
（別紙） 令和4年度第3回募集採択

管理地域 経営体名

北海道 MickeyDear有限責任事業組合
テンアール株式会社
株式会社EZONE
株式会社ITF
株式会社vivafarm
株式会社グリーンヴァレー
株式会社ヒロファーム
株式会社ベルヴュ
株式会社ボーヤ・ファーム
株式会社玉手農場
株式会社松枝
株式会社斉藤ファーム
株式会社大野キャトルサービス
株式会社大野ファーム
株式会社中野牧場
有限会社ファームアグリエイト
有限会社フジワラファーム
有限会社ユニオンシステム
有限会社逢坂農園
有限会社松山農場
有限会社中山農場
有限会社藤井牧場
有限会社別海町酪農研修牧場

青森県 タムラファーム株式会社
株式会社ライスプラントくどう
株式会社金印にんにく
青森農産株式会社
有限会社マルショウ農園
有限会社奈良岡ファーム

岩手県 ベルグアース株式会社
株式会社ＧＣ
株式会社プラウズ
株式会社奥州牧場
株式会社紫波フルーツパーク
農事組合法人岩手山麓ディリーサポート
有限会社かさい農産

宮城県 株式会社アベーズキッチンファーム
株式会社うめつ
株式会社てくてくファーム
株式会社みらいファームやまと
株式会社ゆいっこ
株式会社宮城フラワーパートナーズ
株式会社森牧場
株式会社東松島ファーム
株式会社夢実堂
農事組合法人みらいす青生
有限会社アグリードなるせ

秋田県 株式会社アグリほんだ
株式会社ふるさと夢つくり
株式会社岩城町農園
株式会社菅与
神岡縄文農園株式会社
島知範

採択農業法人等の名称（都道府県別）



管理地域 経営体名

農事組合法人きずな
農事組合法人みずほ

山形県 奥山拓（農穣おく山）
株式会社BELL FARM
株式会社アイオイ
株式会社アグレスト
株式会社ティスコファーム
株式会社松栗
株式会社尾﨑牧場
小国地産株式会社
菅井千代太
農事組合法人成田農産
有限会社オーチャードタケダ
有限会社せいのふぁーむ

福島県 あだたらドリームアグリ株式会社
永山盛一郎（モリ盛ファーム）
株式会社A’sAGRIATE
株式会社つちや農園
株式会社ビーフジャパン
株式会社フェリスラテ
株式会社荻の杜
株式会社菱沼農園
坂本勝伸（モスト絆ファーム）
雪割牧場有限会社
忠藤農業株式会社
渡辺喜則（渡辺果樹園）
農業生産法人あかい菜園株式会社
農事組合法人コネクトファーム貝田
有限会社はなわふれあい農園
有限会社郡山アグリサービス
國生興産有限会社

茨城県 イオンアグリ創造株式会社　茨城牛久農場
ベルグアース株式会社
株式会社HATAKEカンパニー
株式会社IMO
株式会社Tedy
株式会社ふしちゃん
株式会社ヤッカ
株式会社レインボーフューチャー
株式会社大越青果
株式会社農業生産法人田仲農場
株式会社柳田農園
小松崎友二（小松崎園芸）
常陸コミュニティデザイン株式会社
須崎拓志（須崎農園）
石田真也（石田農園）
大和田一夫（大和田農園）
中山祐美加
長島義夫（長島ファーム）
塚田祐貴（塚田農園）
有限会社川島昭商店

栃木県 株式会社手塚郁夫りんご園
株式会社星野イーファーム
株式会社鶴田ファーミング
株式会社美土里農園
株式会社澳原いちご農園
佐藤秀樹
猪股和泉（いずみファーム）



管理地域 経営体名

有限会社篠原ファーム友米家
群馬県 がってん野菜合同会社

株式会社アグリルーツ
株式会社サイエンズ
株式会社岩久保牧場
株式会社原田農園
佐藤登代子（川村２）
生方俊夫（生方農園）
町田睦美
農事組合法人みやぎ
有限会社高崎クエイル
有限会社林園芸

埼玉県 JAPAN vegetables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
たかだ農園株式会社
株式会社CTIフロンティア
株式会社イーストサン
株式会社いちごみらい舎
株式会社おじま自然農園
株式会社グリーネストファーム
株式会社ジェイファーム
株式会社なが街道
株式会社ねぎ街
株式会社ファームサイド 
株式会社地球農業Lab
株式会社夢グライダー
丸源アグリ株式会社
荒田正彦（荒田ファーム）
合資会社グリニッシュ
小野卓哉
中森農産株式会社
農事組合法人ときがわ
武蔵ワイナリー株式会社
北本アグリ株式会社
有限会社篠山堂
有限会社諏訪野
有限会社早川農場

千葉県 イオンアグリ創造株式会社
小川基之（さくらM’sファーム）
安西淳
安田智洋（ハチワレファーム）
株式会社Bosofood
株式会社MoWG
株式会社さんたファーム
株式会社つばめ農園
株式会社ファーストライフ
株式会社フォレストファーム
株式会社まんだのファーム
株式会社モーレツファーム
株式会社今上農産
株式会社山﨑フロンティア農場
株式会社石橋農園
細谷富男（細谷農場）
室川典弘（室川農園）
多田正一（多田いちご園）
田中隆和（田中牧場）
有限会社萩谷園芸



管理地域 経営体名

有限会社平山農園
有限会社鈴木農園
櫻井修一（櫻井農園）

東京都 関健一（関ファーム）
田中滋

神奈川県 株式会社ガヤマファーム
株式会社さがみこファーム
株式会社プリュム．アグリ
株式会社マイファーム
株式会社八〇八
千葉康伸（NO-RA）
瀨下亮（Tien）

山梨県 アグリビジョン株式会社
株式会社OSHINO
株式会社アグリ甲斐
株式会社ファーマン
株式会社フルーツオーサー
株式会社斎庵
株式会社武井プラムファーム
中込農園株式会社
有限会社BEAU PAYSAGE
有限会社M.A.C.Orchard
有限会社イズミ農園
有限会社コマツガーデン
有限会社マルサフルーツ古屋農園

岐阜県 まこと金型株式会社
わかば農園株式会社
栄真ファーム株式会社
株式会社LSふぁーむ
株式会社クレスト
株式会社ネクストホーム
株式会社はしもと農園
株式会社ハルカインターナショナル
株式会社ふる里農園美の関
株式会社三輪南農産
株式会社西濃パイロット
株式会社堀養蜂園
丸坂山田農園株式会社
合同会社つむぎ果樹園
棚橋山治（棚橋牧場）
中部事務機株式会社
農事組合法人民田農場
武藤達志（武藤園芸）
有限会社橋場農園
有限会社養香園

静岡県 サンファーム中山株式会社
ベルファーム株式会社
やまも製茶株式会社
夏目牧場株式会社
海野安典
株式会社Veggy
株式会社アサオカグリーンファーム
株式会社カクト・ロコ
株式会社ザ・ネクストワン
株式会社とぴあふぁー夢
株式会社ハラダ製茶農園
株式会社はんぺん農園
株式会社メークリヒカイト



管理地域 経営体名

株式会社山喜製茶組合
後藤智一（後藤農園）
合同会社松本いちご園
市川武史（市川農園）
松下芳春（松下園）
水野徹（ミズノ農園）
杉山孝尚
村松孝三（村松農園）
農事組合法人御林茶業組合
有限会社コスモグリーン庭好
有限会社丸新柴本製茶
有限会社佐野ファーム
鈴木重彦（しげちゃん農園）

愛知県 下村倉市（しもむら農園）
株式会社ぐりーんふぁーむ伊藤
株式会社ブルーチップファーム
株式会社リンネファーム
株式会社山銀
株式会社杉田組
株式会社星川畜産
株式会社石原農園
久保嘉生（くぼ苺農園）
金田安博（金田バラ園）
糠谷綱希（ぬかや農園）
咲こう農場株式会社
珠島公司（珠島トラクター）
清水食品株式会社
渡邉竜次（渡辺菊農園）
有限会社エイチアンドエルプランテーション
有限会社こだわり農場鈴木
鈴木農産株式会社

三重県 一般社団法人あさひファーム
岡本文洋（グリーンサービス岡本）
株式会社小林F.R.C
合同会社Reliance
茶来まつさか株式会社
北澤奈帆美（きたざわ農園）
有限会社ドリームファームスズカ

新潟県 エンカレッジファーミング株式会社
株式会社TAKASE
株式会社ファームくじらなみ
株式会社ミスズアグリ
株式会社ゆうき
株式会社佐渡相田ライスファーミング
月岡尚洋（月岡農園）
農事組合法人おかざわ
農事組合法人横道
農事組合法人島崎生産組合
有限会社アグリカンパニーこしじ
有限会社グリーンファーム清里
有限会社ナーセリー上野
有限会社安田興和農事
有限会社花水農産
有限会社妻有工房かわきた
有限会社米工房いわむろ

富山県 蒼ファーム株式会社
農事組合法人富山あんぽ柿共同加工センター
農事組合法人富山東部球根プラント組合
農事組合法人北陸営農組合
有限会社ファームファーム



管理地域 経営体名

有限会社土遊野
石川県 井村辰二郎（金沢農業）

株式会社SU-BEE
株式会社なっぱ会
大洋農産加工株式会社
二子山牧場有限会社
木谷久栄（木谷農園）

福井県 ICHIGOOJI株式会社
永木良和（永木農産）
株式会社GREEN
株式会社フィールドワークス
株式会社福井和郷
村上賢一（村上農園）
丹生寺坂農園株式会社
有限会社山田農園

長野県 オリジンバイオテクノロジー株式会社
ピアブランカ株式会社
株式会社アグレス
株式会社あずみ野エコファーム
株式会社ヴァンベール平出
株式会社クリーン・ア・グリーン
株式会社グリーンノーツ
株式会社はすみふぁーむ
株式会社パトリオットエンタープライズ
株式会社ミスズアグリ
株式会社もんじゅ山
株式会社勝見農産
株式会社小池えのき
株式会社平山ファーム
小池竜介（八竜ファーム）
村上泰弘（ゆき農園）
長野ベリーファーム株式会社
楠わいなりー株式会社
農事組合法人三ツ和農産
有限会社エイチアンドエルプランテーション
有限会社トップリバー
有限会社細田農産
有限会社米耕農

滋賀県 グリーンエコスター株式会社
横井貴志（お米農家のよこい）
株式会社ファームサポーＴｏ
株式会社ブルースカイファーム松村
株式会社河西いちご園
株式会社花職人
株式会社森元農園
新八農場合同会社
茶谷健（茶谷ファーム）

京都府 こと美山株式会社
ビオ・ラビッツ株式会社
岡崎省吾（岡崎農園）
株式会社おさぜん農園
株式会社カネカツ北本農園
株式会社ジェイエイやましろファーム
株式会社マイファーム
株式会社ヤマモト
株式会社西陣屋
株式会社村田農園
株式会社中嶋農園
京丹後森本アグリ株式会社
駒井正治（駒井萬葉園）
小山愛生（チャントセヤファーム）
中川高志（なかがわファーム）
布施直樹（布施農園）
有限会社BIG TREE FARM



管理地域 経営体名

大阪府 株式会社ぶどう農園一環堂
株式会社斉藤農場
今堀淳二（須美ふぁーむ）
大阪堺植物工場株式会社
辻晃司（辻農園）
南信宏（南農園）

兵庫県 アイ・エス・フーズ株式会社
あぐりーどべる株式会社
こうのとり風土合同会社
ひょうたん農場株式会社
河西青果株式会社
株式会社AGRI STREET
株式会社K.ファーム
株式会社Teams
株式会社トーヨー養父農業生産法人
株式会社わさび
株式会社わたしたち
株式会社近藤農産
株式会社御津サンファーム
株式会社森脇畜産
株式会社前川青果
株式会社大坪営農
株式会社淡路ふるさと産業
株式会社篤農家
株式会社日本グロワーズ
株式会社稔樹
岩見洋佑（岩見ライスセンター）
松下勇人（甘果園）
丹波リーフ株式会社
竹田陽一郎（竹田農場）
藤井大輔（birica）
農事組合法人アイガモの谷口
野菜のチカラ株式会社
有限会社大造畜産
有限会社藤橋家姫路夢前農園
有限会社北崎商店

奈良県 マルセグループ株式会社
岡田浩二（岡田農園）
株式会社NELF
株式会社辻本農園
上田智之（上田農園）
辻本定（辻本果樹園）
有限会社植田商店

和歌山県 株式会社藤桃庵
橋本進（橋本自然農苑）
合同会社いろどりふぁーむ
小倉優一郎（cog-lab農園）
武内邦樹（武内農園）
有限会社柑香園

鳥取県 Camelプランテージ合同会社
株式会社andAgri
株式会社D`sプランニング
株式会社ウメカワ
株式会社大山キララファーム
株式会社竹内クレーン工業
株式会社柳谷ファーム
岸本健志（岸本農園）
熊谷圭介（Kumagai Vegetable）
小林孝拓（小林農園）
農事組合法人大山カラス天狗
有限会社田宮園芸

島根県 株式会社イ農ベルみだみ
株式会社勝部農産
合同会社元気ファームズよしだ



管理地域 経営体名

小笠原ひとみ（ひとみ農園）
神田農産株式会社
有限会社コスモ二十一
有限会社木次ファーム

岡山県 アルム株式会社
果樂株式会社
株式会社LOOP FARM
株式会社はしもとファーム
株式会社創・和
株式会社藤ファーム
株式会社備中しお風ファーム
株式会社髙田農園
原田香代子（はらだ）
小幸農園株式会社
有限会社アグリ元気岡山
有限会社大槻

広島県 はっとりほたるの里株式会社
株式会社TANABE FARM
株式会社トペコおばら
株式会社ふかせアグリ
株式会社森岡農園
農事組合法人三良坂ピオーネ生産組合
有限会社グリーンファーム沖美
有限会社マム･ガーデンミヤオ
有限会社援農甲立ファーム
有限会社平田観光農園

山口県 株式会社いとうfarm
株式会社ときつ養蜂園
株式会社トクヤマゆうゆうファーム
株式会社江越農園
大賀健一
農事組合法人中原農園
萩アグリ株式会社
有限会社アグリランド・ミスミ
有限会社グリーンハウス
有限会社ふかわファーム
有限会社福田フルーツパーク

徳島県 株式会社INITIUM
株式会社アグリベスト
株式会社熊谷ファーム
株式会社浜田農園
有限会社樫山農園

香川県 ２２４ワイナリー株式会社
株式会社アドラボアグリ
株式会社いしかわ農園
株式会社オルス
株式会社ファームUTT
株式会社竹内農場
株式会社中田養蜂
古川牧場株式会社
山本有太（Blue farm）
松本稔（まつもと農園）
常谷種苗園芸株式会社
浅野美帆（浅野農園）
大平やさい株式会社
有限会社グリーンフィールド
有限会社赤松牧場

愛媛県 ベルグアース株式会社



管理地域 経営体名

株式会社VEGGIE MONKEY FARMS
株式会社りの果樹園
株式会社味彩
仲村賢
田縁藤治（田縁農園）
豊田聡一（礼栄総業）
有限会社てんぽ印

高知県 一般社団法人こうち絆ファーム
株式会社アグリード土佐あき
株式会社尾原農園
溝渕洋介
小笠原章洋（シーズン）
政光錫明
鈴木郁馬

福岡県 エイチアイ株式会社
オーガニックパパ株式会社
プラントアンドノーフ株式会社
ペルプラント株式会社
宇佐川美奈（宇佐川農園）
永利農園株式会社
株式会社TANNAL
株式会社フラワーランド豊田
株式会社中村製紙所
株式会社福喜多
株式会社野上養鶏場
秋山隆信
森光健太（根菜人）
朝倉物産株式会社
田中清悟（いちごきらり）
平尾孝市（ひらお産業）
有限会社コスモファーム
有限会社田篭誠農園
有限会社日本バボルナ

佐賀県 井上喜一郎
株式会社サガンベジ
株式会社ミヤハラ農園
金丸浩二（金丸農園）
小野カントリー産業株式会社

長崎県 マルナンファーム株式会社
株式会社雲仙きのこ本舗
株式会社酒井農園
株式会社土井農場
宮下清次郎（宮下農園）
松本良策
中野初美（中野畜産）
農事組合法人アグリアクティブ生月
平野幸一
有限会社草野ファーム

熊本県 株式会社アグリ日奈久
株式会社うさぎ農園
株式会社阿蘇村上農場
株式会社大浜町野菜生産組合
株式会社麻生農園
熊本ワインファーム株式会社
有限会社アグリパートナーきくち
有限会社コーシン
有限会社松村農園
有限会社内田農場



管理地域 経営体名

大分県 株式会社AGRI BOY
株式会社アグリ中津
株式会社カヤノ農産
株式会社松原ファーム
株式会社鷲頭牧場
大分佐伯ファーム株式会社
農事組合法人芦刈農産

宮崎県 おたに家株式会社
まるかじり株式会社
株式会社SunSunファーム
株式会社かぐらの里
株式会社ひじかた
株式会社田口ファミリーファーム
株式会社都農ファーム
金丸明人（K.TFarm）
甲斐鉄也（一心園）
合名会社児玉実次商店
篠原智和（篠原畜産）
川﨑孝浩（川﨑農園）
中島陽介
矢野和久
有限会社ジェイエイファームみやざき中央
有限会社ジェイファーム
有限会社児湯芝農園
里村健吾

鹿児島県 あさひ・ファーム株式会社
一般財団法人肝付町農業振興センター
株式会社空と大地
株式会社三和グリーン
株式会社指宿やさいの王国
株式会社心葉
株式会社中野養豚
株式会社日野洋蘭園
上川床一郎
南州エコプロジェクト株式会社
南州農場株式会社
有限会社たけ茶園
有限会社簗瀬牧場

沖縄県 株式会社AGARI
株式会社ファインフルーツおおぎみ
株式会社星砂
玉代勢元（南の島玉代勢牧場）
酒井直樹（百姓のさかい）
森上聡
大城隆雄（大城農園）
農業生産法人株式会社又吉農園
農事組合法人くりりんファーム
農事組合法人全沖ブロイラー生産組合
有限会社平安名


