
（別紙） 令和4年度第2回募集採択

管理地域 経営体名

北海道 株式会社FReeee

株式会社けーあいファーム

札幌チーズ株式会社

ベジタブルワークス株式会社

旭川あらかわ牧場合同会社

株式会社Farming and Company

株式会社Ｇシード

株式会社アグリプロダクト笠井

株式会社サンエイ牧場

株式会社しまねずみファーム

株式会社マルシメおぬき

株式会社ローソンファーム北海道岩内

株式会社輝楽里

株式会社後藤牧場

株式会社広振

株式会社高橋Agriculture・Farm

株式会社十勝六花フィールド

株式会社小清水農業振興公社

株式会社小竹ファーム

株式会社菅原牧場

株式会社谷口農場

岸田農園株式会社

岩倉啓一（岩倉農園）

佐藤勝則

小林卓也（はるきちオーガニックファーム）

上田卓司

前田農産食品株式会社

草森俊一

村田典彦

中野ファーム株式会社

中澤和晴（四代目中澤農園）

苫東ファーム株式会社

農事組合法人ユキノー

有限会社エスエルシー

有限会社おんねファーム

有限会社パインランドデーリィ

有限会社羽田野第二牧場

有限会社岩瀬牧場

有限会社金川牧場

有限会社笹川大晃牧場

有限会社山谷グリーンファーム

有限会社篠津農場

有限会社助安農場

有限会社別海町酪農研修牧場

青森県 株式会社NGF

株式会社キャトルシップ

株式会社ホーデック

株式会社山本米菜園

鎌田宗稔（鎌田林檎園）

五十嵐泰士

合同会社ナリミツ農園

漆畑ファーム株式会社

十和田アグリ株式会社

採択農業法人等の名称（都道府県別）



管理地域 経営体名

大野哲郎（大野りんご園）

鶴ケ崎農産株式会社

農事組合法人舮作興農組合

豊川真寿（とよかわ農園）

有限会社エムケイヴィンヤード

有限会社みちのく農産

有限会社瑞宝

留目秀樹（留長果樹園）

岩手県 酒勾徹（自然農園ウレシパモシリ）

有限会社稲庭ファーム

BEER EXPERIENCE株式会社

やまに農産株式会社

柿木敏由貴（柿木畜産）

株式会社　耕野

株式会社T＆Gバイオナーサリー

株式会社サラダファーム

株式会社モリファーム

株式会社菅野農園

株式会社西部開発農産

江刺スターファーム株式会社

合同会社みのり風土

合同会社安比グリーンファーム遠藤

農事組合法人あぐりファームふじね

農事組合法人となん

農事組合法人金田一営農組合

農事組合法人姉体南ファーム

有限会社アグリファイン

有限会社下館農産

有限会社小西農場

宮城県 NGA株式会社

リッチフィールド栗原株式会社

株式会社MAM

株式会社高橋農産

株式会社高信

株式会社蔵王あぐり

株式会社未来彩園

農事組合法人奥松島グリーンファーム

農事組合法人玉浦中部ファーム

有限会社コピア

有限会社伊豆沼農産

有限会社氏家農場

有限会社大郷グリーンファーマーズ

秋田県 株式会社ファーム・ぬまた

株式会社ほっと奈曽

株式会社園部長左衛門

株式会社細谷農PROJECT

株式会社福司農地管理事務所

東北バルブ株式会社

農事組合法人なかむら

農事組合法人山館ファーム

農事組合法人里見

山形県 株式会社クダモノラクエン

株式会社クドウ農園

株式会社グレープリパブリック

株式会社まきの農園

株式会社佐藤ファーム

株式会社成花ファーム

株式会社只平



管理地域 経営体名

株式会社米るど庄内

株式会社鈴木農園

合同会社紺野農園

農事組合法人NEXT4

農事組合法人アグリサービスこぐわ

農事組合法人きがわ

有限会社水上畜産

福島県 株式会社大成農業サービス

大野農園株式会社

有限会社旬彩ファーム

アグリサービス荒海株式会社

プランテーション小高合同会社

会津農匠株式会社

株式会社ベレッシュ

株式会社源

株式会社新国農園

佐藤洋一（吉井田農産）

農事組合法人いわき菌床椎茸組合

武藤寿朗（あかべこＦａｍｓ）

有限会社みづほ郡山ライスセンター

有限会社伊南の郷

有限会社会津みずほ農場

茨城県 株式会社HATAKEカンパニー

有限会社ワールドファーム

グリーンフィールドファーム株式会社

粟野寿広（粟野果樹園）

株式会社agri new winds

株式会社truegreen

株式会社アムズファーム

株式会社つくば良農

株式会社ドロップ

株式会社ファーム赤土

株式会社ふしちゃん

株式会社ベストファーム

株式会社ベストフーズ

株式会社益子農林

株式会社山西牧場

株式会社大嶋農場

株式会社筑波農場

初見欣信（初見園芸）

菅谷龍雄（菅谷れんこん農園）

中山祐美加

張替英樹

特定非営利活動法人つくばアグリチャレンジ

爆発農園株式会社

有限会社中村養鶏場

株式会社根っこファーム

栃木県 フレッシュアグリ那須株式会社

株式会社鶴田ファーミング

BerryGoodfarm株式会社

阿部敏也（FARM ABE）

株式会社58ロハスファーム

株式会社すずき農園

株式会社ハート＆ベリー

株式会社ゆずりは

株式会社加藤農園

株式会社長谷川農場

株式会社百穀



管理地域 経営体名

合同会社日の出農産

農事組合法人西宿営農組合

有限会社アグリしおや

有限会社ハーレイ牧場

數度祐介

群馬県 株式会社アグリルーツ

株式会社TGF

株式会社エバーグリーン富士見

株式会社鴨田園芸

株式会社新里中央畜産

合同会社菜の花プロジェクトin甘楽

山口忠幸（山口農場）

十文字ヴィレッジ株式会社

農事組合法人キムラ農園

農事組合法人梨人

有限会社フォレスト＆ウォーター

有限会社高崎クエイル

神宮ファーム

埼玉県 JAPAN AGRI DESIGN株式会社

株式会社ぼくらの農園

深田圭一

アデリープランニング株式会社

塩原久充（塩原農園）

海澤和弥（かいざわ農園）

貝塚順一

株式会社いちごみらい舎

株式会社いるま野アグリ

株式会社エノファ

株式会社つばさグリーンファーム

株式会社ヒロファーム

株式会社ベジタブルボーイズカンパニー

株式会社ベジファーム北本

株式会社地球農業Lab

高橋憲治（高橋園芸）

合同会社グリニッシュ埼玉

赤石正樹（あかいし農園）

塚原農場株式会社

本橋利信（本橋園）

有限会社アサミグリーンプランツ

千葉県 株式会社石橋農園

株式会社柏染谷農場

杉本弘道（佐原べリーファーム）

イオンアグリ創造株式会社

株式会社KOUMAFARM

株式会社エバタケ

株式会社カ・エール

株式会社グラフトワークス

株式会社はなわ農園

株式会社ベジフルファーム

株式会社加茂村ファーム

株式会社京葉ポートリー

株式会社御子神農園

株式会社今井農園

株式会社苗目

株式会社北王ファーム

株式会社留守農場

佐藤宣幸（MERCATOちばfattoria）

作佐部孝一（サクサベ菜園）



管理地域 経営体名

千倉平豊株式会社

大极晋一

丹上啓（タンジョウ農場）

田中ファーム株式会社

農業生産法人株式会社しあわせ牛

農事組合法人清里ファーム

平山誉志（やまと屋さん　平山農園）

米田将之（米田ファーム）

有限会社ナカアラチ

有限会社ワタミファーム

有限会社高秀牧場

有限会社上総野菜倶楽部

有限会社大倉園芸

東京都 カミーノ株式会社

株式会社カトウグリーンファーム

宮川豊

近藤美保子（近藤ファーム）

生活クラブ生活協同組合

東京農業株式会社

特定非営利活動法人多摩草むらの会

有限会社K’sプロジェクト

神奈川県 細野悟（細野農園）

瀨下亮（Tien）

株式会社グリーン武内

株式会社ゆうゆう農場

株式会社永田農園

株式会社永島農縁

株式会社金太郎ファーム

仲野晶子（SHO Farm）

有限会社飯田園芸

和泉大樹

山梨県 オーガニックライフ八ヶ岳株式会社

フジクレールファーム株式会社

株式会社千野ファーム

松崎一裕（カノハタ）

田辺竜太（田辺養鶏場）

八ヶ岳ピースファーム株式会社

岐阜県 株式会社ありがとうファーム

アグリテック羽島株式会社
まこと金型株式会社
株式会社LSふぁーむ
株式会社うし和牧場
株式会社クレスト
株式会社はしもと農園
株式会社ふる里いび
株式会社安立ファーム
株式会社山本養鶏孵化場
株式会社中山園芸
株式会社農笑塾
株式会社飛騨萩原畜産
株式会社堀部
株式会社堀養蜂園
株式会社本丸いちご本圃
丸坂山田農園株式会社
岐阜アグリフーズ株式会社
岐阜トヨペット株式会社
亀屋商事株式会社
児嶋健（暮らすファームSunpo）
大井幸男（大井牧場）
谷山広樹（谷山農園）



管理地域 経営体名

藤村和矢（藤村牧場）
農事組合法人桜尾生産組合
有限会社サポートいび
有限会社橋場農園
有限会社若田ファーム
有限会社東野

静岡県 株式会社鈴生
有限会社ハニーポニック
株式会社鈴木農園
47いちご株式会社
TEN Green Factory株式会社
永田広之（永田農園）
沖之須牧場株式会社
株式会社imokoro
株式会社ShidaVege
株式会社カクト・ロコ
株式会社グリーンテック
株式会社ザ・ネクストワン
株式会社ソラーレ
株式会社富士の国渡邉農園
佐藤忠明（佐藤牧場）
松下芳彦（かねまつ松下製茶場）
森嶋恒（森嶋牧場）
吹木茶農業協同組合
中村正治
中島農園株式会社
朝霧メイプルファーム有限会社
農事組合法人木の花ファミリー
富丘佐野農園株式会社
平幹也（平ファーム）
峯野忍（峯野牧場）
有限会社グリーンフィールド浜松
有限会社なかじま園
有限会社芹澤ライスセンター

愛知県 うららかふぁーむ株式会社
株式会社エム・テイ
株式会社ブルーチップファーム
株式会社ミズホ
株式会社山田農園
丸昇AI株式会社
金子尚弘（金子牧場）
水谷勇（水谷農園）
椿園株式会社
農事組合法人鵜の味
農事組合法人若竹
北村克己（北村牧場）
有限会社ゴトーアグリ
有限会社小笠原牧場
有限会社千姓
有限会社麻野間園芸
有限会社鈴木牧場
株式会社ブルーベリーファームおかざき

三重県 有限会社類農園
ファームハマグチ有限会社
株式会社かきうち農園
株式会社小林農産
植山明彦（うえやま農園）
田中智之（たなかファーム）
藤原和輝（藤原園芸）
椋の樹農産株式会社
有限会社松幸農産

新潟県 株式会社フィールドボックス
株式会社Duck’ｓFarm
株式会社イートライフ



管理地域 経営体名

株式会社エコファーム西泉田
株式会社さくらや農園
株式会社やまがら
株式会社越後の里アグリ富岡
株式会社蛇場農産
株式会社入広瀬
株式会社農事法人銀米生産組合
窪田敏夫（窪田梨果園）
佐渡グリーンフィールド合同会社
青木等（青空ファーム）
農事組合法人アグリさくら
農事組合法人アドバンファームしばた
農事組合法人カミハヤ
農事組合法人ドリーム和田
農事組合法人ファーム横土居
農事組合法人ふぁーむ大地
農事組合法人久保農業生産組合
農事組合法人長畝生産組合
農事組合法人木津みずほ生産組合
有限会社ささかみやまびこ農産
有限会社そら野ファーム
有限会社戸頭農場
有限会社内山農産
有限会社番屋農産
有限会社鈴木農園

富山県 アイエッチファーム株式会社
サウス株式会社
ホーライサンワイナリー株式会社
みずほ農場株式会社
株式会社T-MARKS
株式会社アグリ瀬川
株式会社カシワファーム
株式会社クボタファーム紅農友会
株式会社センティア
株式会社みどりふぁーむ
菊岡進（こまつな菊ちゃんハウス）
農事組合法人あしつきの郷
農事組合法人あねくら営農組合
農事組合法人ガイアとなみ
農事組合法人サカタニ農産
農事組合法人末友営農組合
農事組合法人林中部営農組合
有限会社アグリあさひ野
有限会社グリーンパワーくろべ
有限会社たなか
有限会社梅本農産
有限会社米山農産

石川県 株式会社 金沢アグリプライド
株式会社JAアグリはくい
株式会社KNOWCH
株式会社アグリサポートかなざわ
株式会社ぶった農産
宮川美智夫（宮川農園）
農事組合法人NOTO-SUN
農事組合法人アイシーコマツファーム
有限会社グリーン松任

福井県 Agri Crew株式会社
株式会社スゴイ上江ファーム
株式会社田んぼの天使

農事組合法人弘法大師ファームみつまた

農事組合法人松丸生産組合

長野県 中部アグリ株式会社

ピアブランカ株式会社

株式会社かまくらや



管理地域 経営体名

株式会社井上寅雄農園

株式会社丘の上ファーム

株式会社光変換光合成促進農法

株式会社山下フルーツ農園

株式会社大島農園

株式会社白倉ファーム

小布施牧場株式会社

小林憲一郎

松木武久（松木武久農園）

中川良二（萬果園）

農事組合法人ゆいにしはる

農事組合法人安曇野北穂高農業生産組合

野村哲（野村農園）

有限会社アマリファーム

有限会社カネシゲ農園

有限会社ときわ農園

有限会社小松園芸

有限会社信州うえだファーム

有限会社米耕農

有限会社蓼科プランツ

齋藤暢一（麓Farm）

滋賀県 株式会社イカリファーム

有限会社古株牧場

あいしょうアグリ株式会社

ザ・コロナパークス株式会社

たぐち農産株式会社

横井貴志（お米農家のよこい）

株式会社GRITCH

株式会社TPF

株式会社アグリケーション

株式会社きたなかふぁーむ

株式会社ファームタケヤマ

株式会社まる亀こうし牧場

株式会社モリタ不動産

株式会社横江ファーム

株式会社近江グリーンファーム

株式会社南農園

佐野勝（今荘ぶどう生産組合）

水口淳（みなくちファーム）

清水牧場

釆野哲（うねの農園）

有限会社オカムラ農産

有限会社クサツパイオニアファーム

有限会社成田牧場

有限会社澤井牧場

京都府 こと京都株式会社

株式会社Ryo

株式会社アグリイベリス

株式会社八百一の郷

佐原農園株式会社

松穂好訓（京丹波　松穂農園）

上村慎二（かみむら農園）
清水大介（清水農園）
大村元昭（大村農園）
谷村岳志（京都エンジョイファーム）

有限会社アグリランドさんとよ

大阪府 株式会社Special Food.J

株式会社ベリープラント喜平



管理地域 経営体名

株式会社原田ふぁーむ

成田周平（成田ふぁーむ）

大島哲平（ひらかた独歩ふぁーむ）

南孝信（南農園）

北野清治（北野農園）

兵庫県 株式会社赤井農産

イオンアグリ創造株式会社

ヒューマンリソシア株式会社

株式会社Teams

株式会社あぐりたか

株式会社アグリヘルシーファーム

株式会社エイシン

株式会社エコファーム山根

株式会社しそう前田農園

株式会社タナットネイチャーLab

株式会社ローソンファーム兵庫

株式会社玄米家

株式会社山茂

株式会社川西牧場

株式会社丹波篠山ゆうゆう館

株式会社丹波篠山大内農場

株式会社東馬場農園

株式会社篤農家

株式会社博農

株式会社八幡営農

岩元清志（たんぽぽファーム）

合同会社大地のしずく

小林一雅（こばふぁーむ）

神戸髙見牛牧場株式会社

竹内康久（Ｙ’s Loop）

藤本耕司（藤本園芸）

農事組合法人アイガモの谷口

農事組合法人高和第一生産組合

農事組合法人相原ファーム

有限会社環境微生物研究所

有限会社芝床農産

奈良県 有限会社類農園

株式会社空土

合同会社谷農園

上平茂之（上平農園）

新子博之（新子農園）

西野日出男（西野園芸）

中井農園株式会社

米田竜祐（米田農園）

和歌山県 河端康宏（河端農園）

株式会社ＪＡファームわかやま

株式会社上友農園

橋本進（橋本自然農苑）

山本宗一郎（山本農園）

芝崇洋（芝農園）

森浩章（森俊農園）

中本憲明（紀州なかもと農園）

有本陽平（有本農園）

鳥取県 株式会社ハニーミントファーム
横山英男（横山農園）
株式会社GOTO・FARM
株式会社ファームイング

株式会社四季鮮ファーム



管理地域 経営体名

岩井清憲（岩井農園）

村上功喜（苺工房ファームむらかみ）

二宮聖貴（だいせん二宮農園）

福留大輔

島根県 株式会社GARNET GARDEN

株式会社くさひろ

農事組合法人みつば農産

有限会社アグリみと

齋藤久人（斎藤椎茸園）

高橋裕介（ゆうてん農園）

岡山県 GRAPE SHIP株式会社

一般財団法人瀬戸内市振興公社

株式会社MalaRE

株式会社加原農園

株式会社備中しお風ファーム

株式会社福田種鶏場

土井盛夫（土井農園）

東真産業株式会社

農事組合法人こやま農産

農事組合法人清藤

有限会社エーアンドエス

有限会社大槻

有限会社哲多和牛牧場

有限会社美作農園

有限会社檜尾牧場

広島県 株式会社モスファームすずなり

株式会社NKコーポレーション

株式会社のば牧場

株式会社羽佐竹農場

合同会社マスモト

農事組合法人三良坂ピオーネ生産組合

農事組合法人重兼農場

農事組合法人沼田東ファーム

農事組合法人畑原

有限会社こめ奉行

國廣卓也（国広自然栽培農園）

山口県 株式会社光農会

ふくぷくファーム株式会社

一般社団法人アグリながと

株式会社TAS

株式会社あぐりてらす阿知須

株式会社あぐりんく

株式会社ファーム大道

株式会社ベリーろーど

株式会社ゆめファーム

株式会社江越農園

熊崎洸多（クマサキ洋ラン農園）

原田慎司（原田農園）

農事組合法人あいさいの里

農事組合法人二島西

農事組合法人片山

有限会社アグリプラン

有限会社福田フルーツパーク

德原一彦（徳さん家）

徳島県 株式会社あんちゃんふぁーむ

株式会社ベジファーム板野
株式会社四宮農園
株式会社徳島サリナス



管理地域 経営体名

株式会社農弘社

株式会社鳴門アスリートフーズ

三好康平

特定非営利活動法人とくしま有機農業サポートセンター

有限会社ミカモフレテック

株式会社竹内園芸

有限会社美馬園芸場

香川県 株式会社荒川農園

山下誠（山下農園）

株式会社太陽の劦

佐藤正英（佐藤農園）

三野一美（Farm Future）

大平やさい株式会社

竹田信太（大空のうえん）

田中孝博（田んぼ屋たなか）

農事組合法人香花園

野口拓朗（N-farm）

有限会社高島産業

有限会社森末牧場

愛媛県 井上智文（富屋農園）

株式会社OSN

株式会社あう農園

株式会社かじ坊

株式会社ニュウズ

株式会社まさきばたけ

株式会社ゆうぼく

株式会社山口園芸

株式会社百姓百品村

株式会社矢野かんきつ園

合同会社FreeStyle

山内直子

農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジガーデン

農事組合法人笑柑園ナカウラ

福岡大樹（福岡自然農園）

有限会社てんぽ印

有限会社小野田牧場

有限会社南四国ファーム

高知県 仙頭正徳

一般財団法人本山町農業公社

株式会社フクチャンFARM

空の下合同会社

福岡県 オーガニックパパ株式会社

株式会社松の実ファーム

アグリCATS株式会社

安達彩（安達農園）

株式会社ならはら菜園

株式会社鳥越ネットワーク

窪山道人（窪山果樹園）

寺嶋浩太

小坪真一郎

田中清司

農事組合法人桜花の郷

農事組合法人清流の里古川

末安貴晃（末安農園）

野田雄大（野田農園）

鑓水克則（やりみず農園）

油小路隆敏（彩果農園）

有限会社コスモファーム



管理地域 経営体名

有限会社ナカ・デザイン
有限会社やまびこ農産
有限会社大橋受託組合

若松潤哉（わかまつ農園）

佐賀県 鵜池幸治（鵜池農園）

吉武司

小池謹司

中山道徳（EverGreen）

白川稔（白川製茶園）

豊田秀敏（SYU企画）

立石瑛人

髙原六宏（髙原緑地）

長崎県 有限会社大西海ファーム

株式会社 MILKY WAY

株式会社アグリ・コーポレーション

株式会社アグリ未来長崎

株式会社石井牧場

株式会社大地のいのち

宮下清次郎（宮下農園）

合同会社モリヤマファーム

前田定信（プラスガーデン）

有限会社草野ファーム

熊本県 河田果実株式会社

バックカントリーラボ株式会社

伊藤農園株式会社

株式会社アグリ・アーツ

株式会社ウェルフェアファーム

株式会社うさぎ農園

株式会社お茶の富澤

株式会社ナカドモファーム

株式会社ろのわ

株式会社果実堂テクノロジー

株式会社常笑ファーム

株式会社田浦牧場

株式会社米米農場

株式会社味咲

岩崎農場株式会社

宮崎農園有限会社

鍋嶋泰弘（鍋嶋農園）

農事組合法人熊本すぎかみ農場

米村浩（VegeRise）

有限会社ビーユーファーム

有限会社蘇鉄園芸

林雄介（天草自然生活農法）

大分県 株式会社ohana本舗

株式会社オーエス豊後大野ファーム

株式会社ドリームファーマーズJAPAN

株式会社フェルメドベール

株式会社らいむ工房

株式会社ルックス

株式会社梶原畜産

株式会社黒木ファーム

株式会社真玉キャトルファーム

株式会社創

株式会社仲井農園

江藤雄三（江藤農園）

大分有機かぼす農園株式会社

農事組合法人芦刈農産



管理地域 経営体名

有限会社フラワーうさ

有限会社宇佐本百姓
宮崎県 株式会社ユジファーム

株式会社古澤畜産
日髙健太

有限会社エムケイ商事

一般社団法人宮崎県酪農公社

外山雅史（たまの農園）

株式会社H.A.S.E.宮崎支店

株式会社くしまアオイファーム

株式会社なな葉コーポレーション

株式会社ひなたいちご園

株式会社みのり農園

株式会社加藤えのき

株式会社桜花牧場

株式会社森留農場

畑中大吾（畑中農園）

飯盛将太（MooCompany）

有限会社Mの国牧場

有限会社アグテック

有限会社グリーンハウス宮崎

有限会社新福青果

有限会社大塚園

鹿児島県 株式会社さかうえ

田中文明

有限会社マルユ湯通堂青果

JAさつま日置畜産サポート株式会社

ライズ株式会社

株式会社tagayasu

株式会社アグリスタイル

株式会社エフワン牧場

株式会社カマタ農園

株式会社センリファーム

株式会社ソレイユスマイル

株式会社にしやま農園

株式会社ハルイチ

株式会社空と大地

株式会社日野洋蘭園

西寒水香織（西寒水黒牛ファーム）

西之原健（西之原ブロイラー）

天野良一

有限会社三清屋

沖縄県 森上聡

金城克治

具志堅興児（具志堅農園）

瑞慶覧盛朝（高平フルーツ）

西平賀盛（西平畜産）

大城安博

仲間光希（仲間ファーム）

農業生産法人有限会社大農ファーム


