
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 https://omi-kamei.jp/
株式会社多賀農産
株式会社澤農園
小澤農園株式会社
西出登志和
農事組合法人上砥山営農組合
毛利有宏（はれやかふぁーむ） http://www.umaretateyasai.com/
有限会社岩佐ファーム

京都府 D-matcha株式会社 https://www.dmatcha.jp/.
ビオ・ラビッツ株式会社 https://tentoumushi-batake.com
株式会社ヤマモト https://yamamoto-corp.jp/
株式会社京都知七 http://www.kyoto-tomohichi.jp/
株式会社中嶋農園 http://nakajima-nougyou.com/
合同会社とみた農園
上嶋伯協（上嶋爽禄園） http://www.uejima-sourokuen.jp/
森畜産株式会社
石﨑信也（しんやさい京都） https://www.shinyasai.kyoto/
有限会社るり渓やぎ農園 https://www.ruri-yagi.com

大阪府 株式会社アローズファーム
株式会社きしかん http://www.kishiwada-f.jp
松本利夫（松本農園）



管理地域 経営体名 ホームページURL
浅岡弘二（アーバンファームASAOKA浅岡農場） http://www.urbanfarm-asaoka.com
大阪堺植物工場株式会社 http:/www.fudai-marche.com
北野清治（北野農園） http://kitanofarm.com/

兵庫県 奥田圭祐（島育ち青果）
株式会社ヤマウチ
株式会社阿古谷つなぐファーム
株式会社神共
株式会社前川青果 https://maegawaseika.com
株式会社前川農場 https://www.maekawa-farm.com/
株式会社緑の風農場 https://www.facebook.com/greenwindfarm
桐原将輝（KR.）
勢戸章示（勢戸牧場）
淡路島オリーヴグローワーズ株式会社 http://awajishima-olive-growers.com/
特定非営利活動法人アゲイン http://www.again-kobe.com

奈良県 株式会社NELF https://umai.mystrikingly.com/
株式会社鴨重フーズ
株式会社上田育苗
株式会社田中農園 https://www.narafarm-tanaka.com
株式会社堀内果実園 https://horiuchi-fruit.jp
合同会社旭 https://asahillc2018.wixsite.com/website
森本裕樹（森本農園）
塚原康裕（塚原農園）
有限会社月ヶ瀬みのり園

和歌山県 株式会社ゆずる農園
株式会社観光農園ひだか https://hidaka.tv
株式会社美浜オーキッド https://mihama-orchids.com/
橋本進（橋本自然農苑） http://hashimoto-farm.net
有限会社柑香園 https://www.kannonyama.com/

鳥取県 株式会社エイチアグリ
株式会社みんなの牧場 http://minna-farm.com
株式会社諸遊農場
岸本泰明（岸本農園）
荒金浩幸(荒金農園）
村上功喜（苺工房ファームむらかみ） http://hp1.tcbnet.ne.jp/~f-mura01/
藤川優一（藤川農園）
農事組合法人八頭船岡農場
平田豊（平田農園）

島根県 伊藤康浩（いとう農園）
特定非営利活動法人障がい者就労支援ネットワークつわぶき http://izumo-tsuwabuki.net/
農事組合法人みんわ営農組合 https://minwa.jp/
農事組合法人角井営農組合
豊田証治（豊田ぶどう園）
有限会社三和農産 http://www.sanwa-nousan.com
有限会社大場ぶどうファーム

岡山県 株式会社HAPPYFARMplusＲ https://happyfarm.co.jp/
入澤信仁（入澤牧場）
有限会社まほら
有限会社美作農園 http://mimaen.co.jp/

広島県 岡村愛香（愛菜香）
株式会社NKコーポレーション
株式会社ねぎらいふぁーむ http://negirai-farm.co.jp
株式会社ライスファーム藤原
株式会社栄ファーム https://www.wasamai.jp
若井克司（若井農園）
農事組合法人よしやま http://www.houjin-yoshiyama.com/index.html
農事組合法人萩原ハイランドファーム
福元紀生（ふくふく牧場）
有限会社黒瀬農園

山口県 安永敏雄（アグリハウス安永）
株式会社イチゴ屋けんちゃん http://www.ichigoyakenchan.com/
合同会社source
西正倫（西農園）
中山ファーム株式会社
農事組合法人あいさいの里
農事組合法人ファームつるの里 https://www.tsurunosato.or.jp/
萩アグリ株式会社

徳島県 安藝美樹夫（安芸種苗資材）
株式会社吉岡ファーム
株式会社徳島サリナス
平瀬功一（平瀬農園）
有限会社樫山農園 http://kashiyama-farms.com/
有限会社原牧場
有限会社若葉農園 http://www.wakaba.jpn.com

香川県 株式会社サンベジフィールド
株式会社土緑家
吉村一成（よしむら農園） http://www.yoshimuranouen.com
空浮合同会社 http://sorauki.wixsite.com/site
植松寬貴（植松農園）
長谷川義仁
有限会社木下農園 http://www.kinoshitafarm.co.jp/
齋藤友宏

愛媛県 ベルグアース株式会社 http://www.bergearth.co.jp/
井上金蔵



管理地域 経営体名 ホームページURL
越智貴則（鍋屋ファーム） http://nabeya-farm.jp
株式会社Pi-Nokyoたいき
株式会社あかまつ農園
株式会社小林果園
株式会社百姓百品村 https://www.100pingroup.com
黒田みかん農園株式会社
赤松克嘉
農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジガーデン http://www.orange-garden-inc.jp/
有限会社小野田牧場

高知県 株式会社ヤマニファーム
株式会社ゆうきのもり
株式会社輝農園
株式会社有澤・大成アグリアークス
合同会社公文
助村恒洋
小林茂
信清光宏（のぶきよ農園）

福岡県 オーガニックパパ株式会社
花田健（チヤコ農園）
株式会社you farm
株式会社やまと農業
株式会社鳥越ネットワーク http://www.torigoe-network.com/
株式会社伝農舎
九州ベジタブルサプライ株式会社
江上岩根
社会福祉法人猪位金福祉会 http://dankenooka.net/
松尾太一（松の実ファーム）
中村充宏
田中 義一
田中和久
楢﨑光輝
平戸秀昌
野田貞治

佐賀県 株式会社SORA https://soranokai.club
株式会社サガンベジ http://www.saganvege.com
株式会社バイオテック富士
株式会社江口農園
吉牟田太（吉牟田園芸）
宮原龍磨（ミヤハラ農園） https://miyaharafarm.shop/
大場将夫（大場農園） https://peraichi.com/landing_pages/view/obanoen/
有限会社定松ファーム https://www.sadamatsufarm.jp

長崎県 井上清秋
株式会社雲仙きのこ本舗 http://www.unzenkinoko.co.jp
宮下清次郎 https://www.miyashitanouen.com/
平野昭太
有限会社田中農園 http://www.tanakanouen.co.jp

熊本県 NASU　farmer株式会社
キングラン南国農園熊本株式会社
ネットワーク大津株式会社 https://network-ozu.com
一般社団法人阿蘇オーガニック協会
株式会社かめやま
株式会社きくようアグリ
株式会社たかき
株式会社恒松酒造本店
株式会社緒方エッグファーム http://www.ogataegg.jp/
株式会社瀧内ファーム
株式会社天草よかもん
株式会社蜂の郷にしおか http://www.nishioka-hachimitsu.com/
株式会社有機農場
宮本一雄（宮本園芸）
橋口まごころファーム株式会社
郷良経（郷畜産）
古田圭輔
中村和章（なかむら牧場） https://nakamura-bokujyo.com
農事組合法人熊本すぎかみ農場
有限会社ワールドファーム http://www.world-farm.co.jp
有限会社肥後あゆみの会 http://higoayuminokai.co.jp/
有限会社優峰園フルーツランド

大分県 ウーマンメイク株式会社
シセイ・アグリ株式会社 http://www.shisei-agri.com
株式会社アグリーフル
株式会社カラフル
株式会社松原ファーム
株式会社西日本農業社 https://nnns.jp
株式会社豊後大野クラスター
株式会社矢野農園 https://www.yanofarm.com
後藤崇
工藤貴幸
合同会社やいの夢 https://chiyomi.farm/
大塚きくらげ株式会社
大分ほっぺリーフ株式会社 http://www.hoppeleaf.co.jp
内藤陽介（内藤農園）
有限会社ベストクロップ http://www.bestcrop.co.jp



管理地域 経営体名 ホームページURL
宮崎県 外山雅史（たまの農園） https://www.toyama-nouen.com/company

株式会社ENOGIN
株式会社JUICY
株式会社SunSunファーム
株式会社ネイバーフッド
株式会社岩下農園
株式会社日本のひなた第1号  https://hinata-no1.co.jp/
川越達也
田上友喜
畑中大吾（畑中農園）
有限会社ビッグファーム
有限会社新福青果 https://www.shinpukuseika.co.jp/

鹿児島県 一般財団法人肝付町農業振興センター http://k-apc.or.jp
加藤秀文
株式会社K.C.B.S.
株式会社maruwaka farm
株式会社さかうえ http://www.sakaue-farm.co.jp/
株式会社ソレイユスマイル http://soleilsmile.com/
株式会社ダイアファーム
株式会社薩摩富士
株式会社森ファーム
株式会社誠晃 https://www.seikou.com/
株式会社片平観光農園
兄弟社折尾園株式会社
打越雅俊
有限会社ファームランド豊 http://farm-yutaka.jp/
有限会社鎌田養豚
有限会社松山産業 https://ochanomatsuyama.com
有限会社大崎農園 https://osakifarm.com
有限会社澁谷商事

沖縄県 株式会社ファームミヤギ
株式会社山田農園 http://www.yamaen.co.jp/
金城義幸（グリーンパワーシックス）
合同会社宮平農園
山城聡信
新屋嵩洋（新屋養鶏場）
森上聡
神里賢（神里農園）
赤嶺喜之秀（赤嶺畜産）
赤嶺道彦（畑道）
農業生産法人株式会社ふじ丸農園
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
比嘉竜二（GREEN FARM HIGA）
林真弘（ぴりなファーム） https://pilinafarm.jp/


