
「農業特定技能協議会」加入者一覧表

加入年月日 協議会構成員番号 都道府県名 種別 特定技能所属機関の氏名又は名称
令和元年8月28日 1-01-00001 北海道 畜産 有限会社吉野牧場
令和元年9月27日 1-01-00002 北海道 畜産 有限会社銀河牧場
令和元年9月27日 1-01-00003 北海道 畜産 有限会社菅原牧場
令和元年11月22日 1-01-00004 北海道 耕種 株式会社グローバル自然農園
令和元年12月4日 1-01-00005 北海道 畜産 株式会社フォレストファーム
令和元年12月5日 1-01-00006 北海道 畜産 ウェイトレスネス株式会社
令和2年1月15日 1-01-00007 北海道 畜産 株式会社ＥＬＥＺＯ社
令和2年1月15日 1-01-00008 北海道 畜産 有限会社阿寒グリーンヒルファーム
令和2年1月21日 1-01-00009 北海道 畜産 片野　大介
令和2年1月27日 1-01-00010 北海道 耕種 かわにしの丘しずお農場株式会社
令和2年2月6日 1-01-00011 北海道 畜産 庄子　隆亮
令和2年2月6日 1-01-00012 北海道 畜産 島影　正行
令和2年2月14日 1-01-00013 北海道 畜産 有限会社ミルクランド
令和2年2月14日 1-01-00014 北海道 耕種 株式会社一戸農場
令和2年2月14日 1-01-00015 北海道 畜産 鈴木　正道
令和2年2月26日 1-01-00016 北海道 畜産 開地　保
令和2年2月26日 1-01-00017 北海道 畜産 山口　良一
令和2年3月4日 1-01-00018 北海道 畜産 有限会社友夢牧場
令和2年3月4日 1-01-00019 北海道 畜産 農事組合法人共栄ファーム
令和2年3月10日 1-01-00020 北海道 畜産 広富農事組合法人倶里夢牧場
令和2年3月10日 1-01-00021 北海道 畜産 有限会社大木牧場
令和2年3月19日 1-01-00022 北海道 畜産 松井　俊治
令和2年3月19日 1-01-00023 北海道 畜産 有限会社中村牧場
令和2年3月27日 1-01-00024 北海道 耕種 株式会社丸巳
令和2年4月3日 1-01-00025 北海道 畜産 有限会社ビックグリーン増幌
令和2年4月3日 1-01-00026 北海道 畜産 永峰　勝利
令和2年4月3日 1-01-00027 北海道 畜産 小原　輝大
令和2年4月3日 1-01-00028 北海道 畜産 佐藤　信吉
令和2年4月3日 1-01-00029 北海道 畜産 アベファーム有限会社
令和2年4月9日 1-01-00030 北海道 畜産 有限会社仁成ファーム
令和2年4月9日 1-01-00031 北海道 耕種 木露　正敏
令和2年4月9日 1-01-00032 北海道 畜産 村田　賢人
令和2年4月9日 1-01-00033 北海道 畜産 有限会社阿部牧場
令和2年4月16日 1-01-00034 北海道 畜産 株式会社トレジャーロッジ
令和2年4月16日 1-01-00035 北海道 耕種 有限会社ミズタ
令和2年4月16日 1-01-00036 北海道 畜産 株式会社サンクローバー
令和2年4月16日 1-01-00037 北海道 畜産 遠藤　政宏
令和2年4月16日 1-01-00038 北海道 畜産 更屋　英一
令和2年4月21日 1-01-00039 北海道 畜産 有限会社山本牧場
令和2年4月21日 1-01-00040 北海道 耕種 有限会社瀬口農産
令和2年5月14日 1-01-00042 北海道 畜産 樺沢　優
令和2年5月14日 1-01-00043 北海道 畜産 株式会社山川牧場
令和2年5月28日 1-01-00044 北海道 畜産 有限会社鹿毛牧場
令和2年6月3日 1-01-00045 北海道 耕種 オシキリ食品株式会社
令和2年6月11日 1-01-00046 北海道 畜産 小椋　義則
令和2年6月17日 1-01-00048 北海道 耕種 北川　和也
令和2年6月17日 1-01-00049 北海道 畜産 株式会社ノベルズデーリィーファーム
令和2年7月8日 1-01-00050 北海道 畜産 村上　靖
令和2年7月29日 1-01-00051 北海道 畜産 野々村　貴浩
令和2年7月29日 1-01-00052 北海道 耕種 田村　豊和
令和2年8月12日 1-01-00053 北海道 畜産 株式会社ＣＯＷＲＯＡＤ
令和2年8月19日 1-01-00054 北海道 畜産 有限会社日本酪農清水町協同農場
令和2年8月26日 1-01-00055 北海道 畜産 株式会社日本農畜産業
令和2年8月26日 1-01-00056 北海道 畜産 株式会社東台牧場
令和2年9月2日 1-01-00057 北海道 畜産 若林　正巳
令和2年9月2日 1-01-00058 北海道 畜産 望月　大介
令和2年9月9日 1-01-00059 北海道 畜産 鈴木　大輔
令和2年9月9日 1-01-00060 北海道 畜産 株式会社常山牧場
令和2年9月16日 1-01-00061 北海道 畜産 佐藤　久見
令和2年9月23日 1-01-00062 北海道 畜産 有限会社山田牧場
令和2年9月30日 1-01-00063 北海道 耕種 和田　琢磨
令和2年10月7日 1-01-00064 北海道 畜産 有限会社榎本牧場
令和2年10月15日 1-01-00065 北海道 畜産 前嶋　敏浩
令和2年10月15日 1-01-00066 北海道 畜産 川崎　正幸
令和2年10月15日 1-01-00067 北海道 耕種 株式会社矢野農園
令和2年10月19日 1-01-00068 北海道 耕種 中札内村農業協同組合
令和2年10月19日 1-01-00069 北海道 畜産 株式会社Ｌｉｎｋｓ
令和2年10月23日 1-01-00070 北海道 畜産 石井　淳
令和2年10月26日 1-01-00071 北海道 畜産 山内　秀仁
令和2年10月26日 1-01-00072 北海道 畜産 石垣　昇
令和2年10月26日 1-01-00073 北海道 畜産 株式会社グランドワンファーム
令和2年11月2日 1-01-00074 北海道 畜産 札幌エージェント株式会社 派遣
令和2年11月12日 1-01-00075 北海道 畜産 有限会社ジェイファームシマザキ
令和2年11月12日 1-01-00076 北海道 畜産 株式会社大倉ファーム
令和2年11月12日 1-01-00077 北海道 畜産 株式会社オックス
令和2年11月16日 1-01-00078 北海道 畜産 株式会社日野ファーム
令和2年11月19日 1-01-00079 北海道 畜産 株式会社鈴久名牧場
令和2年11月24日 1-01-00080 北海道 畜産 阿部　友和
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令和2年11月24日 1-01-00081 北海道 畜産 伊賀　和弘
令和2年11月24日 1-01-00082 北海道 畜産 株式会社ＳＡＬＩＣＳ　ＤＡＩＲＹ
令和2年11月24日 1-01-00083 北海道 耕種 有限会社ドリームファームイザワ
令和2年11月30日 1-01-00084 北海道 畜産 市川　義晴
令和2年12月4日 1-01-00085 北海道 畜産 株式会社ファームズ千代田
令和2年12月4日 1-01-00086 北海道 畜産 合同会社ミルクファーム天塩
令和2年12月11日 1-01-00087 北海道 畜産 長瀬　岳彦
令和2年12月11日 1-01-00088 北海道 畜産 星屋　和正
令和2年12月11日 1-01-00089 北海道 耕種 有限会社Ｍ＆Ｔアグリシステム
令和2年12月11日 1-01-00090 北海道 畜産 株式会社虹別牧場
令和2年12月11日 1-01-00091 北海道 畜産 農事組合法人オーシャンリンク
令和2年12月11日 1-01-00092 北海道 畜産 有限会社ユウタリファーム
令和2年12月15日 1-01-00093 北海道 畜産 紺野　仁
令和2年12月15日 1-01-00094 北海道 畜産 有限会社中山農場
令和2年12月15日 1-01-00095 北海道 耕種 株式会社はまほろ
令和2年12月18日 1-01-00096 北海道 耕種 向井　翔一
令和2年12月25日 1-01-00097 北海道 畜産 青山　久雄
令和2年12月25日 1-01-00098 北海道 畜産 株式会社美幌ファーム
令和2年12月25日 1-01-00099 北海道 畜産 有限会社羽田野畜産
令和2年12月25日 1-01-00100 北海道 耕種 株式会社北海道グリーンパートナー
令和3年1月7日 1-01-00101 北海道 畜産 徳永　浩幸
令和3年1月7日 1-01-00102 北海道 畜産 有限会社八紘牧場
令和3年1月15日 1-01-00103 北海道 畜産 白田　浩一
令和3年1月15日 1-01-00104 北海道 畜産 渡邊　祐世
令和3年1月15日 1-01-00105 北海道 畜産 三谷　耕一
令和3年1月15日 1-01-00106 北海道 畜産 有限会社パインランドデーリィ
令和3年1月15日 1-01-00107 北海道 畜産 株式会社浦幌デーリィファーム
令和3年1月22日 1-01-00108 北海道 畜産 沼田　芳孝
令和3年1月22日 1-01-00109 北海道 畜産 有限会社グリーンハート大樹
令和3年1月22日 1-01-00110 北海道 耕種 合同会社エコハート
令和3年1月28日 1-01-00111 北海道 畜産 阿部　康弘
令和3年1月28日 1-01-00112 北海道 畜産 熊林　和男
令和3年1月28日 1-01-00113 北海道 畜産 赤松　明彦
令和3年1月28日 1-01-00114 北海道 畜産 有限会社ランドハート
令和3年1月28日 1-01-00115 北海道 畜産 株式会社大門牧場
令和3年1月28日 1-01-00116 北海道 畜産 有限会社川口牧場
令和3年1月28日 1-01-00117 北海道 畜産 農事組合法人Ｊリード
令和3年2月5日 1-01-00118 北海道 畜産 芳野　福一
令和3年2月5日 1-01-00119 北海道 畜産 河原崎　孝一
令和3年2月5日 1-01-00120 北海道 畜産 三上　幸治郎
令和3年2月5日 1-01-00121 北海道 畜産 高橋　繁和
令和3年2月5日 1-01-00122 北海道 耕種 野村　智治
令和3年2月5日 1-01-00123 北海道 耕種 影山　尚史
令和3年2月5日 1-01-00124 北海道 畜産 有限会社ＣＦＴ
令和3年2月5日 1-01-00125 北海道 畜産 株式会社ニューバーチファーム
令和3年2月5日 1-01-00126 北海道 畜産 ピリカファクトリー株式会社
令和3年2月12日 1-01-00127 北海道 畜産 村上　靖
令和3年2月12日 1-01-00129 北海道 耕種 仲山　一弘
令和3年2月12日 1-01-00130 北海道 耕種 三塚　淳
令和3年2月12日 1-01-00131 北海道 耕種 三好　勝治
令和3年2月12日 1-01-00132 北海道 耕種 田村　和義
令和3年2月12日 1-01-00133 北海道 耕種 坂下　晋章
令和3年2月12日 1-01-00134 北海道 耕種 赤石　良一
令和3年2月12日 1-01-00135 北海道 耕種 瀧　進
令和3年2月12日 1-01-00136 北海道 耕種 川上　憲司
令和3年2月12日 1-01-00137 北海道 耕種 萱野　久彦
令和3年2月12日 1-01-00138 北海道 耕種 高橋　朋嗣
令和3年2月12日 1-01-00139 北海道 畜産 佐藤　秀光
令和3年2月12日 1-01-00140 北海道 畜産 ライフクリエイト合同会社
令和3年2月16日 1-01-00141 北海道 畜産 有限会社グリーンリバーデーリー
令和3年2月22日 1-01-00142 北海道 畜産 永原　耕平
令和3年2月22日 1-01-00143 北海道 畜産 株式会社三澤牧場
令和3年2月22日 1-01-00144 北海道 耕種 株式会社クイーンズガーデン
令和3年3月1日 1-01-00145 北海道 畜産 中嶋　仁志
令和3年3月1日 1-01-00146 北海道 畜産 津久井　直弘
令和3年3月1日 1-01-00147 北海道 畜産 田村　寛興
令和3年3月1日 1-01-00148 北海道 畜産 株式会社ファームシロ
令和3年3月1日 1-01-00149 北海道 畜産 株式会社ヨッシーアドバンス
令和3年3月1日 1-01-00150 北海道 畜産 株式会社よつ葉牧場
令和3年3月1日 1-01-00151 北海道 畜産 有限会社北海道種鶏農場
令和3年3月1日 1-01-00152 北海道 畜産 有限会社九条ファーム
令和3年3月1日 1-01-00153 北海道 畜産 ようてい農業協同組合
令和3年3月1日 1-01-00154 北海道 畜産 瑛心キャトルフィールド株式会社
令和3年3月1日 1-01-00155 北海道 畜産 株式会社岩田
令和3年3月1日 1-01-00156 北海道 畜産 株式会社Ｔ－ＦＡＲＭ
令和3年3月1日 1-01-00157 北海道 畜産 株式会社小森産業
令和3年3月8日 1-01-00158 北海道 畜産 竹内　哲夫
令和3年3月8日 1-01-00159 北海道 畜産 竹村　勉
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令和3年3月8日 1-01-00160 北海道 耕種 瀧　芳久
令和3年3月8日 1-01-00161 北海道 畜産 株式会社グランフィールド
令和3年3月8日 1-01-00163 北海道 畜産 太陽ふぁーむ有限会社
令和3年3月8日 1-01-00164 北海道 畜産 株式会社小出牧場
令和3年3月8日 1-01-00165 北海道 畜産 有限会社フジサワ
令和3年3月15日 1-01-00166 北海道 耕種 安藝　慎一
令和3年3月24日 1-01-00167 北海道 耕種 農事組合法人萌育実生産組合
令和3年3月29日 1-01-00168 北海道 畜産 青木　光晴
令和3年3月29日 1-01-00169 北海道 耕種 今野　道博
令和3年3月29日 1-01-00170 北海道 耕種 岡村　栄士
令和3年3月29日 1-01-00171 北海道 畜産 植田　市子
令和3年3月29日 1-01-00172 北海道 畜産 長谷川　保
令和3年3月29日 1-01-00173 北海道 畜産 株式会社前田ファーム
令和3年3月29日 1-01-00174 北海道 畜産 有限会社山中畜産
令和3年3月29日 1-01-00175 北海道 畜産 有限会社ＭＦデイリー
令和3年3月29日 1-01-00176 北海道 畜産 有限会社赤川牧場
令和3年3月29日 1-01-00177 北海道 畜産 株式会社村田牧場
令和3年3月29日 1-01-00178 北海道 畜産 有限会社笹原牧場
令和3年3月29日 1-01-00179 北海道 畜産 株式会社ファームＲｉｓｉｎｇ・Ｓｕｎ
令和3年3月29日 1-01-00180 北海道 畜産 株式会社グリーンヴァレー
令和3年3月29日 1-01-00181 北海道 畜産 株式会社興栄ファーム
令和3年3月29日 1-01-00182 北海道 畜産 株式会社ばんどうファーム
令和3年3月29日 1-01-00183 北海道 畜産 株式会社オホーツクファーム喜多牧場
令和3年4月9日 1-01-00184 北海道 耕種 吉田　卓司
令和3年4月9日 1-01-00185 北海道 畜産 佐藤　松喜
令和3年4月9日 1-01-00186 北海道 耕種 向井　修二
令和3年4月9日 1-01-00187 北海道 耕種 株式会社伊東農場
令和3年4月9日 1-01-00188 北海道 畜産 株式会社エフシーエス
令和3年4月16日 1-01-00189 北海道 耕種 佐藤　大策
令和3年4月16日 1-01-00190 北海道 耕種 北上　孝俊
令和3年4月16日 1-01-00191 北海道 耕種 株式会社自然農園
令和3年4月16日 1-01-00192 北海道 畜産 有限会社堀川ファーム
令和3年4月27日 1-01-00193 北海道 耕種 株式会社アグリプロダクト笠井
令和3年4月27日 1-01-00194 北海道 耕種 株式会社キタコシファーム
令和3年5月14日 1-01-00195 北海道 畜産 小泉　誠
令和3年5月14日 1-01-00196 北海道 耕種 中野　大介
令和3年5月14日 1-01-00197 北海道 畜産 岩城　輝彦
令和3年5月14日 1-01-00198 北海道 畜産 有限会社福良牧場
令和3年5月14日 1-01-00199 北海道 畜産 有限会社アンビシャス
令和3年5月19日 1-01-00200 北海道 耕種 森山　幸治
令和3年5月19日 1-01-00201 北海道 耕種 株式会社東農場
令和3年5月19日 1-01-00202 北海道 耕種 有限会社フォーレ白老
令和3年5月19日 1-01-00203 北海道 耕種 株式会社井内農園
令和3年6月3日 1-01-00204 北海道 畜産 高橋　一博
令和3年6月3日 1-01-00205 北海道 畜産 渕　上樹
令和3年6月3日 1-01-00206 北海道 畜産 農事組合法人支倉牧場生産組合
令和3年6月3日 1-01-00207 北海道 耕種 有限会社北海ファーム三和
令和3年6月7日 1-01-00208 北海道 畜産 山之内　敬
令和3年6月7日 1-01-00209 北海道 畜産 株式会社サンエイ牧場
令和3年6月7日 1-01-00210 北海道 畜産 株式会社龍田牧場
令和3年6月14日 1-01-00211 北海道 畜産 有限会社天羽禮治牧場
令和3年6月14日 1-01-00212 北海道 畜産 有限会社ノースワン
令和3年6月24日 1-01-00213 北海道 耕種 城川　悟子
令和3年6月24日 1-01-00214 北海道 畜産 前田　哲也
令和3年6月24日 1-01-00215 北海道 畜産 山下　英紀
令和3年6月24日 1-01-00216 北海道 畜産 山田　哲義
令和3年6月24日 1-01-00217 北海道 耕種 有限会社余湖農園
令和3年6月28日 1-01-00218 北海道 畜産 農事組合法人豊原生産組合
令和3年7月5日 1-01-00219 北海道 耕種 農事組合法人ヒット
令和3年7月9日 1-01-00220 北海道 耕種 有限会社鎌田牧場
令和3年7月12日 1-01-00221 北海道 畜産 松川　哲也
令和3年7月12日 1-01-00222 北海道 畜産 有限会社ドリームヒル
令和3年7月12日 1-01-00223 北海道 畜産 株式会社三浦ファーム
令和3年7月12日 1-01-00224 北海道 畜産 株式会社美馬農場
令和3年7月19日 1-01-00225 北海道 畜産 株式会社フジタファーム
令和3年7月26日 1-01-00226 北海道 畜産 母子里農場株式会社
令和3年7月26日 1-01-00227 北海道 耕種 有限会社北斗産業
令和3年7月26日 1-01-00228 北海道 耕種 株式会社トミイチ
令和3年8月2日 1-01-00229 北海道 畜産 相澤　孝太
令和3年8月2日 1-01-00230 北海道 畜産 株式会社Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｈｅａｖｅｎ　Ｆａｒｍ
令和3年8月2日 1-01-00231 北海道 畜産 ハイブリッジファースト株式会社
令和3年8月2日 1-01-00232 北海道 畜産 株式会社ＲＯＣＫＹ　ＲＩＤＧＥ　ＹＡＭＡＺＡＫＩ
令和3年8月11日 1-01-00233 北海道 耕種 槌谷　幸司
令和3年8月11日 1-01-00234 北海道 耕種 相良　洋平
令和3年8月11日 1-01-00235 北海道 耕種 株式会社湯浅ファーム
令和3年8月11日 1-01-00236 北海道 耕種 有限会社齊藤農場
令和3年8月23日 1-01-00237 北海道 畜産 松本　司
令和3年8月23日 1-01-00238 北海道 畜産 有限会社ケーアイ牧場
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令和3年8月23日 1-01-00239 北海道 畜産 株式会社ＬＯＦＴＹ　ＣＯＭＰＡＮＹ
令和3年8月30日 1-01-00240 北海道 畜産 久慈　真咲
令和3年8月30日 1-01-00241 北海道 畜産 有限会社松岡牧場
令和3年8月30日 1-01-00242 北海道 畜産 有限会社田口畜産
令和3年9月6日 1-01-00243 北海道 畜産 松井　美喜恵
令和3年9月6日 1-01-00244 北海道 畜産 株式会社農成ファーム
令和3年9月6日 1-01-00245 北海道 畜産 株式会社アクエリアス
令和3年9月6日 1-01-00246 北海道 畜産 株式会社宍戸牧場
令和3年9月6日 1-01-00247 北海道 耕種 有限会社グリーン・ファームえんべつ
令和3年9月6日 1-01-00248 北海道 畜産 有限会社ビィクトリーポーク
令和3年9月13日 1-01-00249 北海道 畜産 藤井　昌信
令和3年9月13日 1-01-00250 北海道 畜産 株式会社ホクリヨウ
令和3年9月13日 1-01-00251 北海道 畜産 株式会社グランファーム
令和3年9月21日 1-01-00252 北海道 畜産 松岡　英幸
令和3年9月24日 1-01-00253 北海道 畜産 有限会社鈴木牧場
令和3年10月11日 1-01-00254 北海道 畜産 有限会社協栄農場
令和3年10月11日 1-01-00255 北海道 畜産 有限会社細田牧場
令和3年10月11日 1-01-00256 北海道 畜産 有限会社社名渕みどり牧場
令和3年10月11日 1-01-00257 北海道 畜産 佐々木　元晴
令和3年10月11日 1-01-00258 北海道 耕種 佐藤　正人
令和3年10月11日 1-01-00259 北海道 畜産 株式会社ヤマサファーム
令和3年10月11日 1-01-00260 北海道 耕種 株式会社余市和田農園
令和3年10月21日 1-01-00261 北海道 畜産 株式会社関谷牧場
令和3年10月29日 1-01-00262 北海道 畜産 田井　克廣
令和3年10月29日 1-01-00263 北海道 畜産 有限会社日勝ファーム
令和3年11月1日 1-01-00264 北海道 畜産 株式会社大塚牧場
令和3年11月15日 1-01-00265 北海道 畜産 伊藤　清秀
令和3年11月15日 1-01-00266 北海道 畜産 圓谷　典夫
令和3年11月15日 1-01-00267 北海道 畜産 在原　和幸
令和3年11月15日 1-01-00268 北海道 畜産 西　重光
令和3年11月15日 1-01-00269 北海道 畜産 稗田　徹也
令和3年11月15日 1-01-00270 北海道 畜産 株式会社藤井牧場
令和3年11月15日 1-01-00271 北海道 畜産 有限会社北斗牧場
令和3年11月15日 1-01-00272 北海道 畜産 株式会社延与牧場
令和3年11月15日 1-01-00273 北海道 畜産 有限会社中島牧場
令和3年11月30日 1-01-00274 北海道 耕種 株式会社輝楽里
令和3年11月30日 1-01-00275 北海道 耕種 有限会社源津プロスパファーム
令和3年11月30日 1-01-00276 北海道 畜産 青木　敏彦
令和3年11月30日 1-01-00277 北海道 耕種 中山　慎一
令和3年12月6日 1-01-00278 北海道 畜産 武藤　利勝
令和3年12月6日 1-01-00279 北海道 畜産 千葉　実
令和3年12月6日 1-01-00280 北海道 畜産 株式会社相澤牧場
令和3年12月6日 1-01-00281 北海道 畜産 株式会社カワシマファーム
令和3年12月6日 1-01-00282 北海道 耕種 株式会社本山農場
令和3年12月13日 1-01-00283 北海道 畜産 横山　芳博
令和3年12月13日 1-01-00284 北海道 畜産 朝日牧場株式会社
令和3年12月13日 1-01-00285 北海道 畜産 株式会社高橋牧場
令和3年12月13日 1-01-00286 北海道 畜産 株式会社中島牧場
令和3年12月13日 1-01-00287 北海道 畜産 株式会社ループライズ
令和3年12月13日 1-01-00288 北海道 畜産 合同会社ファーム和楽
令和3年12月13日 1-01-00289 北海道 畜産 株式会社杉本デイリーファーム
令和3年12月20日 1-01-00290 北海道 畜産 有限会社ＷＡＨＥＩ
令和3年12月20日 1-01-00291 北海道 耕種 農業生産法人有限会社サンファーム
令和3年12月20日 1-01-00292 北海道 畜産 細川　裕
令和3年12月20日 1-01-00293 北海道 畜産 二瓶　武志
令和4年1月4日 1-01-00294 北海道 畜産 永谷　俊
令和4年1月4日 1-01-00295 北海道 畜産 株式会社Ｔｏｋａｒｏｃｈｉ　Ｆａｒｍ
令和4年1月4日 1-01-00296 北海道 畜産 株式会社ユニバース
令和4年1月4日 1-01-00297 北海道 畜産 合同会社枝幸ヒロヤマファーム
令和4年1月11日 1-01-00298 北海道 畜産 有限会社ケー・アイ牧場
令和4年1月11日 1-01-00299 北海道 畜産 小泉　弘幸
令和4年1月17日 1-01-00300 北海道 耕種 ベジタブルワークス株式会社
令和4年1月27日 1-01-00301 北海道 畜産 志鎌　英敏
令和4年1月27日 1-01-00302 北海道 畜産 石川　洋一
令和4年1月27日 1-01-00303 北海道 耕種 株式会社アグリプラン 派遣
令和4年1月27日 1-01-00304 北海道 畜産 株式会社ＡＤＦ
令和4年1月27日 1-01-00305 北海道 畜産 合同会社猪狩牧場
令和4年1月27日 1-01-00306 北海道 耕種 株式会社三木田
令和4年1月27日 1-01-00307 北海道 畜産 有限会社さくら牧場
令和4年1月31日 1-01-00308 北海道 耕種 岡田　拓未
令和4年1月31日 1-01-00309 北海道 耕種 山田　慶一
令和4年1月31日 1-01-00310 北海道 畜産 金内　秀昭
令和4年1月31日 1-01-00311 北海道 畜産 株式会社椿牧場
令和4年1月31日 1-01-00312 北海道 畜産 農事組合法人ハマナス牧場
令和4年1月31日 1-01-00313 北海道 畜産 株式会社エンブレム－Ｋ
令和4年1月31日 1-01-00314 北海道 耕種 株式会社本山ファーム
令和4年2月7日 1-01-00315 北海道 耕種 福島　亜明
令和4年2月7日 1-01-00316 北海道 畜産 雑賀　重行



「農業特定技能協議会」加入者一覧表

加入年月日 協議会構成員番号 都道府県名 種別 特定技能所属機関の氏名又は名称

2023年4月28日現在

令和4年2月7日 1-01-00317 北海道 耕種 農事組合法人緑豊農場
令和4年2月7日 1-01-00318 北海道 畜産 株式会社渡辺牧場
令和4年2月7日 1-01-00319 北海道 畜産 有限会社細谷牧場
令和4年2月14日 1-01-00320 北海道 耕種 野村　正宏
令和4年2月14日 1-01-00321 北海道 耕種 金井　忠政
令和4年2月14日 1-01-00322 北海道 耕種 中山　貴宏
令和4年2月14日 1-01-00323 北海道 畜産 株式会社しののめ畜産
令和4年2月14日 1-01-00324 北海道 畜産 有限会社伊藤畜産
令和4年2月14日 1-01-00325 北海道 耕種 株式会社ＶＩＶＡＦＡＲＭ
令和4年2月22日 1-01-00326 北海道 畜産 遠藤　行雄
令和4年2月22日 1-01-00327 北海道 畜産 水野　基樹
令和4年2月22日 1-01-00328 北海道 耕種 影山　敏彦
令和4年2月22日 1-01-00329 北海道 畜産 株式会社阿良ファーム
令和4年2月22日 1-01-00330 北海道 耕種 有限会社オオネ道下農業
令和4年2月22日 1-01-00331 北海道 耕種 小清水町農業協同組合
令和4年2月22日 1-01-00332 北海道 畜産 株式会社ＥＳＴ
令和4年2月22日 1-01-00333 北海道 畜産 有限会社片岡牧場
令和4年2月22日 1-01-00334 北海道 畜産 有限会社伏見牧場
令和4年2月28日 1-01-00335 北海道 畜産 本田　正志
令和4年3月7日 1-01-00336 北海道 畜産 松下　敏行
令和4年3月7日 1-01-00337 北海道 畜産 株式会社まろにえふぁーむ
令和4年3月7日 1-01-00338 北海道 畜産 有限会社安栗スワイン
令和4年3月14日 1-01-00339 北海道 畜産 山田　智康
令和4年3月14日 1-01-00340 北海道 畜産 石川　幸治
令和4年3月14日 1-01-00341 北海道 耕種 山下　悟
令和4年3月14日 1-01-00342 北海道 耕種 池川　和真
令和4年3月14日 1-01-00343 北海道 耕種 楠木　一史
令和4年3月14日 1-01-00344 北海道 畜産 奥村　潤平
令和4年3月14日 1-01-00345 北海道 耕種 石川原　寛一
令和4年3月14日 1-01-00346 北海道 耕種 互野　由紀男
令和4年3月14日 1-01-00347 北海道 畜産 株式会社竹花牧場
令和4年3月14日 1-01-00348 北海道 耕種 株式会社辻本牧場
令和4年3月14日 1-01-00349 北海道 耕種 株式会社天間農産本舗
令和4年3月14日 1-01-00350 北海道 耕種 ふらの農業協同組合
令和4年3月14日 1-01-00351 北海道 耕種 有限会社湯地の丘自然農園
令和4年3月14日 1-01-00352 北海道 畜産 株式会社櫻井牧場
令和4年3月14日 1-01-00353 北海道 畜産 株式会社稲川牧場
令和4年3月28日 1-01-00354 北海道 畜産 加藤　太朗
令和4年3月28日 1-01-00355 北海道 畜産 山川　幸吉
令和4年4月5日 1-01-00356 北海道 畜産 萬代　秀則
令和4年4月5日 1-01-00357 北海道 耕種 佐藤　正寿
令和4年4月5日 1-01-00358 北海道 畜産 中西　教之
令和4年4月5日 1-01-00359 北海道 畜産 津田　稔喜
令和4年4月5日 1-01-00360 北海道 畜産 山田　一博
令和4年4月5日 1-01-00361 北海道 畜産 畑中　昇一
令和4年4月5日 1-01-00362 北海道 畜産 田中　洋希
令和4年4月5日 1-01-00363 北海道 耕種 佐藤　貴志
令和4年4月5日 1-01-00364 北海道 畜産 佐々木　忠光
令和4年4月5日 1-01-00365 北海道 畜産 有限会社渡邊牧場
令和4年4月11日 1-01-00366 北海道 耕種 三野　伸治
令和4年4月11日 1-01-00367 北海道 畜産 中川　一郎
令和4年4月11日 1-01-00368 北海道 畜産 株式会社松枝
令和4年4月11日 1-01-00369 北海道 畜産 株式会社ＴＩＰ
令和4年4月11日 1-01-00370 北海道 畜産 有限会社阿歴内ファーム
令和4年4月19日 1-01-00371 北海道 耕種　 田口　修
令和4年4月19日 1-01-00372 北海道 畜産　 関口　哲治
令和4年4月19日 1-01-00373 北海道 畜産　 藤田　均
令和4年4月19日 1-01-00374 北海道 畜産　 株式会社オンザヒル東口
令和4年4月19日 1-01-00375 北海道 畜産　 有限会社サンライズ
令和4年4月25日 1-01-00376 北海道 耕種 稲田　秀行
令和4年4月25日 1-01-00377 北海道 耕種 神田　正
令和4年4月25日 1-01-00378 北海道 畜産 渕上　樹
令和4年4月25日 1-01-00379 北海道 耕種 有限会社ファームトピア
令和4年5月10日 1-01-00380 北海道 畜産 棚瀬　基晴
令和4年5月10日 1-01-00381 北海道 畜産 伊藤　孝治
令和4年5月10日 1-01-00382 北海道 耕種 石川　悦郎
令和4年5月10日 1-01-00383 北海道 耕種 須藤　正人
令和4年5月10日 1-01-00384 北海道 耕種 青野　仁俊
令和4年5月10日 1-01-00385 北海道 畜産 株式会社やんべ牧場
令和4年5月10日 1-01-00386 北海道 耕種 株式会社大坪農園
令和4年5月10日 1-01-00387 北海道 畜産 有限会社カネヨ横田畜産
令和4年5月10日 1-01-00388 北海道 耕種 有限会社松山商店
令和4年5月18日 1-01-00389 北海道 畜産 久保　章
令和4年5月18日 1-01-00390 北海道 耕種 渡辺　要二
令和4年5月18日 1-01-00391 北海道 耕種 清水　修一
令和4年5月18日 1-01-00392 北海道 畜産 有限会社松山牧場
令和4年5月18日 1-01-00393 北海道 耕種 有限会社亀尾農園
令和4年5月26日 1-01-00394 北海道 畜産 農事組合法人グリーンファーム
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令和4年5月26日 1-01-00395 北海道 耕種・畜産 鵡川農業協同組合
令和4年5月26日 1-01-00396 北海道 畜産 株式会社納・牧場
令和4年5月26日 1-01-00397 北海道 畜産 有限会社カドワキ牧場
令和4年5月26日 1-01-00398 北海道 畜産 農業生産法人株式会社北海大石ファーム
令和4年5月26日 1-01-00399 北海道 畜産 株式会社齊藤ファーム
令和4年6月3日 1-01-00400 北海道 畜産 藤波　志伸
令和4年6月3日 1-01-00401 北海道 畜産 川又　崇史
令和4年6月3日 1-01-00402 北海道 畜産 有限会社上田産業
令和4年6月3日 1-01-00403 北海道 畜産 株式会社ファーム山口
令和4年6月3日 1-01-00404 北海道 畜産 農事組合法人ノーザンスカイ
令和4年6月3日 1-01-00405 北海道 畜産 有限会社西上加納農場
令和4年6月3日 1-01-00406 北海道 畜産 株式会社鈴木畜産ビジネスサポート
令和4年6月7日 1-01-00407 北海道 畜産 小野寺　友治
令和4年6月14日 1-01-00408 北海道 畜産 水谷　善則
令和4年6月14日 1-01-00409 北海道 畜産 株式会社ぴかる君
令和4年6月21日 1-01-00410 北海道 耕種 山田　一明
令和4年6月21日 1-01-00411 北海道 耕種 笹山　悦子
令和4年6月21日 1-01-00412 北海道 耕種 奥野　成樹
令和4年6月21日 1-01-00413 北海道 畜産 亀田　泰貴
令和4年6月21日 1-01-00414 北海道 耕種 田崎　健
令和4年6月21日 1-01-00415 北海道 耕種 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社
令和4年6月21日 1-01-00416 北海道 耕種 株式会社ＯＰＬＵＳ
令和4年6月21日 1-01-00417 北海道 耕種 合同会社フィードセンタービーナス
令和4年6月21日 1-01-00418 北海道 畜産 有限会社鎌田ファーム
令和4年6月28日 1-01-00419 北海道 耕種 藤井　英樹
令和4年6月28日 1-01-00420 北海道 耕種 半田　貴大
令和4年6月28日 1-01-00421 北海道 耕種 丸家　義明
令和4年6月28日 1-01-00422 北海道 畜産 株式会社ＦｉｎｅＳｔａｒ
令和4年6月28日 1-01-00423 北海道 畜産 株式会社市川牧場
令和4年6月28日 1-01-00424 北海道 耕種 株式会社知床ファームイチロー
令和4年6月28日 1-01-00425 北海道 畜産 株式会社アグリライフ
令和4年6月28日 1-01-00426 北海道 畜産 株式会社鈴木牧場
令和4年7月6日 1-01-00427 北海道 耕種 坂東　義一　
令和4年7月6日 1-01-00428 北海道 畜産 萬亀山　孝弘
令和4年7月6日 1-01-00429 北海道 畜産 株式会社ＩＭＰＲＯＶＥ
令和4年7月6日 1-01-00430 北海道 畜産 株式会社フィードバンク
令和4年7月6日 1-01-00431 北海道 畜産 有限会社富田牧場
令和4年7月11日 1-01-00432 北海道 耕種 筒井　恒滋
令和4年7月11日 1-01-00433 北海道 畜産 佐藤　健二
令和4年7月11日 1-01-00434 北海道 畜産 松本　章
令和4年7月11日 1-01-00435 北海道 畜産 農事組合法人東瓜幕協和生産組合
令和4年7月11日 1-01-00436 北海道 畜産 有限会社平間ファーム
令和4年7月26日 1-01-00437 北海道 畜産 岡島　睦
令和4年7月26日 1-01-00438 北海道 畜産 本田　吉秀
令和4年7月26日 1-01-00439 北海道 畜産 菅野　秋広
令和4年7月26日 1-01-00440 北海道 畜産 吉村　進
令和4年7月26日 1-01-00441 北海道 耕種 大場　慎太郎
令和4年7月26日 1-01-00442 北海道 畜産 大関　和彦
令和4年7月26日 1-01-00443 北海道 畜産 株式会社ＡＧＳファクトリー
令和4年7月26日 1-01-00444 北海道 畜産 株式会社Ｒｅｖｅ北幌内
令和4年7月26日 1-01-00445 北海道 畜産 株式会社宗谷岬牧場
令和4年7月26日 1-01-00446 北海道 畜産 有限会社西原ファーム
令和4年7月26日 1-01-00447 北海道 畜産 株式会社ＫＩ
令和4年7月26日 1-01-00448 北海道 耕種 三間　美恵子
令和4年7月26日 1-01-00449 北海道 耕種 三間　尚之
令和4年7月26日 1-01-00450 北海道 耕種 漆原　靖
令和4年7月26日 1-01-00451 北海道 耕種 嘉屋　隆夫
令和4年7月26日 1-01-00452 北海道 耕種 加藤　伸治
令和4年7月26日 1-01-00453 北海道 畜産 相澤　博美
令和4年7月26日 1-01-00454 北海道 耕種 株式会社のぐち北湯沢ファーム
令和4年7月26日 1-01-00455 北海道 畜産 合同会社糸島
令和4年8月3日 1-01-00456 北海道 耕種 清水　初男　
令和4年8月3日 1-01-00457 北海道 畜産 川又　卓磨
令和4年8月3日 1-01-00458 北海道 畜産 株式会社浅茅野悠牧舎
令和4年8月3日 1-01-00459 北海道 耕種 北海道エア・ウォーター・アグリ
令和4年8月3日 1-01-00460 北海道 耕種 株式会社笠井農園
令和4年8月3日 1-01-00461 北海道 畜産 有限会社ノースチック
令和4年8月3日 1-01-00462 北海道 畜産 有限会社ふぁーむ未来
令和4年8月15日 1-01-00463 北海道 畜産 徳田　善一
令和4年8月15日 1-01-00464 北海道 畜産 株式会社別海ミルクワールド
令和4年8月15日 1-01-00465 北海道 耕種 ヒナタフーズ株式会社
令和4年8月16日 1-01-00466 北海道 耕種 宍戸　大樹
令和4年8月16日 1-01-00467 北海道 畜産 株式会社あさのファーム
令和4年8月26日 1-01-00468 北海道 畜産 寺町　雅人
令和4年8月26日 1-01-00469 北海道 畜産 株式会社Ｋｏｋｏｒｏ
令和4年8月26日 1-01-00470 北海道 畜産 株式会社松島牧場
令和4年8月26日 1-01-00471 北海道 畜産 株式会社湯澤牧場
令和4年8月26日 1-01-00472 北海道 畜産 農事組合法人ミルキーウェイ
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令和4年8月26日 1-01-00473 北海道 耕種 株式会社とかち河田ファーム
令和4年8月26日 1-01-00474 北海道 耕種 株式会社桜企画
令和4年8月26日 1-01-00475 北海道 耕種 株式会社玉森農産
令和4年8月26日 1-01-00476 北海道 耕種 有限会社カネサ斉藤農産
令和4年8月26日 1-01-00477 北海道 耕種 有限会社おとべファーム
令和4年9月2日 1-01-00478 北海道 耕種 中村　清徳
令和4年9月2日 1-01-00479 北海道 畜産 遠藤　雅彦
令和4年9月2日 1-01-00480 北海道 畜産 有限会社岩花スワインファーム
令和4年9月8日 1-01-00481 北海道 畜産 多田　満憲
令和4年9月8日 1-01-00482 北海道 畜産 農業生産法人株式会社十勝ビーフ
令和4年9月8日 1-01-00483 北海道 畜産 有限会社上村農場
令和4年9月8日 1-01-00484 北海道 耕種 有限会社丸富青果
令和4年9月13日 1-01-00486 北海道 耕種 とうや湖農業協同組合
令和4年9月13日 1-01-00487 北海道 耕種 函館農業生産法人有限会社
令和4年9月22日 1-01-00488 北海道 畜産 小澤　洋之
令和4年9月22日 1-01-00489 北海道 畜産 株式会社ファインデール
令和4年9月30日 1-01-00490 北海道 耕種 高橋　宏昌
令和4年9月30日 1-01-00491 北海道 耕種 互野　勝弘
令和4年9月30日 1-01-00492 北海道 畜産 株式会社おぎミルクファーム
令和4年10月11日 1-01-00493 北海道 耕種 中島　明太
令和4年10月11日 1-01-00494 北海道 畜産 高橋　宏行
令和4年10月11日 1-01-00495 北海道 畜産 山下　善一
令和4年10月11日 1-01-00496 北海道 耕種 株式会社マルシメおぬき
令和4年10月11日 1-01-00497 北海道 畜産 株式会社ＮｅｗＰｏｎｄＦａｒｍ
令和4年10月11日 1-01-00498 北海道 畜産 有限会社菊地農場
令和4年10月12日 1-01-00499 北海道 畜産 有限会社フロイデ農場
令和4年10月12日 1-01-00500 北海道 畜産 株式会社Ｊ－Ｐｒｏコントラクトファーム
令和4年10月18日 1-01-00501 北海道 畜産 浦山　武志
令和4年10月18日 1-01-00502 北海道 畜産 齊藤　浩平
令和4年10月18日 1-01-00503 北海道 畜産 佐藤　仁昭
令和4年10月18日 1-01-00504 北海道 畜産 浦部　雄一
令和4年10月18日 1-01-00505 北海道 畜産 有限会社小西牧場
令和4年10月18日 1-01-00506 北海道 畜産 有限会社寺井牧場
令和4年10月25日 1-01-00507 北海道 畜産 阿部　貴宏
令和4年10月25日 1-01-00508 北海道 畜産 森田　稔
令和4年10月25日 1-01-00509 北海道 畜産 佐藤　和則
令和4年10月25日 1-01-00510 北海道 畜産 木下　修
令和4年10月25日 1-01-00511 北海道 畜産 竹本　篤
令和4年10月25日 1-01-00512 北海道 畜産 農事組合法人コスモアグリ
令和4年11月1日 1-01-00513 北海道 耕種 小林　昌男
令和4年11月1日 1-01-00514 北海道 畜産 高橋　靖寿
令和4年11月1日 1-01-00515 北海道 畜産 千葉　友行
令和4年11月1日 1-01-00516 北海道 畜産 那須野　雅史
令和4年11月1日 1-01-00517 北海道 畜産 鹿能　友樹
令和4年11月1日 1-01-00518 北海道 畜産 糸納　栄一
令和4年11月1日 1-01-00519 北海道 畜産 石井　達也
令和4年11月1日 1-01-00520 北海道 畜産 手塚　正明
令和4年11月1日 1-01-00521 北海道 畜産 村上牧場株式会社
令和4年11月1日 1-01-00522 北海道 畜産 有限会社農業生産法人永楽牧場
令和4年11月1日 1-01-00523 北海道 耕種 株式会社おかだ商産
令和4年11月1日 1-01-00524 北海道 畜産 株式会社ノベルズ
令和4年11月8日 1-01-00525 北海道 畜産 渡邊　敏司　
令和4年11月8日 1-01-00526 北海道 耕種 株式会社久島農産
令和4年11月8日 1-01-00527 北海道 畜産 有限会社林牧場
令和4年11月8日 1-01-00528 北海道 耕種 株式会社一宮
令和4年11月18日 1-01-00529 北海道 畜産 佐藤　悠
令和4年11月18日 1-01-00530 北海道 畜産 加納　雄
令和4年11月18日 1-01-00531 北海道 耕種 大廣　正紀
令和4年11月18日 1-01-00532 北海道 畜産 小椋　健一
令和4年11月18日 1-01-00533 北海道 耕種 株式会社美咲興業
令和4年11月18日 1-01-00534 北海道 畜産 有限会社ダイニ産業観光
令和4年11月18日 1-01-00535 北海道 畜産 株式会社トンデンファーム
令和4年11月24日 1-01-00536 北海道 畜産 石垣　一郎
令和4年11月24日 1-01-00537 北海道 耕種 伊東　健一
令和4年11月24日 1-01-00538 北海道 畜産 岡崎　明良
令和4年11月24日 1-01-00539 北海道 耕種 有限会社仲山農産
令和4年11月24日 1-01-00540 北海道 耕種 株式会社グリーンアースファーム
令和4年11月24日 1-01-00541 北海道 耕種 カネサキサキ糧穀株式会社
令和4年12月1日 1-01-00542 北海道 耕種 伊勢谷　知則
令和4年12月1日 1-01-00543 北海道 畜産 二瓶　稔弘
令和4年12月1日 1-01-00544 北海道 耕種 有限会社丸富研究農場
令和4年12月1日 1-01-00545 北海道 畜産 有限会社竹村牧場
令和4年12月9日 1-01-00546 北海道 耕種 神田　忠信
令和4年12月15日 1-01-00547 北海道 耕種 植村　有見
令和4年12月15日 1-01-00548 北海道 畜産 堀井　雄一
令和4年12月15日 1-01-00549 北海道 畜産 株式会社柴田牧場
令和4年12月15日 1-01-00550 北海道 耕種 株式会社小清水農業振興公社
令和4年12月20日 1-01-00551 北海道 畜産 村上　英之
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令和4年12月20日 1-01-00552 北海道 畜産 三澤　勝
令和4年12月20日 1-01-00553 北海道 畜産 北口　久
令和4年12月20日 1-01-00554 北海道 畜産 田村　大祐
令和4年12月20日 1-01-00555 北海道 畜産 折笠　利彦
令和4年12月20日 1-01-00556 北海道 畜産 植田　真文
令和4年12月20日 1-01-00557 北海道 畜産 糸川　美宏
令和4年12月20日 1-01-00558 北海道 耕種 三野　真也
令和4年12月20日 1-01-00559 北海道 畜産 株式会社中澤牧場
令和4年12月20日 1-01-00560 北海道 耕種 有限会社ヤマサダ佐藤商事
令和4年12月20日 1-01-00561 北海道 畜産 農事組合法人一心生産組合
令和4年12月20日 1-01-00562 北海道 畜産 株式会社ビレッジ・シャイニング
令和4年12月20日 1-01-00563 北海道 畜産 有限会社ありぎりす
令和4年12月20日 1-01-00564 北海道 耕種 株式会社ささき農園
令和4年12月26日 1-01-00565 北海道 畜産 渡辺　直秀
令和4年12月26日 1-01-00566 北海道 畜産 倉兼　睦彦
令和4年12月26日 1-01-00567 北海道 畜産 株式会社菅原牧場
令和4年12月26日 1-01-00568 北海道 耕種 有限会社明正
令和4年12月26日 1-01-00569 北海道 畜産 株式会社真野牧場
令和5年1月6日 1-01-00570 北海道 耕種 清水　初男
令和5年1月6日 1-01-00571 北海道 畜産 渡邉　剛
令和5年1月6日 1-01-00572 北海道 畜産 株式会社小浜牧場
令和5年1月6日 1-01-00573 北海道 耕種 有限会社清水農園
令和5年1月6日 1-01-00574 北海道 畜産 株式会社敬和ファーム
令和5年1月6日 1-01-00575 北海道 畜産 有限会社ファームライフ
令和5年1月13日 1-01-00576 北海道 畜産 荻原　祐介
令和5年1月23日 1-01-00577 北海道 耕種 高橋　強志
令和5年1月23日 1-01-00578 北海道 畜産 株式会社藤川農場
令和5年1月23日 1-01-00579 北海道 畜産 株式会社北海道日高牧場
令和5年1月27日 1-01-00580 北海道 耕種 梶原　正員
令和5年1月27日 1-01-00581 北海道 畜産 丸山　貴之
令和5年1月27日 1-01-00582 北海道 畜産 遠藤　浩一
令和5年1月27日 1-01-00583 北海道 耕種 佐藤　拓美
令和5年1月27日 1-01-00584 北海道 耕種 金丸興業株式会社
令和5年2月3日 1-01-00585 北海道 畜産 河村　芳則
令和5年2月3日 1-01-00586 北海道 畜産 北村　信美
令和5年2月3日 1-01-00587 北海道 畜産 宮本　一男
令和5年2月3日 1-01-00588 北海道 畜産 石井　哲雄
令和5年2月3日 1-01-00589 北海道 耕種 三野　修一
令和5年2月3日 1-01-00590 北海道 畜産 阪口　正明
令和5年2月3日 1-01-00591 北海道 畜産 白田　謙一
令和5年2月3日 1-01-00592 北海道 耕種 高階　昌一
令和5年2月3日 1-01-00593 北海道 畜産 目黒　芳美
令和5年2月3日 1-01-00594 北海道 畜産 石森　裕治
令和5年2月3日 1-01-00595 北海道 耕種 株式会社ＮＩＮＡＩＴＥ 派遣
令和5年2月3日 1-01-00596 北海道 畜産 株式会社西野
令和5年2月10日 1-01-00597 北海道 畜産 横石　透
令和5年2月10日 1-01-00598 北海道 耕種 合同会社中山農園
令和5年2月10日 1-01-00599 北海道 耕種 イーストファーム株式会社
令和5年2月10日 1-01-00600 北海道 畜産 有限会社メニーフィールドデイリーファーム
令和5年2月14日 1-01-00601 北海道 畜産 植田牧場株式会社
令和5年2月14日 1-01-00602 北海道 耕種 株式会社谷口農場
令和5年2月14日 1-01-00603 北海道 畜産 株式会社酪農王国
令和5年2月14日 1-01-00604 北海道 畜産 株式会社旭共同農場
令和5年2月14日 1-01-00605 北海道 畜産 株式会社下山牧場
令和5年2月22日 1-01-00606 北海道 畜産 田中　和也
令和5年2月22日 1-01-00607 北海道 畜産 橋本　嘉篤
令和5年2月22日 1-01-00608 北海道 畜産 岩松　誠
令和5年2月22日 1-01-00609 北海道 畜産 佐藤　明彦
令和5年2月22日 1-01-00610 北海道 畜産 竹中　隆利
令和5年2月22日 1-01-00611 北海道 畜産 森田　忠義
令和5年2月22日 1-01-00612 北海道 畜産 遠藤　良平
令和5年2月22日 1-01-00613 北海道 耕種 有限会社営農企画
令和5年2月22日 1-01-00614 北海道 畜産 株式会社北海道中央牧場
令和5年3月3日 1-01-00615 北海道 畜産 吉田　秀樹
令和5年3月3日 1-01-00616 北海道 畜産 農事組合法人佐々木牧場
令和5年3月3日 1-01-00617 北海道 畜産 株式会社吉田牧場
令和5年3月3日 1-01-00618 北海道 畜産 株式会社東武牧場
令和5年3月3日 1-01-00619 北海道 畜産 株式会社熊谷牧場
令和5年3月9日 1-01-00620 北海道 畜産 石田　章夫
令和5年3月9日 1-01-00621 北海道 耕種 大浦　浩
令和5年3月9日 1-01-00622 北海道 耕種 富良野地方卸売市場株式会社
令和5年3月9日 1-01-00623 北海道 畜産 株式会社中札内若どり
令和5年3月9日 1-01-00624 北海道 耕種 きたみらい農業協同組合
令和5年3月9日 1-01-00625 北海道 畜産 株式会社グリーンシード
令和5年3月9日 1-01-00626 北海道 畜産 有限会社農業王国正真
令和5年3月9日 1-01-00627 北海道 耕種 株式会社長船農園
令和5年3月15日 1-01-00628 北海道 畜産 田上　清一
令和5年3月15日 1-01-00629 北海道 耕種 岡田　直弘
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令和5年3月15日 1-01-00630 北海道 耕種 佐藤　哲之
令和5年3月15日 1-01-00631 北海道 畜産 畠山　浩光
令和5年3月15日 1-01-00632 北海道 畜産 久田　涼平
令和5年3月15日 1-01-00633 北海道 畜産 落合　光也
令和5年3月15日 1-01-00634 北海道 畜産 十河　信幸
令和5年3月15日 1-01-00635 北海道 畜産 佐々木　克典
令和5年3月15日 1-01-00636 北海道 畜産 紺野　耀
令和5年3月15日 1-01-00637 北海道 耕種 株式会社寅福
令和5年3月15日 1-01-00638 北海道 畜産 角倉牧場株式会社
令和5年3月24日 1-01-00639 北海道 耕種 石崎　憲一
令和5年3月24日 1-01-00640 北海道 畜産 畑　亮一
令和5年3月24日 1-01-00641 北海道 耕種 中川　孝子
令和5年3月24日 1-01-00642 北海道 畜産 髙橋　優二
令和5年3月24日 1-01-00643 北海道 畜産 小坂　洋平
令和5年3月24日 1-01-00644 北海道 耕種 三間　智
令和5年3月24日 1-01-00645 北海道 耕種 佐々木　明夫
令和5年3月24日 1-01-00646 北海道 畜産 有限会社アイファーム
令和5年3月28日 1-01-00647 北海道 耕種 鎌田　忠文
令和5年3月28日 1-01-00648 北海道 畜産 武藤　昭広
令和5年3月28日 1-01-00649 北海道 畜産 野澤　淳
令和5年3月28日 1-01-00650 北海道 畜産 境野　浩行
令和5年3月28日 1-01-00651 北海道 畜産 株式会社高橋牧場
令和5年3月28日 1-01-00652 北海道 耕種 株式会社ＩＬＯＶＥファーム
令和5年3月28日 1-01-00653 北海道 畜産 株式会社篠田牧場
令和5年4月5日 1-01-00654 北海道 耕種 漆原　了
令和5年4月5日 1-01-00655 北海道 畜産 阿部　秀樹
令和5年4月5日 1-01-00656 北海道 畜産 株式会社福島牧場
令和5年4月5日 1-01-00657 北海道 畜産 農事組合法人石田牧場
令和5年4月5日 1-01-00658 北海道 畜産 株式会社今牧場
令和5年4月13日 1-01-00659 北海道 畜産 谷口　裕行
令和5年4月13日 1-01-00660 北海道 耕種 大西　一仁
令和5年4月13日 1-01-00661 北海道 耕種 有限会社岡田産業
令和5年4月13日 1-01-00662 北海道 畜産 日本ホワイトファーム株式会社
令和5年4月13日 1-01-00663 北海道 耕種 せたな農産株式会社
令和5年4月21日 1-01-00664 北海道 畜産 長門　達也
令和5年4月21日 1-01-00665 北海道 畜産 横山　健一
令和5年4月21日 1-01-00666 北海道 耕種 安崎　諭
令和5年4月21日 1-01-00667 北海道 畜産 渋谷　茂男
令和5年4月21日 1-01-00668 北海道 畜産 株式会社
令和5年4月21日 1-01-00669 北海道 畜産 株式会社サニープレイス
令和5年4月28日 1-01-00670 北海道 耕種 小林　祥史
令和5年4月28日 1-01-00671 北海道 耕種 佐々木　剛志
令和5年4月28日 1-01-00672 北海道 耕種 松田　朱史
令和5年4月28日 1-01-00673 北海道 耕種 山野井　英幸
令和5年4月28日 1-01-00674 北海道 畜産 村山　清
令和5年4月28日 1-01-00675 北海道 畜産 小湊　均
令和5年4月28日 1-01-00676 北海道 耕種 小笠原　正実
令和5年4月28日 1-01-00677 北海道 耕種 寺嶋　昭
令和5年4月28日 1-01-00678 北海道 耕種 藤澤　積
令和5年4月28日 1-01-00679 北海道 耕種 越智　直樹
令和5年4月28日 1-01-00680 北海道 耕種 中川　龍二
令和5年4月28日 1-01-00681 北海道 耕種 安崎　正樹
令和5年4月28日 1-01-00682 北海道 耕種 井内　宏文
令和5年4月28日 1-01-00683 北海道 耕種 勝浦　弘志
令和5年4月28日 1-01-00684 北海道 耕種 井内　敏也
令和5年4月28日 1-01-00685 北海道 畜産 有限会社スリーバレーファーム
令和5年4月28日 1-01-00686 北海道 畜産 株式会社アグリサポート枝幸
令和5年4月28日 1-01-00687 北海道 耕種 株式会社愛農友農
令和5年4月28日 1-01-00688 北海道 耕種 株式会社西條農園
令和5年4月28日 1-01-00689 北海道 耕種 株式会社エアー・ウォーター農園
令和5年4月28日 1-01-00690 北海道 耕種 株式会社フルーツ工房渡辺
令和5年4月28日 1-01-00691 北海道 耕種 株式会社小坂農園
令和2年1月21日 2-02-00001 青森県 耕種 有限会社ありと農園
令和2年2月14日 2-02-00002 青森県 畜産 有限会社みのる養豚
令和2年5月7日 2-02-00003 青森県 耕種 沢田　兼美
令和2年6月17日 2-02-00005 青森県 耕種 有限会社川俊商店
令和2年6月24日 2-02-00006 青森県 耕種 有限会社マルショウ農園
令和2年8月26日 2-02-00007 青森県 耕種 有限会社岡山食品
令和2年9月9日 2-02-00008 青森県 耕種 有限会社柏崎青果
令和2年10月15日 2-02-00009 青森県 耕種 ジョイント・ファーム株式会社　
令和2年10月23日 2-02-00010 青森県 耕種 アグリＴＡＳＫＥＬ株式会社 派遣
令和2年11月2日 2-02-00011 青森県 耕種 有限会社石田・農園
令和3年1月18日 2-02-00012 青森県 耕種 有限会社種市水耕農場
令和3年2月8日 2-02-00013 青森県 畜産 ゆうき青森農業協同組合
令和3年3月22日 2-02-00015 青森県 耕種 有限会社岡山青果
令和3年3月29日 2-02-00016 青森県 耕種 木村　公美
令和3年5月25日 2-02-00017 青森県 畜産 有限会社宮崎養鶏場
令和3年5月31日 2-02-00018 青森県 耕種 ＳＫファーム株式会社
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令和3年6月15日 2-02-00019 青森県 畜産 株式会社エスビーライン
令和3年8月24日 2-02-00020 青森県 耕種 津軽みらい農業協同組合
令和3年10月19日 2-02-00021 青森県 耕種 有限会社上十青果
令和3年10月19日 2-02-00022 青森県 耕種 株式会社川長
令和3年11月11日 2-02-00023 青森県 耕種 有限会社サニタスガーデン
令和3年11月15日 2-02-00024 青森県 耕種 株式会社ゆうきの杜ぽぷら
令和3年12月7日 2-02-00025 青森県 畜産 有限会社ふなばやし農産
令和3年12月21日 2-02-00026 青森県 耕種 株式会社丸益村上商店
令和3年12月21日 2-02-00027 青森県 耕種 丸岡ファーム株式会社
令和3年12月21日 2-02-00028 青森県 耕種 東北グリーンファーマー株式会社
令和4年1月13日 2-02-00029 青森県 耕種 八戸カンパニー株式会社
令和4年1月28日 2-02-00030 青森県 耕種 有限会社竹内青果
令和4年2月2日 2-02-00031 青森県 耕種 株式会社マルタケ
令和4年3月3日 2-02-00032 青森県 耕種 久保田　正一
令和4年3月10日 2-02-00033 青森県 耕種 金崎　英世
令和4年3月10日 2-02-00034 青森県 耕種 有限会社川村青果
令和4年3月10日 2-02-00035 青森県 耕種 川崎青果株式会社
令和4年3月16日 2-02-00036 青森県 畜産 佐々木　清孝
令和4年3月24日 2-02-00037 青森県 畜産 有限会社金子ファーム
令和4年3月24日 2-02-00038 青森県 耕種 沼畑　俊一
令和4年3月24日 2-02-00039 青森県 耕種 田中　博道
令和4年3月24日 2-02-00040 青森県 耕種 杉澤　均和
令和4年4月7日 2-02-00041 青森県 耕種 萠出　守
令和4年4月7日 2-02-00042 青森県 耕種 株式会社中里青果
令和4年4月15日 2-02-00044 青森県 耕種 有限会社五日市青果
令和4年4月21日 2-02-00045 青森県 耕種 株式会社名香
令和4年6月9日 2-02-00046 青森県 耕種 鶴ケ崎　長福
令和4年6月9日 2-02-00047 青森県 耕種 東北農事組合法人
令和4年6月9日 2-02-00048 青森県 畜産 常盤村養鶏農業協同組合
令和4年6月16日 2-02-00049 青森県 耕種 洞内　英樹
令和4年6月16日 2-02-00050 青森県 耕種 吹越　伍郎助
令和4年6月16日 2-02-00051 青森県 耕種 小塚　宏幸
令和4年6月16日 2-02-00052 青森県 耕種 甲地　優志
令和4年6月16日 2-02-00053 青森県 耕種 岡山　粕男
令和4年6月16日 2-02-00054 青森県 耕種 向井　博徳
令和4年6月16日 2-02-00055 青森県 耕種 株式会社小比類巻ファーム
令和4年6月16日 2-02-00056 青森県 耕種 倉内農場株式会社
令和4年6月16日 2-02-00057 青森県 耕種 合同会社ふじや農産
令和4年6月16日 2-02-00058 青森県 耕種 おとべ農産合同会社
令和4年6月23日 2-02-00059 青森県 畜産 有限会社東北ファーム
令和4年6月30日 2-02-00060 青森県 耕種 種市　亮輔
令和4年6月30日 2-02-00061 青森県 耕種 乙部　秀世
令和4年7月1日 2-02-00063 青森県 耕種 沼田　章悟
令和4年8月9日 2-02-00068 青森県 畜産 有限会社久保農事
令和4年9月15日 2-02-00069 青森県 畜産 株式会社青海建設
令和4年9月15日 2-02-00070 青森県 畜産 有限会社トキワ農場
令和4年9月15日 2-02-00071 青森県 耕種 株式会社津軽農園
令和4年10月6日 2-02-00072 青森県 畜産 株式会社田原ファーム
令和4年10月6日 2-02-00073 青森県 畜産 有限会社カワヨグリーン牧場
令和4年10月6日 2-02-00074 青森県 耕種 有限会社マルヨシ
令和4年10月6日 2-02-00075 青森県 耕種 株式会社誠栄
令和4年10月27日 2-02-00076 青森県 耕種 相内　洋夫
令和4年11月9日 2-02-00077 青森県 耕種 渡邊　幸人
令和4年12月14日 2-02-00078 青森県 耕種 佐藤　幸雄
令和4年12月14日 2-02-00079 青森県 耕種 松林　敏美
令和5年1月17日 2-02-00080 青森県 耕種 株式会社黄金崎農場
令和5年1月17日 2-02-00081 青森県 耕種 相馬村農業協同組合
令和5年1月17日 2-02-00082 青森県 耕種 有限会社彩菜
令和5年1月31日 2-02-00083 青森県 耕種 農事組合法人北栄農場
令和5年2月20日 2-02-00084 青森県 耕種 株式会社あづま
令和5年2月27日 2-02-00085 青森県 耕種 有限会社藤谷園芸
令和5年2月27日 2-02-00086 青森県 耕種 株式会社グリーンソウル
令和5年3月6日 2-02-00087 青森県 耕種 株式会社川賢
令和5年3月16日 2-02-00088 青森県 耕種 織笠　正勝
令和5年3月28日 2-02-00089 青森県 耕種 株式会社岡本
令和5年4月7日 2-02-00090 青森県 畜産 株式会社十三湖ファーム
令和5年4月14日 2-02-00091 青森県 耕種 赤沼　弦
令和5年4月21日 2-02-00092 青森県 耕種 有限会社ナチュラルファーム
令和3年4月26日 2-03-00003 岩手県 耕種 株式会社ミナカワ
令和3年5月20日 2-03-00004 岩手県 畜産 株式会社及川産業
令和3年7月16日 2-03-00005 岩手県 耕種 農事組合法人日農ベジタルファーム
令和3年7月30日 2-03-00006 岩手県 耕種 小澤　三千彦
令和3年8月16日 2-03-00007 岩手県 耕種 株式会社雪ッ子食品
令和3年8月20日 2-03-00008 岩手県 耕種 坂下　嘉美
令和3年8月20日 2-03-00009 岩手県 耕種 中嶋　徹
令和3年8月20日 2-03-00010 岩手県 耕種 福士　範美
令和3年8月20日 2-03-00011 岩手県 畜産 株式会社久慈平岳牧場
令和3年8月30日 2-03-00012 岩手県 耕種 株式会社西部開発農産
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令和3年10月8日 2-03-00013 岩手県 耕種 株式会社アンドファーム
令和3年11月4日 2-03-00014 岩手県 耕種 高橋　政一
令和3年11月4日 2-03-00015 岩手県 畜産 中嶋　瞳
令和4年3月24日 2-03-00018 岩手県 耕種 有限会社ＩＷＡＴＥＢＩＧＦＵＴＵＲＥ
令和3年11月4日 2-03-00016 岩手県 畜産 株式会社明戸商事
令和3年11月11日 2-03-00017 岩手県 耕種 福島　昭彦
令和4年3月29日 2-03-00019 岩手県 耕種 石川　洋斗
令和4年4月15日 2-03-00020 岩手県 畜産 株式会社オヤマ
令和4年4月15日 2-03-00022 岩手県 耕種 有限会社奥羽石川農園
令和4年4月15日 2-03-00023 岩手県 耕種 株式会社岩泉きのこ産業
令和4年5月26日 2-03-00025 岩手県 耕種 株式会社畑中農園
令和4年6月23日 2-03-00026 岩手県 耕種 岩渕　勝治
令和4年6月23日 2-03-00027 岩手県 耕種 及川　貢
令和4年6月23日 2-03-00028 岩手県 耕種 江刺スターファーム株式会社
令和4年6月23日 2-03-00029 岩手県 耕種 株式会社グリーンズタカムラ
令和4年6月30日 2-03-00030 岩手県 耕種 有限会社フレッシュ・バイオ
令和4年6月30日 2-03-00031 岩手県 耕種 有限会社中谷農園
令和4年8月31日 2-03-00032 岩手県 耕種 今松　健聖
令和4年9月6日 2-03-00035 岩手県 耕種 有限会社越戸きのこ園
令和4年9月22日 2-03-00036 岩手県 耕種 西舘　隆臣
令和4年9月22日 2-03-00037 岩手県 畜産 有限会社プロスパー・デーリー・ファーム
令和4年10月12日 2-03-00038 岩手県 耕種 高橋　正博
令和4年10月12日 2-03-00039 岩手県 耕種 株式会社横澤青果
令和4年12月7日 2-03-00040 岩手県 畜産 株式会社田野畑牧場
令和4年12月19日 2-03-00041 岩手県 耕種 株式会社岩手マイタック
令和5年1月31日 2-03-00042 岩手県 耕種 有限会社安孫子農園
令和5年4月7日 2-03-00043 岩手県 耕種 有限会社たかはし農場
令和5年4月14日 2-03-00044 岩手県 耕種 株式会社アルム不動産運輸
令和2年1月6日 2-04-00001 宮城県 耕種 株式会社野菜屋みやちゃん
令和3年4月19日 2-04-00002 宮城県 耕種 有限会社蔵王グリーンファーム
令和3年5月6日 2-04-00003 宮城県 畜産 合同会社金林鋼業
令和3年10月13日 2-04-00004 宮城県 耕種 有限会社大郷グリーンファーマーズ
令和3年12月7日 2-04-00005 宮城県 畜産 イセファーム東北株式会社
令和4年1月6日 2-04-00006 宮城県 畜産 熊谷　浩昭
令和4年3月16日 2-04-00007 宮城県 畜産 株式会社花兄園ファーム
令和4年3月16日 2-04-00008 宮城県 耕種 株式会社ごえん
令和4年3月24日 2-04-00009 宮城県 畜産 有限会社小松牧場
令和4年4月7日 2-04-00010 宮城県 耕種 有限会社マルセンファーム
令和4年4月15日 2-04-00011 宮城県 畜産 千葉忠畜産株式会社
令和4年4月21日 2-04-00012 宮城県 耕種 株式会社ＧＲＡ
令和4年6月16日 2-04-00013 宮城県 畜産 株式会社三吉
令和4年6月23日 2-04-00014 宮城県 畜産 長井　勝
令和4年8月18日 2-04-00018 宮城県 耕種 有限会社　ファーム千葉
令和4年9月6日 2-04-00019 宮城県 耕種 株式会社椎彩杜
令和5年1月25日 2-04-00020 宮城県 耕種 株式会社舞台ファーム
令和5年2月20日 2-04-00021 宮城県 耕種 株式会社ＳーＲＡＢＢＩ
令和5年4月28日 2-04-00022 宮城県 耕種 株式会社ケーエス
令和4年1月18日 2-05-00002 秋田県 耕種 北日本菅与株式会社
令和4年2月8日 2-05-00003 秋田県 畜産 株式会社菅与
令和4年2月18日 2-05-00004 秋田県 耕種 有限会社正八
令和4年6月16日 2-05-00005 秋田県 畜産 有限会社ポークランド
令和4年8月31日 2-05-00006 秋田県 耕種 飯坂　金治
令和5年1月31日 2-05-00007 秋田県 耕種 株式会社いぶりの里
令和3年7月11日 2-06-00001 山形県 耕種 菅原冷蔵株式会社
令和3年10月13日 2-06-00002 山形県 畜産 株式会社山形ピッグファーム
令和4年1月6日 2-06-00003 山形県 畜産 株式会社山口ファーム
令和4年5月19日 2-06-00004 山形県 耕種 株式会社アキバナーセリー
令和4年6月30日 2-06-00005 山形県 畜産 須藤　美紀子
令和4年6月30日 2-06-00006 山形県 畜産 株式会社米澤佐藤畜産
令和4年8月3日 2-06-00007 山形県 耕種 池野　博聡
令和4年9月6日 2-06-00008 山形県 耕種 有限会社舟形マッシュルーム
令和元年12月26日 2-07-00001 福島県 畜産 株式会社福島エンヤ
令和2年1月27日 2-07-00002 福島県 畜産 有限会社酒井養鶏場
令和2年3月4日 2-07-00003 福島県 畜産 有限会社松川養鶏
令和3年2月15日 2-07-00004 福島県 耕種 株式会社ナラハプラントファクトリー
令和3年3月8日 2-07-00005 福島県 耕種 有限会社花雅
令和3年3月8日 2-07-00006 福島県 耕種 有限会社深花園
令和3年3月15日 2-07-00007 福島県 耕種 かつらお胡蝶蘭合同会社
令和3年3月15日 2-07-00008 福島県 耕種 ナリタファーム株式会社
令和3年4月7日 2-07-00009 福島県 耕種 いわき小名浜菜園株式会社
令和3年4月14日 2-07-00010 福島県 耕種 農事組合法人いわき菌床椎茸組合
令和3年4月22日 2-07-00011 福島県 耕種 野田　弘
令和3年5月26日 2-07-00012 福島県 畜産 有限会社産宝ファーム
令和3年8月16日 2-07-00013 福島県 畜産 有限会社中野目畜産
令和3年8月19日 2-07-00014 福島県 耕種 株式会社ゆいのさと駒込
令和3年8月20日 2-07-00015 福島県 畜産 西川　好廣
令和3年12月21日 2-07-00016 福島県 耕種 有限会社ピュア・グリーン
令和4年1月18日 2-07-00017 福島県 畜産 株式会社GFグローイング
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令和4年2月18日 2-07-00018 福島県 耕種 株式会社小川きのこ園
令和4年6月23日 2-07-00019 福島県 畜産 株式会社アイ・パートナー 派遣
令和4年8月3日 2-07-00021 福島県 耕種 原　健蔵
令和4年9月6日 2-07-00022 福島県 耕種 ロードメイク株式会社
令和4年10月20日 2-07-00023 福島県 耕種 石井　成治
令和4年10月31日 2-07-00024 福島県 耕種 南相馬ねぎ出荷組合株式会社
令和4年12月26日 2-07-00025 福島県 畜産 有限会社中畑畜産
令和5年1月5日 2-07-00026 福島県 耕種 有限会社南会津高原ファーム
令和5年2月14日 2-07-00027 福島県 耕種 株式会社新地アグリグリーン
令和5年3月6日 2-07-00028 福島県 耕種 会津農匠株式会社
令和5年3月16日 2-07-00029 福島県 耕種 ふるさと未来株式会社
令和5年3月16日 2-07-00030 福島県 耕種 株式会社マツウラ
令和5年4月14日 2-07-00031 福島県 耕種 有限会社橋本商会
令和5年4月28日 2-07-00032 福島県 耕種 梅宮　衛
令和5年4月28日 2-07-00033 福島県 耕種 野田　譲
令和5年4月28日 2-07-00034 福島県 耕種 野田　正
令和元年11月28日 3-08-00001 茨城県 耕種 上野　正子
令和元年11月28日 3-08-00002 茨城県 耕種 田村　政之
令和2年1月15日 3-08-00003 茨城県 耕種 大野　昭一
令和2年1月15日 3-08-00004 茨城県 耕種 皆川　宏之
令和2年1月15日 3-08-00005 茨城県 耕種 福田　信一
令和2年1月15日 3-08-00006 茨城県 耕種 小野　正雄
令和2年1月15日 3-08-00007 茨城県 耕種 株式会社はす家
令和2年1月27日 3-08-00008 茨城県 耕種 瀬崎　克美
令和2年2月6日 3-08-00009 茨城県 耕種 邊見　操
令和2年2月14日 3-08-00010 茨城県 耕種 市川　好一
令和2年2月14日 3-08-00011 茨城県 耕種 菅谷　幸治
令和2年2月14日 3-08-00012 茨城県 耕種 吉田　藤樹
令和2年2月14日 3-08-00013 茨城県 耕種 出津　重雄
令和2年2月14日 3-08-00014 茨城県 耕種 新堀　勝俊
令和2年2月20日 3-08-00015 茨城県 耕種 佐藤　光浩
令和2年3月4日 3-08-00016 茨城県 畜産 有限会社瑞穂農場
令和2年3月10日 3-08-00017 茨城県 耕種 瀬﨑　賢治
令和2年3月13日 3-08-00018 茨城県 耕種 平沼　和也
令和2年3月13日 3-08-00019 茨城県 耕種 金沢　隆
令和2年3月13日 3-08-00020 茨城県 耕種 菅谷　和博
令和2年3月13日 3-08-00021 茨城県 耕種 園原　一規
令和2年3月13日 3-08-00022 茨城県 耕種 大盛　誠一
令和2年3月13日 3-08-00023 茨城県 耕種 小沼　一裕
令和2年3月19日 3-08-00024 茨城県 耕種 有限会社江沼商店
令和2年3月19日 3-08-00025 茨城県 耕種 小沼　敬
令和2年3月27日 3-08-00026 茨城県 耕種 株式会社鹿吉
令和2年3月27日 3-08-00027 茨城県 耕種 株式会社ホッタバイオファーム
令和2年3月27日 3-08-00028 茨城県 耕種 有限会社アサノフレッシュベジタブルズ
令和2年4月3日 3-08-00029 茨城県 耕種 株式会社ＨＡＴＡＫＥカンパニー
令和2年4月3日 3-08-00030 茨城県 耕種 中山　博子
令和2年4月16日 3-08-00031 茨城県 耕種 有限会社アクト農場
令和2年4月27日 3-08-00032 茨城県 耕種 アルベンス株式会社
令和2年5月14日 3-08-00033 茨城県 耕種 農事組合法人アグリ藤井
令和2年5月14日 3-08-00034 茨城県 耕種 山本　浩美
令和2年5月28日 3-08-00035 茨城県 耕種 小林　浩治
令和2年5月28日 3-08-00036 茨城県 耕種 鈴木　幹男
令和2年6月11日 3-08-00037 茨城県 耕種 石田　最路
令和2年6月11日 3-08-00038 茨城県 耕種 篠崎　安啓
令和2年6月24日 3-08-00039 茨城県 耕種 有限会社内山青果
令和2年7月1日 3-08-00040 茨城県 耕種 坂入　和美
令和2年7月8日 3-08-00042 茨城県 耕種 土肥　成男
令和2年7月8日 3-08-00043 茨城県 耕種 山口　賢一
令和2年7月8日 3-08-00044 茨城県 耕種 浜田　浩幸
令和2年7月8日 3-08-00045 茨城県 耕種 株式会社ＴＦ－Ｒ１
令和2年7月15日 3-08-00046 茨城県 耕種 平岡　健治
令和2年7月15日 3-08-00047 茨城県 耕種 渡辺ファーム株式会社
令和2年7月22日 3-08-00048 茨城県 耕種 白田　一良
令和2年7月22日 3-08-00049 茨城県 耕種 戸部　将宏
令和2年7月22日 3-08-00050 茨城県 耕種 農業法人美来株式会社
令和2年8月12日 3-08-00051 茨城県 耕種 堀田　一
令和2年9月2日 3-08-00052 茨城県 耕種 飯田　信一
令和2年9月9日 3-08-00053 茨城県 耕種 栗又　智
令和2年9月9日 3-08-00056 茨城県 耕種 橋本　広子
令和2年9月9日 3-08-00057 茨城県 耕種 新堀　聖一
令和2年9月16日 3-08-00058 茨城県 耕種 株式会社アグリード
令和2年9月16日 3-08-00059 茨城県 耕種 中山　朋昭
令和2年9月16日 3-08-00060 茨城県 耕種 株式会社イナバ
令和2年9月23日 3-08-00061 茨城県 耕種 有限会社今井商店
令和2年9月30日 3-08-00062 茨城県 耕種 佐伯　不二生
令和2年9月30日 3-08-00063 茨城県 耕種 上田　一彦　
令和2年9月30日 3-08-00064 茨城県 耕種 小林　善之
令和2年9月30日 3-08-00065 茨城県 耕種 安達　賢一
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令和2年9月30日 3-08-00066 茨城県 耕種 細谷　孝一
令和2年9月30日 3-08-00067 茨城県 耕種 北山　靖
令和2年9月30日 3-08-00068 茨城県 耕種 辺見　眞一
令和2年9月30日 3-08-00069 茨城県 耕種 細谷　賢治
令和2年9月30日 3-08-00070 茨城県 耕種 吉葉　英雄
令和2年9月30日 3-08-00071 茨城県 耕種 秋葉　政寿
令和2年9月30日 3-08-00072 茨城県 耕種 和田　茂幸
令和2年10月7日 3-08-00073 茨城県 耕種 亀山　聡志
令和2年10月7日 3-08-00074 茨城県 耕種 農事組合法人白鳥干いも生産組合
令和2年10月15日 3-08-00075 茨城県 耕種 古河農業生産株式会社
令和2年10月15日 3-08-00076 茨城県 耕種 株式会社ひのでや
令和2年10月15日 3-08-00077 茨城県 耕種 株式会社いばらきの故郷
令和2年10月23日 3-08-00078 茨城県 耕種 浜田　洋一
令和2年10月23日 3-08-00079 茨城県 耕種 田口　智雄
令和2年10月26日 3-08-00080 茨城県 耕種 大久保　勝久
令和2年10月26日 3-08-00081 茨城県 耕種 菅谷　正司
令和2年10月28日 3-08-00082 茨城県 耕種 鎌田　善則
令和2年10月28日 3-08-00083 茨城県 畜産 海老澤　正志
令和2年10月28日 3-08-00084 茨城県 耕種 柏原　薫
令和2年10月28日 3-08-00085 茨城県 耕種 谷田　久一
令和2年11月5日 3-08-00089 茨城県 耕種 大森　一寿
令和2年11月9日 3-08-00090 茨城県 耕種 江沼　勝美
令和2年11月9日 3-08-00091 茨城県 耕種 佐伯　裕介
令和2年11月9日 3-08-00092 茨城県 耕種 石橋　千代子
令和2年11月12日 3-08-00093 茨城県 耕種 塚本　浩之
令和2年11月12日 3-08-00094 茨城県 耕種 椎名　行雄
令和2年11月12日 3-08-00095 茨城県 耕種 藤井　圭子
令和2年11月12日 3-08-00096 茨城県 耕種 折本　英雄
令和2年11月16日 3-08-00097 茨城県 畜産 橋本畜産株式会社
令和2年11月16日 3-08-00098 茨城県 耕種 中居　功
令和2年11月16日 3-08-00099 茨城県 耕種 菅谷　晃
令和2年11月19日 3-08-00100 茨城県 耕種 渡辺　明
令和2年11月19日 3-08-00101 茨城県 耕種 林　イチ
令和2年11月19日 3-08-00102 茨城県 畜産 有限会社天王原
令和2年11月24日 3-08-00103 茨城県 畜産 有限会社石上ファーム
令和2年11月30日 3-08-00104 茨城県 耕種 小竹　淳
令和2年11月30日 3-08-00105 茨城県 耕種 松本　健次郎
令和2年11月30日 3-08-00106 茨城県 耕種 稲毛田　隆司
令和2年11月30日 3-08-00107 茨城県 耕種 野村　廣雄
令和2年11月30日 3-08-00108 茨城県 畜産 古山　浩史
令和2年11月30日 3-08-00109 茨城県 耕種 小川　智士
令和2年11月30日 3-08-00110 茨城県 耕種 宮内青果株式会社
令和2年12月4日 3-08-00111 茨城県 耕種 稲葉　実
令和2年12月4日 3-08-00112 茨城県 耕種 飯島　真太郎
令和2年12月4日 3-08-00113 茨城県 耕種 坂田　薫
令和2年12月4日 3-08-00115 茨城県 耕種 方波見　嘉弘
令和2年12月4日 3-08-00116 茨城県 耕種 高田　博樹
令和2年12月4日 3-08-00117 茨城県 耕種 廣瀬　真幹
令和2年12月4日 3-08-00118 茨城県 耕種 吉井　一晴
令和2年12月4日 3-08-00119 茨城県 耕種 小沼　聡
令和2年12月4日 3-08-00120 茨城県 耕種 瀧原　惇
令和2年12月4日 3-08-00121 茨城県 耕種 伊藤　稔
令和2年12月4日 3-08-00122 茨城県 耕種 鬼澤　秀治
令和2年12月4日 3-08-00123 茨城県 畜産 有限会社雨甲斐畜産
令和2年12月4日 3-08-00124 茨城県 耕種 株式会社久保農園
令和2年12月11日 3-08-00125 茨城県 耕種 原　次廣
令和2年12月11日 3-08-00126 茨城県 耕種 柳沢　友一
令和2年12月11日 3-08-00127 茨城県 畜産 野村　直義
令和2年12月11日 3-08-00128 茨城県 畜産 山本　徒与彦
令和2年12月11日 3-08-00129 茨城県 畜産 三輪　正
令和2年12月11日 3-08-00130 茨城県 耕種 越渡　康弘
令和2年12月11日 3-08-00131 茨城県 畜産 株式会社トヨムラファーム
令和2年12月11日 3-08-00132 茨城県 畜産 粟野牧場株式会社
令和2年12月15日 3-08-00133 茨城県 耕種 市村　正義
令和2年12月15日 3-08-00134 茨城県 耕種 木村　千代子
令和2年12月15日 3-08-00135 茨城県 耕種 吉田　仁一
令和2年12月15日 3-08-00136 茨城県 耕種 風見　宗男
令和2年12月15日 3-08-00137 茨城県 耕種 袋山　定男
令和2年12月15日 3-08-00138 茨城県 耕種 鬼沢　健一
令和2年12月18日 3-08-00139 茨城県 畜産 諸川　隆
令和2年12月18日 3-08-00140 茨城県 畜産 千ヶ崎　㓛
令和2年12月18日 3-08-00141 茨城県 畜産 浅倉　光喜
令和2年12月18日 3-08-00142 茨城県 畜産 田口　十三弥
令和2年12月18日 3-08-00143 茨城県 耕種 鈴木　俊之
令和2年12月18日 3-08-00144 茨城県 耕種 高橋　昭彦
令和2年12月18日 3-08-00145 茨城県 耕種 高橋　典行
令和2年12月18日 3-08-00146 茨城県 畜産 高木　保男
令和2年12月18日 3-08-00147 茨城県 畜産 吉川　啓子
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令和2年12月18日 3-08-00148 茨城県 耕種 村田　和寿
令和2年12月18日 3-08-00149 茨城県 畜産 有限会社中村畜産
令和2年12月18日 3-08-00150 茨城県 耕種 大原　一明
令和2年12月18日 3-08-00151 茨城県 畜産 有限会社片岡畜産
令和2年12月25日 3-08-00152 茨城県 耕種 後上　等
令和2年12月25日 3-08-00153 茨城県 耕種 野口　誠
令和2年12月25日 3-08-00154 茨城県 耕種 川上　昇
令和2年12月25日 3-08-00155 茨城県 耕種 小林　弘
令和2年12月25日 3-08-00156 茨城県 耕種 小沼　省三
令和2年12月25日 3-08-00157 茨城県 耕種 市村　直衛
令和2年12月25日 3-08-00158 茨城県 耕種 細谷　洋治
令和2年12月25日 3-08-00159 茨城県 耕種 小松　正二
令和2年12月25日 3-08-00160 茨城県 耕種 山口　平
令和2年12月25日 3-08-00161 茨城県 耕種 飯塚　功
令和2年12月25日 3-08-00162 茨城県 耕種 星　清一
令和2年12月25日 3-08-00163 茨城県 耕種 宮田　久
令和2年12月25日 3-08-00164 茨城県 耕種 櫻井　直樹
令和2年12月25日 3-08-00165 茨城県 耕種 城山　一幸
令和2年12月25日 3-08-00166 茨城県 耕種 明尾　秀明
令和2年12月25日 3-08-00167 茨城県 耕種 三浦　英雄
令和2年12月25日 3-08-00168 茨城県 耕種 大場　一昭
令和2年12月25日 3-08-00169 茨城県 耕種 細谷　稔
令和2年12月25日 3-08-00170 茨城県 耕種 有限会社クロスファーム
令和2年12月25日 3-08-00171 茨城県 耕種 有限会社冨山ファーム
令和2年12月25日 3-08-00172 茨城県 耕種 豊田缶詰株式会社
令和3年1月7日 3-08-00173 茨城県 耕種 柿沼　隼人
令和3年1月7日 3-08-00174 茨城県 耕種 中根　実
令和3年1月7日 3-08-00175 茨城県 耕種 稲見　政志
令和3年1月7日 3-08-00176 茨城県 耕種 邉見　博文
令和3年1月13日 3-08-00177 茨城県 耕種 高田　元義
令和3年1月13日 3-08-00178 茨城県 耕種 櫻井　浩
令和3年1月13日 3-08-00179 茨城県 耕種 田中　祐之
令和3年1月13日 3-08-00180 茨城県 耕種 大久保　好也
令和3年1月13日 3-08-00181 茨城県 耕種 株式会社フジタファーム
令和3年1月13日 3-08-00182 茨城県 畜産 有限会社宮島牧場
令和3年1月18日 3-08-00183 茨城県 耕種 山田　善哉
令和3年1月18日 3-08-00184 茨城県 耕種 大塚　晴美
令和3年1月25日 3-08-00185 茨城県 耕種 中田　一郎
令和3年1月25日 3-08-00186 茨城県 耕種 荒井　林
令和3年2月1日 3-08-00187 茨城県 耕種 吉川　輝夫
令和3年2月1日 3-08-00188 茨城県 耕種 中山　一
令和3年2月1日 3-08-00189 茨城県 畜産 島田　修治
令和3年2月1日 3-08-00190 茨城県 耕種 大塚　淳一
令和3年2月1日 3-08-00191 茨城県 耕種 坂下　定雄
令和3年2月1日 3-08-00192 茨城県 畜産 諏訪　宏行
令和3年2月1日 3-08-00193 茨城県 耕種 沼田　泰夫
令和3年2月1日 3-08-00194 茨城県 畜産 有限会社鈴木ファーム
令和3年2月8日 3-08-00195 茨城県 耕種 小佐畑　昌幸
令和3年2月8日 3-08-00196 茨城県 耕種 小橋　一之
令和3年2月8日 3-08-00197 茨城県 耕種 新堀　秀樹
令和3年2月8日 3-08-00199 茨城県 耕種 玉木　家榮
令和3年2月8日 3-08-00200 茨城県 耕種 石田　要一
令和3年2月8日 3-08-00201 茨城県 耕種 関　光義
令和3年2月16日 3-08-00202 茨城県 耕種 西村　哲也
令和3年2月22日 3-08-00203 茨城県 耕種 大山　善三
令和3年2月22日 3-08-00204 茨城県 耕種 橋本　吉雄
令和3年2月22日 3-08-00205 茨城県 耕種 斉藤　隆男
令和3年3月1日 3-08-00206 茨城県 畜産 藤田　寛之
令和3年3月1日 3-08-00207 茨城県 耕種 飯塚　司
令和3年3月1日 3-08-00208 茨城県 耕種 大月　常夫
令和3年3月1日 3-08-00209 茨城県 畜産 外之内　博行
令和3年3月1日 3-08-00210 茨城県 耕種 佐伯　幸一
令和3年3月1日 3-08-00211 茨城県 畜産 荒井　裕一郎
令和3年3月1日 3-08-00212 茨城県 耕種 小沼　竜生
令和3年3月1日 3-08-00213 茨城県 耕種 吉田　博幸
令和3年3月1日 3-08-00214 茨城県 耕種 大平　勉
令和3年3月1日 3-08-00215 茨城県 畜産 若林　香
令和3年3月1日 3-08-00216 茨城県 畜産 山本　眞暉
令和3年3月1日 3-08-00217 茨城県 畜産 山本　博章
令和3年3月1日 3-08-00218 茨城県 耕種 机　省三
令和3年3月1日 3-08-00219 茨城県 耕種 井坂　修二
令和3年3月1日 3-08-00220 茨城県 耕種 根崎　賢治
令和3年3月1日 3-08-00221 茨城県 耕種 大聖寺　勝行
令和3年3月1日 3-08-00222 茨城県 耕種 小野　英司
令和3年3月1日 3-08-00223 茨城県 耕種 大塚　雄一
令和3年3月1日 3-08-00224 茨城県 耕種 鈴木　茂行
令和3年3月1日 3-08-00225 茨城県 畜産 有限会社野部牧場
令和3年3月1日 3-08-00226 茨城県 畜産 有限会社サンゴクファーム
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令和3年3月8日 3-08-00227 茨城県 耕種・畜産 大原　友子
令和3年3月8日 3-08-00228 茨城県 耕種 鈴木　英樹
令和3年3月8日 3-08-00229 茨城県 耕種 山中　辰雄
令和3年3月8日 3-08-00230 茨城県 耕種 鈴木　昭
令和3年3月15日 3-08-00231 茨城県 耕種 倉川　勝
令和3年3月15日 3-08-00232 茨城県 畜産 有限会社常陸牧場
令和3年3月15日 3-08-00233 茨城県 畜産 株式会社成田畜産
令和3年3月29日 3-08-00234 茨城県 耕種 坂　嘉實
令和3年3月29日 3-08-00235 茨城県 耕種 和田　瑞郎
令和3年3月29日 3-08-00236 茨城県 耕種 田山　久夫
令和3年3月29日 3-08-00237 茨城県 耕種 長島　洋治
令和3年3月29日 3-08-00238 茨城県 耕種 松田　浩一
令和3年3月29日 3-08-00239 茨城県 耕種 中村　博
令和3年3月29日 3-08-00240 茨城県 耕種 松下　誠
令和3年3月29日 3-08-00241 茨城県 畜産 有限会社スズキファーム
令和3年4月8日 3-08-00242 茨城県 耕種 小松崎　みえ子
令和3年4月8日 3-08-00243 茨城県 耕種 宮崎　恵一
令和3年4月8日 3-08-00244 茨城県 畜産 柿沼　勝
令和3年4月8日 3-08-00245 茨城県 耕種 古谷　一男
令和3年4月8日 3-08-00246 茨城県 耕種 安達　孝一
令和3年4月8日 3-08-00247 茨城県 耕種 橘川　利治
令和3年4月8日 3-08-00248 茨城県 耕種 倉持　剛
令和3年4月8日 3-08-00249 茨城県 畜産 松信　元司
令和3年4月9日 3-08-00250 茨城県 畜産 菊地　泰國
令和3年4月14日 3-08-00251 茨城県 畜産 有限会社米川養豚場
令和3年4月14日 3-08-00252 茨城県 耕種 鶴見　晴夫
令和3年4月14日 3-08-00253 茨城県 耕種 戸倉　初江
令和3年4月14日 3-08-00254 茨城県 畜産 有限会社大畠農産
令和3年4月14日 3-08-00255 茨城県 耕種 野口　敏
令和3年4月19日 3-08-00256 茨城県 耕種 枝川　淳一
令和3年4月19日 3-08-00257 茨城県 耕種 國府田　克則
令和3年4月19日 3-08-00258 茨城県 耕種 石塚　克己
令和3年4月19日 3-08-00259 茨城県 畜産 株式会社山内養豚
令和3年4月19日 3-08-00260 茨城県 耕種 株式会社れんこん三兄弟
令和3年4月26日 3-08-00261 茨城県 耕種 諸川　真一
令和3年4月26日 3-08-00262 茨城県 耕種 株式会社阿久津農園
令和3年4月26日 3-08-00263 茨城県 畜産 株式会社横浜ファーム
令和3年5月11日 3-08-00264 茨城県 耕種 小笠原　克昭
令和3年5月11日 3-08-00265 茨城県 耕種 川崎　洋治
令和3年5月11日 3-08-00266 茨城県 耕種 水書　森治
令和3年5月11日 3-08-00267 茨城県 耕種 株式会社ＶＨｅａｒｔ
令和3年5月18日 3-08-00268 茨城県 耕種 小堀　久一
令和3年5月18日 3-08-00269 茨城県 耕種 田谷　久男
令和3年5月18日 3-08-00270 茨城県 耕種 皆藤　のぶ子
令和3年5月18日 3-08-00271 茨城県 耕種 片岡　淳
令和3年5月25日 3-08-00272 茨城県 耕種 野口　良平
令和3年5月25日 3-08-00273 茨城県 耕種 和田　浩二
令和3年6月1日 3-08-00274 茨城県 耕種 髙𣘺　保行
令和3年6月1日 3-08-00275 茨城県 耕種 鬼沢　政夫
令和3年6月1日 3-08-00276 茨城県 畜産 萩島　一成
令和3年6月1日 3-08-00277 茨城県 畜産 雨谷　春美
令和3年6月1日 3-08-00278 茨城県 耕種 和田　昭憲
令和3年6月1日 3-08-00279 茨城県 耕種 小林　孝文
令和3年6月1日 3-08-00280 茨城県 耕種 鈴木　信宏
令和3年6月1日 3-08-00281 茨城県 耕種 藤井　和久
令和3年6月1日 3-08-00282 茨城県 耕種 大野　利治
令和3年6月1日 3-08-00283 茨城県 耕種 相野谷　明義
令和3年6月1日 3-08-00284 茨城県 畜産 飯島　利雄
令和3年6月1日 3-08-00285 茨城県 耕種 窪　義幸
令和3年6月1日 3-08-00286 茨城県 耕種 斉藤　秀夫
令和3年6月1日 3-08-00287 茨城県 耕種 佐久間　トミ
令和3年6月1日 3-08-00288 茨城県 耕種 有限会社藤枝農園
令和3年6月1日 3-08-00289 茨城県 耕種 石田　治夫
令和3年6月1日 3-08-00290 茨城県 耕種 市村　英雄
令和3年6月1日 3-08-00291 茨城県 畜産 株式会社大和
令和3年6月1日 3-08-00292 茨城県 耕種 株式会社グリーンハウスワタナベ
令和3年6月1日 3-08-00293 茨城県 畜産 有限会社田中鶏園
令和3年6月1日 3-08-00294 茨城県 耕種 株式会社ピュアグリーンアグリ
令和3年6月9日 3-08-00295 茨城県 耕種 高橋　正和
令和3年6月9日 3-08-00296 茨城県 畜産 藤原　繁雄
令和3年6月9日 3-08-00297 茨城県 畜産 橋本　義弘
令和3年6月9日 3-08-00298 茨城県 畜産 鬼澤　哲平
令和3年6月9日 3-08-00299 茨城県 畜産 大貫　康
令和3年6月9日 3-08-00300 茨城県 耕種 井川　肇
令和3年6月9日 3-08-00301 茨城県 畜産 宮澤　智浩
令和3年6月9日 3-08-00302 茨城県 畜産 有限会社Ｔ・ＭＦＡＲＭ
令和3年6月9日 3-08-00303 茨城県 畜産 株式会社アサクラ
令和3年6月9日 3-08-00304 茨城県 畜産 株式会社広沢ファーム
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令和3年6月15日 3-08-00305 茨城県 耕種 新堀　喜一
令和3年6月15日 3-08-00306 茨城県 耕種 有限会社常澄農作業支援センター
令和3年6月15日 3-08-00307 茨城県 畜産 株式会社山西牧場
令和3年6月22日 3-08-00308 茨城県 耕種 奥村　實
令和3年6月22日 3-08-00309 茨城県 耕種 荒巻　昌由
令和3年6月22日 3-08-00310 茨城県 畜産 有限会社キミシマファーム
令和3年6月22日 3-08-00311 茨城県 耕種 大沼農園株式会社
令和3年6月29日 3-08-00312 茨城県 耕種 幸田　隆夫
令和3年6月29日 3-08-00313 茨城県 耕種 株式会社なかがわファーム
令和3年7月6日 3-08-00314 茨城県 耕種 山口　春吉
令和3年7月6日 3-08-00315 茨城県 耕種 横川　雅志
令和3年7月13日 3-08-00317 茨城県 畜産 株式会社たまぷらん
令和3年7月13日 3-08-00318 茨城県 耕種 川崎農園有限会社
令和3年7月21日 3-08-00319 茨城県 耕種 小沼　喜順
令和3年7月21日 3-08-00320 茨城県 耕種 富田　政継
令和3年7月21日 3-08-00321 茨城県 耕種 増渕　栄男
令和3年7月21日 3-08-00322 茨城県 畜産 サンリーフファーム株式会社
令和3年7月27日 3-08-00323 茨城県 耕種 横瀬　忠美
令和3年8月3日 3-08-00324 茨城県 耕種 飯島　健
令和3年8月3日 3-08-00325 茨城県 畜産 有限会社ナリタファーム
令和3年8月11日 3-08-00326 茨城県 耕種 久野　仁志
令和3年8月11日 3-08-00328 茨城県 耕種 有限会社アグリファクトリー
令和3年8月11日 3-08-00329 茨城県 耕種 株式会社高悦産業
令和3年8月11日 3-08-00330 茨城県 耕種 株式会社きむら
令和3年8月11日 3-08-00331 茨城県 耕種 株式会社幸田農園
令和3年8月17日 3-08-00332 茨城県 耕種 井浪　将利
令和3年8月17日 3-08-00333 茨城県 耕種 株式会社酒井農園
令和3年8月24日 3-08-00334 茨城県 耕種 有限会社小橋農園
令和3年8月31日 3-08-00335 茨城県 耕種 柏葉　新一
令和3年8月31日 3-08-00336 茨城県 耕種 大関　忠
令和3年8月31日 3-08-00337 茨城県 畜産 株式会社エッグドリーム八千代
令和3年8月31日 3-08-00338 茨城県 耕種 株式会社ミナカワ
令和3年9月8日 3-08-00339 茨城県 耕種 石毛　紀匡
令和3年9月8日 3-08-00340 茨城県 耕種 深作　秀喜
令和3年9月8日 3-08-00341 茨城県 耕種 木村　浩幸
令和3年9月8日 3-08-00342 茨城県 耕種 東峰　守
令和3年9月8日 3-08-00343 茨城県 耕種 岩田　賢一
令和3年9月8日 3-08-00344 茨城県 耕種 中田　義久
令和3年9月8日 3-08-00345 茨城県 耕種 久保田　悠介
令和3年9月8日 3-08-00346 茨城県 耕種 株式会社峯ファーム
令和3年9月8日 3-08-00347 茨城県 畜産 株式会社チェスナットファーム
令和3年9月8日 3-08-00348 茨城県 耕種 有限会社オーガニック亀山　
令和3年9月15日 3-08-00349 茨城県 耕種 小嶋　正雄
令和3年9月15日 3-08-00350 茨城県 耕種 初見　純一
令和3年9月15日 3-08-00351 茨城県 耕種 野原　輝男
令和3年9月15日 3-08-00352 茨城県 耕種 石崎　大輔
令和3年9月15日 3-08-00353 茨城県 耕種 株式会社稲芝
令和3年9月15日 3-08-00354 茨城県 畜産 倉持産業株式会社
令和3年9月15日 3-08-00355 茨城県 耕種 株式会社ヨネカワフーズ
令和3年9月15日 3-08-00356 茨城県 耕種 農事組合法人あさひ菜
令和3年9月21日 3-08-00357 茨城県 耕種 宮澤　芳雄
令和3年9月21日 3-08-00359 茨城県 耕種 本多　良男
令和3年9月21日 3-08-00361 茨城県 耕種 中居　吉行
令和3年9月21日 3-08-00362 茨城県 耕種 小谷　信一
令和3年9月21日 3-08-00363 茨城県 耕種 稲毛田　安良
令和3年9月21日 3-08-00364 茨城県 耕種 仲田　晃
令和3年9月21日 3-08-00365 茨城県 耕種 白井　弘
令和3年9月21日 3-08-00366 茨城県 耕種 株式会社　ｔｒｕｅ　ｇｒｅｅｎ
令和3年9月21日 3-08-00367 茨城県 耕種 有限会社押手園芸
令和3年9月29日 3-08-00368 茨城県 耕種 株式会社レインボードリーム
令和3年9月29日 3-08-00369 茨城県 耕種 有限会社柳沢造園
令和3年9月29日 3-08-00370 茨城県 耕種 箕輪農園株式会社
令和3年9月30日 3-08-00371 茨城県 耕種 長島　近幸
令和3年10月6日 3-08-00372 茨城県 耕種 久保　龍哉
令和3年10月6日 3-08-00373 茨城県 耕種 箕輪　美代子
令和3年10月6日 3-08-00374 茨城県 畜産 有限会社都路のたまご
令和3年10月13日 3-08-00375 茨城県 耕種 秋葉　和則
令和3年10月13日 3-08-00376 茨城県 耕種 大沼　正幸
令和3年10月13日 3-08-00377 茨城県 耕種 村田　正義
令和3年10月13日 3-08-00378 茨城県 耕種 大久保　真宏
令和3年10月13日 3-08-00379 茨城県 耕種 吉葉　正徳
令和3年10月19日 3-08-00380 茨城県 耕種 小松崎　勘一
令和3年10月19日 3-08-00381 茨城県 耕種 越渡　誠一
令和3年10月19日 3-08-00382 茨城県 耕種 藤枝　修一
令和3年10月19日 3-08-00383 茨城県 耕種 藤田　雅祐
令和3年10月19日 3-08-00384 茨城県 耕種 小松　桂一
令和3年10月19日 3-08-00385 茨城県 耕種 細谷　光司
令和3年10月19日 3-08-00386 茨城県 耕種 有限会社坪井食品
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令和3年10月26日 3-08-00387 茨城県 耕種 原　忠俊
令和3年10月26日 3-08-00389 茨城県 耕種 内田　博
令和3年10月26日 3-08-00390 茨城県 耕種 石崎　学
令和3年10月26日 3-08-00391 茨城県 耕種 梅原　常雄
令和3年10月26日 3-08-00392 茨城県 耕種 亀山　京司
令和3年10月26日 3-08-00393 茨城県 耕種 長谷川　広一
令和3年10月26日 3-08-00394 茨城県 耕種 石嵜　治
令和3年10月26日 3-08-00396 茨城県 耕種 野口　一男
令和3年11月4日 3-08-00397 茨城県 耕種 高島　重和
令和3年11月4日 3-08-00398 茨城県 耕種 佐伯　修
令和3年11月4日 3-08-00399 茨城県 耕種 久野　光夫
令和3年11月4日 3-08-00400 茨城県 耕種 矢本　信一
令和3年11月4日 3-08-00401 茨城県 耕種 有限会社鬼澤食菌センター
令和3年11月4日 3-08-00402 茨城県 畜産 株式会社イイツカファーム
令和3年11月10日 3-08-00403 茨城県 耕種 八文字　晃
令和3年11月10日 3-08-00404 茨城県 耕種 有限会社さしま農場
令和3年11月16日 3-08-00405 茨城県 耕種 岩瀬　信夫
令和3年11月16日 3-08-00406 茨城県 耕種 石綿　智
令和3年11月16日 3-08-00407 茨城県 耕種 大里　記一
令和3年11月16日 3-08-00408 茨城県 耕種 白井　勇
令和3年11月16日 3-08-00409 茨城県 耕種 鈴木　一郎
令和3年11月16日 3-08-00410 茨城県 耕種 有限会社高橋農園
令和3年11月25日 3-08-00411 茨城県 耕種 大和田　幸一
令和3年11月25日 3-08-00412 茨城県 耕種 後藤　達也
令和3年11月25日 3-08-00413 茨城県 耕種 石崎　正世
令和3年11月25日 3-08-00414 茨城県 耕種 有限会社松田芝生
令和3年12月1日 3-08-00416 茨城県 耕種 古谷　勝美
令和3年12月8日 3-08-00417 茨城県 耕種 稲葉　けい子
令和3年12月8日 3-08-00418 茨城県 耕種 新堀　伸一
令和3年12月8日 3-08-00419 茨城県 耕種 酒井　正和
令和3年12月14日 3-08-00421 茨城県 耕種 圷　博且
令和3年12月14日 3-08-00422 茨城県 耕種 阿部　稔
令和3年12月14日 3-08-00423 茨城県 耕種 石嵜　正憲
令和3年12月14日 3-08-00424 茨城県 耕種 須藤　克己
令和3年12月14日 3-08-00425 茨城県 耕種 渡邉　富男
令和3年12月14日 3-08-00426 茨城県 耕種 秋葉　悟司
令和3年12月14日 3-08-00420 茨城県 耕種 東ヶ崎　智子
令和3年12月14日 3-08-00421 茨城県 耕種 圷　博且
令和3年12月14日 3-08-00422 茨城県 耕種 阿部　稔
令和3年12月14日 3-08-00423 茨城県 耕種 石嵜　正憲
令和3年12月14日 3-08-00424 茨城県 耕種 須藤　克己
令和3年12月14日 3-08-00425 茨城県 耕種 渡邉　富男
令和3年12月14日 3-08-00426 茨城県 耕種 秋葉　悟司
令和3年12月23日 3-08-00427 茨城県 耕種 田村　昌敏
令和3年12月23日 3-08-00428 茨城県 耕種 農事組合法人協和園芸開発センター
令和3年12月23日 3-08-00429 茨城県 耕種 農事組合法人新桜川グリーンファーム
令和4年1月6日 3-08-00430 茨城県 耕種 大久保　三樹夫
令和4年1月6日 3-08-00431 茨城県 耕種 鎌田　充貴
令和4年1月6日 3-08-00432 茨城県 耕種 酒井　拓也
令和4年1月6日 3-08-00433 茨城県 耕種 大和田　昌幸
令和4年1月6日 3-08-00434 茨城県 耕種 山口　正重
令和4年1月6日 3-08-00435 茨城県 耕種 郡司　正一
令和4年1月6日 3-08-00436 茨城県 耕種 沼尻　節夫
令和4年1月6日 3-08-00437 茨城県 耕種 株式会社岡野青果
令和4年1月6日 3-08-00438 茨城県 耕種 株式会社苅部農園
令和4年1月12日 3-08-00439 茨城県 耕種 有限会社猿島水耕
令和4年1月12日 3-08-00440 茨城県 耕種 株式会社岩井流通サービス
令和4年1月12日 3-08-00441 茨城県 耕種 株式会社照沼
令和4年1月12日 3-08-00442 茨城県 耕種 有限会社リーフカンパニー
令和4年1月18日 3-08-00443 茨城県 耕種 石田　一博
令和4年1月18日 3-08-00445 茨城県 耕種 米川　寛典
令和4年1月18日 3-08-00446 茨城県 耕種 石崎　司
令和4年1月18日 3-08-00447 茨城県 耕種 遠嶺　誠
令和4年1月18日 3-08-00448 茨城県 耕種 菊地　洋治
令和4年1月18日 3-08-00449 茨城県 耕種 関水　肇
令和4年1月18日 3-08-00450 茨城県 耕種 柳沢　正人
令和4年1月18日 3-08-00451 茨城県 耕種 浅野　勇
令和4年1月18日 3-08-00452 茨城県 耕種 高橋　光広
令和4年1月18日 3-08-00453 茨城県 耕種 滝本　信之
令和4年1月18日 3-08-00454 茨城県 耕種 古橋　忍
令和4年1月18日 3-08-00455 茨城県 耕種 高野　利浩
令和4年1月18日 3-08-00456 茨城県 耕種 有限会社チャイルドウッズ
令和4年1月18日 3-08-00457 茨城県 耕種 株式会社Ｓ・Ｋファクトリー
令和4年1月25日 3-08-00458 茨城県 畜産 雨谷　俊佑
令和4年1月25日 3-08-00459 茨城県 耕種 大木　健一
令和4年1月25日 3-08-00460 茨城県 耕種 安達　竜也
令和4年1月25日 3-08-00461 茨城県 耕種 中村　敏
令和4年1月25日 3-08-00462 茨城県 耕種 沼尻　和宏
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令和4年1月25日 3-08-00463 茨城県 耕種 沼尻　富子
令和4年1月25日 3-08-00464 茨城県 耕種 大場　智博
令和4年1月25日 3-08-00465 茨城県 耕種 櫻井　哲也
令和4年1月25日 3-08-00466 茨城県 耕種 農事組合法人マルツボ
令和4年1月25日 3-08-00467 茨城県 耕種 アダチファーム株式会社
令和4年1月25日 3-08-00468 茨城県 耕種 有限会社川井造園土木
令和4年2月1日 3-08-00469 茨城県 耕種 金子　正典
令和4年2月1日 3-08-00470 茨城県 耕種 武井　良輝
令和4年2月1日 3-08-00471 茨城県 畜産 鈴木　正義
令和4年2月1日 3-08-00472 茨城県 耕種 酒井　孝明
令和4年2月1日 3-08-00473 茨城県 耕種 橋本　吉晴
令和4年2月1日 3-08-00474 茨城県 耕種 菅谷　利男
令和4年2月1日 3-08-00475 茨城県 耕種 長谷川　勇
令和4年2月1日 3-08-00476 茨城県 耕種 横田　健太
令和4年2月1日 3-08-00477 茨城県 耕種 農事組合法人ファーム八千代
令和4年2月1日 3-08-00478 茨城県 畜産 有限会社押木養鶏場
令和4年2月1日 3-08-00479 茨城県 耕種 株式会社オヌマファーム
令和4年2月9日 3-08-00480 茨城県 耕種 谷田　哲也
令和4年2月9日 3-08-00481 茨城県 耕種 平間　市郎
令和4年2月9日 3-08-00482 茨城県 耕種 藤井　博愛
令和4年2月9日 3-08-00483 茨城県 耕種 小沼　悠紀
令和4年2月9日 3-08-00484 茨城県 耕種 山田　和彦
令和4年2月9日 3-08-00485 茨城県 耕種 野口　恒雄
令和4年2月9日 3-08-00486 茨城県 耕種 有限会社サンライズファーム
令和4年2月15日 3-08-00487 茨城県 畜産 田崎　富壽
令和4年2月15日 3-08-00488 茨城県 耕種 塙　真人
令和4年2月15日 3-08-00489 茨城県 耕種 株式会社レインボーフューチャー
令和4年2月15日 3-08-00490 茨城県 畜産 浅倉畜産株式会社
令和4年2月15日 3-08-00491 茨城県 耕種 株式会社園部商店
令和4年2月15日 3-08-00492 茨城県 耕種 株式会社Ｏ．Ｖ．リサーチ
令和4年2月22日 3-08-00493 茨城県 耕種 井川　英和
令和4年2月22日 3-08-00494 茨城県 耕種 夏目　剛
令和4年2月22日 3-08-00495 茨城県 耕種 大松　史明
令和4年2月22日 3-08-00496 茨城県 耕種 井上　真晴
令和4年2月22日 3-08-00497 茨城県 耕種 大塚　久男
令和4年3月1日 3-08-00498 茨城県 耕種 細島　大樹
令和4年3月1日 3-08-00499 茨城県 耕種 荒川　和彦
令和4年3月1日 3-08-00500 茨城県 耕種 中居　好秀
令和4年3月1日 3-08-00501 茨城県 耕種 荒井　真
令和4年3月1日 3-08-00502 茨城県 耕種 立山　豊勝
令和4年3月1日 3-08-00503 茨城県 畜産 笠間瑞穂株式会社
令和4年3月8日 3-08-00504 茨城県 耕種 小玉　勝則
令和4年3月8日 3-08-00505 茨城県 耕種 山口　和秀
令和4年3月8日 3-08-00506 茨城県 耕種 土子　昇
令和4年3月8日 3-08-00507 茨城県 耕種 林　洋一
令和4年3月8日 3-08-00508 茨城県 耕種 理崎　浩樹
令和4年3月8日 3-08-00509 茨城県 耕種 飯島　秀幸
令和4年3月8日 3-08-00510 茨城県 耕種 吉日株式会社
令和4年3月15日 3-08-00512 茨城県 耕種 田口　広行
令和4年3月15日 3-08-00513 茨城県 耕種 石井　昭好
令和4年3月15日 3-08-00514 茨城県 耕種 江後田　一也
令和4年3月15日 3-08-00515 茨城県 耕種 大竹　剛
令和4年3月15日 3-08-00516 茨城県 耕種 羽成　正信
令和4年3月15日 3-08-00517 茨城県 耕種 戸井　克則
令和4年3月15日 3-08-00518 茨城県 耕種 竹内　伸一
令和4年3月15日 3-08-00519 茨城県 耕種 小松崎　二三夫
令和4年3月15日 3-08-00520 茨城県 耕種 砂山　一男
令和4年3月15日 3-08-00521 茨城県 耕種 竹内　芳春
令和4年3月15日 3-08-00522 茨城県 耕種 上野　道行
令和4年3月15日 3-08-00523 茨城県 耕種 酒井　正彦
令和4年3月15日 3-08-00525 茨城県 耕種 口町　祐次
令和4年3月15日 3-08-00526 茨城県 耕種 株式会社ＢＢビッグブルー
令和4年3月24日 3-08-00527 茨城県 耕種 栃木　和則
令和4年3月24日 3-08-00528 茨城県 耕種 薄井　猛
令和4年3月24日 3-08-00529 茨城県 耕種 株式会社サニークラブ
令和4年3月24日 3-08-00530 茨城県 畜産 新ひたちファーム
令和4年3月29日 3-08-00531 茨城県 耕種 梅原　慎二
令和4年3月29日 3-08-00532 茨城県 耕種 大川　健一
令和4年3月29日 3-08-00533 茨城県 耕種 中山　誠
令和4年3月29日 3-08-00534 茨城県 耕種 小橋　千春
令和4年3月29日 3-08-00535 茨城県 耕種 内海　崇
令和4年3月29日 3-08-00536 茨城県 耕種 北浦肥料株式会社
令和4年3月29日 3-08-00537 茨城県 畜産 株式会社ケイコウ産業
令和4年4月6日 3-08-00538 茨城県 耕種 高橋　幸一
令和4年4月6日 3-08-00539 茨城県 耕種 長谷川　清文
令和4年4月6日 3-08-00540 茨城県 耕種 長谷川　光一
令和4年4月6日 3-08-00541 茨城県 畜産 株式会社かすみがうら農場
令和4年4月6日 3-08-00542 茨城県 耕種 有限会社安喰物産
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令和4年4月6日 3-08-00543 茨城県 畜産 株式会社鈴木牧場
令和4年4月6日 3-08-00544 茨城県 耕種 野村産業株式会社
令和4年4月14日 3-08-00545 茨城県 耕種 高根澤　好克
令和4年4月14日 3-08-00546 茨城県 耕種 北山　賢一
令和4年4月14日 3-08-00547 茨城県 耕種 長谷川　悦代
令和4年4月14日 3-08-00548 茨城県 耕種 井川　茂樹
令和4年4月14日 3-08-00549 茨城県 耕種 立原　亮久
令和4年4月14日 3-08-00550 茨城県 耕種 米川　悟
令和4年4月14日 3-08-00551 茨城県 畜産 板垣　進
令和4年4月20日 3-08-00552 茨城県 耕種 横島　勝史
令和4年4月20日 3-08-00553 茨城県 耕種 岩坂　正
令和4年4月20日 3-08-00554 茨城県 耕種 島田　淳一
令和4年4月20日 3-08-00555 茨城県 耕種 北島　正巳
令和4年4月20日 3-08-00556 茨城県 耕種 本田　利英
令和4年4月20日 3-08-00557 茨城県 耕種 酒井　寿治
令和4年4月20日 3-08-00558 茨城県 耕種 鈴木　和弥
令和4年4月20日 3-08-00559 茨城県 耕種 新堀　弘美
令和4年4月20日 3-08-00560 茨城県 畜産 有限会社福井畜産
令和4年4月20日 3-08-00561 茨城県 耕種・畜産 株式会社ひたち農園
令和4年4月20日 3-08-00562 茨城県 耕種 株式会社市村農園
令和4年4月20日 3-08-00563 茨城県 畜産 有限会社農業生産法人若林牧場
令和4年4月26日 3-08-00564 茨城県 耕種 中村　誠
令和4年4月26日 3-08-00565 茨城県 耕種 古谷　勝浩
令和4年4月26日 3-08-00566 茨城県 耕種 箕輪　信男
令和4年4月26日 3-08-00567 茨城県 耕種 小松崎　正彦
令和4年4月26日 3-08-00568 茨城県 畜産 有限会社小林養豚場
令和4年4月26日 3-08-00569 茨城県 耕種 吉田　寛之
令和4年5月11日 3-08-00570 茨城県 耕種 遠藤　敬一
令和4年5月11日 3-08-00571 茨城県 耕種 滝原　研太
令和4年5月11日 3-08-00572 茨城県 耕種 箕輪　玲子
令和4年5月11日 3-08-00573 茨城県 畜産 浅倉　一
令和4年5月11日 3-08-00574 茨城県 畜産 朝倉　梢
令和4年5月11日 3-08-00575 茨城県 畜産 片田　秀一
令和4年5月11日 3-08-00576 茨城県 耕種 細谷　栄
令和4年5月11日 3-08-00577 茨城県 耕種 佐伯　史仁
令和4年5月11日 3-08-00578 茨城県 耕種 池田　和浩
令和4年5月11日 3-08-00579 茨城県 耕種 鬼澤一文
令和4年5月11日 3-08-00580 茨城県 耕種 三浦　純一
令和4年5月11日 3-08-00581 茨城県 耕種 佐伯　正行
令和4年5月11日 3-08-00582 茨城県 耕種 小泉　孝
令和4年5月11日 3-08-00583 茨城県 耕種 野本　正人
令和4年5月11日 3-08-00584 茨城県 耕種 石丸　のり子
令和4年5月11日 3-08-00585 茨城県 耕種 並木　正広
令和4年5月11日 3-08-00586 茨城県 耕種 吉田　和朗
令和4年5月11日 3-08-00587 茨城県 耕種 藤木　芳夫
令和4年5月11日 3-08-00588 茨城県 耕種 四ツ谷　和之
令和4年5月11日 3-08-00589 茨城県 耕種 細山　美好
令和4年5月11日 3-08-00590 茨城県 耕種 塙　隆幸
令和4年5月11日 3-08-00591 茨城県 耕種 宇都木　彰
令和4年5月11日 3-08-00592 茨城県 畜産 株式会社鹿行畜産
令和4年5月11日 3-08-00593 茨城県 畜産 （株）清晃
令和4年5月11日 3-08-00594 茨城県 耕種 株式会社テルズ
令和4年5月11日 3-08-00595 茨城県 耕種 宜佳農園合同会社
令和4年5月11日 3-08-00596 茨城県 耕種 農事組合法人宮崎協業
令和4年5月18日 3-08-00597 茨城県 耕種 高橋　良一
令和4年5月18日 3-08-00598 茨城県 耕種 金野　乃子嗣
令和4年5月18日 3-08-00599 茨城県 耕種 染野　靖男
令和4年5月18日 3-08-00600 茨城県 耕種 米川　宗司
令和4年5月18日 3-08-00601 茨城県 耕種 小松崎　正
令和4年5月18日 3-08-00602 茨城県 耕種 入江　道男
令和4年5月18日 3-08-00603 茨城県 耕種 岡部　洋治
令和4年5月18日 3-08-00604 茨城県 畜産 吉田　和由
令和4年5月18日 3-08-00605 茨城県 耕種 酒井　芳秋
令和4年5月18日 3-08-00606 茨城県 耕種 鶴田　信
令和4年5月18日 3-08-00607 茨城県 耕種 秋葉　満廣
令和4年5月18日 3-08-00608 茨城県 耕種 岡﨑　勝広
令和4年5月20日 3-08-00609 茨城県 耕種 佐伯　和也
令和4年5月25日 3-08-00610 茨城県 耕種 薄井　龍右
令和4年5月25日 3-08-00611 茨城県 耕種 根崎　勇治
令和4年5月25日 3-08-00612 茨城県 耕種 関岡　秀一
令和4年5月25日 3-08-00613 茨城県 耕種 鈴木　義雄
令和4年5月25日 3-08-00614 茨城県 耕種 酒井　寿彦
令和4年5月25日 3-08-00615 茨城県 耕種 坂本　宏
令和4年5月25日 3-08-00616 茨城県 耕種 柴田　智和
令和4年5月25日 3-08-00617 茨城県 耕種 株式会社アグリ・プラス
令和4年5月31日 3-08-00618 茨城県 畜産 弓家　善一
令和4年5月31日 3-08-00619 茨城県 耕種 藤崎　誠
令和4年5月31日 3-08-00620 茨城県 耕種 溝口　晃作
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令和4年5月31日 3-08-00621 茨城県 耕種 株式会社つくば良農
令和4年6月9日 3-08-00622 茨城県 耕種 阿久津　建一
令和4年6月9日 3-08-00623 茨城県 耕種 中里　智宏
令和4年6月9日 3-08-00624 茨城県 耕種 池田　直隆
令和4年6月9日 3-08-00625 茨城県 耕種 石崎　和美
令和4年6月9日 3-08-00626 茨城県 耕種 田所　利晴
令和4年6月9日 3-08-00627 茨城県 耕種 滝本　英樹
令和4年6月9日 3-08-00628 茨城県 耕種 宮田　明弘
令和4年6月9日 3-08-00629 茨城県 耕種 橋本　英一
令和4年6月9日 3-08-00630 茨城県 耕種 野田　和義
令和4年6月9日 3-08-00631 茨城県 耕種 井坂　行志
令和4年6月9日 3-08-00632 茨城県 耕種 立山　孝則
令和4年6月9日 3-08-00633 茨城県 耕種 株式会社マルカ農園
令和4年6月9日 3-08-00634 茨城県 耕種 有限会社クリーンサービス
令和4年6月9日 3-08-00635 茨城県 耕種 有限会社長生体
令和4年6月15日 3-08-00636 茨城県 畜産 岩﨑　裕二
令和4年6月15日 3-08-00637 茨城県 耕種 牧野　隆
令和4年6月15日 3-08-00638 茨城県 耕種 大里　英男
令和4年6月15日 3-08-00639 茨城県 耕種 飯島　優樹
令和4年6月15日 3-08-00640 茨城県 耕種 方波見　保
令和4年6月15日 3-08-00641 茨城県 耕種 磯山　道弘
令和4年6月15日 3-08-00642 茨城県 耕種 小松崎　崇史
令和4年6月15日 3-08-00643 茨城県 耕種 堺堀　和利
令和4年6月15日 3-08-00644 茨城県 耕種 飯塚　克則
令和4年6月15日 3-08-00645 茨城県 耕種 飯島　雅之
令和4年6月15日 3-08-00646 茨城県 耕種 有限会社マツモト
令和4年6月15日 3-08-00647 茨城県 耕種 株式会社くらぜん
令和4年6月23日 3-08-00648 茨城県 耕種 村田　知二
令和4年6月23日 3-08-00649 茨城県 耕種 株式会社関川殖産園
令和4年6月23日 3-08-00650 茨城県 耕種 有限会社希望園
令和4年6月23日 3-08-00651 茨城県 耕種 有限会社つくば緑地建設
令和4年6月30日 3-08-00652 茨城県 耕種 梅原　孝雄
令和4年6月30日 3-08-00653 茨城県 耕種 石間　裕介
令和4年6月30日 3-08-00654 茨城県 耕種 木名瀬　光明
令和4年6月30日 3-08-00655 茨城県 耕種 有限会社農業法人微生物農法の会
令和4年6月30日 3-08-00656 茨城県 畜産 有限会社ホッグファーム
令和4年7月7日 3-08-00657 茨城県 耕種 荒川　新一
令和4年7月7日 3-08-00658 茨城県 耕種 山田狩　靖
令和4年7月7日 3-08-00659 茨城県 畜産 関口　昇一
令和4年7月7日 3-08-00660 茨城県 耕種 小林　弘嗣
令和4年7月7日 3-08-00661 茨城県 耕種 青木　寿
令和4年7月7日 3-08-00662 茨城県 耕種 高崎　正喜
令和4年7月12日 3-08-00663 茨城県 耕種 中山　長男
令和4年7月12日 3-08-00664 茨城県 耕種 荒井　伸夫
令和4年7月12日 3-08-00665 茨城県 耕種 株式会社丸や
令和4年7月12日 3-08-00666 茨城県 耕種 株式会社ＦＡＲＭＡＫＡＯＧＩ
令和4年7月12日 3-08-00667 茨城県 畜産 北斗養豚有限会社
令和4年7月12日 3-08-00668 茨城県 耕種 株式会社冨田農園
令和4年7月12日 3-08-00669 茨城県 畜産 有限会社雨甲斐商店
令和4年7月12日 3-08-00670 茨城県 耕種 株式会社大里商店
令和4年7月21日 3-08-00671 茨城県 耕種 横田　富成
令和4年7月21日 3-08-00672 茨城県 耕種 米川　宏
令和4年7月28日 3-08-00673 茨城県 耕種 成田　隆夫
令和4年7月28日 3-08-00674 茨城県 耕種 飛田　憲男
令和4年7月28日 3-08-00675 茨城県 耕種 菊地　喜彦
令和4年7月28日 3-08-00676 茨城県 耕種 石川　義雄
令和4年7月28日 3-08-00677 茨城県 畜産 大塚　晃次
令和4年7月28日 3-08-00678 茨城県 耕種 小林　優
令和4年7月28日 3-08-00679 茨城県 耕種 有限会社鶴建
令和4年8月3日 3-08-00680 茨城県 耕種 渡邊　昇
令和4年8月3日 3-08-00681 茨城県 耕種 福田　寿夫
令和4年8月3日 3-08-00682 茨城県 耕種 小林　誠市
令和4年8月3日 3-08-00683 茨城県 畜産 山崎　帝子
令和4年8月3日 3-08-00684 茨城県 耕種 飯島　正一
令和4年8月3日 3-08-00685 茨城県 耕種 菅谷　勉
令和4年8月3日 3-08-00686 茨城県 畜産 佐伯　淳
令和4年8月3日 3-08-00687 茨城県 耕種 馬場　泰祐
令和4年8月3日 3-08-00688 茨城県 耕種 株式会社高木農園
令和4年8月3日 3-08-00689 茨城県 耕種 株式会社内田農園
令和4年8月3日 3-08-00690 茨城県 耕種 増渕　康彦
令和4年8月3日 3-08-00691 茨城県 耕種 (株)萩原園
令和4年8月10日 3-08-00692 茨城県 耕種 八木　𠮷市
令和4年8月10日 3-08-00693 茨城県 耕種 石川　恵一
令和4年8月10日 3-08-00694 茨城県 耕種 野原　一也
令和4年8月10日 3-08-00695 茨城県 耕種 出久根　昭
令和4年8月10日 3-08-00696 茨城県 耕種 本澤　政雄
令和4年8月10日 3-08-00697 茨城県 耕種 野原　浩
令和4年8月10日 3-08-00698 茨城県 耕種 村田　浩一
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令和4年8月10日 3-08-00699 茨城県 耕種 中居　一夫
令和4年8月10日 3-08-00700 茨城県 耕種 清水　弘幸
令和4年8月10日 3-08-00701 茨城県 耕種 木村　孝行
令和4年8月10日 3-08-00702 茨城県 耕種 小山　猛
令和4年8月10日 3-08-00703 茨城県 耕種 久野　雄大
令和4年8月10日 3-08-00704 茨城県 耕種 稲木　秋男
令和4年8月10日 3-08-00705 茨城県 耕種 藤原　豊
令和4年8月10日 3-08-00706 茨城県 耕種 内田　博之
令和4年8月10日 3-08-00707 茨城県 耕種 株式会社英知
令和4年8月16日 3-08-00708 茨城県 耕種 鬼澤　幸次
令和4年8月16日 3-08-00709 茨城県 耕種 大里　文一
令和4年8月16日 3-08-00710 茨城県 耕種 池田　博則
令和4年8月16日 3-08-00711 茨城県 耕種 本澤　豪
令和4年8月16日 3-08-00712 茨城県 耕種 塙　一雄
令和4年8月16日 3-08-00713 茨城県 耕種 浜田　宗男
令和4年8月16日 3-08-00714 茨城県 耕種 米川　瑞穂
令和4年8月16日 3-08-00716 茨城県 耕種 株式会社小池清嗣商店
令和4年8月25日 3-08-00717 茨城県 耕種 三浦　由美子
令和4年8月25日 3-08-00718 茨城県 耕種 小松崎　照彦
令和4年8月25日 3-08-00719 茨城県 耕種 岩田　秀雄
令和4年8月25日 3-08-00720 茨城県 耕種 清水　慎一
令和4年8月25日 3-08-00721 茨城県 耕種 有限会社奥村農園
令和4年8月31日 3-08-00722 茨城県 耕種 國谷　義美
令和4年8月31日 3-08-00723 茨城県 耕種 安達　伸吾
令和4年8月31日 3-08-00724 茨城県 耕種 江沼　文雄
令和4年8月31日 3-08-00725 茨城県 耕種 細谷　毅
令和4年8月31日 3-08-00726 茨城県 耕種 大山　忍
令和4年8月31日 3-08-00727 茨城県 耕種 株式会社Ｔｅｄｙ
令和4年9月7日 3-08-00728 茨城県 耕種 藤田　健太郎
令和4年9月7日 3-08-00729 茨城県 畜産 高山　敏夫
令和4年9月7日 3-08-00730 茨城県 耕種 井坂　廣
令和4年9月7日 3-08-00731 茨城県 畜産 石井　健一
令和4年9月7日 3-08-00732 茨城県 耕種 海老沢　司郎
令和4年9月7日 3-08-00733 茨城県 畜産 寿々木　範夫
令和4年9月7日 3-08-00734 茨城県 畜産 古谷　光浩
令和4年9月7日 3-08-00735 茨城県 耕種 風間　優嘉
令和4年9月7日 3-08-00736 茨城県 耕種 机　洋一
令和4年9月7日 3-08-00737 茨城県 耕種 江田　治男
令和4年9月7日 3-08-00738 茨城県 耕種 青木　信浩
令和4年9月7日 3-08-00739 茨城県 耕種 入江　嘉明
令和4年9月7日 3-08-00740 茨城県 耕種 石塚　仁志
令和4年9月7日 3-08-00741 茨城県 畜産 圷　敏雄
令和4年9月7日 3-08-00742 茨城県 耕種 直井　利家
令和4年9月7日 3-08-00743 茨城県 畜産 有限会社山野商事
令和4年9月7日 3-08-00744 茨城県 耕種 有限会社アグリクリエイト
令和4年9月7日 3-08-00745 茨城県 耕種 丸屋食品工業有限会社
令和4年9月7日 3-08-00746 茨城県 畜産 株式会社ＳＵＮ－ＦＡＲＭ野村牧場
令和4年9月7日 3-08-00747 茨城県 耕種 有限会社久保谷農園
令和4年9月7日 3-08-00748 茨城県 耕種 有限会社野菜クラブ
令和4年9月8日 3-08-00749 茨城県 耕種 太田　顕也
令和4年9月8日 3-08-00750 茨城県 耕種 亀山　知行
令和4年9月8日 3-08-00751 茨城県 耕種 飯塚　和敏
令和4年9月8日 3-08-00752 茨城県 耕種 石崎　芳則
令和4年9月14日 3-08-00753 茨城県 耕種 鈴木　將志
令和4年9月14日 3-08-00754 茨城県 耕種 株式会社菊地農園塾
令和4年9月14日 3-08-00755 茨城県 畜産 株式会社宮部牧場
令和4年9月15日 3-08-00756 茨城県 耕種 亀山　由樹
令和4年9月15日 3-08-00757 茨城県 耕種 有限会社たっしゃか村
令和4年9月21日 3-08-00758 茨城県 耕種 箕輪　功一
令和4年9月21日 3-08-00759 茨城県 耕種 日向寺　正昭
令和4年9月21日 3-08-00760 茨城県 耕種 有馬　貞雄
令和4年9月21日 3-08-00761 茨城県 耕種 細谷　秀久
令和4年9月21日 3-08-00762 茨城県 耕種 浅野　友一
令和4年9月21日 3-08-00763 茨城県 耕種 友部　和則
令和4年9月21日 3-08-00764 茨城県 耕種 櫻井　丈夫
令和4年9月21日 3-08-00765 茨城県 耕種 常陽グリーン産業株式会社
令和4年9月21日 3-08-00766 茨城県 畜産 有限会社倉持牧場
令和4年9月27日 3-08-00767 茨城県 耕種 吉原　正
令和4年9月27日 3-08-00768 茨城県 耕種 山中　明男
令和4年9月27日 3-08-00769 茨城県 耕種 真家　明
令和4年9月27日 3-08-00770 茨城県 耕種 箕輪　英樹
令和4年9月27日 3-08-00771 茨城県 耕種 小林　克弘
令和4年9月28日 3-08-00772 茨城県 耕種 山田　正
令和4年9月28日 3-08-00773 茨城県 耕種 大野　正男
令和4年9月28日 3-08-00774 茨城県 耕種 山田　光弘
令和4年10月5日 3-08-00775 茨城県 耕種 萩原　裕一
令和4年10月5日 3-08-00776 茨城県 耕種 菅谷　猛
令和4年10月5日 3-08-00777 茨城県 耕種 熊倉　秀明
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令和4年10月5日 3-08-00778 茨城県 耕種 平沼　邦彦
令和4年10月5日 3-08-00779 茨城県 耕種 大塚　徹
令和4年10月5日 3-08-00780 茨城県 耕種 沼田　一男
令和4年10月5日 3-08-00781 茨城県 耕種 久保　努
令和4年10月5日 3-08-00782 茨城県 畜産 関　勇夫
令和4年10月5日 3-08-00783 茨城県 耕種 株式会社味菜
令和4年10月12日 3-08-00784 茨城県 耕種 塙　忠一
令和4年10月12日 3-08-00785 茨城県 耕種 𡧃賀　恒夫
令和4年10月12日 3-08-00786 茨城県 耕種 浅野　広之
令和4年10月12日 3-08-00787 茨城県 耕種 田口　明雄
令和4年10月12日 3-08-00788 茨城県 耕種 関野　洋子
令和4年10月12日 3-08-00789 茨城県 耕種 株式会社富田青果
令和4年10月12日 3-08-00790 茨城県 畜産 有限会社ＰＩＯＮＥＥＲＦＡＲＭ
令和4年10月12日 3-08-00791 茨城県 畜産 株式会社保田農場
令和4年10月20日 3-08-00792 茨城県 耕種 野原　徹
令和4年10月20日 3-08-00793 茨城県 耕種 重田　親宏
令和4年10月20日 3-08-00794 茨城県 耕種 宮崎　勝利
令和4年10月20日 3-08-00795 茨城県 耕種 長洲　陽介
令和4年10月20日 3-08-00796 茨城県 耕種 赤荻　伸行
令和4年10月20日 3-08-00797 茨城県 耕種 塙　宗泰
令和4年10月20日 3-08-00798 茨城県 耕種 宮本　一宏
令和4年10月20日 3-08-00799 茨城県 耕種 楠田ファーム合同会社
令和4年10月26日 3-08-00800 茨城県 耕種 大貫　新一
令和4年10月26日 3-08-00801 茨城県 耕種 野村　久子
令和4年10月26日 3-08-00802 茨城県 耕種 鬼沢　一郎
令和4年10月26日 3-08-00803 茨城県 畜産 山口　明子
令和4年10月26日 3-08-00804 茨城県 耕種 前川　栄
令和4年10月26日 3-08-00805 茨城県 耕種 小沼　正
令和4年10月26日 3-08-00806 茨城県 耕種 箕輪　秀男
令和4年10月26日 3-08-00807 茨城県 耕種 米川　政男
令和4年10月26日 3-08-00808 茨城県 耕種 藤井　優
令和4年10月26日 3-08-00809 茨城県 耕種 株式会社ミゾグチファーム
令和4年10月26日 3-08-00810 茨城県 耕種 株式会社木名瀬金重商店
令和4年10月27日 3-08-00811 茨城県 耕種 栗原　憲一郎
令和4年11月1日 3-08-00812 茨城県 畜産 川崎　正明
令和4年11月1日 3-08-00813 茨城県 耕種 飯田　正
令和4年11月1日 3-08-00814 茨城県 耕種 井川　猛
令和4年11月1日 3-08-00815 茨城県 耕種 小沼　久美子
令和4年11月1日 3-08-00816 茨城県 耕種 堤　三喜雄
令和4年11月1日 3-08-00817 茨城県 耕種 島村　善夫
令和4年11月1日 3-08-00818 茨城県 耕種 田口　年彦
令和4年11月1日 3-08-00819 茨城県 耕種 石崎　邦子
令和4年11月1日 3-08-00820 茨城県 耕種 方波見　愼一
令和4年11月1日 3-08-00821 茨城県 耕種 小林　洋一
令和4年11月1日 3-08-00822 茨城県 耕種 浅野　弘一
令和4年11月1日 3-08-00823 茨城県 耕種 小池　英晃
令和4年11月1日 3-08-00824 茨城県 耕種 酒井青果株式会社
令和4年11月9日 3-08-00825 茨城県 耕種 清水　勝美
令和4年11月9日 3-08-00826 茨城県 耕種 袋山　康行
令和4年11月9日 3-08-00827 茨城県 耕種 好見　力
令和4年11月9日 3-08-00828 茨城県 耕種 真原　栄
令和4年11月9日 3-08-00829 茨城県 耕種 原　與和
令和4年11月9日 3-08-00830 茨城県 耕種 平見　寿勝
令和4年11月9日 3-08-00831 茨城県 耕種 藤井　久弘
令和4年11月9日 3-08-00832 茨城県 畜産 菊地　儀貴
令和4年11月9日 3-08-00833 茨城県 畜産 有限会社真原ファーム
令和4年11月9日 3-08-00834 茨城県 耕種 株式会社小林ファーム
令和4年11月9日 3-08-00835 茨城県 耕種 農業法人深作農園有限会社
令和4年11月16日 3-08-00836 茨城県 耕種 齋藤　紀夫
令和4年11月16日 3-08-00837 茨城県 耕種 円城寺　一夫
令和4年11月16日 3-08-00838 茨城県 耕種 内海　正人
令和4年11月16日 3-08-00839 茨城県 耕種 沼里　久男
令和4年11月16日 3-08-00840 茨城県 耕種 大根田　一夫
令和4年11月16日 3-08-00841 茨城県 耕種 鈴木　和弥
令和4年11月16日 3-08-00842 茨城県 耕種 古澤　秀雪
令和4年11月16日 3-08-00843 茨城県 耕種 合同会社サンテファミーユ
令和4年11月24日 3-08-00844 茨城県 耕種 石川　峯男
令和4年11月24日 3-08-00845 茨城県 耕種 菅谷　龍雄
令和4年11月24日 3-08-00846 茨城県 耕種 田口　和宏
令和4年11月24日 3-08-00847 茨城県 耕種 袖山　繁
令和4年11月24日 3-08-00848 茨城県 耕種 荒巻　芳明
令和4年11月24日 3-08-00849 茨城県 耕種 江沼　聡
令和4年11月24日 3-08-00850 茨城県 耕種 片岡　一裕
令和4年11月24日 3-08-00851 茨城県 耕種 株式会社ナチュラル
令和4年11月24日 3-08-00852 茨城県 耕種 株式会社正八つくば
令和4年11月28日 3-08-00853 茨城県 耕種 佐伯　栄一
令和4年11月28日 3-08-00854 茨城県 耕種 三保谷　智浩
令和4年11月28日 3-08-00855 茨城県 耕種 高野澤　長司
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令和4年11月28日 3-08-00856 茨城県 耕種 堤　伸男
令和4年11月29日 3-08-00857 茨城県 耕種 風見　敏一
令和4年12月8日 3-08-00858 茨城県 耕種 鈴木　正光
令和4年12月8日 3-08-00859 茨城県 耕種 鈴木　清彦
令和4年12月8日 3-08-00860 茨城県 耕種 黒崎　武
令和4年12月8日 3-08-00861 茨城県 耕種 細田　信一
令和4年12月8日 3-08-00862 茨城県 耕種 坂本　正夫
令和4年12月8日 3-08-00863 茨城県 耕種 飯島　清徳
令和4年12月8日 3-08-00864 茨城県 畜産 株式会社西崎ファーム
令和4年12月8日 3-08-00865 茨城県 耕種 株式会社東ヶ崎ファーム
令和4年12月8日 3-08-00866 茨城県 耕種 ＮＣＳアグリサポート株式会社
令和4年12月13日 3-08-00867 茨城県 耕種 野村　孟
令和4年12月13日 3-08-00868 茨城県 耕種 岩崎　宏幸
令和4年12月13日 3-08-00869 茨城県 耕種 松田　孝行
令和4年12月13日 3-08-00870 茨城県 耕種 篠崎　茂
令和4年12月13日 3-08-00871 茨城県 耕種 川村　健夫
令和4年12月13日 3-08-00872 茨城県 耕種 遠峰　規勝
令和4年12月13日 3-08-00873 茨城県 耕種 小松崎　竹志
令和4年12月13日 3-08-00874 茨城県 畜産 中野谷　博
令和4年12月13日 3-08-00875 茨城県 畜産 橋本　一三
令和4年12月13日 3-08-00876 茨城県 畜産 生頭　勝義
令和4年12月13日 3-08-00877 茨城県 耕種 酒井　寛幸
令和4年12月13日 3-08-00878 茨城県 耕種 加藤　尚之
令和4年12月13日 3-08-00879 茨城県 畜産 磯部　宏文
令和4年12月13日 3-08-00880 茨城県 畜産 有限会社石川養鶏
令和4年12月20日 3-08-00881 茨城県 耕種 金久保　康徳
令和4年12月20日 3-08-00882 茨城県 耕種 荒川　広志
令和4年12月20日 3-08-00883 茨城県 耕種 高田　恭弘
令和4年12月20日 3-08-00884 茨城県 耕種 米川　康弘
令和4年12月20日 3-08-00885 茨城県 耕種 安藤　春夫
令和4年12月20日 3-08-00886 茨城県 耕種 野口　友希
令和4年12月20日 3-08-00887 茨城県 耕種 理崎　一正
令和4年12月20日 3-08-00888 茨城県 耕種 新堀　英巳
令和4年12月20日 3-08-00889 茨城県 耕種 川又　克典
令和4年12月20日 3-08-00890 茨城県 畜産 石田　精一
令和4年12月20日 3-08-00891 茨城県 耕種 酒井　清安
令和4年12月20日 3-08-00892 茨城県 耕種 本多　實
令和4年12月27日 3-08-00893 茨城県 耕種 新堀　浩文
令和4年12月27日 3-08-00894 茨城県 耕種 趙　麗
令和4年12月27日 3-08-00895 茨城県 耕種 高橋　勝光
令和4年12月27日 3-08-00896 茨城県 耕種 笹目　正二
令和4年12月27日 3-08-00897 茨城県 耕種 小倉　信之
令和4年12月27日 3-08-00898 茨城県 耕種 小野里　達則
令和4年12月27日 3-08-00899 茨城県 耕種 飯山　万寿夫
令和4年12月27日 3-08-00900 茨城県 耕種 大久保　裕敏
令和4年12月27日 3-08-00901 茨城県 耕種 箕輪　秋雄
令和4年12月27日 3-08-00902 茨城県 耕種 株式会社プランタールファーム
令和4年12月27日 3-08-00903 茨城県 耕種 株式会社ほしいも工房ふたかわ
令和4年12月27日 3-08-00904 茨城県 耕種 大久保　稔
令和4年12月27日 3-08-00905 茨城県 畜産 坂場　和則
令和5年1月6日 3-08-00906 茨城県 耕種 出津　陽一
令和5年1月6日 3-08-00907 茨城県 耕種 鈴木　真佑
令和5年1月6日 3-08-00908 茨城県 耕種 中居　篤
令和5年1月6日 3-08-00909 茨城県 耕種 沼尻　勝巳
令和5年1月6日 3-08-00910 茨城県 耕種 小松崎　泰史
令和5年1月6日 3-08-00911 茨城県 耕種 株式会社田中鶏卵
令和5年1月11日 3-08-00912 茨城県 畜産 石橋　英司
令和5年1月11日 3-08-00913 茨城県 耕種 菅野　弘行
令和5年1月11日 3-08-00914 茨城県 耕種 根崎　拓哉
令和5年1月11日 3-08-00915 茨城県 耕種 海老澤　茂一
令和5年1月11日 3-08-00916 茨城県 耕種 小野寺　孝一
令和5年1月19日 3-08-00917 茨城県 耕種 沼尻　務
令和5年1月19日 3-08-00918 茨城県 耕種 米川　武夫
令和5年1月19日 3-08-00919 茨城県 耕種 梶間　昭男
令和5年1月19日 3-08-00920 茨城県 耕種 関　豊治
令和5年1月19日 3-08-00921 茨城県 耕種 米川　裕一
令和5年1月19日 3-08-00922 茨城県 耕種 株式会社ハラキン
令和5年1月19日 3-08-00923 茨城県 耕種 株式会社小沼青果
令和5年1月25日 3-08-00924 茨城県 耕種 小田部　幸司
令和5年1月25日 3-08-00925 茨城県 耕種 長谷川　浩士
令和5年1月25日 3-08-00926 茨城県 耕種 稲葉　正一
令和5年1月25日 3-08-00927 茨城県 耕種 有限会社染谷農産
令和5年1月25日 3-08-00928 茨城県 畜産 有限会社高野澤農場
令和5年1月31日 3-08-00929 茨城県 耕種 小池　龍一郎
令和5年1月31日 3-08-00930 茨城県 耕種 藤田　昭弘
令和5年1月31日 3-08-00931 茨城県 耕種 遠峰　政行
令和5年1月31日 3-08-00932 茨城県 耕種 横江　志郎
令和5年1月31日 3-08-00933 茨城県 耕種 佐山　和彦
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令和5年1月31日 3-08-00934 茨城県 耕種 佐伯　達也
令和5年1月31日 3-08-00935 茨城県 耕種 片岡　美好
令和5年1月31日 3-08-00936 茨城県 耕種 古矢　和夫
令和5年1月31日 3-08-00937 茨城県 耕種 貝塚　清
令和5年1月31日 3-08-00938 茨城県 耕種 上野　陽介
令和5年1月31日 3-08-00939 茨城県 耕種 株式会社小須田造園
令和5年1月31日 3-08-00940 茨城県 耕種 株式会社田口農園
令和5年2月8日 3-08-00941 茨城県 耕種 長峰　洋一
令和5年2月8日 3-08-00942 茨城県 耕種 白田　俊輔
令和5年2月8日 3-08-00943 茨城県 畜産 野口　保
令和5年2月8日 3-08-00944 茨城県 耕種 大竹　敏幸
令和5年2月8日 3-08-00945 茨城県 耕種 湯本　毅
令和5年2月8日 3-08-00946 茨城県 耕種 野口　環
令和5年2月8日 3-08-00947 茨城県 耕種 野口　道男
令和5年2月8日 3-08-00948 茨城県 耕種 張　恩淑
令和5年2月8日 3-08-00949 茨城県 耕種 植田　哲
令和5年2月8日 3-08-00950 茨城県 耕種 出津　重芳
令和5年2月8日 3-08-00951 茨城県 耕種 株式会社ポテトかいつか
令和5年2月8日 3-08-00952 茨城県 耕種 有限会社久野ファーム
令和5年2月15日 3-08-00953 茨城県 耕種 藤枝　秀一
令和5年2月15日 3-08-00954 茨城県 耕種 根本　正義
令和5年2月15日 3-08-00955 茨城県 耕種 深作　勝久
令和5年2月15日 3-08-00956 茨城県 耕種 高根澤　和義
令和5年2月15日 3-08-00957 茨城県 耕種 濱野　公男
令和5年2月15日 3-08-00958 茨城県 耕種 石塚　光男
令和5年2月15日 3-08-00959 茨城県 畜産 有限会社木村牧場
令和5年2月15日 3-08-00960 茨城県 耕種 増山　泰英
令和5年2月15日 3-08-00961 茨城県 耕種 古矢　信之
令和5年2月15日 3-08-00962 茨城県 耕種 木村　惣大
令和5年2月15日 3-08-00963 茨城県 耕種 長岡　喜久男
令和5年2月15日 3-08-00964 茨城県 耕種 吉田　雅夫
令和5年2月15日 3-08-00965 茨城県 耕種 森下　肇
令和5年2月15日 3-08-00966 茨城県 畜産 鈴木　懋
令和5年2月15日 3-08-00967 茨城県 畜産 外山　和志
令和5年2月15日 3-08-00968 茨城県 耕種 有限会社中田造園
令和5年2月17日 3-08-00969 茨城県 耕種 田谷　千春
令和5年2月22日 3-08-00970 茨城県 耕種 斉藤　久喜
令和5年2月22日 3-08-00971 茨城県 耕種 鈴木　賢治
令和5年2月22日 3-08-00972 茨城県 耕種 芝田　茂雄
令和5年2月22日 3-08-00973 茨城県 耕種 大和田　喜代治
令和5年2月22日 3-08-00974 茨城県 耕種 李　航
令和5年2月22日 3-08-00975 茨城県 耕種 須澤　幸平
令和5年2月22日 3-08-00976 茨城県 耕種 酒井　久
令和5年2月22日 3-08-00977 茨城県 耕種 石川　浩也
令和5年2月22日 3-08-00978 茨城県 耕種 伊藤　義明
令和5年2月22日 3-08-00979 茨城県 耕種 小嶋　賢
令和5年2月22日 3-08-00980 茨城県 耕種・畜産 大原　宏昭
令和5年2月22日 3-08-00981 茨城県 耕種 吉葉　智幸
令和5年2月22日 3-08-00982 茨城県 耕種 有限会社佐々木商店
令和5年2月22日 3-08-00983 茨城県 耕種 有限会社石川園芸
令和5年3月1日 3-08-00984 茨城県 耕種 合同会社ミヤマエ
令和5年3月8日 3-08-00985 茨城県 耕種 田口　寛喜
令和5年3月8日 3-08-00986 茨城県 耕種 小沼　文則
令和5年3月8日 3-08-00987 茨城県 耕種 塙　智行
令和5年3月8日 3-08-00988 茨城県 耕種 関根　輝夫
令和5年3月8日 3-08-00989 茨城県 耕種 梶間　章
令和5年3月8日 3-08-00990 茨城県 畜産 柿沼　喜一
令和5年3月8日 3-08-00991 茨城県 耕種 米川　勉
令和5年3月8日 3-08-00992 茨城県 耕種 高橋　正之
令和5年3月8日 3-08-00993 茨城県 耕種 中村　和広
令和5年3月8日 3-08-00994 茨城県 耕種 土子　仁志
令和5年3月8日 3-08-00995 茨城県 耕種 稲毛田　正美
令和5年3月8日 3-08-00996 茨城県 耕種 郡司　進
令和5年3月8日 3-08-00997 茨城県 耕種 野口　貞則
令和5年3月8日 3-08-00998 茨城県 耕種 野中　康行
令和5年3月8日 3-08-00999 茨城県 耕種 小松崎　晃嘉
令和5年3月8日 3-08-01000 茨城県 耕種 冨田　昌
令和5年3月8日 3-08-01001 茨城県 耕種 株式会社佐藤ファーム
令和5年3月8日 3-08-01002 茨城県 耕種 アグリジャパン株式会社
令和5年3月8日 3-08-01003 茨城県 畜産 有限会社つくばファーム
令和5年3月8日 3-08-01004 茨城県 耕種 株式会社中田農園
令和5年3月10日 3-08-01005 茨城県 耕種 株式会社小久保農園
令和5年3月16日 3-08-01006 茨城県 耕種 小倉　昇一
令和5年3月16日 3-08-01007 茨城県 耕種 石塚　友三郎
令和5年3月16日 3-08-01008 茨城県 耕種 浜田　明男
令和5年3月16日 3-08-01009 茨城県 耕種 小泉　慶和
令和5年3月16日 3-08-01010 茨城県 耕種 齋藤　啓介
令和5年3月16日 3-08-01011 茨城県 耕種 大久保　栄治
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令和5年3月16日 3-08-01012 茨城県 耕種 風見　英雄
令和5年3月16日 3-08-01013 茨城県 耕種 飯岡　祐一
令和5年3月16日 3-08-01014 茨城県 耕種 小橋　長能
令和5年3月16日 3-08-01015 茨城県 耕種 稲垣　征利
令和5年3月16日 3-08-01016 茨城県 耕種 神田　さよ
令和5年3月16日 3-08-01017 茨城県 耕種 大聖寺　正雄
令和5年3月16日 3-08-01018 茨城県 耕種 株式会社丸金
令和5年3月16日 3-08-01019 茨城県 耕種 株式会社ＢＬＵＥＳＫＹ
令和5年3月20日 3-08-01020 茨城県 耕種 明珠鑫泰株式会社
令和5年3月23日 3-08-01021 茨城県 耕種 株式会社福家
令和5年3月23日 3-08-01022 茨城県 耕種 箕輪　善也
令和5年3月23日 3-08-01023 茨城県 耕種 日高　哲也
令和5年3月23日 3-08-01024 茨城県 耕種 渡辺　茂良
令和5年3月23日 3-08-01025 茨城県 耕種 谷田川　隆
令和5年3月23日 3-08-01026 茨城県 耕種 根嵜　幸治
令和5年3月23日 3-08-01027 茨城県 畜産 有限会社農業生産法人霞南牧場
令和5年4月4日 3-08-01028 茨城県 耕種 清宮　一彦
令和5年4月4日 3-08-01029 茨城県 耕種 高柳　至克
令和5年4月4日 3-08-01030 茨城県 耕種 成嶌　常松
令和5年4月4日 3-08-01031 茨城県 耕種 野仲　恭平
令和5年4月4日 3-08-01032 茨城県 耕種・畜産 有限会社菅井ファーム
令和5年4月4日 3-08-01033 茨城県 耕種 有限会社大洋まほろ馬農場
令和5年4月4日 3-08-01034 茨城県 耕種 緑景株式会社
令和5年4月14日 3-08-01035 茨城県 耕種 齊藤　弘
令和5年4月14日 3-08-01036 茨城県 耕種 黒澤　新一
令和5年4月14日 3-08-01037 茨城県 耕種 男庭　京美
令和5年4月14日 3-08-01038 茨城県 耕種 竹村　仁孝
令和5年4月14日 3-08-01039 茨城県 耕種 株式会社ジェイハーブ
令和5年4月19日 3-08-01040 茨城県 耕種 谷田部　裕
令和5年4月19日 3-08-01041 茨城県 耕種 初見　修一
令和5年4月19日 3-08-01042 茨城県 耕種 粟野　成樹
令和5年4月19日 3-08-01043 茨城県 耕種 霜田　照雄
令和5年4月25日 3-08-01044 茨城県 耕種 福田　陽一
令和5年4月25日 3-08-01045 茨城県 耕種 野口　健一
令和5年4月25日 3-08-01046 茨城県 耕種 石橋　豊
令和5年4月25日 3-08-01047 茨城県 耕種 野本　剛大
令和5年4月25日 3-08-01048 茨城県 耕種 新堀　信
令和5年4月25日 3-08-01049 茨城県 耕種 方波見　佳央
令和5年4月25日 3-08-01050 茨城県 耕種 福智商事株式会社
令和2年1月15日 3-09-00001 栃木県 耕種 柏淵　衛雄
令和2年1月21日 3-09-00002 栃木県 耕種 鈴木　正夫
令和2年1月21日 3-09-00003 栃木県 耕種 小堀　修一
令和2年1月31日 3-09-00004 栃木県 耕種 山崎　哲
令和2年2月6日 3-09-00005 栃木県 耕種 株式会社コバヤシファーム
令和2年2月14日 3-09-00006 栃木県 耕種 豊田　政治
令和2年3月4日 3-09-00007 栃木県 畜産 有限会社舘野畜産
令和2年3月19日 3-09-00008 栃木県 耕種 菅谷　拓夫
令和2年3月19日 3-09-00009 栃木県 耕種 株式会社日光ストロベリーパーク
令和2年3月27日 3-09-00011 栃木県 畜産 有限会社卵明舎
令和2年4月16日 3-09-00012 栃木県 耕種 株式会社前橋
令和2年6月11日 3-09-00013 栃木県 耕種 長沼　俊夫
令和2年6月11日 3-09-00014 栃木県 耕種 株式会社Ｆａｒｍ大越
令和2年8月12日 3-09-00015 栃木県 畜産 株式会社石崎畜産ティーアイファーム
令和2年10月7日 3-09-00016 栃木県 畜産 久保　和範
令和2年10月23日 3-09-00017 栃木県 耕種 谷中　民央
令和2年10月26日 3-09-00018 栃木県 耕種 野沢　聡一
令和2年10月28日 3-09-00019 栃木県 畜産 有限会社タムラファーム
令和2年11月19日 3-09-00020 栃木県 耕種 保坂　芳徳
令和2年12月4日 3-09-00021 栃木県 耕種 株式会社ソエル
令和2年12月15日 3-09-00022 栃木県 耕種 鈴木　正志
令和3年1月13日 3-09-00023 栃木県 畜産 中島　隆利
令和3年1月18日 3-09-00024 栃木県 畜産 株式会社ジェイイーティファーム
令和3年2月22日 3-09-00025 栃木県 耕種 江俣　光夫
令和3年2月22日 3-09-00026 栃木県 耕種 沼尾　浩明
令和3年4月19日 3-09-00027 栃木県 畜産 人見　孝允
令和3年4月26日 3-09-00028 栃木県 耕種 板橋　輝夫
令和3年5月11日 3-09-00029 栃木県 耕種 鈴木　秀治
令和3年5月11日 3-09-00030 栃木県 耕種 大橋　広和
令和3年5月18日 3-09-00031 栃木県 耕種 鈴木　健二
令和3年5月18日 3-09-00032 栃木県 耕種 株式会社誠進
令和3年6月9日 3-09-00033 栃木県 畜産 株式会社みなかわ牧場
令和3年6月15日 3-09-00034 栃木県 耕種 秋葉　孝志
令和3年6月15日 3-09-00035 栃木県 耕種 藤下　喜美男
令和3年6月15日 3-09-00036 栃木県 耕種 富田　茂之
令和3年6月29日 3-09-00037 栃木県 耕種 株式会社那須ハートフルファーム
令和3年7月21日 3-09-00038 栃木県 畜産 有限会社グリーンハートティーアンドケイ
令和3年7月27日 3-09-00039 栃木県 畜産 株式会社コスモフーズ
令和3年9月8日 3-09-00040 栃木県 耕種 篠崎　恭明



「農業特定技能協議会」加入者一覧表

加入年月日 協議会構成員番号 都道府県名 種別 特定技能所属機関の氏名又は名称

2023年4月28日現在

令和3年9月15日 3-09-00041 栃木県 耕種 横田　道徳
令和3年9月15日 3-09-00042 栃木県 耕種 保坂　充
令和3年10月14日 3-09-00043 栃木県 畜産 株式会社茂木のたまご
令和3年11月16日 3-09-00044 栃木県 耕種 はが野農業協同組合
令和3年12月2日 3-09-00045 栃木県 耕種 株式会社イソシンファーム
令和3年12月3日 3-09-00046 栃木県 畜産 株式会社菊地牧場
令和3年12月8日 3-09-00047 栃木県 耕種 三田　博
令和4年1月6日 3-09-00048 栃木県 畜産 有限会社小林農産
令和4年1月12日 3-09-00049 栃木県 耕種 株式会社上原園
令和4年1月12日 3-09-00050 栃木県 畜産 株式会社ヤスヒロ
令和4年2月1日 3-09-00051 栃木県 耕種 三浦　成人
令和4年2月1日 3-09-00052 栃木県 耕種 横田　知征
令和4年2月1日 3-09-00053 栃木県 耕種 加藤　雅之
令和4年2月1日 3-09-00054 栃木県 耕種 上野　孝明
令和4年2月1日 3-09-00055 栃木県 耕種 橋本　司
令和4年2月1日 3-09-00056 栃木県 耕種 小池　要
令和4年2月1日 3-09-00057 栃木県 畜産 株式会社寺内農牧
令和4年2月9日 3-09-00058 栃木県 耕種 斎藤　剛
令和4年2月9日 3-09-00059 栃木県 耕種 倉井　信夫
令和4年2月15日 3-09-00060 栃木県 耕種 松尾　直貴
令和4年2月15日 3-09-00061 栃木県 耕種 有限会社マルトミ
令和4年2月22日 3-09-00062 栃木県 耕種 佐藤　紀貴
令和4年2月22日 3-09-00063 栃木県 耕種 菅谷　洋文
令和4年3月8日 3-09-00064 栃木県 耕種 株式会社佐野観光農園
令和4年4月6日 3-09-00065 栃木県 耕種 川嶋　良信
令和4年4月6日 3-09-00066 栃木県 耕種 駒塲　聖剛
令和4年4月20日 3-09-00067 栃木県 耕種 大関　孝男
令和4年4月20日 3-09-00068 栃木県 耕種 君島　孝男
令和4年4月20日 3-09-00069 栃木県 耕種 隅内　章吾
令和4年4月26日 3-09-00070 栃木県 耕種 寉見　壽世
令和4年5月2日 3-09-00071 栃木県 耕種 川島　明実
令和4年5月11日 3-09-00072 栃木県 畜産 眞嶋　大輔
令和4年5月18日 3-09-00073 栃木県 畜産 引地　達雄
令和4年5月18日 3-09-00074 栃木県 耕種 株式会社グリーンウィンド
令和4年5月25日 3-09-00075 栃木県 耕種 北條　和正
令和4年6月9日 3-09-00076 栃木県 畜産 南　深雪
令和4年6月23日 3-09-00077 栃木県 耕種 大橋　宏行
令和4年6月23日 3-09-00078 栃木県 耕種 寉見　文枝
令和4年6月23日 3-09-00079 栃木県 耕種 寉見　一雄
令和4年6月23日 3-09-00080 栃木県 耕種 大塚　裕太
令和4年6月23日 3-09-00081 栃木県 耕種 田野　範子
令和4年6月23日 3-09-00082 栃木県 耕種 福井　寿之
令和4年7月7日 3-09-00083 栃木県 畜産 小堀哲夫
令和4年7月21日 3-09-00084 栃木県 畜産 前田　宏幸
令和4年7月21日 3-09-00085 栃木県 畜産 有限会社ウェルシーファーム
令和4年7月28日 3-09-00086 栃木県 耕種 新山　文
令和4年8月3日 3-09-00087 栃木県 畜産 塩野目　満幸
令和4年8月3日 3-09-00088 栃木県 耕種 大沢　信行
令和4年8月3日 3-09-00089 栃木県 耕種 船山　知久
令和4年8月3日 3-09-00090 栃木県 耕種 添野　勝則
令和4年8月10日 3-09-00091 栃木県 耕種 福井　勝博
令和4年8月10日 3-09-00092 栃木県 耕種 齋藤　政行
令和4年8月25日 3-09-00094 栃木県 耕種 齋藤　崇之
令和4年8月25日 3-09-00095 栃木県 耕種 株式会社いちごの里ファーム
令和4年9月7日 3-09-00096 栃木県 耕種 荒牧　栄治
令和4年9月7日 3-09-00097 栃木県 耕種 白茂　浩一
令和4年9月7日 3-09-00098 栃木県 耕種 高野　寛
令和4年9月8日 3-09-00099 栃木県 耕種 竹内　正二
令和4年9月14日 3-09-00100 栃木県 耕種 君嶋　昭
令和4年9月14日 3-09-00101 栃木県 耕種 篠原　豪
令和4年9月21日 3-09-00102 栃木県 耕種 市村　勇次
令和4年9月22日 3-09-00103 栃木県 耕種 株式会社グリーン・アルファ
令和4年10月5日 3-09-00104 栃木県 畜産 農事組合法人今市ファーム
令和4年10月5日 3-09-00105 栃木県 耕種 金田　富衛
令和4年10月20日 3-09-00106 栃木県 耕種 株式会社大島カルチファーム
令和4年10月26日 3-09-00107 栃木県 耕種 野澤　隆
令和4年10月26日 3-09-00108 栃木県 耕種 柳田　智則
令和4年10月26日 3-09-00109 栃木県 耕種 有限会社Ｔちゃんいちご
令和4年10月27日 3-09-00110 栃木県 耕種 本橋　寛隆
令和4年11月1日 3-09-00111 栃木県 耕種 坂田　和信
令和4年11月24日 3-09-00112 栃木県 畜産 佐藤　秀則
令和4年11月28日 3-09-00113 栃木県 耕種 斎藤　行男
令和4年11月28日 3-09-00114 栃木県 耕種 菊地　房雄
令和4年12月8日 3-09-00115 栃木県 畜産 渡辺　直一
令和4年12月13日 3-09-00116 栃木県 畜産 井上　仁作
令和4年12月13日 3-09-00117 栃木県 畜産 柳井　光徳
令和4年12月13日 3-09-00118 栃木県 畜産 有限会社大野牧場
令和4年12月20日 3-09-00119 栃木県 耕種 村上　仁一
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令和4年12月27日 3-09-00120 栃木県 耕種 西田　真大
令和4年12月27日 3-09-00121 栃木県 耕種 高山　和憲
令和4年12月27日 3-09-00122 栃木県 耕種 杉山　尚美
令和4年12月27日 3-09-00123 栃木県 耕種 一木　茂
令和5年1月19日 3-09-00124 栃木県 耕種 高良　武幸
令和5年1月19日 3-09-00125 栃木県 耕種 関口　真一
令和5年1月19日 3-09-00126 栃木県 耕種 藤井　智和
令和5年1月19日 3-09-00127 栃木県 耕種 渡邉　毅
令和5年1月19日 3-09-00128 栃木県 耕種 小林　亨
令和5年1月19日 3-09-00129 栃木県 耕種 川村　肇
令和5年1月19日 3-09-00130 栃木県 耕種 益子　智史
令和5年1月19日 3-09-00131 栃木県 耕種 秋澤　弘昭
令和5年1月19日 3-09-00132 栃木県 耕種 石田　克己
令和5年1月19日 3-09-00133 栃木県 畜産 有限会社竹内牧場
令和5年1月19日 3-09-00134 栃木県 耕種 株式会社フジワラアグリコルトゥーラ
令和5年1月19日 3-09-00135 栃木県 畜産 有限会社今井牧場総合ファーム
令和5年2月15日 3-09-00136 栃木県 耕種 小坂　信雄
令和5年2月15日 3-09-00137 栃木県 耕種 高橋　真一
令和5年2月15日 3-09-00138 栃木県 耕種 稲見　智仁
令和5年2月15日 3-09-00139 栃木県 畜産 小針　勤
令和5年2月15日 3-09-00140 栃木県 畜産 石塚三愛農場株式会社
令和5年2月15日 3-09-00141 栃木県 畜産 蓮實牧場株式会社
令和5年2月15日 3-09-00142 栃木県 畜産 有限会社岡田牧場
令和5年2月15日 3-09-00143 栃木県 畜産 有限会社那須岡田牧場
令和5年2月15日 3-09-00144 栃木県 畜産 有限会社エイブルファーム
令和5年2月15日 3-09-00145 栃木県 畜産 有限会社田村養豚場
令和5年2月22日 3-09-00146 栃木県 耕種 人見　悦夫
令和5年2月22日 3-09-00147 栃木県 耕種 飯山　貴大
令和5年2月22日 3-09-00148 栃木県 耕種 神永　啓
令和5年2月22日 3-09-00149 栃木県 耕種 早乙女　誠二
令和5年2月22日 3-09-00150 栃木県 耕種 古澤　良一
令和5年2月22日 3-09-00151 栃木県 耕種 野口　一樹
令和5年2月22日 3-09-00152 栃木県 耕種 舘野　裕重
令和5年2月22日 3-09-00153 栃木県 耕種 會田　正治
令和5年2月22日 3-09-00154 栃木県 耕種 上野　和夫
令和5年3月1日 3-09-00155 栃木県 耕種 鈴木　裕也
令和5年3月1日 3-09-00156 栃木県 耕種 エスミット株式会社
令和5年3月8日 3-09-00157 栃木県 耕種 佐藤　年昭
令和5年3月8日 3-09-00158 栃木県 耕種 宇賀神　一夫
令和5年3月8日 3-09-00159 栃木県 耕種 野中　寿宏
令和5年3月8日 3-09-00160 栃木県 耕種 駒場　威
令和5年3月16日 3-09-00161 栃木県 耕種 印出井　修安
令和5年3月16日 3-09-00162 栃木県 畜産 森　弘一
令和5年3月23日 3-09-00163 栃木県 畜産 有限会社磯ヶ谷養鶏園
令和5年3月29日 3-09-00164 栃木県 耕種 曽根　重夫
令和5年4月14日 3-09-00165 栃木県 耕種 上野　圭太郎
令和5年4月14日 3-09-00166 栃木県 耕種 前原　隆
令和5年4月14日 3-09-00167 栃木県 畜産 株式会社那須の農
令和5年4月19日 3-09-00168 栃木県 耕種 新山　晃一
令和5年4月19日 3-09-00169 栃木県 耕種 株式会社ベリーズバトン
令和5年4月25日 3-09-00170 栃木県 耕種 仁平　新一
令和元年12月4日 3-10-00001 群馬県 耕種 有限会社根津農園
令和元年12月4日 3-10-00002 群馬県 耕種 佐々木　浩一
令和2年1月31日 3-10-00003 群馬県 耕種 阿久津　裕
令和2年1月31日 3-10-00004 群馬県 畜産 株式会社トマル
令和2年1月31日 3-10-00005 群馬県 畜産 株式会社西ハルナファーム
令和2年2月26日 3-10-00006 群馬県 畜産 有限会社新和農産
令和2年3月19日 3-10-00007 群馬県 耕種 有限会社高橋農園
令和2年6月3日 3-10-00008 群馬県 耕種 星野　吉徳
令和2年6月11日 3-10-00009 群馬県 耕種 市川　剛
令和2年6月11日 3-10-00010 群馬県 耕種 佐々木　晃一
令和2年7月8日 3-10-00011 群馬県 畜産 有限会社アラトデイリーファーム
令和2年9月2日 3-10-00012 群馬県 耕種 有限会社農園星ノ環
令和2年9月9日 3-10-00013 群馬県 耕種 松崎農園株式会社
令和2年10月15日 3-10-00014 群馬県 耕種 田村　昌美
令和2年10月15日 3-10-00015 群馬県 耕種 有限会社Ｙ＆Ｈ
令和2年10月23日 3-10-00016 群馬県 耕種 有限会社月夜野きのこ園
令和2年10月26日 3-10-00017 群馬県 耕種 石田　兼夫
令和2年11月5日 3-10-00018 群馬県 耕種 松本　今朝明
令和2年11月19日 3-10-00019 群馬県 畜産 有限会社小菅牧場
令和2年11月30日 3-10-00020 群馬県 耕種 後藤　隆司
令和2年12月4日 3-10-00021 群馬県 畜産 株式会社ＣＯＷ　ＧＡＲＤＥＮ
令和2年12月11日 3-10-00022 群馬県 畜産 荒木　秀康
令和2年12月18日 3-10-00023 群馬県 耕種 清水　久雄
令和2年12月18日 3-10-00024 群馬県 耕種 永田　昌史
令和3年1月7日 3-10-00025 群馬県 畜産 株式会社林牧場
令和3年1月7日 3-10-00026 群馬県 畜産 株式会社グローリーデーリィファーム
令和3年1月7日 3-10-00027 群馬県 耕種 株式会社ツノダファーム
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令和3年1月18日 3-10-00028 群馬県 畜産 有限会社神澤牧場
令和3年2月1日 3-10-00029 群馬県 耕種 株式会社デポ・ジャパン
令和3年2月16日 3-10-00030 群馬県 耕種 株式会社ヤマダイ
令和3年2月22日 3-10-00031 群馬県 耕種 有限会社たねのオーエス
令和3年3月1日 3-10-00032 群馬県 畜産 加藤スワイン有限会社
令和3年3月1日 3-10-00033 群馬県 耕種 有限会社妙義ナバファーム
令和3年3月8日 3-10-00034 群馬県 畜産 有限会社タカハシファーム
令和3年3月15日 3-10-00035 群馬県 耕種 有限会社角田農園
令和3年3月22日 3-10-00037 群馬県 耕種 並木　清人
令和3年3月29日 3-10-00038 群馬県 畜産 株式会社和洋デイリーファーム
令和3年4月14日 3-10-00039 群馬県 耕種 有限会社アグリ宮城
令和3年4月19日 3-10-00040 群馬県 耕種・畜産 三輪　圭吾
令和3年4月19日 3-10-00041 群馬県 耕種 井上　孝次
令和3年4月19日 3-10-00042 群馬県 畜産 有限会社井上牧場
令和3年4月26日 3-10-00043 群馬県 耕種 松本　直樹
令和3年4月26日 3-10-00044 群馬県 耕種 有限会社大木プランテイーシヨン
令和3年4月26日 3-10-00045 群馬県 畜産 有限会社ユキヒラ・エッグ
令和3年5月11日 3-10-00046 群馬県 耕種 阿部　順一
令和3年5月11日 3-10-00047 群馬県 耕種 久保グループＧＵＭＭＡ株式会社
令和3年5月11日 3-10-00048 群馬県 耕種 有限会社生農ファーム
令和3年5月18日 3-10-00049 群馬県 畜産 株式会社高井養鶏
令和3年5月25日 3-10-00050 群馬県 耕種 株式会社四季菜
令和3年6月1日 3-10-00051 群馬県 耕種 林　拓矢
令和3年6月1日 3-10-00052 群馬県 耕種 山本　喜代志
令和3年6月1日 3-10-00053 群馬県 耕種 綿貫　利彦
令和3年6月9日 3-10-00054 群馬県 耕種 石井　真也
令和3年6月9日 3-10-00055 群馬県 耕種 戸部　兼光
令和3年6月9日 3-10-00056 群馬県 耕種 ジャパン・ミネラル・ファ－ム株式会社
令和3年7月6日 3-10-00057 群馬県 畜産 清水　大樹
令和3年7月13日 3-10-00058 群馬県 耕種 石井　芳人
令和3年7月13日 3-10-00059 群馬県 耕種 平石　正
令和3年8月11日 3-10-00060 群馬県 耕種 株式会社須田園芸
令和3年9月8日 3-10-00063 群馬県 耕種 三富　優治
令和3年9月8日 3-10-00064 群馬県 耕種 黒岩　文二郎
令和3年9月8日 3-10-00065 群馬県 耕種 戸丸　公明
令和3年9月8日 3-10-00066 群馬県 耕種 鈴木　繁行
令和3年9月8日 3-10-00067 群馬県 耕種 藤井　孝弘
令和3年9月8日 3-10-00068 群馬県 耕種 有限会社ヤマダイ物産
令和3年9月15日 3-10-00069 群馬県 耕種 雪国アグリ株式会社
令和3年9月21日 3-10-00070 群馬県 耕種 荻原　幹夫
令和3年9月21日 3-10-00073 群馬県 畜産 有限会社品川牧場
令和3年10月6日 3-10-00074 群馬県 畜産 株式会社群馬ピッグ
令和3年10月13日 3-10-00075 群馬県 畜産 有限会社高崎クエイル
令和3年10月13日 3-10-00076 群馬県 畜産 株式会社あかぎ種鶏場
令和3年10月19日 3-10-00077 群馬県 畜産 有限会社山一農産
令和3年10月26日 3-10-00078 群馬県 耕種 有限会社野口ナーセリー
令和3年11月4日 3-10-00079 群馬県 耕種 山後　正志
令和3年11月4日 3-10-00080 群馬県 耕種 石井　謙次
令和3年11月4日 3-10-00081 群馬県 耕種 山辺　一範
令和3年11月4日 3-10-00082 群馬県 耕種 柳沢　守
令和3年11月4日 3-10-00083 群馬県 耕種 林　富士男
令和3年11月4日 3-10-00084 群馬県 耕種 関　伸一
令和3年11月4日 3-10-00085 群馬県 耕種 石井　廣紀
令和3年11月11日 3-10-00086 群馬県 耕種 グリンリーフ株式会社
令和3年12月8日 3-10-00087 群馬県 耕種 株式会社三友ファーム
令和3年12月14日 3-10-00088 群馬県 耕種 松村　義仁
令和3年12月14日 3-10-00088 群馬県 耕種 松村　義仁
令和3年12月23日 3-10-00089 群馬県 耕種 松本　兼久
令和4年1月6日 3-10-00090 群馬県 耕種 柿沼　富之
令和4年1月6日 3-10-00091 群馬県 耕種 塩野　財男
令和4年1月6日 3-10-00092 群馬県 耕種 松永　元男
令和4年1月6日 3-10-00093 群馬県 耕種 永田　芳夫
令和4年1月6日 3-10-00094 群馬県 耕種 和佐田　幸司
令和4年1月12日 3-10-00095 群馬県 耕種 新井　英伺
令和4年1月12日 3-10-00096 群馬県 畜産 有限会社前原養豚
令和4年1月25日 3-10-00097 群馬県 耕種 内山　英明
令和4年1月25日 3-10-00098 群馬県 耕種 石田　隆幸
令和4年2月1日 3-10-00099 群馬県 耕種 関根　正史
令和4年2月1日 3-10-00100 群馬県 耕種 永田　義行
令和4年2月1日 3-10-00101 群馬県 畜産 古川牧場株式会社
令和4年2月1日 3-10-00102 群馬県 畜産 下仁田ミート株式会社
令和4年2月1日 3-10-00103 群馬県 畜産 トータルデイリーサポートサービス合同会社
令和4年2月15日 3-10-00104 群馬県 耕種 関　純哉
令和4年2月22日 3-10-00105 群馬県 耕種 株式会社サンキョウ
令和4年3月8日 3-10-00106 群馬県 耕種 阿部　元哉
令和4年3月15日 3-10-00107 群馬県 畜産 有限会社ロマンチックデーリィファーム
令和4年3月24日 3-10-00108 群馬県 耕種 須藤　晃
令和4年3月24日 3-10-00109 群馬県 耕種 戸部　一夫	
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令和4年3月24日 3-10-00110 群馬県 耕種 新井　賢一
令和4年3月24日 3-10-00111 群馬県 畜産 有限会社森田牧場
令和4年3月29日 3-10-00112 群馬県 耕種 牛久保　智史
令和4年3月29日 3-10-00113 群馬県 耕種 高田　てる子
令和4年3月29日 3-10-00114 群馬県 耕種 株式会社杉山ファーム
令和4年4月14日 3-10-00117 群馬県 耕種 橋本　正勝
令和4年4月14日 3-10-00118 群馬県 耕種 塩野　光雄
令和4年4月20日 3-10-00119 群馬県 耕種 株式会社ワタナベファーム
令和4年4月26日 3-10-00120 群馬県 耕種 都丸　悟　
令和4年4月26日 3-10-00121 群馬県 耕種 植木　宏
令和4年4月26日 3-10-00122 群馬県 耕種 大川　秀文
令和4年4月26日 3-10-00123 群馬県 耕種 やまこきのこ園（株）
令和4年5月11日 3-10-00124 群馬県 畜産 株式会社あざみ育成場
令和4年5月11日 3-10-00125 群馬県 畜産 株式会社みさと農場
令和4年5月18日 3-10-00126 群馬県 耕種 桑原　孝明
令和4年5月18日 3-10-00127 群馬県 耕種 桑原　政行
令和4年5月18日 3-10-00128 群馬県 耕種 関　康志
令和4年5月18日 3-10-00129 群馬県 耕種 佐藤　好夫
令和4年5月18日 3-10-00130 群馬県 畜産 小野　和巳
令和4年5月18日 3-10-00131 群馬県 耕種 合同会社荒井カンパニー
令和4年5月18日 3-10-00132 群馬県 耕種 株式会社黒岩農事
令和4年5月18日 3-10-00133 群馬県 耕種 株式会社ルックライン
令和4年5月25日 3-10-00134 群馬県 耕種 武井　章
令和4年5月25日 3-10-00135 群馬県 耕種 リプロテック株式会社
令和4年5月25日 3-10-00136 群馬県 耕種 有限会社妙義産業
令和4年5月31日 3-10-00137 群馬県 畜産 川嶋　恵一
令和4年5月31日 3-10-00138 群馬県 畜産 上谷川　憲一
令和4年5月31日 3-10-00139 群馬県 畜産 安濟　仁
令和4年5月31日 3-10-00140 群馬県 耕種 中村　広
令和4年5月31日 3-10-00141 群馬県 耕種 黒岩　左市
令和4年5月31日 3-10-00142 群馬県 耕種 大竹　克己
令和4年5月31日 3-10-00143 群馬県 畜産 株式会社榛名のたまご
令和4年5月31日 3-10-00144 群馬県 耕種 松竹梅農園株式会社
令和4年6月9日 3-10-00145 群馬県 畜産 有限会社吾妻コスモファーム
令和4年6月15日 3-10-00146 群馬県 畜産 松本　のぼる
令和4年6月15日 3-10-00147 群馬県 耕種 都丸　悟
令和4年6月15日 3-10-00148 群馬県 耕種 金井　義茂
令和4年6月15日 3-10-00149 群馬県 耕種 高柳　正昭
令和4年6月15日 3-10-00150 群馬県 耕種 株式会社貫光農園はるな山
令和4年6月15日 3-10-00151 群馬県 耕種 株式会社サイエンズ
令和4年6月23日 3-10-00152 群馬県 耕種 牛口　長明
令和4年6月23日 3-10-00153 群馬県 耕種 原田　修一
令和4年6月23日 3-10-00154 群馬県 耕種 佐藤　俊
令和4年6月23日 3-10-00155 群馬県 耕種 松本　通範
令和4年6月23日 3-10-00156 群馬県 耕種 川口　敏一
令和4年6月23日 3-10-00157 群馬県 耕種 有限会社ピュアウェーブ２１
令和4年6月23日 3-10-00158 群馬県 畜産 有限会社神代牧場
令和4年6月23日 3-10-00159 群馬県 畜産 有限会社ＫＣ牧場
令和4年6月23日 3-10-00160 群馬県 耕種 株式会社ベジタプラザ
令和4年6月30日 3-10-00161 群馬県 耕種 三富　真一
令和4年6月30日 3-10-00162 群馬県 耕種 黒岩　修一
令和4年6月30日 3-10-00163 群馬県 耕種 松本　孝平
令和4年6月30日 3-10-00164 群馬県 耕種 星野　忠
令和4年6月30日 3-10-00165 群馬県 耕種 土屋　今朝明
令和4年6月30日 3-10-00166 群馬県 耕種 羽生田　秀利
令和4年6月30日 3-10-00167 群馬県 耕種 株式会社久保田農場
令和4年7月7日 3-10-00168 群馬県 耕種 永田　俊雄
令和4年7月7日 3-10-00169 群馬県 耕種 萩原　保広
令和4年7月7日 3-10-00170 群馬県 耕種 宮﨑　久一
令和4年7月7日 3-10-00171 群馬県 畜産 株式会社カントウ
令和4年7月12日 3-10-00172 群馬県 畜産 株式会社佐々木牧場
令和4年7月21日 3-10-00173 群馬県 耕種 有限会社ホウトク
令和4年7月22日 3-10-00174 群馬県 耕種 有限会社フィールドストーン
令和4年7月28日 3-10-00175 群馬県 耕種 黒岩　　正一
令和4年7月28日 3-10-00176 群馬県 耕種 宮崎　　文明
令和4年7月28日 3-10-00177 群馬県 耕種 干川　哲弘
令和4年7月28日 3-10-00178 群馬県 耕種 板垣　信一郎
令和4年7月28日 3-10-00179 群馬県 耕種 林　寿和
令和4年7月28日 3-10-00180 群馬県 耕種 加藤　　幸市
令和4年7月28日 3-10-00181 群馬県 耕種 大嶋　　綾
令和4年7月28日 3-10-00182 群馬県 耕種 松本　久志
令和4年7月28日 3-10-00183 群馬県 耕種 薗田　栄一
令和4年7月28日 3-10-00184 群馬県 耕種 松本　健次
令和4年7月28日 3-10-00185 群馬県 耕種 樋口　博満
令和4年7月28日 3-10-00186 群馬県 耕種 有限会社もり農園
令和4年7月28日 3-10-00187 群馬県 耕種 有限会社浅間物産
令和4年8月3日 3-10-00188 群馬県 畜産 有限会社萩原牧場
令和4年8月3日 3-10-00189 群馬県 耕種 木村　浩之
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令和4年8月10日 3-10-00190 群馬県 耕種 狩野　正好
令和4年8月16日 3-10-00191 群馬県 耕種 井上　泰一
令和4年8月16日 3-10-00192 群馬県 耕種 株式会社長沼農園
令和4年8月25日 3-10-00193 群馬県 畜産 立澤　英世
令和4年8月25日 3-10-00194 群馬県 耕種 マルクリファーム株式会社
令和4年8月31日 3-10-00195 群馬県 耕種 青木　隆
令和4年8月31日 3-10-00196 群馬県 耕種 青木　孝幸
令和4年8月31日 3-10-00197 群馬県 耕種 松本　君安
令和4年8月31日 3-10-00198 群馬県 耕種 中村　明彦
令和4年8月31日 3-10-00199 群馬県 耕種 干川　秀一
令和4年8月31日 3-10-00200 群馬県 耕種 瀬戸　隆志
令和4年8月31日 3-10-00201 群馬県 耕種 有限会社フジウ２１
令和4年9月7日 3-10-00202 群馬県 耕種 小林　洋司
令和4年9月7日 3-10-00203 群馬県 耕種 木村　勝和
令和4年9月7日 3-10-00204 群馬県 耕種 加藤　幸久
令和4年9月7日 3-10-00205 群馬県 耕種 株式会社ふぁーむらぼ
令和4年9月14日 3-10-00206 群馬県 耕種 須田　将
令和4年9月14日 3-10-00207 群馬県 耕種 藤井　昭二
令和4年9月14日 3-10-00208 群馬県 畜産 有限会社三喜鶏園
令和4年9月21日 3-10-00210 群馬県 耕種 星野　秀之
令和4年9月21日 3-10-00211 群馬県 耕種 清水　孝志
令和4年9月21日 3-10-00212 群馬県 耕種 町田　正行
令和4年9月27日 3-10-00213 群馬県 耕種 黒岩　伸吉
令和4年9月27日 3-10-00214 群馬県 耕種 農事組合法人つまごいみのりファーム
令和4年10月5日 3-10-00215 群馬県 耕種 天川　芳男
令和4年10月5日 3-10-00216 群馬県 耕種 井上　昌一
令和4年10月5日 3-10-00217 群馬県 畜産 有限会社エィケー牧場
令和4年10月5日 3-10-00218 群馬県 耕種 加藤　聖則
令和4年10月5日 3-10-00219 群馬県 耕種 木村　治雄
令和4年10月12日 3-10-00220 群馬県 耕種 芳野　謹一
令和4年10月12日 3-10-00221 群馬県 耕種 小林　重昭
令和4年10月12日 3-10-00222 群馬県 耕種 古澤　実
令和4年10月12日 3-10-00223 群馬県 耕種 戸田　浩一
令和4年10月12日 3-10-00224 群馬県 耕種 徳江　　豊
令和4年10月12日 3-10-00225 群馬県 耕種 堀　達也
令和4年10月12日 3-10-00226 群馬県 畜産 群馬農協チキンフーズ株式会社
令和4年10月12日 3-10-00227 群馬県 耕種 株式会社リーフェスト
令和4年10月12日 3-10-00228 群馬県 耕種 株式会社宮田農園
令和4年10月20日 3-10-00229 群馬県 耕種 株式会社赤城じまん
令和4年10月20日 3-10-00230 群馬県 耕種 株式会社アグリルーツ
令和4年10月20日 3-10-00231 群馬県 耕種 合同会社おだぎり菜園
令和4年10月20日 3-10-00232 群馬県 耕種 株式会社福島農園
令和4年10月26日 3-10-00233 群馬県 耕種 金子　祐介
令和4年10月26日 3-10-00234 群馬県 耕種 高橋　秀雄
令和4年10月26日 3-10-00235 群馬県 畜産 株式会社悠牧舎
令和4年11月1日 3-10-00236 群馬県 耕種 金子　幸雄
令和4年11月1日 3-10-00237 群馬県 耕種 生方　隼人
令和4年11月1日 3-10-00238 群馬県 耕種 橋本　良雄
令和4年11月1日 3-10-00239 群馬県 耕種 宮内　貴
令和4年11月1日 3-10-00240 群馬県 耕種 松本　昇
令和4年11月2日 3-10-00241 群馬県 耕種 藤井　功太
令和4年11月9日 3-10-00242 群馬県 耕種 清水　義雄
令和4年11月16日 3-10-00243 群馬県 耕種 竹吉　健一
令和4年11月28日 3-10-00244 群馬県 耕種 桑原　康之
令和4年12月13日 3-10-00245 群馬県 耕種 三ツ村　克己
令和4年12月13日 3-10-00246 群馬県 耕種 廣瀬　勇
令和4年12月13日 3-10-00247 群馬県 耕種 株式会社ＴＧＦ
令和4年12月20日 3-10-00248 群馬県 耕種 今井　善圓
令和5年1月6日 3-10-00249 群馬県 耕種 石田　陽一
令和5年1月11日 3-10-00250 群馬県 耕種 曲澤　章
令和5年1月11日 3-10-00251 群馬県 畜産 有限会社北群ファーム
令和5年1月19日 3-10-00252 群馬県 耕種 左部　裕嗣
令和5年1月19日 3-10-00253 群馬県 耕種 株式会社ふちな菜園
令和5年1月19日 3-10-00254 群馬県 畜産 有限会社斉田ファーム
令和5年1月25日 3-10-00255 群馬県 耕種 有限会社クリーンファーム青柳
令和5年1月31日 3-10-00256 群馬県 畜産 武井　輝行
令和5年1月31日 3-10-00257 群馬県 耕種 松原　良和
令和5年1月31日 3-10-00258 群馬県 畜産 株式会社クリショウファーム
令和5年2月15日 3-10-00259 群馬県 耕種 横坂　玲子
令和5年2月22日 3-10-00260 群馬県 耕種 林　修平
令和5年2月22日 3-10-00261 群馬県 耕種 斉藤　美江
令和5年3月1日 3-10-00262 群馬県 耕種 関上　宏
令和5年3月1日 3-10-00263 群馬県 耕種 市場　恭介
令和5年3月1日 3-10-00264 群馬県 耕種 島田　睦成
令和5年3月1日 3-10-00265 群馬県 耕種 Ｖｅｇｅｔａ株式会社
令和5年3月8日 3-10-00266 群馬県 耕種 佐藤　貞次
令和5年3月23日 3-10-00267 群馬県 耕種 高際　常雄
令和5年3月23日 3-10-00268 群馬県 耕種 石井　孝路
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令和5年3月23日 3-10-00269 群馬県 耕種 尾池　純一
令和5年3月23日 3-10-00270 群馬県 耕種 有限会社鈴木
令和5年3月24日 3-10-00271 群馬県 耕種 森田　幸道
令和5年3月29日 3-10-00272 群馬県 耕種 須藤　貴一
令和5年3月29日 3-10-00273 群馬県 耕種 飯島　佐登史
令和5年3月29日 3-10-00274 群馬県 耕種 後藤　正明
令和5年4月4日 3-10-00275 群馬県 耕種 有限会社宮田徳彦農場
令和5年4月14日 3-10-00276 群馬県 耕種 鶴田　良彦
令和5年4月14日 3-10-00277 群馬県 耕種 鷹觜　孝一
令和5年4月14日 3-10-00278 群馬県 耕種 藤林　雅俊
令和5年4月14日 3-10-00279 群馬県 耕種 金田　章
令和5年4月14日 3-10-00280 群馬県 耕種 南　輝雄
令和5年4月19日 3-10-00281 群馬県 耕種 新野見　初江
令和5年4月25日 3-10-00282 群馬県 耕種 一場　良一
令和5年4月25日 3-10-00283 群馬県 耕種 井上　徹
令和5年4月25日 3-10-00284 群馬県 耕種 加藤　洋
令和2年1月31日 3-11-00001 埼玉県 耕種 田畑　善徳
令和2年2月14日 3-11-00002 埼玉県 畜産 有限会社鈴木農場
令和2年3月13日 3-11-00003 埼玉県 畜産 有限会社橋本グローバルスワイン
令和2年3月27日 3-11-00004 埼玉県 耕種 斎川　忠幸
令和2年4月21日 3-11-00005 埼玉県 耕種 株式会社イーファーム
令和2年7月15日 3-11-00007 埼玉県 畜産 有限会社雪平養鶏場
令和2年7月15日 3-11-00008 埼玉県 耕種 マルコーフーズ株式会社
令和2年7月22日 3-11-00009 埼玉県 耕種 清水　貴夫
令和2年7月22日 3-11-00010 埼玉県 耕種 株式会社矢島農園
令和2年8月5日 3-11-00011 埼玉県 耕種 相田　英一
令和2年8月19日 3-11-00012 埼玉県 耕種 新井　教郎
令和2年8月19日 3-11-00013 埼玉県 耕種 宮岡　良和
令和2年8月19日 3-11-00014 埼玉県 耕種 神田　好子
令和2年8月19日 3-11-00015 埼玉県 耕種 石川　成子
令和2年8月19日 3-11-00016 埼玉県 耕種 戸門　惠子
令和2年10月7日 3-11-00017 埼玉県 畜産 有限会社清水畜産
令和2年10月15日 3-11-00018 埼玉県 畜産 池田　道保
令和2年12月4日 3-11-00019 埼玉県 耕種 株式会社ファーマーズトラスト
令和2年12月4日 3-11-00020 埼玉県 耕種 株式会社あらき
令和2年12月11日 3-11-00021 埼玉県 耕種 村越　兼人
令和2年12月25日 3-11-00022 埼玉県 耕種 鯨井　雅吏
令和2年12月25日 3-11-00023 埼玉県 耕種 農事組合法人五十嵐苺園
令和3年1月7日 3-11-00024 埼玉県 畜産 有限会社アライファーム
令和3年1月25日 3-11-00025 埼玉県 耕種 折原　孝太郎
令和3年3月19日 3-11-00026 埼玉県 耕種 木村　高裕
令和3年4月14日 3-11-00027 埼玉県 耕種 中島　賢司
令和3年4月14日 3-11-00028 埼玉県 畜産 高田　茂
令和3年5月18日 3-11-00029 埼玉県 畜産 株式会社ポーク
令和3年5月25日 3-11-00030 埼玉県 畜産 有限会社相原畜産
令和3年6月15日 3-11-00031 埼玉県 耕種 株式会社アグリカルチャーセンター
令和3年6月29日 3-11-00032 埼玉県 耕種 深井　宏之
令和3年7月6日 3-11-00033 埼玉県 耕種 山田　尚志
令和3年7月13日 3-11-00034 埼玉県 畜産 株式会社境野養鶏
令和3年7月21日 3-11-00035 埼玉県 畜産 長島　功
令和3年8月3日 3-11-00036 埼玉県 耕種 金子　智一
令和3年9月21日 3-11-00037 埼玉県 畜産 有限会社寄居養豚センター
令和3年9月21日 3-11-00038 埼玉県 畜産 株式会社加須畜産
令和3年10月6日 3-11-00039 埼玉県 畜産 株式会社伊奈養鶏場
令和3年10月19日 3-11-00040 埼玉県 耕種 新井　利武
令和3年10月19日 3-11-00041 埼玉県 耕種 鳥澤　勉
令和3年11月25日 3-11-00042 埼玉県 耕種 森田　依見子
令和3年12月8日 3-11-00043 埼玉県 耕種 株式会社TOSIファーム
令和3年12月8日 3-11-00044 埼玉県 耕種 株式会社豊作農園
令和3年12月23日 3-11-00045 埼玉県 耕種 江角　邦雄
令和4年1月6日 3-11-00046 埼玉県 耕種 小林　貴
令和4年2月15日 3-11-00047 埼玉県 耕種 西川　和志
令和4年2月15日 3-11-00048 埼玉県 畜産 上原　章男
令和4年2月15日 3-11-00049 埼玉県 耕種 江田　達也
令和4年2月22日 3-11-00050 埼玉県 耕種 グリーンフィールドファーム株式会社
令和4年3月8日 3-11-00051 埼玉県 耕種 戸門　健仁
令和4年3月8日 3-11-00052 埼玉県 耕種 株式会社つばさグリーンファーム
令和4年3月15日 3-11-00053 埼玉県 耕種 株式会社アグリガーデン
令和4年4月6日 3-11-00054 埼玉県 耕種 株式会社令和四季彩農場
令和4年4月14日 3-11-00055 埼玉県 畜産 増田　正
令和4年4月14日 3-11-00056 埼玉県 畜産 農事組合法人境野アグリビジネス
令和4年4月14日 3-11-00057 埼玉県 畜産 株式会社千屋
令和4年4月20日 3-11-00058 埼玉県 耕種 奥冨　耕司
令和4年4月26日 3-11-00059 埼玉県 耕種 株式会社ミナミ
令和4年5月11日 3-11-00060 埼玉県 耕種 高柳　仁
令和4年5月18日 3-11-00061 埼玉県 畜産 有限会社清水農場
令和4年5月18日 3-11-00062 埼玉県 耕種 （株）小林ナーセリー
令和4年6月15日 3-11-00063 埼玉県 畜産 根岸　仁
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令和4年6月15日 3-11-00064 埼玉県 耕種 株式会社久保田農産
令和4年6月15日 3-11-00065 埼玉県 耕種 塚原農場株式会社
令和4年7月12日 3-11-00066 埼玉県 耕種 高橋　徳太郎
令和4年8月10日 3-11-00067 埼玉県 耕種 塚田　将司
令和4年8月10日 3-11-00068 埼玉県 耕種 鎌田　宗彦
令和4年8月10日 3-11-00069 埼玉県 耕種 加藤　延宏
令和4年8月10日 3-11-00070 埼玉県 耕種 清水　重雄
令和4年8月10日 3-11-00071 埼玉県 耕種 林　和宏
令和4年8月31日 3-11-00072 埼玉県 耕種 株式会社菜根譚農園
令和4年8月31日 3-11-00073 埼玉県 耕種 ＪＡＰＡＮｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ株式会社
令和4年8月31日 3-11-00074 埼玉県 耕種 株式会社クレオ
令和4年9月7日 3-11-00075 埼玉県 耕種 株式会社吉岡
令和4年9月7日 3-11-00076 埼玉県 耕種 株式会社ポタジェガーデン
令和4年9月14日 3-11-00077 埼玉県 耕種 株式会社大平きのこ研究所
令和4年9月14日 3-11-00078 埼玉県 耕種 株式会社風の子ファーム
令和4年9月27日 3-11-00079 埼玉県 畜産 松本ファーム有限会社
令和4年9月27日 3-11-00080 埼玉県 耕種 株式会社松嶋農園
令和4年10月26日 3-11-00081 埼玉県 畜産 合同会社ＫＳＳ
令和4年11月9日 3-11-00082 埼玉県 耕種 Ｍモーション株式会社
令和4年11月16日 3-11-00083 埼玉県 畜産 株式会社保延牧場
令和4年11月24日 3-11-00084 埼玉県 耕種 藤本　秀樹
令和4年11月24日 3-11-00085 埼玉県 耕種 菊池　淳
令和4年12月13日 3-11-00086 埼玉県 耕種 鏡　翔平
令和4年12月20日 3-11-00087 埼玉県 耕種 今井　貴之
令和4年12月20日 3-11-00088 埼玉県 耕種 江原　進夫
令和5年1月6日 3-11-00089 埼玉県 耕種 株式会社一心園
令和5年1月19日 3-11-00090 埼玉県 耕種・畜産 株式会社ティー・エスファーム
令和5年2月8日 3-11-00091 埼玉県 耕種 濱野　恒
令和5年2月15日 3-11-00092 埼玉県 耕種 株式会社マルチファーム
令和5年2月15日 3-11-00093 埼玉県 畜産 株式会社長島養豚
令和5年2月22日 3-11-00094 埼玉県 耕種 久米原　恒夫
令和5年3月8日 3-11-00095 埼玉県 耕種 原口　友一
令和5年3月16日 3-11-00096 埼玉県 耕種 株式会社ｋｕｒａ－ｆａｒｍ
令和5年3月29日 3-11-00097 埼玉県 耕種 落合　伸行
令和5年4月4日 3-11-00098 埼玉県 耕種 掛川　悟
令和5年4月4日 3-11-00099 埼玉県 耕種 鳥羽　律雄
令和5年4月4日 3-11-00100 埼玉県 耕種 鶴田　治一
令和5年4月4日 3-11-00101 埼玉県 耕種 鶴田　辰男
令和5年4月4日 3-11-00102 埼玉県 耕種 新井　一弘
令和5年4月14日 3-11-00103 埼玉県 耕種 三共木工株式会社
令和5年4月19日 3-11-00104 埼玉県 耕種 株式会社ロイヤルコーポレーション
令和5年4月19日 3-11-00105 埼玉県 耕種 アルファイノベーション株式会社
令和5年4月25日 3-11-00106 埼玉県 耕種 清水　茂則
令和5年4月25日 3-11-00107 埼玉県 耕種 サイキ食品株式会社
令和元年11月13日 3-12-00002 千葉県 畜産 株式会社千葉ピッグ
令和2年1月15日 3-12-00003 千葉県 耕種 山田椎茸工場株式会社
令和2年1月27日 3-12-00004 千葉県 耕種 株式会社八街産直会
令和2年1月31日 3-12-00005 千葉県 耕種 菅谷　幸一
令和2年3月10日 3-12-00007 千葉県 耕種 長瀬　浩行
令和2年3月19日 3-12-00008 千葉県 耕種 有限会社古関商店
令和2年3月27日 3-12-00009 千葉県 耕種 株式会社久保
令和2年3月27日 3-12-00010 千葉県 畜産 有限会社椎名人工孵化場
令和2年4月3日 3-12-00011 千葉県 畜産 株式会社京葉ポートリー
令和2年4月3日 3-12-00012 千葉県 耕種 安藤　高志
令和2年4月3日 3-12-00013 千葉県 耕種 太一興陽株式会社
令和2年4月9日 3-12-00014 千葉県 畜産 株式会社渡辺畜産
令和2年4月9日 3-12-00015 千葉県 耕種 株式会社ハルディン
令和2年4月9日 3-12-00016 千葉県 耕種 株式会社プランツファクトリー・インザイ
令和2年4月9日 3-12-00017 千葉県 耕種 株式会社グリーンコムジャパン
令和2年4月17日 3-12-00018 千葉県 耕種 株式会社アドバンファーム
令和2年4月27日 3-12-00019 千葉県 耕種 有限会社グリーンファームササモト
令和2年5月7日 3-12-00020 千葉県 耕種 長島　圭一
令和2年5月7日 3-12-00021 千葉県 畜産 鵜之澤　一也
令和2年5月14日 3-12-00022 千葉県 耕種 株式会社勘兵衛
令和2年5月28日 3-12-00023 千葉県 耕種 七河農場株式会社
令和2年6月3日 3-12-00024 千葉県 畜産 岩渕　俊雄
令和2年6月17日 3-12-00025 千葉県 畜産 吉田　全雄
令和2年7月1日 3-12-00026 千葉県 耕種 小林　久夫
令和2年7月15日 3-12-00027 千葉県 畜産 伊東　文雄
令和2年8月12日 3-12-00028 千葉県 畜産 川嶋　衛
令和2年8月26日 3-12-00029 千葉県 耕種 株式会社椿の郷
令和2年9月9日 3-12-00031 千葉県 畜産 小泉　隆明
令和2年9月9日 3-12-00032 千葉県 耕種 有限会社アグリ廣澤
令和2年9月16日 3-12-00033 千葉県 耕種 林　恒男
令和2年9月16日 3-12-00034 千葉県 耕種 平塚　信幸
令和2年9月23日 3-12-00035 千葉県 畜産 有限会社鈴木ファーム
令和2年9月30日 3-12-00036 千葉県 耕種 齊藤　直行
令和2年9月30日 3-12-00037 千葉県 畜産 株式会社北守
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令和2年10月15日 3-12-00038 千葉県 耕種 有限会社岡澤農園
令和2年10月26日 3-12-00039 千葉県 耕種 丸山　進
令和2年10月26日 3-12-00040 千葉県 耕種 有限会社九十九里ファーム
令和2年10月26日 3-12-00041 千葉県 耕種 株式会社フジワラ
令和2年11月2日 3-12-00042 千葉県 畜産 土佐　英樹
令和2年11月2日 3-12-00043 千葉県 畜産 株式会社加瀬牧場
令和2年11月2日 3-12-00044 千葉県 畜産 有限会社あさひ農場
令和2年11月5日 3-12-00045 千葉県 耕種 宝利　淳
令和2年11月5日 3-12-00046 千葉県 耕種 鈴木　章義
令和2年11月5日 3-12-00047 千葉県 耕種 株式会社うざわ・園芸
令和2年11月5日 3-12-00048 千葉県 畜産 株式会社土屋農場
令和2年11月9日 3-12-00049 千葉県 耕種 菅谷　衛
令和2年11月19日 3-12-00050 千葉県 耕種 木内　実
令和2年11月24日 3-12-00051 千葉県 耕種 株式会社ナリタヤ農園
令和2年11月30日 3-12-00052 千葉県 耕種 石川　政宏
令和2年11月30日 3-12-00053 千葉県 耕種 林　操
令和2年11月30日 3-12-00054 千葉県 畜産 農事組合法人宮澤農産
令和2年12月4日 3-12-00055 千葉県 耕種 山下　英行
令和2年12月11日 3-12-00056 千葉県 耕種 笹本　茂
令和2年12月11日 3-12-00057 千葉県 畜産 有限会社鏑木ピックファーム
令和2年12月15日 3-12-00058 千葉県 畜産 株式会社ユウアイ
令和2年12月25日 3-12-00059 千葉県 畜産 有限会社太田農産
令和2年12月25日 3-12-00060 千葉県 耕種 みのりある事業協同組合
令和2年12月25日 3-12-00061 千葉県 耕種 伊藤　義則
令和3年1月7日 3-12-00062 千葉県 耕種 林　照伸
令和3年1月13日 3-12-00063 千葉県 耕種 岡野　正夫
令和3年1月13日 3-12-00064 千葉県 耕種 齊藤　実
令和3年1月13日 3-12-00065 千葉県 畜産 有限会社川名デーリイ
令和3年1月13日 3-12-00066 千葉県 畜産 株式会社モーレツファーム
令和3年1月13日 3-12-00067 千葉県 畜産 有限会社越川ファーム
令和3年1月13日 3-12-00068 千葉県 畜産 株式会社長嶋
令和3年1月13日 3-12-00069 千葉県 耕種 株式会社綿貫園芸
令和3年1月18日 3-12-00070 千葉県 畜産 有限会社匝瑳ジーピーセンター
令和3年1月18日 3-12-00071 千葉県 耕種 株式会社エバタケ
令和3年1月25日 3-12-00072 千葉県 耕種 有限会社堀澄
令和3年2月1日 3-12-00073 千葉県 耕種 林　義光
令和3年2月1日 3-12-00074 千葉県 耕種 大橋　幸雄
令和3年2月1日 3-12-00075 千葉県 耕種 鈴木　茂世
令和3年2月1日 3-12-00076 千葉県 耕種 小島　正之
令和3年2月1日 3-12-00077 千葉県 耕種 伊藤　雄悟
令和3年2月1日 3-12-00078 千葉県 耕種 神崎　康徳
令和3年2月1日 3-12-00079 千葉県 耕種 株式会社ゴーノウ
令和3年2月8日 3-12-00080 千葉県 耕種 株式会社池宮商店
令和3年2月16日 3-12-00081 千葉県 耕種 山﨑　信之
令和3年2月22日 3-12-00082 千葉県 耕種 鵜澤　正明
令和3年2月22日 3-12-00083 千葉県 耕種 林　正昭
令和3年2月22日 3-12-00084 千葉県 耕種 秋山　順一　
令和3年2月22日 3-12-00085 千葉県 耕種 椎名　浩之　
令和3年2月22日 3-12-00086 千葉県 耕種 小川　久寿
令和3年3月1日 3-12-00087 千葉県 畜産 辻内　嘉明
令和3年3月1日 3-12-00088 千葉県 畜産 株式会社スターピッグファーム
令和3年3月8日 3-12-00089 千葉県 耕種 西谷　州啓
令和3年3月8日 3-12-00090 千葉県 耕種 古川　幸男
令和3年3月15日 3-12-00091 千葉県 耕種 芹川　春雄
令和3年3月15日 3-12-00092 千葉県 耕種 ＧＲＥＥＮ　ＧＩＦＴ株式会社
令和3年3月15日 3-12-00093 千葉県 耕種 株式会社高塚農園
令和3年3月15日 3-12-00094 千葉県 耕種 有限会社スタッフとみさと
令和3年3月18日 3-12-00095 千葉県 畜産 羽石　敬史
令和3年3月22日 3-12-00096 千葉県 畜産 有限会社東海ファーム
令和3年3月22日 3-12-00097 千葉県 畜産 有限会社菅谷ファーム
令和3年3月29日 3-12-00098 千葉県 耕種 有限会社北総ベジタブル
令和3年3月29日 3-12-00099 千葉県 畜産 株式会社岩渕畜産
令和3年4月8日 3-12-00100 千葉県 耕種 掛巣　都章
令和3年4月8日 3-12-00101 千葉県 耕種 鈴木　弘一
令和3年4月8日 3-12-00103 千葉県 畜産 株式会社アリタホックサイエンス
令和3年4月8日 3-12-00104 千葉県 耕種 株式会社山本システム農場
令和3年4月9日 3-12-00105 千葉県 耕種 鈴木　貴久
令和3年4月14日 3-12-00106 千葉県 畜産 有限会社いすみポートリー
令和3年4月14日 3-12-00107 千葉県 畜産 株式会社井上商事
令和3年4月14日 3-12-00108 千葉県 耕種 須永　和良
令和3年4月19日 3-12-00109 千葉県 耕種 中山　友和
令和3年4月19日 3-12-00110 千葉県 耕種 澤田　一男
令和3年4月19日 3-12-00111 千葉県 耕種 有限会社かまや
令和3年4月26日 3-12-00113 千葉県 耕種 細田　賢一
令和3年4月26日 3-12-00114 千葉県 耕種 有限会社北総愛農会
令和3年4月26日 3-12-00115 千葉県 耕種 農事組合法人姉崎大根組合
令和3年5月11日 3-12-00116 千葉県 畜産 有限会社片岡畜産
令和3年5月11日 3-12-00117 千葉県 畜産 有限会社コウゴ牧場
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令和3年5月11日 3-12-00118 千葉県 畜産 有限会社柴畜産
令和3年5月18日 3-12-00119 千葉県 耕種 平山　修
令和3年5月18日 3-12-00120 千葉県 耕種 毛塚　智
令和3年5月18日 3-12-00121 千葉県 耕種 立崎　伸行
令和3年5月18日 3-12-00122 千葉県 畜産 越川　昭知
令和3年5月18日 3-12-00123 千葉県 耕種 株式会社伊藤農園
令和3年5月18日 3-12-00124 千葉県 畜産 有限会社平山牧場
令和3年5月25日 3-12-00125 千葉県 耕種 三須　裕司
令和3年5月25日 3-12-00126 千葉県 耕種 有限会社レイクファーム亀山
令和3年6月1日 3-12-00127 千葉県 畜産 株式会社熱田牧場
令和3年6月9日 3-12-00128 千葉県 耕種 丸　邦彦
令和3年6月9日 3-12-00129 千葉県 耕種 浅野　典男
令和3年6月9日 3-12-00130 千葉県 耕種 株式会社マルジツ出荷組合
令和3年6月15日 3-12-00131 千葉県 畜産 鈴木　秀和
令和3年6月15日 3-12-00132 千葉県 畜産 平山　信知
令和3年6月15日 3-12-00133 千葉県 畜産 石橋牧場株式会社
令和3年6月15日 3-12-00134 千葉県 耕種 合同会社しまだＦＡＲＭ
令和3年6月22日 3-12-00135 千葉県 耕種 石井　一久
令和3年6月22日 3-12-00136 千葉県 耕種 株式会社ベジフルファーム
令和3年6月23日 3-12-00137 千葉県 耕種 七河香取農産株式会社
令和3年6月29日 3-12-00138 千葉県 耕種 荒井　光夫
令和3年7月6日 3-12-00139 千葉県 耕種 香取　輝彦
令和3年7月6日 3-12-00140 千葉県 畜産 株式会社きうち牧場
令和3年7月6日 3-12-00141 千葉県 耕種 有限会社折原園芸
令和3年7月13日 3-12-00142 千葉県 耕種 加瀬　裕希
令和3年7月21日 3-12-00143 千葉県 畜産 有限会社なの花牧場
令和3年7月27日 3-12-00144 千葉県 耕種 株式会社早坂園芸
令和3年7月27日 3-12-00145 千葉県 畜産 株式会社寺島牧場
令和3年8月3日 3-12-00146 千葉県 耕種 市川　雅視
令和3年8月3日 3-12-00147 千葉県 耕種 石井　和昭
令和3年8月11日 3-12-00148 千葉県 畜産 木内　宏行
令和3年8月11日 3-12-00149 千葉県 畜産 株式会社サンファーム牛屋
令和3年8月17日 3-12-00150 千葉県 耕種 宇野澤　光治
令和3年8月24日 3-12-00151 千葉県 耕種 株式会社秀栄
令和3年8月31日 3-12-00152 千葉県 耕種 宮負　茂雄
令和3年8月31日 3-12-00153 千葉県 耕種 株式会社小山ファーム
令和3年9月15日 3-12-00154 千葉県 耕種 齊藤　義則
令和3年9月15日 3-12-00155 千葉県 耕種 伊藤　泰行
令和3年9月15日 3-12-00156 千葉県 耕種 高木　智之
令和3年9月15日 3-12-00157 千葉県 耕種 小林　文良
令和3年9月29日 3-12-00158 千葉県 耕種 石毛　泰洋
令和3年9月29日 3-12-00159 千葉県 畜産 竹内　匡紀
令和3年9月29日 3-12-00160 千葉県 耕種 市川　健太郎
令和3年9月29日 3-12-00161 千葉県 畜産 有限会社伊藤養豚
令和3年10月6日 3-12-00162 千葉県 耕種 奈良　哲也
令和3年10月6日 3-12-00163 千葉県 耕種 有限会社増田ライスファーム
令和3年10月6日 3-12-00164 千葉県 耕種 株式会社関根商店
令和3年10月13日 3-12-00165 千葉県 耕種 加瀬　稔
令和3年10月13日 3-12-00166 千葉県 畜産 株式会社ヒラノ
令和3年10月14日 3-12-00167 千葉県 畜産 有限会社向台ポートリー
令和3年10月26日 3-12-00168 千葉県 耕種 株式会社成田ケンコウファーム
令和3年10月26日 3-12-00169 千葉県 畜産 株式会社つくば鶏
令和3年11月4日 3-12-00170 千葉県 耕種 久保　誠治
令和3年11月4日 3-12-00171 千葉県 耕種 金子　稔
令和3年11月4日 3-12-00172 千葉県 耕種 石川　正房
令和3年11月4日 3-12-00173 千葉県 耕種 並木　進
令和3年11月4日 3-12-00174 千葉県 畜産 塩澤　英一
令和3年11月4日 3-12-00175 千葉県 耕種 野島　勇志
令和3年11月10日 3-12-00176 千葉県 耕種 山口　善治
令和3年11月10日 3-12-00177 千葉県 耕種 まごころ農園株式会社
令和3年11月10日 3-12-00178 千葉県 畜産 有限会社みのりファーム
令和3年11月16日 3-12-00179 千葉県 耕種 高橋　文孝
令和3年11月16日 3-12-00180 千葉県 耕種 株式会社ララキノコ
令和3年11月25日 3-12-00181 千葉県 耕種 金子　道生
令和3年11月25日 3-12-00182 千葉県 畜産 小澤　弘喜
令和3年11月25日 3-12-00183 千葉県 耕種 株式会社金井園芸
令和3年12月1日 3-12-00184 千葉県 耕種 斉藤　知秀
令和3年12月1日 3-12-00185 千葉県 畜産 宝理　雅人
令和3年12月1日 3-12-00186 千葉県 耕種・畜産 佐藤　和弘
令和3年12月1日 3-12-00187 千葉県 耕種 株式会社千葉農産
令和3年12月1日 3-12-00188 千葉県 畜産 有限会社サントクファーム
令和3年12月1日 3-12-00189 千葉県 畜産 有限会社伊とう輝
令和3年12月3日 3-12-00190 千葉県 耕種 鈴木　千恵美
令和3年12月8日 3-12-00191 千葉県 耕種 瀧澤　利勝
令和3年12月8日 3-12-00192 千葉県 耕種 宮野　邦成
令和3年12月8日 3-12-00193 千葉県 耕種 瀧澤　和典
令和3年12月8日 3-12-00194 千葉県 畜産 有限会社マルゲン
令和3年12月8日 3-12-00195 千葉県 耕種 株式会社青野造園土木
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令和3年12月14日 3-12-00196 千葉県 耕種 加瀬　肇
令和3年12月14日 3-12-00196 千葉県 耕種 加瀬　肇
令和3年12月23日 3-12-00197 千葉県 耕種 石井　繁
令和3年12月23日 3-12-00198 千葉県 耕種 田山　博之
令和3年12月23日 3-12-00199 千葉県 畜産 飯田　紘一郎
令和4年1月6日 3-12-00200 千葉県 畜産 加瀬　賢一
令和4年1月6日 3-12-00201 千葉県 畜産 前橋　英嗣
令和4年1月6日 3-12-00202 千葉県 耕種 石毛　孝一
令和4年1月6日 3-12-00203 千葉県 耕種 株式会社美代ファーム
令和4年1月6日 3-12-00204 千葉県 畜産 有限会社ユーエス．ジャパン
令和4年1月6日 3-12-00205 千葉県 畜産 株式会社井上本店
令和4年1月12日 3-12-00206 千葉県 耕種 島田　和也
令和4年1月12日 3-12-00207 千葉県 耕種 宮崎　保行
令和4年1月12日 3-12-00208 千葉県 畜産 有限会社岡野平次郎商店
令和4年1月18日 3-12-00209 千葉県 耕種 木村　和弘
令和4年2月1日 3-12-00210 千葉県 耕種 平野　勝寛
令和4年2月9日 3-12-00211 千葉県 畜産 岩井　弘
令和4年2月9日 3-12-00212 千葉県 耕種 旭　勝
令和4年2月15日 3-12-00213 千葉県 耕種 押尾　俊彦
令和4年2月15日 3-12-00214 千葉県 耕種 熊谷　徹
令和4年2月15日 3-12-00215 千葉県 耕種 竹内　壯文
令和4年2月22日 3-12-00216 千葉県 耕種 加瀬　明
令和4年2月22日 3-12-00217 千葉県 耕種 岩瀬　茂
令和4年2月22日 3-12-00218 千葉県 畜産 藤井　教之
令和4年2月22日 3-12-00219 千葉県 耕種 伊藤　昇
令和4年2月22日 3-12-00220 千葉県 耕種 宮内　建夫
令和4年3月1日 3-12-00221 千葉県 耕種 品村　秀一
令和4年3月1日 3-12-00222 千葉県 耕種 株式会社カネタタカヤス
令和4年3月1日 3-12-00223 千葉県 耕種 合同会社斉藤農園
令和4年3月1日 3-12-00224 千葉県 畜産 農事組合法人清和畜産
令和4年3月8日 3-12-00225 千葉県 耕種 古川　成実
令和4年3月8日 3-12-00226 千葉県 耕種 吉田　慎吾
令和4年3月8日 3-12-00227 千葉県 耕種 鎌形　保志
令和4年3月8日 3-12-00228 千葉県 耕種 石橋　重次
令和4年3月8日 3-12-00229 千葉県 畜産 株式会社ＪＧＦ
令和4年3月8日 3-12-00230 千葉県 畜産 愛東ファーム株式会社
令和4年3月15日 3-12-00231 千葉県 耕種 合同会社サルベージ
令和4年3月24日 3-12-00232 千葉県 耕種 平津　薫
令和4年3月24日 3-12-00233 千葉県 耕種 内山　好博
令和4年3月24日 3-12-00234 千葉県 畜産 鈴木　茂光
令和4年3月24日 3-12-00235 千葉県 耕種 有限会社飯田グリーン
令和4年3月29日 3-12-00236 千葉県 耕種 井上　俊也
令和4年3月29日 3-12-00237 千葉県 耕種 嶋田　明範
令和4年3月29日 3-12-00238 千葉県 耕種 大根　広江
令和4年4月6日 3-12-00239 千葉県 耕種 塙　定雄
令和4年4月6日 3-12-00240 千葉県 耕種 宮澤　隆寛
令和4年4月6日 3-12-00241 千葉県 畜産 飯田　伴雄
令和4年4月6日 3-12-00242 千葉県 耕種 伊藤　幸輝
令和4年4月6日 3-12-00243 千葉県 耕種 株式会社せきね農苑
令和4年4月6日 3-12-00244 千葉県 耕種 有限会社わーふあ道本
令和4年4月6日 3-12-00245 千葉県 耕種 株式会社コンコラソン
令和4年4月14日 3-12-00246 千葉県 耕種 平山　重義
令和4年4月20日 3-12-00247 千葉県 耕種 平野　幹雄
令和4年4月20日 3-12-00248 千葉県 耕種 株式会社加藤岡昌弘商店
令和4年4月26日 3-12-00249 千葉県 耕種 岩瀬　良平
令和4年4月26日 3-12-00250 千葉県 耕種 渡邉　豊明
令和4年4月26日 3-12-00251 千葉県 耕種 石毛　光男
令和4年4月26日 3-12-00252 千葉県 耕種 浪川　敏雄
令和4年4月26日 3-12-00253 千葉県 耕種 有限会社向後農場
令和4年5月11日 3-12-00254 千葉県 耕種 高橋　幸雄
令和4年5月11日 3-12-00255 千葉県 耕種 五木田　克英
令和4年5月11日 3-12-00256 千葉県 耕種 株式会社デンオウ
令和4年5月18日 3-12-00257 千葉県 耕種 山崎　操
令和4年5月18日 3-12-00258 千葉県 耕種 川島　弘光
令和4年5月18日 3-12-00259 千葉県 耕種 芳野　功
令和4年5月18日 3-12-00260 千葉県 畜産 農事組合法人石毛畜産
令和4年5月25日 3-12-00261 千葉県 耕種 平野　司
令和4年5月25日 3-12-00262 千葉県 畜産 有限会社山本養鶏場
令和4年5月31日 3-12-00263 千葉県 畜産 株式会社亜未
令和4年5月31日 3-12-00264 千葉県 畜産 株式会社Ｌｕｃｙ’ｓｇａｒｄｅｎ
令和4年6月9日 3-12-00265 千葉県 畜産 渡邉　雅憲
令和4年6月9日 3-12-00266 千葉県 耕種 村田　秀樹
令和4年6月9日 3-12-00267 千葉県 耕種 平津　博
令和4年6月15日 3-12-00268 千葉県 耕種 大宮　茂男
令和4年6月15日 3-12-00269 千葉県 畜産 後藤　浩幸
令和4年6月15日 3-12-00270 千葉県 畜産 合同会社銚子物産
令和4年6月23日 3-12-00271 千葉県 耕種 有限会社葛田園芸
令和4年6月30日 3-12-00272 千葉県 耕種 石井　信春
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令和4年6月30日 3-12-00273 千葉県 耕種 島田　彰
令和4年6月30日 3-12-00274 千葉県 畜産 渡辺　智和
令和4年7月7日 3-12-00275 千葉県 耕種 伊藤　勇一郎
令和4年7月7日 3-12-00276 千葉県 耕種 有限会社サントレイド
令和4年7月7日 3-12-00277 千葉県 畜産 株式会社川嶋畜産
令和4年7月7日 3-12-00278 千葉県 畜産 有限会社肉のハヤシ
令和4年7月7日 3-12-00279 千葉県 畜産 株式会社オリエンタルピッグ
令和4年7月12日 3-12-00280 千葉県 耕種 半田　博志
令和4年7月12日 3-12-00281 千葉県 耕種 山崎　毅彦
令和4年7月12日 3-12-00282 千葉県 畜産 千葉孵化場株式会社
令和4年7月21日 3-12-00283 千葉県 耕種 伊藤　秀晃
令和4年7月21日 3-12-00284 千葉県 耕種 桑田　健二
令和4年7月21日 3-12-00285 千葉県 畜産 石橋　祐行
令和4年7月21日 3-12-00286 千葉県 耕種 長谷川　勝大
令和4年7月21日 3-12-00287 千葉県 耕種 木内　博
令和4年7月21日 3-12-00288 千葉県 耕種 有限会社さかき
令和4年7月21日 3-12-00289 千葉県 畜産 株式会社スワインファームジャパン
令和4年7月28日 3-12-00290 千葉県 耕種 株式会社ローソンファーム千葉
令和4年8月3日 3-12-00291 千葉県 耕種 林　一也
令和4年8月3日 3-12-00292 千葉県 耕種 振興商事株式会社
令和4年8月3日 3-12-00293 千葉県 耕種 有限会社とみのさと
令和4年8月10日 3-12-00294 千葉県 耕種 久米　昇
令和4年8月10日 3-12-00296 千葉県 畜産 角田　幸王
令和4年8月16日 3-12-00297 千葉県 耕種 夛田　俊一
令和4年8月16日 3-12-00298 千葉県 耕種 島田　賢一
令和4年8月25日 3-12-00299 千葉県 畜産 鈴木　茂
令和4年8月25日 3-12-00300 千葉県 耕種 掛巣　幸弘
令和4年8月25日 3-12-00301 千葉県 耕種 株式会社小川物産
令和4年8月25日 3-12-00302 千葉県 畜産 有限会社ジェリービーンズ
令和4年8月25日 3-12-00303 千葉県 耕種 株式会社惣アグリフーズ
令和4年8月31日 3-12-00304 千葉県 耕種 岡野　茂樹
令和4年8月31日 3-12-00305 千葉県 耕種 平津　悠佑
令和4年8月31日 3-12-00306 千葉県 耕種 株式会社浅野園芸
令和4年8月31日 3-12-00307 千葉県 耕種 株式会社グリーンファーム落合
令和4年9月7日 3-12-00308 千葉県 耕種 有限会社ネオフィリアン
令和4年9月7日 3-12-00309 千葉県 耕種 有限会社青木園芸
令和4年9月7日 3-12-00310 千葉県 耕種 株式会社かわきたファーム
令和4年9月14日 3-12-00311 千葉県 耕種 平川　一徳
令和4年9月14日 3-12-00312 千葉県 耕種 木村　英明
令和4年9月21日 3-12-00313 千葉県 耕種 伊藤　雅規
令和4年9月21日 3-12-00314 千葉県 畜産 有限会社高津農場
令和4年9月21日 3-12-00315 千葉県 耕種 株式会社漬物工房彩
令和4年10月5日 3-12-00316 千葉県 耕種 小山　文夫
令和4年10月5日 3-12-00317 千葉県 耕種 小山　康幸
令和4年10月5日 3-12-00318 千葉県 耕種 宝利　　武
令和4年10月12日 3-12-00319 千葉県 耕種 都祭　孝彦
令和4年10月12日 3-12-00320 千葉県 耕種 有限会社千葉竹材
令和4年10月20日 3-12-00321 千葉県 耕種 山口　佐右衛門
令和4年10月20日 3-12-00322 千葉県 耕種 宮内　隆昌
令和4年10月20日 3-12-00323 千葉県 耕種 大塚　秀行
令和4年10月20日 3-12-00324 千葉県 畜産 合同会社加瀬養鶏場
令和4年10月26日 3-12-00326 千葉県 耕種 嶋田　志朗
令和4年10月26日 3-12-00327 千葉県 耕種 笹本　榮夫
令和4年10月26日 3-12-00328 千葉県 耕種 宮内　政直
令和4年10月26日 3-12-00329 千葉県 耕種 玉井　正吉
令和4年10月26日 3-12-00330 千葉県 畜産 有限会社林畜産
令和4年10月26日 3-12-00331 千葉県 耕種 有限会社豊国
令和4年11月1日 3-12-00332 千葉県 耕種 飯嶋　重一
令和4年11月1日 3-12-00333 千葉県 耕種 平野　勝則
令和4年11月1日 3-12-00334 千葉県 耕種 三須　春夫
令和4年11月1日 3-12-00335 千葉県 畜産 千葉エッグファーム有限会社
令和4年11月1日 3-12-00336 千葉県 畜産 株式会社越川農場
令和4年11月9日 3-12-00337 千葉県 耕種 渡邉　元春
令和4年11月9日 3-12-00338 千葉県 畜産 大松　重和
令和4年11月9日 3-12-00339 千葉県 耕種 田中　守
令和4年11月9日 3-12-00340 千葉県 耕種 浪川　操
令和4年11月9日 3-12-00341 千葉県 耕種 合同会社小倉農園
令和4年11月16日 3-12-00342 千葉県 耕種 椎名　正
令和4年11月16日 3-12-00343 千葉県 耕種 株式会社アグリスト
令和4年11月16日 3-12-00344 千葉県 耕種 有限会社多古農産
令和4年11月24日 3-12-00345 千葉県 耕種 萩原　博
令和4年11月24日 3-12-00346 千葉県 畜産 有限会社ピギージョイ
令和4年11月24日 3-12-00347 千葉県 畜産 有限会社村田牧場
令和4年11月28日 3-12-00348 千葉県 耕種 羽富　聡
令和4年12月8日 3-12-00349 千葉県 耕種 塙　芳夫
令和4年12月8日 3-12-00350 千葉県 耕種 平野　博之
令和4年12月13日 3-12-00351 千葉県 耕種 長谷川　功
令和4年12月13日 3-12-00352 千葉県 耕種 錦織　雄介
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令和4年12月13日 3-12-00353 千葉県 耕種 加瀬　政夫
令和4年12月20日 3-12-00354 千葉県 耕種 菅谷　貴之
令和4年12月20日 3-12-00355 千葉県 耕種 田中　幸一
令和4年12月27日 3-12-00356 千葉県 畜産 小泉　勝彦
令和4年12月27日 3-12-00357 千葉県 耕種 椎名　弘道
令和4年12月27日 3-12-00358 千葉県 畜産 山嵜　和雄
令和4年12月27日 3-12-00359 千葉県 耕種 平津　健一
令和4年12月27日 3-12-00360 千葉県 畜産 菅野　英源
令和4年12月27日 3-12-00361 千葉県 耕種 有限会社大栄花園
令和5年1月6日 3-12-00362 千葉県 耕種・畜産 有限会社ワタミファーム
令和5年1月11日 3-12-00363 千葉県 耕種 株式会社十全社
令和5年1月11日 3-12-00364 千葉県 耕種 古橋　勝
令和5年1月11日 3-12-00365 千葉県 耕種 大极　晋一
令和5年1月19日 3-12-00366 千葉県 畜産 松本　光正
令和5年1月25日 3-12-00367 千葉県 畜産 奥野　仁
令和5年1月25日 3-12-00368 千葉県 耕種 千葉　等
令和5年1月25日 3-12-00369 千葉県 耕種 佐瀬　一之
令和5年1月25日 3-12-00370 千葉県 耕種 西山　行雄
令和5年1月25日 3-12-00371 千葉県 畜産 株式会社菜の花エッグ
令和5年1月31日 3-12-00372 千葉県 耕種 泉水　清一
令和5年1月31日 3-12-00373 千葉県 耕種 小川　泰弘
令和5年1月31日 3-12-00374 千葉県 耕種 有限会社ゆうふぁーむ
令和5年2月8日 3-12-00375 千葉県 耕種 島田　昌市
令和5年2月8日 3-12-00376 千葉県 畜産 鈴木　章重
令和5年2月8日 3-12-00377 千葉県 耕種 成毛　洋美
令和5年2月8日 3-12-00378 千葉県 耕種 有限会社萩谷園芸
令和5年2月15日 3-12-00379 千葉県 耕種 植松　和孝
令和5年2月15日 3-12-00380 千葉県 耕種 矢田部　和功
令和5年2月15日 3-12-00381 千葉県 耕種 川島　正義
令和5年2月15日 3-12-00382 千葉県 畜産 株式会社グランハ・フジヒラ
令和5年2月15日 3-12-00383 千葉県 畜産 有限会社旭鶏園
令和5年2月22日 3-12-00384 千葉県 耕種 安井　等
令和5年2月22日 3-12-00385 千葉県 畜産 有限会社ブライトピック千葉
令和5年3月1日 3-12-00386 千葉県 畜産 農事組合法人丸宮ファーム
令和5年3月8日 3-12-00387 千葉県 耕種 加瀬　玲
令和5年3月8日 3-12-00388 千葉県 耕種 小川　敏
令和5年3月8日 3-12-00389 千葉県 耕種 小川　圭子
令和5年3月8日 3-12-00390 千葉県 畜産 石毛　善浩
令和5年3月8日 3-12-00391 千葉県 耕種 篠﨑　啓太
令和5年3月8日 3-12-00392 千葉県 耕種 常世田　俊幸
令和5年3月8日 3-12-00393 千葉県 耕種 石毛　康弘
令和5年3月8日 3-12-00394 千葉県 畜産 株式会社ツナシマ
令和5年3月16日 3-12-00395 千葉県 耕種 岩澤　和也
令和5年3月16日 3-12-00396 千葉県 耕種 秋葉　稻夫
令和5年3月16日 3-12-00397 千葉県 耕種 伊藤　毅
令和5年3月16日 3-12-00398 千葉県 耕種 岩井　秋男
令和5年3月16日 3-12-00399 千葉県 耕種 高木　正幸
令和5年3月16日 3-12-00400 千葉県 畜産 株式会社ナルケ
令和5年3月23日 3-12-00401 千葉県 耕種 山崎　真利
令和5年3月29日 3-12-00402 千葉県 畜産 石橋　亨彦
令和5年3月29日 3-12-00403 千葉県 畜産 鈴木　治彦
令和5年4月4日 3-12-00404 千葉県 耕種 寺島　幹人
令和5年4月4日 3-12-00405 千葉県 耕種 宇野澤　広道
令和5年4月4日 3-12-00406 千葉県 耕種 信太　豊秋
令和5年4月4日 3-12-00407 千葉県 耕種 有限会社カエフチ葉彩
令和5年4月14日 3-12-00408 千葉県 畜産 有限会社鈴木養鶏園
令和5年4月14日 3-12-00409 千葉県 畜産 有限会社宮一畜産
令和5年4月14日 3-12-00410 千葉県 畜産 有限会社弁天牧場
令和5年4月19日 3-12-00411 千葉県 畜産 有限会社北川鶏園
令和5年4月25日 3-12-00412 千葉県 畜産 有限会社小川ファーム
令和5年4月25日 3-12-00413 千葉県 耕種 有限会社床枝農場
令和5年4月25日 3-12-00414 千葉県 耕種 長生あおば農園株式会社
令和元年11月22日 3-13-00001 東京都 耕種 ＹＵＩＭＥ株式会社 派遣
令和2年7月8日 3-13-00002 東京都 耕種 株式会社シェアグリ 派遣
令和2年12月15日 3-13-00003 東京都 耕種 株式会社ゼントクコーポレーション
令和3年3月29日 3-13-00005 東京都 耕種 株式会社ベジコープ 派遣
令和4年1月18日 3-13-00006 東京都 耕種 ワタミエージェント株式会社 派遣
令和4年1月25日 3-13-00007 東京都 耕種 株式会社ＬｉｆｅＬａｂ 派遣
令和4年4月26日 3-13-00008 東京都 耕種 株式会社ｄｅｌｔａ 派遣
令和4年5月18日 3-13-00009 東京都 耕種 株式会社グリーンオーシャン
令和4年5月31日 3-13-00010 東京都 耕種 スカイグリーンマテリアル株式会社
令和4年7月12日 3-13-00011 東京都 耕種 パイオニアエコサイエンス（株）
令和4年8月16日 3-13-00012 東京都 耕種 株式会社紀之国屋ベジタブルキッチン
令和4年9月21日 3-13-00013 東京都 耕種 株式会社寿弥
令和4年9月21日 3-13-00014 東京都 耕種 株式会社ｅーｋａｒａｔ
令和4年10月12日 3-13-00015 東京都 耕種 株式会社ＨＲＣ 派遣
令和4年10月20日 3-13-00016 東京都 畜産 アイ・ティー・エスファーム株式会社
令和4年11月16日 3-13-00017 東京都 畜産 株式会社ウェルファムフーズ
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令和4年11月16日 3-13-00018 東京都 耕種 築地森商株式会社
令和5年1月31日 3-13-00019 東京都 耕種 株式会社ダブルクラウン
令和5年3月16日 3-13-00020 東京都 耕種・畜産 ＰＥＲＳＯＬＧｌｏｂａｌＷｏｒｋｆｏｒｃｅ株式会社 派遣
令和5年3月23日 3-13-00021 東京都 耕種 北海イーファーム株式会社
令和5年3月23日 3-13-00022 東京都 畜産 ピクアジェネティクス株式会社
令和5年4月4日 3-13-00023 東京都 耕種 マルキョウアネット株式会社
令和5年4月19日 3-13-00024 東京都 耕種・畜産 株式会社グローバルヒューマニー・テック 派遣
令和元年12月4日 3-14-00001 神奈川県 耕種 株式会社アルプス技研 派遣
令和2年2月14日 3-14-00002 神奈川県 畜産 株式会社松本鶏園
令和2年2月26日 3-14-00003 神奈川県 耕種 株式会社アルプスアグリキャリア 派遣
令和3年5月18日 3-14-00004 神奈川県 耕種 岩埼　重夫
令和3年7月6日 3-14-00005 神奈川県 耕種 ミヤジフーズ株式会社
令和3年9月21日 3-14-00006 神奈川県 耕種 株式会社井出トマト農園
令和3年10月8日 3-14-00007 神奈川県 畜産 株式会社ホソヤ
令和3年10月26日 3-14-00008 神奈川県 耕種 株式会社愛川農園
令和3年11月10日 3-14-00009 神奈川県 畜産 株式会社柏木牧場
令和4年2月9日 3-14-00010 神奈川県 畜産 株式会社しまざき牧場
令和4年5月11日 3-14-00011 神奈川県 畜産 株式会社愛鶏園
令和4年6月9日 3-14-00012 神奈川県 畜産 株式会社フリーデン
令和4年6月23日 3-14-00013 神奈川県 耕種 府川　信明
令和4年7月21日 3-14-00014 神奈川県 耕種 森　晴夫
令和4年8月10日 3-14-00015 神奈川県 畜産 有限会社ブライトピック
令和4年10月5日 3-14-00016 神奈川県 畜産 有限会社第三十一作業所
令和4年10月12日 3-14-00017 神奈川県 耕種 アクアフローラ株式会社
令和4年12月8日 3-14-00018 神奈川県 耕種 立川　博教
令和4年12月8日 3-14-00019 神奈川県 耕種 株式会社やまた農園
令和4年12月13日 3-14-00020 神奈川県 耕種 有限会社半原きのこ園
令和5年1月25日 3-14-00021 神奈川県 耕種 株式会社リーフ
令和5年2月8日 3-14-00022 神奈川県 耕種 株式会社ナチュラルライフサポート
令和5年2月8日 3-14-00023 神奈川県 耕種 株式会社湘南きゅうり園
令和5年2月15日 3-14-00024 神奈川県 耕種 株式会社元気もりもり山森農園
令和5年3月16日 3-14-00025 神奈川県 耕種 株式会社永田農園
令和元年12月12日 3-19-00001 山梨県 耕種 株式会社サラダボウル
令和元年12月12日 3-19-00002 山梨県 耕種 アグリビジョン株式会社
令和2年11月19日 3-19-00003 山梨県 耕種 株式会社アグリサイト
令和3年2月16日 3-19-00004 山梨県 耕種 有限会社さくらファーム
令和3年2月22日 3-19-00005 山梨県 畜産 池田　誠司
令和3年4月19日 3-19-00006 山梨県 耕種 株式会社加瀬菜園
令和4年5月25日 3-19-00007 山梨県 耕種 田辺　英夫
令和4年6月9日 3-19-00008 山梨県 畜産 中瀬　修
令和4年6月23日 3-19-00009 山梨県 耕種 遠藤　和彦
令和4年7月7日 3-19-00010 山梨県 耕種 雨宮　政彦
令和4年8月3日 3-19-00011 山梨県 畜産 馬淵　博聡
令和4年8月25日 3-19-00012 山梨県 畜産 小林　一也
令和4年10月26日 3-19-00013 山梨県 耕種 株式会社スクラムヒューマンパワー
令和4年12月27日 3-19-00014 山梨県 耕種 齊藤　靖幸
令和5年1月19日 3-19-00015 山梨県 耕種 株式会社井澤
令和5年1月31日 3-19-00016 山梨県 耕種 有限会社後藤植木センター
令和5年4月4日 3-19-00017 山梨県 耕種 有限会社八ヶ岳ファーム
令和元年11月13日 3-20-00001 長野県 耕種 林　幸則
令和元年11月13日 3-20-00002 長野県 耕種 今井　大貴
令和元年11月13日 3-20-00003 長野県 耕種 油井　栄治
令和元年11月13日 3-20-00004 長野県 耕種 伊藤　万司
令和元年11月13日 3-20-00005 長野県 耕種 中島　永則
令和元年11月13日 3-20-00006 長野県 耕種 由井　基治
令和元年11月13日 3-20-00007 長野県 耕種 新海　宣明
令和2年1月15日 3-20-00008 長野県 畜産 有限会社信州つつじヶ丘牧場
令和2年3月19日 3-20-00010 長野県 耕種 カツキアグリ株式会社
令和2年3月19日 3-20-00011 長野県 耕種 一般社団法人長野県農協地域開発機構 派遣
令和2年4月3日 3-20-00013 長野県 耕種 今井　敬
令和2年4月3日 3-20-00014 長野県 耕種 杉原　茂寿
令和2年4月9日 3-20-00015 長野県 畜産 田畑　明
令和2年4月9日 3-20-00016 長野県 耕種 株式会社ハルディン軽井沢高原ファーム
令和2年4月21日 3-20-00017 長野県 耕種 渡邊　忠一郎
令和2年4月21日 3-20-00018 長野県 耕種 小山　恵市
令和2年4月21日 3-20-00019 長野県 耕種 中島　雄一
令和2年4月27日 3-20-00020 長野県 耕種 山本　美喜
令和2年4月27日 3-20-00021 長野県 耕種 株式会社本多園芸
令和2年6月3日 3-20-00022 長野県 耕種 林　長一
令和2年6月11日 3-20-00023 長野県 耕種 林　百合子
令和2年6月11日 3-20-00024 長野県 耕種 由井　秀知
令和2年6月11日 3-20-00025 長野県 耕種 由井　保明
令和2年6月11日 3-20-00026 長野県 耕種 渡邉　昇
令和2年6月11日 3-20-00027 長野県 耕種 新海　稔泰
令和2年6月24日 3-20-00028 長野県 耕種 有限会社アグリカルチャー
令和2年8月5日 3-20-00029 長野県 耕種 高地　和人
令和2年8月12日 3-20-00030 長野県 耕種 株式会社アグレス
令和2年8月26日 3-20-00031 長野県 耕種 株式会社野辺山産業
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令和2年9月30日 3-20-00032 長野県 耕種 中嶋　治樹
令和2年9月30日 3-20-00033 長野県 耕種 有限会社勝山きのこ園
令和2年10月23日 3-20-00034 長野県 耕種 伊東　大作
令和2年10月26日 3-20-00035 長野県 畜産 小林　右子
令和2年10月28日 3-20-00036 長野県 耕種 有坂　大典
令和2年10月28日 3-20-00037 長野県 耕種 吉澤　文明
令和2年11月5日 3-20-00038 長野県 耕種 畑　吉次郎
令和2年11月16日 3-20-00039 長野県 耕種 有限会社アマリファーム
令和2年11月24日 3-20-00040 長野県 耕種 スノーレラ有限会社
令和2年12月15日 3-20-00041 長野県 耕種 株式会社プランツ
令和2年12月18日 3-20-00042 長野県 耕種 清水　金幸
令和3年1月7日 3-20-00043 長野県 耕種 井出　隼人
令和3年1月18日 3-20-00044 長野県 耕種 小池　光仁
令和3年1月25日 3-20-00045 長野県 耕種 株式会社ベジアーツファーム
令和3年2月4日 3-20-00046 長野県 耕種 株式会社ぺシェ
令和3年2月16日 3-20-00047 長野県 耕種 農事組合法人信州森のファーム
令和3年3月1日 3-20-00048 長野県 耕種 古原　和哉
令和3年3月1日 3-20-00049 長野県 耕種 林　完
令和3年3月15日 3-20-00051 長野県 耕種 竹花　正則
令和3年3月15日 3-20-00052 長野県 耕種 土屋　陽一
令和3年3月22日 3-20-00053 長野県 耕種 株式会社栄農人
令和3年3月29日 3-20-00054 長野県 耕種 中嶋　英明
令和3年3月29日 3-20-00055 長野県 耕種 由井　仁
令和3年3月29日 3-20-00056 長野県 耕種 農事組合法人志賀高原培養センター生産組合
令和3年4月8日 3-20-00057 長野県 畜産 青山　茂樹
令和3年4月14日 3-20-00059 長野県 耕種 有限会社グリーンファミリー
令和3年4月14日 3-20-00060 長野県 畜産 松山　啓一
令和3年4月14日 3-20-00062 長野県 畜産 渡辺　拓男
令和3年4月14日 3-20-00063 長野県 耕種 伊藤　正人
令和3年4月14日 3-20-00064 長野県 耕種 横森　茂
令和3年4月14日 3-20-00065 長野県 耕種 有限会社大熊えのき
令和3年4月26日 3-20-00066 長野県 耕種 原田　雅明
令和3年4月26日 3-20-00067 長野県 耕種 風間　久治
令和3年5月11日 3-20-00068 長野県 耕種 由井　孝文
令和3年5月11日 3-20-00069 長野県 耕種 林　清孝
令和3年5月11日 3-20-00070 長野県 耕種 南山　擴孝
令和3年5月11日 3-20-00071 長野県 耕種 小林　久人
令和3年5月11日 3-20-00072 長野県 耕種 小泉　和喜男
令和3年5月25日 3-20-00073 長野県 耕種 吉澤　康
令和3年5月25日 3-20-00074 長野県 耕種 藤本　慎二
令和3年5月25日 3-20-00075 長野県 耕種 高見澤　雅彦
令和3年5月25日 3-20-00076 長野県 耕種 鶴田　初子
令和3年5月25日 3-20-00077 長野県 耕種 篠原　益雄
令和3年5月25日 3-20-00078 長野県 耕種 菊池　千年
令和3年5月25日 3-20-00079 長野県 耕種 篠原　大助
令和3年5月25日 3-20-00080 長野県 耕種 篠原　直人
令和3年5月25日 3-20-00081 長野県 耕種 篠原　秀幸
令和3年5月25日 3-20-00082 長野県 耕種 井出　祐晃
令和3年6月1日 3-20-00083 長野県 耕種 伊藤　明利
令和3年6月1日 3-20-00084 長野県 耕種 井澤　亮
令和3年6月1日 3-20-00085 長野県 耕種 株式会社アグリコ
令和3年6月9日 3-20-00086 長野県 耕種 由井　良次
令和3年6月15日 3-20-00087 長野県 耕種 清水　正次
令和3年6月15日 3-20-00088 長野県 耕種 合資会社高見澤牧場
令和3年6月15日 3-20-00089 長野県 耕種 株式会社信州食用菌類研究所
令和3年6月22日 3-20-00090 長野県 耕種 井出　文彦
令和3年6月22日 3-20-00091 長野県 耕種 新津　公一郎
令和3年6月29日 3-20-00092 長野県 耕種 株式会社彩彩ふぁーむ
令和3年6月29日 3-20-00093 長野県 耕種 株式会社ライフワーク
令和3年7月6日 3-20-00094 長野県 耕種 株式会社ソラマデ
令和3年7月13日 3-20-00095 長野県 耕種 有限会社オリオン農産
令和3年7月13日 3-20-00096 長野県 耕種 有限会社コバヤシ産業
令和3年7月27日 3-20-00097 長野県 耕種 吉澤　慎太
令和3年7月27日 3-20-00098 長野県 耕種 甘利　秀幸
令和3年7月27日 3-20-00099 長野県 耕種 井出澤　雅敏
令和3年7月27日 3-20-00100 長野県 耕種 長尾　良一
令和3年7月27日 3-20-00101 長野県 耕種 北沢　富廣
令和3年7月27日 3-20-00102 長野県 耕種 仁科　祐樹　
令和3年7月27日 3-20-00103 長野県 耕種 株式会社えのきボーヤ
令和3年7月27日 3-20-00104 長野県 耕種 有限会社あぐり信州
令和3年8月3日 3-20-00105 長野県 耕種 青柳　孝
令和3年8月11日 3-20-00106 長野県 耕種 篠原　要一郎
令和3年8月11日 3-20-00107 長野県 畜産 新海　昇
令和3年8月11日 3-20-00108 長野県 耕種 渡邉　貴昭
令和3年8月11日 3-20-00109 長野県 耕種 株式会社シノハラファーム
令和3年8月24日 3-20-00110 長野県 耕種 株式会社ケーアイ・オギワラ
令和3年8月31日 3-20-00111 長野県 耕種 中島　壽光
令和3年8月31日 3-20-00112 長野県 耕種 雫田　米男
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令和3年8月31日 3-20-00113 長野県 耕種 由井　政成
令和3年8月31日 3-20-00114 長野県 耕種 油井　晴雄
令和3年8月31日 3-20-00115 長野県 耕種 田口　貴恵
令和3年8月31日 3-20-00116 長野県 耕種 中島　丈通
令和3年8月31日 3-20-00117 長野県 耕種 中島　寛治
令和3年8月31日 3-20-00118 長野県 耕種 新海　徹
令和3年8月31日 3-20-00119 長野県 耕種 篠原　勇樹
令和3年8月31日 3-20-00120 長野県 耕種 日向　智幸
令和3年9月8日 3-20-00121 長野県 耕種 丸山　誠一
令和3年9月8日 3-20-00122 長野県 耕種 渡邊　紀久
令和3年9月15日 3-20-00123 長野県 耕種 太田　伸吾
令和3年9月15日 3-20-00124 長野県 耕種 農事組合法人三幸
令和3年9月21日 3-20-00125 長野県 耕種 篠原　佐斗次
令和3年9月21日 3-20-00127 長野県 耕種 株式会社トニーズ・ファーム
令和3年9月21日 3-20-00128 長野県 耕種 株式会社ジョブズ・エル 派遣
令和3年10月6日 3-20-00129 長野県 耕種 有限会社佐藤きのこ園
令和3年10月26日 3-20-00130 長野県 耕種 渡邉　茂利
令和3年10月26日 3-20-00131 長野県 耕種 有限会社ムラヤマ
令和3年10月26日 3-20-00132 長野県 耕種 株式会社ハーツ
令和3年11月4日 3-20-00133 長野県 耕種 高見澤　勉
令和3年11月10日 3-20-00134 長野県 耕種 株式会社信州明楽ファーム
令和3年11月16日 3-20-00135 長野県 耕種 中島　鉄矢
令和3年11月16日 3-20-00136 長野県 耕種 有限会社土屋きのこ園
令和3年11月16日 3-20-00137 長野県 耕種 有限会社湯本きのこ園
令和3年11月16日 3-20-00138 長野県 畜産 有限会社安曇野牧場
令和3年12月1日 3-20-00139 長野県 耕種 小島　章義
令和3年12月1日 3-20-00140 長野県 耕種 小松　良成
令和3年12月1日 3-20-00141 長野県 耕種 牛山　吉郎
令和3年12月1日 3-20-00142 長野県 耕種 由井　渉
令和3年12月1日 3-20-00143 長野県 耕種 農事組合法人城山産業
令和3年10月11日 3-20-00144 長野県 耕種 株式会社きのこ富士見
令和3年12月14日 3-20-00145 長野県 耕種 井踏　岩夫
令和3年12月14日 3-20-00146 長野県 耕種 株式会社信州エスティアイセンター
令和3年12月14日 3-20-00147 長野県 耕種 有限会社ヤマ和物産
令和3年12月14日 3-20-00145 長野県 耕種 井踏　岩夫
令和3年12月14日 3-20-00146 長野県 耕種 株式会社信州エスティアイセンター
令和3年12月14日 3-20-00147 長野県 耕種 有限会社ヤマ和物産
令和3年12月23日 3-20-00148 長野県 耕種 農事組合法人サン・フィールド
令和4年1月6日 3-20-00149 長野県 耕種 株式会社マッシュデート
令和4年1月6日 3-20-00150 長野県 耕種 丸西産業株式会社
令和4年1月12日 3-20-00151 長野県 耕種 有限会社浦山きのこサプライ
令和4年1月25日 3-20-00152 長野県 畜産 水島　洋喜
令和4年1月26日 3-20-00153 長野県 耕種 株式会社森本農園
令和4年2月1日 3-20-00154 長野県 耕種 日向　利安
令和4年2月1日 3-20-00155 長野県 耕種 藤原　孝昭
令和4年2月9日 3-20-00156 長野県 耕種 農事組合法人あさひ生産組合
令和4年2月15日 3-20-00157 長野県 畜産 高見沢　利光
令和4年2月15日 3-20-00158 長野県 耕種 有限会社雪国
令和4年2月15日 3-20-00159 長野県 耕種 農事組合法人延徳きのこパッケージセンター
令和4年3月8日 3-20-00161 長野県 耕種 太田　守
令和4年3月8日 3-20-00162 長野県 耕種 林　譲
令和4年3月8日 3-20-00163 長野県 耕種 山本　英人
令和4年3月8日 3-20-00164 長野県 耕種 上條　恵
令和4年3月8日 3-20-00165 長野県 耕種 大槻　和男
令和4年3月8日 3-20-00166 長野県 耕種 中野　芳郎
令和4年3月15日 3-20-00167 長野県 耕種 由井　靖
令和4年3月15日 3-20-00168 長野県 耕種 吉澤　裕司
令和4年3月15日 3-20-00169 長野県 耕種 津金　一成
令和4年3月15日 3-20-00170 長野県 耕種 渡邉　晃
令和4年3月15日 3-20-00171 長野県 耕種 渡邉　壮介
令和4年3月15日 3-20-00172 長野県 耕種 佐々木　摂
令和4年3月24日 3-20-00173 長野県 耕種 中嶋　剛
令和4年3月24日 3-20-00174 長野県 耕種 清水　康太郎
令和4年3月24日 3-20-00175 長野県 耕種 由井　正司
令和4年3月24日 3-20-00176 長野県 耕種 由井　康
令和4年3月24日 3-20-00177 長野県 耕種 株式会社デリッシュガーデン
令和4年3月25日 3-20-00178 長野県 耕種 農事組合法人アルプス三和
令和4年4月6日 3-20-00179 長野県 耕種 三井　順弥
令和4年4月6日 3-20-00180 長野県 耕種 由井　洋平
令和4年4月6日 3-20-00181 長野県 耕種 由井　智之
令和4年4月6日 3-20-00182 長野県 耕種 高見澤　直章
令和4年4月6日 3-20-00183 長野県 耕種 吉澤　扶二夫
令和4年4月6日 3-20-00184 長野県 耕種 高野尾　浩康
令和4年4月6日 3-20-00185 長野県 耕種 吉澤　修
令和4年4月6日 3-20-00186 長野県 耕種 横森　浩武
令和4年4月6日 3-20-00187 長野県 耕種 久保　芳一
令和4年4月6日 3-20-00188 長野県 耕種 由井　文
令和4年4月6日 3-20-00189 長野県 耕種 株式会社平山ファーム
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令和4年4月14日 3-20-00190 長野県 耕種 松本　実
令和4年4月14日 3-20-00191 長野県 耕種 新海　寛和
令和4年4月14日 3-20-00192 長野県 耕種 篠原　慶太
令和4年4月14日 3-20-00193 長野県 耕種 有限会社カナモト食品
令和4年4月20日 3-20-00194 長野県 耕種 井出　安正
令和4年4月20日 3-20-00195 長野県 耕種 井出　由充
令和4年4月20日 3-20-00196 長野県 耕種 三井　源昭
令和4年4月20日 3-20-00197 長野県 耕種 新海　洋一郎
令和4年4月26日 3-20-00198 長野県 耕種 高橋　敏
令和4年4月26日 3-20-00199 長野県 耕種 遠藤　博和
令和4年4月26日 3-20-00200 長野県 耕種 鶴田　信人
令和4年5月11日 3-20-00201 長野県 耕種 津金　武幸
令和4年5月11日 3-20-00202 長野県 耕種 高見澤　大
令和4年5月11日 3-20-00203 長野県 耕種 松本　達也
令和4年5月11日 3-20-00204 長野県 耕種 高見澤　幸史
令和4年5月11日 3-20-00205 長野県 耕種 西澤　示郎
令和4年5月11日 3-20-00206 長野県 耕種 伊藤　剛史
令和4年5月11日 3-20-00207 長野県 耕種 中島　智彦
令和4年5月11日 3-20-00208 長野県 耕種 坂本　貢
令和4年5月11日 3-20-00209 長野県 耕種 新海　成昭
令和4年5月11日 3-20-00210 長野県 耕種 吉澤　浩
令和4年5月11日 3-20-00211 長野県 耕種 吉澤　雄司
令和4年5月11日 3-20-00212 長野県 耕種 吉澤　拓也
令和4年5月11日 3-20-00213 長野県 耕種 菊池　政成
令和4年5月11日 3-20-00214 長野県 耕種 吉澤　佑亮
令和4年5月11日 3-20-00215 長野県 耕種 菊池　勝吉
令和4年5月11日 3-20-00216 長野県 耕種 高見澤　眞
令和4年5月11日 3-20-00217 長野県 耕種 有坂　聡
令和4年5月11日 3-20-00218 長野県 耕種 高見澤　大輔
令和4年5月11日 3-20-00219 長野県 耕種 佐藤　良樹
令和4年5月11日 3-20-00220 長野県 耕種 原　哲正
令和4年5月11日 3-20-00221 長野県 耕種 有坂　弘道
令和4年5月11日 3-20-00222 長野県 耕種 井出　貴之
令和4年5月18日 3-20-00223 長野県 耕種 高見澤　稔
令和4年5月18日 3-20-00224 長野県 耕種 津金　拓郎
令和4年5月18日 3-20-00225 長野県 畜産 吉澤　一生
令和4年5月18日 3-20-00226 長野県 耕種 鶴田　誠
令和4年5月18日 3-20-00227 長野県 耕種 渡辺　真一
令和4年5月18日 3-20-00228 長野県 耕種 鷹野　長生
令和4年5月18日 3-20-00229 長野県 耕種 渡邉　良昭
令和4年5月18日 3-20-00230 長野県 耕種 伊藤　隆茂
令和4年5月18日 3-20-00231 長野県 耕種 中嶋　賢二
令和4年5月18日 3-20-00232 長野県 耕種 菊池　芳孝
令和4年5月18日 3-20-00233 長野県 耕種 菊原　義則
令和4年5月18日 3-20-00234 長野県 耕種 木村　秀幸
令和4年5月18日 3-20-00235 長野県 耕種 油井　保成
令和4年5月18日 3-20-00236 長野県 耕種 由井　宏
令和4年5月18日 3-20-00237 長野県 耕種 由井　政直
令和4年5月18日 3-20-00238 長野県 耕種 宮入　岳人
令和4年5月18日 3-20-00239 長野県 耕種 林　博康
令和4年5月18日 3-20-00240 長野県 耕種 吉澤　豊樹
令和4年5月18日 3-20-00241 長野県 耕種 川上　芳夫
令和4年5月18日 3-20-00242 長野県 耕種 菊池　ちづ子
令和4年5月18日 3-20-00243 長野県 耕種 菊池　豊文
令和4年5月18日 3-20-00244 長野県 耕種 高見澤　一富
令和4年5月18日 3-20-00245 長野県 耕種 吉澤　真
令和4年5月18日 3-20-00246 長野県 耕種 菊池　信雄
令和4年5月18日 3-20-00247 長野県 耕種 吉澤　正
令和4年5月18日 3-20-00248 長野県 耕種 井出　文洋
令和4年5月18日 3-20-00249 長野県 耕種 三井　今朝幸
令和4年5月18日 3-20-00250 長野県 耕種 篠原　靖
令和4年5月18日 3-20-00251 長野県 耕種 原　和則
令和4年5月18日 3-20-00252 長野県 耕種 宮澤　瑞佳
令和4年5月18日 3-20-00253 長野県 耕種 有坂　勇樹
令和4年5月18日 3-20-00254 長野県 耕種 菊池　俊志
令和4年5月18日 3-20-00255 長野県 耕種 菊池　喜徳
令和4年5月18日 3-20-00256 長野県 耕種 有坂　直之
令和4年5月18日 3-20-00257 長野県 耕種 小池　大志
令和4年5月18日 3-20-00258 長野県 耕種 小池　禎一
令和4年5月18日 3-20-00259 長野県 耕種 吉澤　實
令和4年5月18日 3-20-00260 長野県 耕種 井出　亨
令和4年5月18日 3-20-00261 長野県 耕種 菊池　桂一
令和4年5月18日 3-20-00262 長野県 耕種 三井　三男
令和4年5月18日 3-20-00263 長野県 耕種 由井　賢二
令和4年5月18日 3-20-00264 長野県 耕種 由井　和行
令和4年5月18日 3-20-00265 長野県 耕種 由井　健
令和4年5月18日 3-20-00266 長野県 耕種 吉澤　岳水
令和4年5月18日 3-20-00267 長野県 耕種 菊池　美代子
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令和4年5月18日 3-20-00268 長野県 耕種 菊池　鉄夫
令和4年5月18日 3-20-00269 長野県 耕種 有限会社クレアス
令和4年5月18日 3-20-00270 長野県 耕種 株式会社松原湖高原農場
令和4年5月25日 3-20-00271 長野県 耕種 吉澤　眞
令和4年5月25日 3-20-00272 長野県 耕種 由井　潤
令和4年5月25日 3-20-00273 長野県 耕種 伊藤　隆茂
令和4年5月25日 3-20-00274 長野県 耕種 遠藤　千幸
令和4年5月25日 3-20-00275 長野県 耕種 鷹野　長生
令和4年5月25日 3-20-00276 長野県 耕種 有限会社やま元
令和4年5月31日 3-20-00277 長野県 耕種 菊池　辰夫
令和4年5月31日 3-20-00278 長野県 耕種 吉澤　茂一郎
令和4年5月31日 3-20-00279 長野県 耕種 有限会社アグリナカジマ
令和4年5月31日 3-20-00280 長野県 耕種 室岡　良昭
令和4年6月9日 3-20-00281 長野県 耕種 井出　浩之
令和4年6月9日 3-20-00282 長野県 耕種 山中　博光
令和4年6月9日 3-20-00283 長野県 耕種 由井　秀樹
令和4年6月9日 3-20-00284 長野県 耕種 由井　健一
令和4年6月9日 3-20-00285 長野県 耕種 油井　正美
令和4年6月9日 3-20-00286 長野県 耕種 渡辺　良次
令和4年6月9日 3-20-00287 長野県 耕種 田中　喜昭
令和4年6月9日 3-20-00288 長野県 耕種 株式会社ハヤシファーム
令和4年6月15日 3-20-00289 長野県 耕種 小原　秀博
令和4年6月15日 3-20-00290 長野県 耕種 井出　欽也
令和4年6月15日 3-20-00291 長野県 耕種 小金澤　倉吉
令和4年6月15日 3-20-00292 長野県 耕種 日向　秀仁
令和4年6月15日 3-20-00293 長野県 耕種 依田　泉
令和4年6月15日 3-20-00294 長野県 耕種 林　伸幸
令和4年6月15日 3-20-00295 長野県 耕種 林　純平
令和4年6月15日 3-20-00296 長野県 耕種 山中　貴博
令和4年6月15日 3-20-00297 長野県 耕種 由井　優規
令和4年6月15日 3-20-00298 長野県 耕種 中島　大地
令和4年6月15日 3-20-00299 長野県 耕種 有限会社安曇野ファミリー農産
令和4年6月15日 3-20-00300 長野県 耕種 株式会社長福インターナショナルアグリ
令和4年6月15日 3-20-00301 長野県 耕種 有限会社あんずの里アグリパーク
令和4年6月15日 3-20-00302 長野県 耕種 株式会社ホープＡＥ
令和4年6月23日 3-20-00303 長野県 耕種 中嶋　和江
令和4年6月23日 3-20-00304 長野県 耕種 林　弘之
令和4年6月23日 3-20-00305 長野県 耕種 篠原　正和
令和4年6月23日 3-20-00306 長野県 耕種 藤原　将武
令和4年6月23日 3-20-00307 長野県 耕種 伊藤　昇
令和4年6月23日 3-20-00308 長野県 耕種 吉澤　宏
令和4年6月23日 3-20-00309 長野県 耕種 高見澤　惇
令和4年6月23日 3-20-00310 長野県 耕種 三石　房子
令和4年6月23日 3-20-00311 長野県 耕種 菊池　均
令和4年6月23日 3-20-00312 長野県 耕種 金沢　貴徳
令和4年6月23日 3-20-00313 長野県 耕種 寺島　義明
令和4年6月23日 3-20-00314 長野県 耕種 篠原　元洋
令和4年6月23日 3-20-00315 長野県 耕種 佐々木　泰幸
令和4年6月23日 3-20-00316 長野県 耕種 細谷　秀樹
令和4年6月23日 3-20-00317 長野県 耕種 三井　恵助
令和4年6月23日 3-20-00318 長野県 耕種 日向　久
令和4年6月23日 3-20-00319 長野県 耕種 原　巨樹
令和4年6月23日 3-20-00320 長野県 耕種 菊池　拓也
令和4年6月23日 3-20-00322 長野県 耕種 松村　光子
令和4年6月23日 3-20-00323 長野県 耕種 油井　一哲
令和4年6月23日 3-20-00324 長野県 耕種 株式会社七久里農園
令和4年6月23日 3-20-00325 長野県 耕種 有限会社坪井農場
令和4年6月30日 3-20-00326 長野県 耕種 有限会社マルヨ
令和4年6月30日 3-20-00327 長野県 耕種 油井　政英
令和4年6月30日 3-20-00328 長野県 耕種 三井　泰太郎
令和4年6月30日 3-20-00329 長野県 耕種 永田　廣幸
令和4年6月30日 3-20-00330 長野県 耕種 小林　巨史
令和4年6月30日 3-20-00331 長野県 耕種 百瀬　勝彦
令和4年7月7日 3-20-00332 長野県 耕種 新海　大起
令和4年7月7日 3-20-00333 長野県 耕種 代田　三男
令和4年7月7日 3-20-00334 長野県 耕種 有限会社信州グリーンサポート
令和4年7月12日 3-20-00335 長野県 耕種 ホクト株式会社
令和4年7月21日 3-20-00336 長野県 耕種 井出　利幸
令和4年7月21日 3-20-00337 長野県 耕種 小原　由利子
令和4年7月21日 3-20-00338 長野県 耕種 原　直臣
令和4年7月28日 3-20-00339 長野県 耕種 高見澤　覚
令和4年7月28日 3-20-00340 長野県 耕種 土橋　英人
令和4年7月28日 3-20-00341 長野県 耕種 高見澤　勇太
令和4年7月28日 3-20-00342 長野県 耕種 菊池　光雄
令和4年7月28日 3-20-00343 長野県 耕種 井出　雄一
令和4年7月28日 3-20-00344 長野県 耕種 吉澤　君夫
令和4年7月28日 3-20-00345 長野県 耕種 鷹野　良一
令和4年7月28日 3-20-00346 長野県 耕種 阿部　長衛
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令和4年8月3日 3-20-00347 長野県 耕種 玉木　正身
令和4年8月3日 3-20-00348 長野県 耕種 井出　寿光
令和4年8月3日 3-20-00349 長野県 耕種 遠藤　大樹
令和4年8月3日 3-20-00350 長野県 耕種 高見澤　一将
令和4年8月3日 3-20-00351 長野県 耕種 由井　隆博
令和4年8月3日 3-20-00352 長野県 耕種 吉澤　浩元
令和4年8月3日 3-20-00353 長野県 耕種 小原　治樹
令和4年8月3日 3-20-00354 長野県 耕種 伊藤　貴
令和4年8月3日 3-20-00355 長野県 耕種 油井　信秀
令和4年8月3日 3-20-00356 長野県 耕種 渡邊　永吉
令和4年8月3日 3-20-00357 長野県 耕種 有限会社関島鉄筋
令和4年8月10日 3-20-00359 長野県 耕種 小池　孝
令和4年8月10日 3-20-00361 長野県 耕種 柳澤　聡一
令和4年8月10日 3-20-00362 長野県 耕種 高橋　高
令和4年8月10日 3-20-00363 長野県 耕種 塩川　利樹
令和4年8月10日 3-20-00364 長野県 耕種 遠藤　和希
令和4年8月10日 3-20-00365 長野県 耕種 柏木　勝
令和4年8月10日 3-20-00366 長野県 耕種 株式会社信ナカビーエスセンター
令和4年8月25日 3-20-00367 長野県 耕種 磯野　貴史
令和4年8月25日 3-20-00368 長野県 耕種 油井　賢人
令和4年8月25日 3-20-00369 長野県 耕種 五十嵐　雅敏
令和4年8月25日 3-20-00370 長野県 耕種 原　好也
令和4年8月25日 3-20-00371 長野県 耕種 合同会社和泉屋サンファーム
令和4年8月25日 3-20-00372 長野県 耕種 株式会社小池えのき
令和4年8月25日 3-20-00373 長野県 耕種 株式会社ＡＳＴＲＯＢＥＲＲＹ
令和4年8月25日 3-20-00374 長野県 耕種 菊原　克幸
令和4年8月25日 3-20-00375 長野県 耕種 牧野　貴裕
令和4年8月31日 3-20-00376 長野県 耕種 大木　尚春
令和4年8月31日 3-20-00377 長野県 耕種 荻原　寿行
令和4年8月31日 3-20-00378 長野県 耕種 荻原　輝幸
令和4年8月31日 3-20-00379 長野県 耕種 土屋　俊成
令和4年8月31日 3-20-00380 長野県 耕種 大木　一夫
令和4年8月31日 3-20-00381 長野県 耕種 大木　美晴
令和4年8月31日 3-20-00382 長野県 耕種 井出　正一
令和4年8月31日 3-20-00383 長野県 耕種 畠山　信章
令和4年8月31日 3-20-00384 長野県 耕種 山田　勇一
令和4年8月31日 3-20-00385 長野県 耕種 創新青果株式会社
令和4年8月31日 3-20-00386 長野県 畜産 株式会社吉川牧場
令和4年9月21日 3-20-00387 長野県 耕種 塩川　拓也
令和4年9月21日 3-20-00388 長野県 耕種 水口　正彦
令和4年9月21日 3-20-00389 長野県 耕種 高橋　正彦
令和4年9月21日 3-20-00390 長野県 畜産 有限会社小田切牧場
令和4年9月21日 3-20-00391 長野県 耕種 株式会社八ヶ岳みらい菜園
令和4年9月27日 3-20-00392 長野県 耕種 油井　俊幸
令和4年9月27日 3-20-00393 長野県 耕種 菊池　義幸
令和4年10月5日 3-20-00394 長野県 耕種 農事組合法人中部培養センター生産組合
令和4年10月12日 3-20-00395 長野県 耕種 高見澤　俊彰
令和4年10月12日 3-20-00396 長野県 耕種 玉川　邦夫
令和4年10月12日 3-20-00397 長野県 耕種 遠藤　寛
令和4年10月12日 3-20-00398 長野県 耕種 林　公也
令和4年10月20日 3-20-00399 長野県 耕種 飯沼　正俊
令和4年10月20日 3-20-00400 長野県 耕種 荻原　淳
令和4年10月20日 3-20-00401 長野県 耕種 柴田　幸一郎
令和4年10月26日 3-20-00402 長野県 耕種 上田　眞一郎
令和4年11月1日 3-20-00403 長野県 耕種 遠藤　修一
令和4年11月1日 3-20-00404 長野県 耕種 岩水　一平
令和4年11月1日 3-20-00405 長野県 耕種 日向　郁夫
令和4年11月1日 3-20-00406 長野県 耕種 株式会社丸金
令和4年11月9日 3-20-00407 長野県 耕種 藤原　俊哉
令和4年11月9日 3-20-00408 長野県 耕種 高見澤　恵一郎
令和4年11月9日 3-20-00409 長野県 耕種 高見澤　正道
令和4年11月9日 3-20-00410 長野県 耕種 萩原　正幸
令和4年11月9日 3-20-00411 長野県 耕種 竹上　恭央
令和4年11月9日 3-20-00412 長野県 耕種 山本　文利
令和4年11月9日 3-20-00413 長野県 耕種 油井　彩悦
令和4年11月9日 3-20-00414 長野県 耕種 有限会社小池産業
令和4年11月9日 3-20-00415 長野県 耕種 農事組合法人ひらの培養センター
令和4年11月16日 3-20-00416 長野県 耕種 高見澤　玲子
令和4年11月24日 3-20-00417 長野県 耕種 高見澤　長一
令和4年11月24日 3-20-00418 長野県 耕種 新海　一禎
令和4年11月24日 3-20-00419 長野県 耕種 中道農園株式会社
令和4年11月24日 3-20-00420 長野県 耕種 株式会社原キノコ園
令和4年11月28日 3-20-00421 長野県 耕種 渡邉　浩二
令和4年12月8日 3-20-00422 長野県 耕種 川上　公正
令和4年12月8日 3-20-00423 長野県 耕種 藤原　克好
令和4年12月8日 3-20-00424 長野県 耕種 株式会社高田きのこ園
令和4年12月8日 3-20-00425 長野県 耕種 株式会社ＭＴ産業
令和4年12月8日 3-20-00426 長野県 耕種 有限会社常盤きのこセンター
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令和4年12月8日 3-20-00427 長野県 耕種 有限会社イチムラ
令和4年12月8日 3-20-00428 長野県 耕種 有限会社ひのおか
令和4年12月8日 3-20-00429 長野県 耕種 有限会社コーセイ
令和4年12月8日 3-20-00430 長野県 耕種 株式会社フレマッシュ
令和4年12月13日 3-20-00431 長野県 耕種 小原　英志
令和4年12月20日 3-20-00432 長野県 耕種 高見沢　美雄
令和4年12月20日 3-20-00433 長野県 耕種 伊藤　道裕
令和4年12月20日 3-20-00434 長野県 耕種 有限会社久保田
令和4年12月20日 3-20-00435 長野県 耕種 有限会社秀和
令和4年12月20日 3-20-00436 長野県 耕種 株式会社ハルディンフレスコ
令和4年12月20日 3-20-00437 長野県 耕種 株式会社吉兆園
令和4年12月27日 3-20-00438 長野県 耕種 原　三代寿
令和4年12月27日 3-20-00439 長野県 耕種 新津木材株式会社
令和5年1月6日 3-20-00440 長野県 耕種 吉澤　秀一
令和5年1月6日 3-20-00441 長野県 耕種 古原　秀子
令和5年1月6日 3-20-00442 長野県 耕種 久保産業有限会社
令和5年1月25日 3-20-00443 長野県 耕種 原　幸宏
令和5年1月25日 3-20-00444 長野県 耕種 赤堀　一成
令和5年1月25日 3-20-00445 長野県 耕種 株式会社農業開発
令和5年1月31日 3-20-00446 長野県 耕種 佐藤　映志
令和5年1月31日 3-20-00447 長野県 耕種 有限会社マルシンきのこ
令和5年1月31日 3-20-00448 長野県 耕種 有限会社宮崎きのこ園
令和5年2月8日 3-20-00449 長野県 耕種 岩垂　聡
令和5年2月8日 3-20-00450 長野県 耕種 有限会社ワカホ
令和5年2月8日 3-20-00451 長野県 耕種 株式会社めぐみ
令和5年2月8日 3-20-00452 長野県 耕種 有限会社入江花卉
令和5年2月15日 3-20-00453 長野県 耕種 渡辺　良寛
令和5年2月15日 3-20-00454 長野県 耕種 井出　俊司郎
令和5年2月15日 3-20-00455 長野県 耕種 伊藤　裕介
令和5年2月15日 3-20-00456 長野県 耕種 川上　高太
令和5年2月15日 3-20-00457 長野県 耕種 由井　正一
令和5年2月15日 3-20-00458 長野県 耕種 保科　大樹
令和5年2月15日 3-20-00459 長野県 耕種 牛山　誠雅
令和5年2月15日 3-20-00460 長野県 耕種 株式会社カントリーウォーク
令和5年2月22日 3-20-00461 長野県 耕種 有坂　拓
令和5年3月1日 3-20-00462 長野県 耕種 丸光協同組合
令和5年3月16日 3-20-00463 長野県 耕種 新海　正博
令和5年3月16日 3-20-00464 長野県 耕種 川上　太水
令和5年3月23日 3-20-00465 長野県 耕種 池田　竹美
令和5年3月23日 3-20-00466 長野県 耕種 中島　久之
令和5年3月23日 3-20-00467 長野県 耕種 株式会社佐久協同
令和5年3月29日 3-20-00468 長野県 耕種 油井　忠孝
令和5年3月29日 3-20-00469 長野県 耕種 小原　利文
令和5年3月29日 3-20-00470 長野県 耕種 新海　聡
令和5年3月29日 3-20-00471 長野県 耕種 有限会社金子きのこ園
令和5年3月29日 3-20-00472 長野県 畜産 株式会社新海牧場
令和5年3月29日 3-20-00473 長野県 耕種 株式会社ＭＡＩＳＯＮＤＥＦＡＲＭ
令和5年4月4日 3-20-00474 長野県 耕種 足立　勝英
令和5年4月4日 3-20-00475 長野県 耕種 白鳥　勲
令和5年4月4日 3-20-00476 長野県 耕種 株式会社原ファーム
令和5年4月4日 3-20-00477 長野県 畜産 株式会社48farm
令和5年4月14日 3-20-00478 長野県 耕種 赤堀　満
令和5年4月14日 3-20-00479 長野県 耕種 雫田　直虎
令和5年4月14日 3-20-00480 長野県 耕種 荻原　寿
令和5年4月14日 3-20-00481 長野県 耕種 高見澤　芳年
令和5年4月19日 3-20-00482 長野県 耕種 横森　誠二
令和5年4月19日 3-20-00483 長野県 耕種 荻原　徹也
令和5年4月25日 3-20-00484 長野県 耕種 株式会社杉崎グループ
令和5年4月25日 3-20-00485 長野県 耕種 吉澤　俊充
令和5年4月25日 3-20-00486 長野県 耕種 柳沢　弘久
令和元年11月13日 3-22-00001 静岡県 耕種 上村　光太郎
令和2年1月15日 3-22-00002 静岡県 耕種 鈴木　栄
令和2年2月6日 3-22-00003 静岡県 耕種 アグリッチジャパン株式会社
令和2年3月10日 3-22-00004 静岡県 耕種 有限会社コスモグリーン庭好
令和2年3月13日 3-22-00005 静岡県 耕種 赤堀　嗣人
令和2年10月23日 3-22-00006 静岡県 耕種 トヨタ緑産株式会社
令和2年12月18日 3-22-00007 静岡県 畜産 株式会社富士山ポートリー
令和3年2月8日 3-22-00008 静岡県 耕種 大西　辰幸
令和3年2月8日 3-22-00009 静岡県 耕種 池谷　伸二
令和3年2月22日 3-22-00010 静岡県 畜産 宮島　敏博　
令和3年3月1日 3-22-00011 静岡県 耕種 ＴＥＮ　Ｇｒｅｅｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ　株式会社
令和3年3月1日 3-22-00012 静岡県 耕種 株式会社とやま農園
令和3年3月29日 3-22-00013 静岡県 耕種 ハイナン農業協同組合
令和3年4月8日 3-22-00014 静岡県 耕種 後藤　智一
令和3年5月28日 3-22-00015 静岡県 耕種 株式会社モスファームすずなり
令和3年6月1日 3-22-00016 静岡県 耕種 村田　吉寛
令和3年6月15日 3-22-00017 静岡県 耕種 株式会社ソイルパッション
令和3年6月15日 3-22-00018 静岡県 耕種 株式会社農健
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令和3年8月24日 3-22-00019 静岡県 耕種 村松　孝三
令和3年10月13日 3-22-00020 静岡県 畜産 富士たまご株式会社
令和3年10月19日 3-22-00021 静岡県 耕種 佐藤　隆
令和3年10月19日 3-22-00022 静岡県 耕種 株式会社アイファーム
令和3年11月4日 3-22-00023 静岡県 耕種 松本農園合同会社
令和3年11月16日 3-22-00024 静岡県 畜産 有限会社片野牧場
令和3年11月25日 3-22-00025 静岡県 耕種 株式会社今村建材
令和3年12月1日 3-22-00026 静岡県 耕種 株式会社とわ
令和3年12月8日 3-22-00027 静岡県 耕種 株式会社HSFarm
令和3年12月8日 3-22-00028 静岡県 畜産 株式会社イシワリ
令和3年12月23日 3-22-00029 静岡県 耕種 遠州森鈴木農園株式会社
令和4年1月6日 3-22-00030 静岡県 耕種 中日本ファームすずなり株式会社
令和4年1月6日 3-22-00031 静岡県 耕種 株式会社鈴生
令和4年1月18日 3-22-00032 静岡県 耕種 有限会社いちごやさん
令和4年1月25日 3-22-00033 静岡県 畜産 佐々木　剛
令和4年2月1日 3-22-00034 静岡県 耕種 株式会社小澤農園
令和4年2月1日 3-22-00035 静岡県 畜産 株式会社春野コーポレーション
令和4年2月9日 3-22-00036 静岡県 耕種 藤田　治之
令和4年2月9日 3-22-00037 静岡県 畜産 株式会社マルス農場
令和4年2月9日 3-22-00038 静岡県 畜産 有限会社大野育成場
令和4年2月15日 3-22-00039 静岡県 耕種 有限会社グリーンフィールド浜松
令和4年2月22日 3-22-00040 静岡県 畜産 東富士養鶏場株式会社
令和4年3月1日 3-22-00041 静岡県 畜産 株式会社ヤマショウ
令和4年3月29日 3-22-00042 静岡県 耕種 森　聖成
令和4年3月29日 3-22-00043 静岡県 耕種 株式会社小栗農園
令和4年4月14日 3-22-00044 静岡県 耕種 木本　大輔
令和4年4月20日 3-22-00045 静岡県 耕種 加藤　裕章
令和4年4月26日 3-22-00046 静岡県 畜産 株式会社エル・ファーム・サカキバラ一富士農場
令和4年5月11日 3-22-00047 静岡県 畜産 アオノファーム株式会社
令和4年5月11日 3-22-00048 静岡県 耕種 株式会社やさいの樹
令和4年5月25日 3-22-00049 静岡県 耕種 赤池　洋行
令和4年5月25日 3-22-00050 静岡県 耕種 酪農王国株式会社
令和4年6月9日 3-22-00051 静岡県 畜産 アオノフレッシュミート株式会社
令和4年6月15日 3-22-00052 静岡県 耕種 渡辺　正夫
令和4年6月23日 3-22-00053 静岡県 耕種・畜産 大𣘺牧場株式会社
令和4年6月30日 3-22-00054 静岡県 耕種 有限会社ヤマセン
令和4年7月7日 3-22-00055 静岡県 耕種 株式会社不二工芸製作所
令和4年7月7日 3-22-00056 静岡県 畜産 株式会社富士山麓ＤａｉｒｙＦａｒｍ
令和4年7月12日 3-22-00057 静岡県 耕種 鈴木　卓磨
令和4年7月12日 3-22-00058 静岡県 耕種 株式会社青空農園
令和4年7月21日 3-22-00059 静岡県 耕種 株式会社鈴木農園
令和4年9月7日 3-22-00060 静岡県 耕種 株式会社ジャパン・ベリー
令和4年9月7日 3-22-00061 静岡県 耕種 株式会社グリーン池長
令和4年9月14日 3-22-00062 静岡県 畜産 有限会社市の瀬牧場
令和4年9月14日 3-22-00063 静岡県 耕種 株式会社ソラーレ
令和4年9月21日 3-22-00064 静岡県 耕種 早川　大喜
令和4年9月21日 3-22-00065 静岡県 畜産 株式会社クリスタルフラワー
令和4年9月27日 3-22-00066 静岡県 耕種 農事組合法人東邦農園
令和4年10月5日 3-22-00067 静岡県 畜産 株式会社ビナグリーン
令和4年10月12日 3-22-00068 静岡県 耕種 有限会社佐野
令和4年10月20日 3-22-00069 静岡県 耕種 谷中　正博
令和4年10月20日 3-22-00070 静岡県 畜産 株式会社あさぎり宝山ファーム
令和4年10月26日 3-22-00071 静岡県 畜産 株式会社メンデルジャパン
令和4年11月9日 3-22-00072 静岡県 耕種 佐野　誠
令和4年11月9日 3-22-00073 静岡県 畜産 南嶋　寿保
令和4年11月24日 3-22-00074 静岡県 耕種 ベストベジ株式会社
令和4年11月24日 3-22-00075 静岡県 畜産 株式会社大畑シェーバー孵化場
令和4年12月27日 3-22-00076 静岡県 畜産 朝霧メイプルファーム有限会社
令和5年1月6日 3-22-00077 静岡県 耕種 東海園芸株式会社
令和5年1月11日 3-22-00078 静岡県 畜産 有限会社浜名湖ファーム
令和5年1月19日 3-22-00079 静岡県 畜産 有限会社ユウキセンタータカノ
令和5年1月25日 3-22-00080 静岡県 耕種 渡邉　篤
令和5年1月25日 3-22-00081 静岡県 耕種 増井　慶太
令和5年1月25日 3-22-00082 静岡県 耕種 株式会社丸八農園
令和5年1月25日 3-22-00083 静岡県 畜産 株式会社リオグランデ
令和5年1月31日 3-22-00084 静岡県 耕種 中嶌　章嘉
令和5年3月16日 3-22-00085 静岡県 畜産 東海ブリーディング株式会社
令和5年3月29日 3-22-00086 静岡県 耕種 須藤　康則
令和5年4月4日 3-22-00087 静岡県 畜産 伊藤　広敬
令和5年4月4日 3-22-00088 静岡県 耕種 株式会社モスファーム・サングレイス
令和5年4月14日 3-22-00089 静岡県 耕種 平　幹也
令和5年4月19日 3-22-00090 静岡県 畜産 高野　哲也
令和5年4月25日 3-22-00091 静岡県 耕種 青木　重徳


