
（別紙） 令和4年度第1回募集採択

管理地域 経営体名

北海道 Ambitious Farm株式会社

テンアール株式会社

株式会社FReeee

株式会社あぐり

株式会社うし吉

株式会社グラフィックファーム

株式会社グリーンヴァレー

株式会社けーあいファーム

株式会社中村牧場

株式会社農業芸術

菊地雄介（菊地雄介牧場）

合同会社タカシナ観光果樹園

札幌チーズ株式会社

農事組合法人勝山グリーンファーム

農事組合法人柏台生産組合

有限会社NKファーム

有限会社高田農園

有限会社秀明ナチュラルファーム北海道

有限会社村澤農園

有限会社萩原農場

澤田隆之（おがーる澤田農園）

青森県 株式会社あいない

株式会社小栗山農園

工藤勉

農事組合法人岡山牧場

岩手県 久慈ファーム有限会社

酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）

有限会社かさい農産

有限会社稲庭ファーム

宮城県 みどりあーと山崎株式会社

株式会社パスカファーム立沼

株式会社パスファーム

株式会社宮城フラワーパートナーズ

株式会社櫻井農場

農事組合法人ときなみファーム

秋田県 株式会社　アグリほんだ

株式会社松本カーコーポレーション

石垣農園株式会社

農事組合法人みずほ

山形県 ねぎびとカンパニー株式会社

株式会社HIGUMAファーム

株式会社アップルサポート

株式会社エヌシップ

株式会社フルーツ果乃蔵

株式会社山形ピッグファーム

株式会社松栗

株式会社髙橋ファーム

合同会社さがえグリーンパーク

佐藤吉法

成澤養豚株式会社

西塚洋平（ひつじや）

農事組合法人Ｎ2フィールド

農事組合法人アグリ南西部

採択農業法人等の名称（都道府県別）



管理地域 経営体名

農事組合法人西里ファーム

有限会社オーチャードタケダ

福島県 株式会社Sunshine

株式会社ニヘイ

株式会社阿部農縁

株式会社希望ファーム

株式会社大成農業サービス

株式会社土っ子田島farm

三浦由弘（三浦農園）

大野農園株式会社

渡辺隆嗣

有限会社フクシマ興産

有限会社フラワーランド

有限会社旬彩ファーム

柚原友加津（柚原ファーム）

茨城県 ライジングファーム株式会社

株式会社HATAKEカンパニー

株式会社ヴァレンチア

株式会社おひさま

株式会社照沼

株式会社内田農園

山崎延雄

酒井寛幸（サカイファーム）

大和田一夫（大和田農園）

農事組合法人七会きのこ生産組合

有限会社くらぶコア

有限会社スズキファーム

栃木県 フレッシュアグリ那須株式会社

阿部敏也（FARM　ABE）

株式会社カクタ花農場

株式会社ひじや農園

株式会社ベリーズバトン

株式会社育くんファーム

株式会社新山

株式会社鶴田ファーミング

戸松正行（帰農志塾）

篠崎孝一

群馬県 株式会社アグリルーツ

株式会社町田野菜園

栗原治幸

合同会社野菜屋総合サービス

赤城畜産有限会社

農事組合法人ニキフルール

有限会社あいのうカンパニー

有限会社上野養豚

有限会社多賀谷総業

埼玉県 JAPAN AGRI DESIGN株式会社

アルファイノベーション株式会社

イオンアグリ創造株式会社（松伏農場）

株式会社CTIフロンティア

株式会社なが街道

株式会社ぼくらの農園

株式会社国分グリ－ンファーム

株式会社誠農社

株式会社中原工業

株式会社和銅農園

金井修己（金井農園）

金子直哉（708PLANTS）



管理地域 経営体名

深田圭一

千葉県 遠藤佐和子

株式会社ＫＯＵＭＡＦＡＲＭ

株式会社アグリシアJAPAN

株式会社さいとう農園

株式会社ファームＭ’ｚ

株式会社耕す

株式会社石橋農園

株式会社中央牧草センター

株式会社柏染谷農場

株式会社理想郷

三須武（三須トマト農園）

杉本弘道（佐原べリーファーム）

有限会社三自楽農園

有限会社平山農園

東京都 竹村庄平（Bamboo Village Farm）

神奈川県 細野悟（細野農園）

有限会社五領ヶ台ガーデン

有限会社鈴保養鶏園

瀨下亮（Tien）

山梨県 株式会社Maruesu

株式会社山口牧場

古屋健二（古屋サトル農園）

有限会社マルサフルーツ古屋農園

岐阜県 OVファーム株式会社

株式会社Bブリッジ

株式会社ありがとうファーム

合資会社源丸屋ファーム

農事組合法人アグリマックス・ワールド

有限会社春日養蜂場

静岡県 株式会社Shida Vege

株式会社Veggy

株式会社とぴあふぁー夢

株式会社ホソヤ

株式会社メークリヒカイト

株式会社モスファームすずなり

株式会社大濱屋

株式会社鈴生

後藤智一（後藤農園）

山﨑仁也

秋本太一（○太いちご園）

有限会社ハニーポニック

鈴木重彦（しげちゃん農園）

嶌明憲

髙橋史和



管理地域 経営体名

愛知県 株式会社アイケーファーム

株式会社さんくすふぁーむARAKAWA

株式会社ゆたかわ

株式会社月食鶏

株式会社田島蓮園

糠谷綱希（ぬかや農園）

浅田正文（あさだフルーツガーデン）

都築定秋

白井力（白井菜園）

飯田実（飯田農園）

平松諭

有限会社あぐりサービス

有限会社こだわり農場鈴木

有限会社花井養鶏場

三重県 ハッピー農園株式会社

株式会社INS

株式会社アクア

株式会社あぐりん伊勢

株式会社シグマサポート

株式会社古御門ライス

株式会社今安Ｒ．Ｃ

中部アグリ株式会社

農事組合法人ひじきファーム

有限会社類農園

新潟県 わたしのやさい畑株式会社

株式会社フィールドボックス

株式会社桔梗屋

株式会社曽我農園

高橋和樹（苺の花ことば）

農事組合法人おかざわ

農事組合法人第四生産組合

有限会社グリーンサービス中条

富山県 株式会社JAアグリサポート高岡

株式会社アグリたきもと

有限会社季実どり

石川県 株式会社アグリ・トラスト

株式会社あぐり一石

株式会社セイアグリーシステム

株式会社ホリ牧場

株式会社耕輝

株式会社能登牧場

合同会社山立会

農事組合法人はんにゃの

農事組合法人増穂ファーム

有限会社グリーン・ハート

有限会社河内農村振興公社

有限会社三共農園

福井県 株式会社みやざき農園

株式会社レイトベースフクイ

株式会社上嶋ファームＺＥＮ

合同会社八ツ口営農

三つ星株式会社

農事組合法人NTファーム

有限会社福井ヘリ＆アグリサービス



管理地域 経営体名

長野県 ブロードファーム株式会社

一般社団法人信州福祉ファーム

株式会社ヴァンベール平出

株式会社きよみず農園

株式会社キリノカ

株式会社クリーン・ア・グリーン

株式会社フロムシード

株式会社マーヴェラス

株式会社佐藤工務店

株式会社野の香

茅野純和

合同会社のの．

合同会社ぷてぃ・べるじぇ

柴隆之（BONJAJAFARM）

信濃オーガニック株式会社

滋賀県 きたがわ農園株式会社

びわこオーガニックファーム株式会社

株式会社イカリファーム

株式会社レイクスファーム

清水知良（清水牧場）

農事組合法人アグリファーム国友

有限会社古株牧場

有限会社瀬尾養蜂園

京都府 Red Rice自然農園株式会社

株式会社ヴィレッジトラストつくだ農園

株式会社ててかむ

黒川恒和（黒川花卉園芸）

細江聡（わっぱ堂）

植田修（和茶園）

大阪府 丸山友規（ベジタブルファームマルヤマ）

古川雅英（古川農園）

松岡孝明（松岡農園）

植田歩（べじたぶるぱーく）

兵庫県 一飯一善

株式会社AGRI　STREET

株式会社いなみ野いちご畑

株式会社共生舎

株式会社神共

株式会社赤井農産

株式会社湯村温泉愛宕山観光

株式会社日本グロワーズ

山陽Amnak株式会社

増田晃（増田牧場）

農事組合法人あびき

奈良県 株式会社パンドラファームグループ

和歌山県 マルガキファーム株式会社

株式会社たがみ

元ちゃんファーム

鳥取県 株式会社ハニーミントファーム

株式会社柳谷ファーム

村岡武士（村岡農園）

池口正志（池口農園）

藤川優一（藤川農園）

有限会社グリーンサービス

有限会社ワールドファーム



管理地域 経営体名

島根県 柿壺株式会社
株式会社ＧＰＡ
株式会社LOCAL RICH 3in
株式会社出雲生姜屋
農事組合法人あかつきファーム今在家

岡山県 株式会社LOOP FARM
株式会社te to te farm
株式会社岡山フルーツ農園
有限会社希望園

広島県 アグリミライ株式会社
株式会社TANABEFARM
株式会社グリーンカウベル
株式会社スマイルアグリ
株式会社ねぎらいふぁーむ
株式会社プローバベジモ
株式会社やまのまんなかだ
枝川隆

山口県 阿東セントラルファーム株式会社
株式会社イチゴ屋けんちゃん
株式会社光農会
株式会社高村農園
農事組合法人YONESATA
農事組合法人日の出

徳島県 稲井恵次郎（花井農場）
株式会社ニッキーファーム
株式会社黄金の村
株式会社富田畜産
合同会社丸木屋農園
佐野健志
農事組合法人ひらおか
有限会社柴生農園
有限会社若葉農園

香川県 株式会社H.A.S.E.
株式会社荒川農園
株式会社尾野農園
山下誠（山下農園）
常谷種苗園芸株式会社
有限会社アドバンス農産
有限会社グリーンフィールド
有限会社香川農園
有限会社藤川果樹園

愛媛県 株式会社Pi-Nokyoたいき
株式会社ローカルスタンダード
豊田聡一（礼栄総業）
有限会社i-rose

高知県 トマトハウスナカムラ
株式会社MORITA家
株式会社はるひ畑
株式会社ゆうきのもり
株式会社山三
岩上　隼人
公益財団法人いの町農業公社
仙頭正徳
藤田農園
農事組合法人入田村



管理地域 経営体名

福岡県 KKファーム株式会社
アグリ・クリエイティブ・シード株式会社
オーガニックパパ株式会社
安武尚（安武みかん園）
株式会社TANNAL
株式会社うるう農園
株式会社丸筑農園
株式会社松の実ファーム
興膳賢人（興膳農園）
轟樹
中元寺みらい農業株式会社
仲大介
農事組合法人光
梅田康彦（First Company ウメダ花園）
堀剛

佐賀県 株式会社KARATSU TACHIBANA
宮原龍磨（ミヤハラ農園）
佐藤農場株式会社
増永農園

長崎県 オースタイルファーム株式会社
株式会社JAPAN長崎ファーム
株式会社Wishing
株式会社エコグリーンヒガシ
株式会社ぎっどろファーム
原田　大和
広瀬博一
有限会社大西海ファーム

熊本県 河田果実株式会社
株式会社hiroファーム
株式会社トマトドリームカンパニー
株式会社みっちゃん工房
株式会社モエ・アグリファーム
株式会社果実堂
株式会社駒城
株式会社味咲ファーム
森田俊幸（森田農園）
中田晴一郎
有限会社オオツボ
林田徳久（林田農園）
髙木努（髙木農園）

大分県 株式会社BUZZ
株式会社ohana本舗
株式会社アグリーフル
上原農園株式会社
農事組合法人グリーン法人中野
有限会社アイ・アイ・ディ
有限会社荻町高原綜合農場

宮崎県 株式会社JUICY
株式会社SunSunファーム
株式会社アグリフロンティア福田
株式会社かぐらの里
株式会社さとう農園
株式会社ユジファーム
株式会社一蔵
株式会社古澤畜産
株式会社坂元農場
日髙健太
北野将秀（オーガニックファーム綾）
有限会社エムケイ商事
有限会社ファーマー宮崎
有限会社花のモチハラ
有限会社豊緑園
里村健吾



管理地域 経営体名

鹿児島県 株式会社　Calfields
株式会社さかうえ
株式会社吉川農産
株式会社指宿やさいの王国
株式会社上鶴畜産
株式会社道上産業
鹿児島堀口製茶有限会社
鐘撞正和
田中文明
南州エコプロジェクト株式会社
農事組合法人協働ゆうすい
有限会社マルユ湯通堂青果

沖縄県 窪倉拓人（窪拓農園）
小橋川弘成（小橋川ファーム沖縄）
森上聡
仙洞田　敦（Marusen. Okinawa）
大嵩健一郎（喜名農園）
農業生産法人株式会社マルシェ沖縄
農業生産法人有限会社ひめゆり農園
農地所有適格法人株式会社ベルファーム


