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北海道 MickeyDear有限責任事業組合

桂真由美

株式会社輝楽里 http://www.kira-ri.jp/

株式会社ベルヴュ https://www.demontille-hokkaido.com

株式会社市川牧場

ピリカファクトリー株式会社

有限会社藤沢牧場 https://www.evergreen.st/

有限会社ファームトゥモロ

中野ファーム株式会社 https://shop.farmnakano.com/

らくみらんど株式会社

株式会社渡辺ファーム

有限会社別海町酪農研修牧場

稗田徹也（ひえだ牧場）

株式会社Agri Delight https://www.farm-akane.com

株式会社けーあいファーム http://keiai-farm.com

株式会社ゼスト・ファーム

株式会社にきや https://nikiya-farm.co.jp/

浜田敏秀（浜田まるとめ果樹園）

株式会社敷島ファーム http://www.shikishima-farm.jp/

有限会社大塚ファーム

株式会社徳寿ファーム

合同会社竹内農園 http://takenouen.ohitashi.com

青森県 下山一明

株式会社ひかり農園 https://c3store.net/

台丸谷有沙

株式会社百姓堂本舗 http://kimori-cidre.com/

株式会社ホーデック https://www.hordek.com/

岩手県 株式会社紫波フルーツパーク

菊池忠孝（きくち牧場）

竹内英世（竹内園芸）

クレアクロップス株式会社 https://www.creacrops.com/

株式会社アンドファーム

宮城県 株式会社サンエイト

杜のいちご株式会社

秋田県 有限会社正直農園

ファームビルド株式会社 https://peraichi.com/landing_pages/view/farmbuild/

株式会社秋田山一

BUNTETU株式会社 https://www.minato-farm.com/

山形県 株式会社武田園芸

農事組合法人船山ファーム

株式会社デーリィホープ

有限会社ファーム・イン・ビレッジ http://www.moriya-rice.com

株式会社フルーツ果乃蔵

株式会社feふぁーむ

株式会社飯豊ながめやま牧場

泉菜株式会社

株式会社かねやま須藤農園

株式会社和農日向

福島県 有限会社武田ファーム

佐藤敦（おおぞらふぁーむ）

有限会社旬彩ファーム

有限会社花雅 http://www.hana-masa.biz/

株式会社きのこ屋 https://www.nishiaizu-kikurage.com/

坂井康司（坂井農園）

株式会社紅梅夢ファーム

永山盛一郎（モリ盛ファーム）

茨城県 村上典男

株式会社まるやまーむ

有限会社照沼農園

倉持信也（サンサンファーム倉持）

矢澤一郎（矢澤牧場）

株式会社大嶋農場 https://hyakusyoumai.com/

有限会社瑞穂農場 https://www.mizuho-farm.co.jp/

採択農業法人等の名称（都道府県別）
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群馬県 株式会社アグリルーツ https://g-inouenouen.jimdofree.com/

株式会社サイエンズ

株式会社たくみの里 http://takuminosato.jp/

株式会社プレマ http://www.premafoods.com/

農事組合法人にしきの

埼玉県 有限会社フラワ－なりさわ園

株式会社苺の里

株式会社高橋農園

株式会社グリーンファームらぱん http://www.gf-lapin.com

合同会社黒澤農園

野村孝光（野村ファ－ム）

有限会社篠山堂

千葉県 農事組合法人米本

株式会社島田哺育牧場

株式会社ナガサファーム

農事組合法人木戸営農組合

合同会社小池牧場

合同会社サルベージ

株式会社しあわせ牛

椎名伸朗

菅谷衛

合同会社ユニバーサルファーム

有限会社鈴木農園

農事組合法人鹿島 https://marche-kashima-sakura.com/

株式会社シェアガーデン

株式会社ハルディン

株式会社アグリイノベーション

株式会社ナリタヤ農園

遠藤佐和子

東京都 株式会社hash

鈴木錦治（ベルマッシュ）

株式会社あみちゃんファーム https://amino-farm.com/

白石好孝（白石農園）

中里茂

神奈川県 仲野翔（SHO Farm） http://sho-farm.sunnyday.jp/

金子政也（かねこふぁ～む） http://www.kaneko-farm.co.jp

山梨県 株式会社武井プラムファーム

株式会社アグリサイト

アグリビジョン株式会社

株式会社アグリ甲斐 http://aguri-kai.jp/

合資会社グリニッシュ

岐阜県 株式会社フォレストファーム http://forestfarm.jp/

株式会社太洋社

水谷圭吾（水谷トマト農園）

有限会社ひるがのラファノス http://h-raphanus.jp/

丸坂山田農園株式会社

株式会社そらいろ農園

株式会社恵那山ファーム

東俊之（東農園）

静岡県 富丘佐野農園株式会社

株式会社エスファーム

株式会社御前崎フルーツファーム

株式会社トマトップ http://tomatop.net/

水野徹

株式会社WOOD

山本牧場株式会社

株式会社アマテル

愛知県 服部農園有限会社 http://www.hattorinouen.com

有限会社アイナン産業

長田昌利（長田農園） http://tomatodehappy.com/

鈴木一弘

三重県 大田農産株式会社

株式会社シグマサポート http://sigma-support.co.jp/

特定非営利活動法人えん http://www.npoen.com/

有限会社類農園 https://ruinouen.rui.ne.jp/

新潟県 有限会社内山農産 https://www.uchiyama-nosan.com/

佐藤一夫（佐藤酪農）

牧岡謙二（牧岡農場）

株式会社曽我農園 https://sogafarm.jp/

一般社団法人土の香工房 https://tsuchinokakoubou.org
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富山県 アイエッチファーム株式会社 http://ihfarm.jp

石川県 有限会社三共農園 http://www.furulan.com

有限会社安井ファーム http://www.yasuifarm.net

株式会社FUKUDA

株式会社ホリ牧場

農事組合法人スワン

小島哲也（自然栽培の里＠のと　しつはらふぁーむ） https://www.facebook.com/shizensaibainosato

アジア農業株式会社

福井県 ワトム合同会社 http://watom.net

農事組合法人弘法大師ファームみつまた

農事組合法人大川あぐり

長野県 株式会社柳沢農園 https://www.yanagisawafarm.com/

有限会社信州ファーム荻原 http://shinshu-farm.com/

株式会社マーヴェラス

株式会社むぎわらぼうし http://www.mhl.janis.or.jp/~ootu-keg

柴隆之（BONJAJAFARM）

滋賀県 株式会社横江ファーム

株式会社田楽

株式会社びわこだいなか愛菜館 http://www.aisaikan.jp

谷村彰夫（谷村農園）

株式会社松井

株式会社山中農産 https://yamanakanousan.com/

京都府 富永誠（ソルモンド）

株式会社京雫 http://shizuku.wp.xdomain.jp/

松穂好訓（京丹波　松穂農園）

鶴龍郎（GRUE）

ビオ・ラビッツ株式会社 https://tentoumushi-batake.com

大阪府 乾勝秀（乾農園）

上田伸幸（上田ぶどう園）

兵庫県 株式会社但馬中井畜産

株式会社兵庫ネクストファーム https://hyogo-nextfarm.co.jp

岩元清志（たんぽぽファーム）

野口俊（野口ファーム） https://noguchi-farm.com/

藤井大輔（birica） http://www.instagram.com/birica_web/?hl=ja

有限会社グリーンファーム

株式会社J・McCoy http://www.uedanouen.net/

農業生産法人橋本農園株式会社

奥田圭祐（島育ち青果）

株式会社善太

有限会社米口グリーンナーセリー

溝田泰司（MBファーム）

株式会社一葉舎

株式会社K.ファーム http://k-farm.shop/

奈良県 谷健司（谷農園）

西野日出男（西野園芸）

和歌山県 合同会社いろどりふぁーむ https://www.facebook.com/irodori2016/

中早大輔（なかはや果樹園）

橋本進（橋本自然農苑） https://www.hashimoto-farm.net/

株式会社滝本農園

鳥取県 Camelプランテージ合同会社

株式会社まる幸橋本農園

有限会社村岡オーガニック https://muraokaorganic.com/

山下正美

株式会社ファーム山脇 https://www.farm-yamawaki.com/product

福島公明（福島農園）

株式会社ウメカワ

農事組合法人大山カラス天狗

島根県 農事組合法人のきの郷 http://nokinosato.com

株式会社いずもえん

農事組合法人アグリファーム出雲

岡山県 株式会社アグリアート

株式会社作州営農

有限会社グリーンサム

広島県 岡村愛香（愛菜香）

有限会社平田観光農園 http://www.marumero.com

株式会社みずかぜ http://www.tatemichiya.com/

株式会社フルーテクス

三和鉄構建設株式会社 https://www.sanwa-group.info/farm/

農事組合法人世羅大豊農園 https://taiho-farm.com/

株式会社木下ファーム

峰商事合同会社
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山口県 農事組合法人小行司

株式会社福嶋牧場

株式会社内日アグリ

徳島県 株式会社Ath

株式会社情熱カンパニー http://www.jonetsu-company.com/

香川県 竹田信太（大空のうえん） https://oozoranouen.wixsite.com/oozoranouen

髙橋昌也（菜園おおのはら） http://saien-ohnohara.jp/

空浮合同会社 http://sorauki.wixsite.com/site

有限会社アドバンス農産

愛媛県 株式会社みさき果樹園

株式会社森のともだち農園 https://www.moritomo.com/

株式会社MASU田

高知県 西岡秀輝

株式会社MORITA家

小笠原章洋（シーズン）

株式会社Coyaya

白木浩一（白木果樹園） http://www.buntan.com

福岡県 エイチアイ株式会社

権藤正成

社会福祉法人猪位金福祉会

株式会社みずほファーム

馬場真希

清水正博

佐賀県 碑田孝太郎

大場将夫（大場農園） https://peraichi.com/landing_pages/view/obanoen/

農事組合法人江口ファーム

長崎県 株式会社杉田農園

平野幸一

株式会社大地のいのち https://daichi-inochi.com

農業生産法人五島七岳ファーム有限会社 http://www.nanatakefarm.com/

荒木大作

熊本県 橋本寛史（ラディアーク）

中村真一（中村農園）

株式会社農匠なごみ

有限会社上村ファーム

株式会社イチゴラス https://ichigolus.com

株式会社OCEAN

株式会社teamSAKAI

株式会社モエ・アグリファーム https://www.moe-agrifarm.com

株式会社アドバンス

株式会社子出藤農園 http://nedefujifarm.com

株式会社One vegetable https://onevegetable.info

大分県 キュウセツAQUA株式会社

シセイ・アグリ株式会社 http://www.shisei-agri.com

有限会社藍澤農園

有限会社釘宮牧場

有限会社鈴木養鶏場 http://www.suzuki-egg.jp

株式会社碑成園

宮崎県 有限会社アグテック

農家とダイレクト株式会社 http://www.noka-direct.com/

立山健二（立山牧場）

福田誠（福田農園）

株式会社本坊農園 https://motobofarm.com/

有限会社アグリカンパニー

合同会社ゆたか農園 https://www.yutakanouen-magiq.com/

鹿児島県 有限会社マルユ湯通堂青果 http://www.yuthudo.co.jp

農事組合法人どんどんファーム古殿

沖縄県 株式会社美らイチゴ https://www.chura-ichigo.jp/

農業生産法人株式会社サンヒルズ沖縄 http://www.sunsun-mango.com

金城弘雅


