
「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2年9月30日 4-15-00001 新潟県 畜産 有限会社あじさい野牧場
令和3年4月8日 4-15-00002 新潟県 耕種 旭農産株式会社
令和3年4月14日 4-15-00003 新潟県 耕種 株式会社雪国まいたけ
令和3年9月7日 4-15-00004 新潟県 畜産 株式会社レガーロ
令和4年1月5日 4-15-00005 新潟県 耕種 株式会社涌井農園
令和4年3月24日 4-15-00006 新潟県 耕種 有限会社グリーンズプラント巻
令和4年6月21日 4-15-00007 新潟県 畜産 株式会社つなんポーク
令和4年7月8日 4-15-00008 新潟県 耕種 有限会社鈴木農園
令和4年7月21日 4-15-00009 新潟県 耕種 有限会社河田農場
令和4年11月25日 4-15-00010 新潟県 畜産 株式会社オオヌマ
令和4年11月25日 4-15-00011 新潟県 畜産 株式会社長岡牧場
令和4年11月30日 4-15-00012 新潟県 耕種 プラウ株式会社
令和4年12月22日 4-15-00013 新潟県 耕種 株式会社ごはん
令和5年1月24日 4-15-00014 新潟県 畜産 有限会社臼井農畜産
令和5年3月16日 4-15-00015 新潟県 耕種 エンカレッジファーミング株式会社
令和5年4月28日 4-15-00016 新潟県 畜産 有限会社岩村ポートリー
令和5年4月28日 4-15-00017 新潟県 畜産 有限会社あさひエッグファーム
令和3年3月16日 4-16-00001 富山県 畜産 株式会社タカムラ鶏園
令和3年5月11日 4-16-00002 富山県 耕種 株式会社赤丸農産
令和3年11月26日 4-16-00003 富山県 耕種 株式会社ビー＆ベッチ
令和4年2月22日 4-16-00004 富山県 畜産 株式会社森川牧場
令和4年3月28日 4-16-00005 富山県 耕種 滝川　博明
令和4年3月28日 4-16-00006 富山県 畜産 くろだ牧場株式会社
令和4年6月28日 4-16-00007 富山県 畜産 津沢産業株式会社
令和4年7月21日 4-16-00008 富山県 畜産 株式会社トコエッグ
令和4年10月17日 4-16-00009 富山県 耕種 農事組合法人シーテック細入
令和5年1月18日 4-16-00010 富山県 耕種 株式会社富山環境整備
令和5年3月6日 4-16-00011 富山県 畜産 株式会社あるぺん村
令和5年3月16日 4-16-00012 富山県 耕種 農事組合法人安川営農組合
令和5年3月20日 4-16-00013 富山県 耕種 杉原　宏治
令和5年4月28日 4-16-00014 富山県 耕種 有限会社さくさく村
令和3年11月6日 4-17-00001 石川県 畜産 株式会社ナカヤマエッグ
令和4年1月6日 4-17-00002 石川県 畜産 農事組合法人千里浜養鶏組合
令和4年2月22日 4-17-00003 石川県 耕種 有限会社三吉商店
令和4年3月7日 4-17-00004 石川県 耕種 株式会社AGLEADFARM
令和4年8月9日 4-17-00005 石川県 耕種 本田　雅弘
令和4年8月9日 4-17-00006 石川県 耕種 有限会社黒澤農場
令和5年3月27日 4-17-00007 石川県 畜産 有限会社中京産業
令和3年8月29日 4-18-00001 福井県 耕種 建石　正治
令和3年12月17日 4-18-00002 福井県 耕種 株式会社福井和郷
令和4年5月31日 4-18-00003 福井県 耕種 株式会社農園たや
令和4年7月20日 4-18-00004 福井県 畜産 川端　伸造
令和4年11月30日 4-18-00005 福井県 耕種 藤　善一
令和4年12月22日 4-18-00006 福井県 耕種 大西　智之
令和5年3月20日 4-18-00007 福井県 耕種 農事組合法人三国バイオ農場
令和5年3月20日 4-18-00008 福井県 耕種 株式会社みなと
令和元年11月13日 5-21-00001 岐阜県 畜産 株式会社ロッセ農場
令和元年12月18日 5-21-00002 岐阜県 耕種 合資会社大黒屋農園
令和2年1月15日 5-21-00003 岐阜県 畜産 有限会社大前ファーム
令和2年2月20日 5-21-00004 岐阜県 耕種 有限会社和良農産
令和2年2月20日 5-21-00005 岐阜県 耕種 株式会社ハルカインターナショナル
令和2年12月18日 5-21-00006 岐阜県 耕種 わかば農園株式会社
令和3年1月12日 5-21-00008 岐阜県 耕種 有限会社新月バラ園
令和3年2月8日 5-21-00009 岐阜県 耕種 株式会社飛騨六郎兵衛商事
令和3年3月22日 5-21-00010 岐阜県 畜産 株式会社山本養鶏孵化場
令和3年4月12日 5-21-00011 岐阜県 耕種 株式会社横井モールド
令和3年4月12日 5-21-00012 岐阜県 畜産 日本レイヤー株式会社
令和3年6月21日 5-21-00013 岐阜県 耕種 井上　岳洋
令和3年9月21日 5-21-00014 岐阜県 耕種 有限会社ひるがのラファノス
令和3年11月9日 5-21-00015 岐阜県 耕種 有限会社マルミヤコーポレーション
令和4年2月8日 5-21-00016 岐阜県 耕種 長瀬　豊和
令和4年2月8日 5-21-00017 岐阜県 耕種 洞口　隆
令和4年2月15日 5-21-00018 岐阜県 耕種 有限会社中谷農園
令和4年3月15日 5-21-00019 岐阜県 耕種 アスナ株式会社
令和4年3月23日 5-21-00020 岐阜県 耕種 有限会社菱川農場
令和4年3月28日 5-21-00021 岐阜県 畜産 株式会社ＳＵＮＲＩＳＥ ＣＡＴＴＬＥ ＦＡＲＭ
令和4年4月21日 5-21-00022 岐阜県 畜産 株式会社美和ふ卵場
令和4年4月28日 5-21-00023 岐阜県 畜産 臼井　節雄
令和4年4月28日 5-21-00024 岐阜県 耕種 株式会社わかば
令和4年5月12日 5-21-00025 岐阜県 畜産 株式会社ガニサービス
令和4年6月1日 5-21-00026 岐阜県 畜産 森島　広好
令和4年6月7日 5-21-00027 岐阜県 耕種 中部アグリ株式会社
令和4年7月21日 5-21-00028 岐阜県 畜産 株式会社ダイシンエッグ
令和4年7月28日 5-21-00029 岐阜県 耕種 有限会社サンコフ
令和4年8月4日 5-21-00030 岐阜県 耕種 中谷　賢栄
令和4年9月22日 5-21-00031 岐阜県 耕種 野村　昌史
令和4年11月4日 5-21-00033 岐阜県 耕種 有限会社加藤農園
令和5年1月11日 5-21-00034 岐阜県 耕種 有限会社サポートいび
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令和5年2月15日 5-21-00035 岐阜県 耕種 砂田　公道
令和5年2月15日 5-21-00036 岐阜県 耕種 株式会社Ｌｉｅｎ　ｄｕ　ｃｏｅｕｒ
令和5年3月28日 5-21-00037 岐阜県 耕種 花卉流通卸　上野花園　上野利博
令和5年4月26日 5-21-00038 岐阜県 耕種 株式会社アルプス農場
令和元年10月3日 5-23-00001 愛知県 耕種 渡邊　保政
令和元年10月11日 5-23-00002 愛知県 耕種 田中　通裕
令和元年10月25日 5-23-00003 愛知県 耕種 大村　俊郎
令和元年12月4日 5-23-00004 愛知県 耕種 西山　直司
令和2年1月15日 5-23-00005 愛知県 耕種 鈴木　正一
令和2年2月6日 5-23-00006 愛知県 耕種 有限会社高田農園
令和2年2月14日 5-23-00007 愛知県 畜産 株式会社平和タケトヨ牧場
令和2年3月19日 5-23-00008 愛知県 耕種 伊藤　利信
令和2年3月27日 5-23-00009 愛知県 耕種 株式会社前紋
令和2年3月27日 5-23-00010 愛知県 耕種 斉藤　浩二
令和2年3月27日 5-23-00011 愛知県 耕種 金田　安博
令和2年3月27日 5-23-00012 愛知県 耕種 片山　光生
令和2年3月27日 5-23-00013 愛知県 耕種 河合　吉久
令和2年3月27日 5-23-00014 愛知県 耕種 山中　光弘
令和2年4月3日 5-23-00015 愛知県 耕種 村田　貴宣
令和2年4月3日 5-23-00016 愛知県 耕種・畜産 スタッフ・パートナーズ株式会社 派遣
令和2年4月16日 5-23-00017 愛知県 畜産 有限会社ヤマゴ畜産
令和2年5月7日 5-23-00018 愛知県 耕種 株式会社藤井農園
令和2年5月21日 5-23-00019 愛知県 畜産 渡辺　俊則
令和2年6月3日 5-23-00020 愛知県 耕種 鳥居　俊二
令和2年6月11日 5-23-00021 愛知県 畜産 小久保畜産有限会社
令和2年7月1日 5-23-00022 愛知県 耕種 株式会社山三レンコン
令和2年7月15日 5-23-00023 愛知県 畜産 株式会社クレスト
令和2年8月5日 5-23-00024 愛知県 耕種 小川　敏雄
令和2年8月26日 5-23-00025 愛知県 耕種 白井　康晴
令和2年9月30日 5-23-00026 愛知県 耕種 平野　国一
令和2年10月7日 5-23-00027 愛知県 耕種 小久保　岳視
令和2年10月15日 5-23-00028 愛知県 耕種 榊原　伸泰
令和2年10月23日 5-23-00029 愛知県 耕種 榎島　弘光
令和2年10月28日 5-23-00030 愛知県 耕種 高橋　忠道
令和2年11月9日 5-23-00031 愛知県 耕種 石井　孝史
令和2年11月9日 5-23-00032 愛知県 耕種 上田　幹示
令和2年11月9日 5-23-00033 愛知県 畜産 千賀　榮次
令和2年11月9日 5-23-00034 愛知県 耕種 大協青果株式会社
令和2年11月19日 5-23-00035 愛知県 耕種 川口　幸也
令和2年11月19日 5-23-00036 愛知県 耕種 松田　篤
令和2年11月30日 5-23-00037 愛知県 耕種 伊藤　榮一
令和2年12月15日 5-23-00038 愛知県 耕種 中神　良典
令和2年12月18日 5-23-00039 愛知県 耕種 間瀬　佳孝
令和3年1月19日 5-23-00040 愛知県 畜産 有限会社平和牧場
令和3年1月19日 5-23-00041 愛知県 耕種 竹内　誠敏
令和3年1月19日 5-23-00042 愛知県 耕種 鈴木農産株式会社
令和3年2月1日 5-23-00043 愛知県 畜産 株式会社つくで高原農場
令和3年2月1日 5-23-00044 愛知県 畜産 有限会社大東牧場
令和3年2月8日 5-23-00045 愛知県 耕種 若見　佳成
令和3年2月8日 5-23-00046 愛知県 耕種 浅岡　裕二
令和3年2月15日 5-23-00047 愛知県 耕種 株式会社中甲
令和3年2月22日 5-23-00048 愛知県 畜産 有限会社高橋養鶏
令和3年2月22日 5-23-00049 愛知県 畜産 有限会社鈴木牧場
令和3年3月2日 5-23-00050 愛知県 耕種 高橋　重貴
令和3年3月2日 5-23-00051 愛知県 耕種 児玉　学
令和3年3月2日 5-23-00052 愛知県 耕種 株式会社ナフト
令和3年3月2日 5-23-00053 愛知県 耕種 有限会社アグリサポート
令和3年3月29日 5-23-00055 愛知県 耕種 株式会社山田農園
令和3年4月5日 5-23-00056 愛知県 耕種 宮瀬　公二
令和3年4月5日 5-23-00057 愛知県 耕種 渥美　誠
令和3年4月5日 5-23-00058 愛知県 耕種 伊藤　雄一
令和3年4月5日 5-23-00059 愛知県 耕種 中野　眞宏
令和3年4月5日 5-23-00060 愛知県 耕種 藤田　昭夫
令和3年4月5日 5-23-00061 愛知県 耕種 有限会社石井ファーム
令和3年4月12日 5-23-00062 愛知県 耕種 青木　繁久
令和3年4月27日 5-23-00063 愛知県 耕種 株式会社耕地
令和3年4月27日 5-23-00064 愛知県 耕種 尾崎　文彦
令和3年5月19日 5-23-00065 愛知県 耕種 伊藤　正明
令和3年5月19日 5-23-00066 愛知県 耕種 宇佐美　広充
令和3年5月19日 5-23-00067 愛知県 畜産 有限会社渡辺牧場
令和3年5月19日 5-23-00068 愛知県 耕種 山田　義廣
令和3年5月26日 5-23-00069 愛知県 耕種 中村　昌敏
令和3年5月26日 5-23-00070 愛知県 耕種 河合　俊幸
令和3年5月26日 5-23-00071 愛知県 耕種 石井　義明
令和3年5月26日 5-23-00072 愛知県 耕種 石川　易
令和3年5月26日 5-23-00073 愛知県 耕種 浅野　博正
令和3年5月26日 5-23-00074 愛知県 耕種 小久保　芳弘
令和3年5月26日 5-23-00075 愛知県 耕種 川口　弘展
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令和3年6月2日 5-23-00077 愛知県 耕種 中村　英之
令和3年6月16日 5-23-00078 愛知県 耕種 九平株式会社
令和3年6月16日 5-23-00079 愛知県 畜産 株式会社河合牧場
令和3年6月21日 5-23-00080 愛知県 耕種 河邉　春江
令和3年7月19日 5-23-00082 愛知県 耕種 渡會　正人
令和3年7月19日 5-23-00083 愛知県 耕種 鈴木　宗子
令和3年7月19日 5-23-00085 愛知県 畜産 株式会社赤羽根PVファーム
令和3年7月19日 5-23-00086 愛知県 耕種 石井　茂行
令和3年8月2日 5-23-00087 愛知県 耕種 小川　政行
令和3年8月10日 5-23-00088 愛知県 畜産 株式会社半田ファーム
令和3年8月10日 5-23-00089 愛知県 耕種 大久保　幸穂
令和3年8月10日 5-23-00090 愛知県 耕種 株式会社豊楽園
令和3年8月16日 5-23-00091 愛知県 耕種 鷲尾　稔
令和3年8月23日 5-23-00092 愛知県 耕種 下村　堅二
令和3年8月23日 5-23-00093 愛知県 耕種 小川　直樹
令和3年8月23日 5-23-00094 愛知県 畜産 藤井　啓一
令和3年8月23日 5-23-00095 愛知県 畜産 木村　睦美
令和3年9月6日 5-23-00096 愛知県 耕種 田中　美米子
令和3年9月6日 5-23-00097 愛知県 耕種 牧野　成樹
令和3年9月6日 5-23-00098 愛知県 耕種 清水　一美
令和3年9月13日 5-23-00099 愛知県 耕種 渡邉　竜次
令和3年9月13日 5-23-00100 愛知県 耕種 河合　憲一
令和3年9月13日 5-23-00101 愛知県 畜産 小芦　裕之
令和3年9月21日 5-23-00102 愛知県 畜産 自然フーズ株式会社
令和3年9月21日 5-23-00103 愛知県 耕種 渡會　浩
令和3年9月27日 5-23-00104 愛知県 耕種 榊原　友己
令和3年9月27日 5-23-00105 愛知県 耕種 株式会社マーコ
令和3年9月27日 5-23-00106 愛知県 耕種 井川　六蔵
令和3年10月5日 5-23-00107 愛知県 耕種 大谷　吉弘
令和3年10月5日 5-23-00108 愛知県 畜産 渡辺　規之
令和3年10月5日 5-23-00109 愛知県 耕種 天野　浄
令和3年10月5日 5-23-00110 愛知県 耕種 まるき農園合同会社
令和3年10月11日 5-23-00111 愛知県 畜産 有限会社都築牧場
令和3年10月18日 5-23-00113 愛知県 耕種 河合　巨樹
令和3年10月18日 5-23-00114 愛知県 耕種 間瀬　和幸
令和3年10月25日 5-23-00115 愛知県 耕種 石本　匡身
令和3年10月25日 5-23-00116 愛知県 耕種 山口　貴裕
令和3年11月1日 5-23-00117 愛知県 耕種 株式会社フラーゴラ
令和3年11月1日 5-23-00118 愛知県 耕種 清田　年一
令和3年11月1日 5-23-00119 愛知県 耕種 伊藤　仁志
令和3年11月9日 5-23-00120 愛知県 耕種 鈴木　敏之
令和3年11月9日 5-23-00121 愛知県 耕種 高橋　講治
令和3年11月9日 5-23-00122 愛知県 畜産 河辺　敬一
令和3年11月15日 5-23-00123 愛知県 耕種 白井　力
令和3年11月15日 5-23-00124 愛知県 畜産 有限会社冨田養鶏場
令和3年11月30日 5-23-00125 愛知県 耕種 株式会社フレッシュ・オガケン
令和3年11月30日 5-23-00126 愛知県 耕種 三竹　淳一
令和3年11月30日 5-23-00127 愛知県 耕種 牛田　豊文
令和3年11月30日 5-23-00128 愛知県 耕種 岡田　勝次
令和3年11月30日 5-23-00129 愛知県 耕種 牧野　正明
令和3年11月30日 5-23-00130 愛知県 耕種 森下　澄江
令和3年12月6日 5-23-00131 愛知県 耕種 山本　邦彦
令和3年12月6日 5-23-00132 愛知県 耕種 河合　優輔
令和3年12月13日 5-23-00133 愛知県 耕種 河合　雅之助
令和3年12月13日 5-23-00134 愛知県 耕種 鈴木　正徳
令和3年12月13日 5-23-00135 愛知県 耕種 株式会社セントレア農園
令和3年12月20日 5-23-00136 愛知県 耕種 三浦　智也
令和3年12月20日 5-23-00137 愛知県 畜産 有限会社市川ピッグズ
令和3年12月20日 5-23-00138 愛知県 耕種 高橋　弘
令和4年1月5日 5-23-00139 愛知県 畜産 彦坂　武孜
令和4年1月5日 5-23-00140 愛知県 耕種 石原　利光
令和4年1月5日 5-23-00141 愛知県 耕種 宮下　昌伸
令和4年1月5日 5-23-00142 愛知県 耕種 杉原　芳幸
令和4年1月5日 5-23-00143 愛知県 耕種 石井　邦広
令和4年1月5日 5-23-00144 愛知県 耕種 河合　和彦
令和4年1月6日 5-23-00145 愛知県 耕種 イノチオみらい株式会社
令和4年1月6日 5-23-00146 愛知県 耕種 アグリパーク南陽株式会社
令和4年1月11日 5-23-00147 愛知県 耕種 小久保　とみ子
令和4年1月11日 5-23-00148 愛知県 耕種 中嶋　克仁
令和4年1月17日 5-23-00149 愛知県 耕種 小柳津　隆
令和4年1月17日 5-23-00150 愛知県 畜産 冨田畜産株式会社
令和4年1月24日 5-23-00151 愛知県 畜産 有限会社知多エッグ
令和4年1月24日 5-23-00152 愛知県 畜産 有限会社アツミファーム
令和4年1月24日 5-23-00153 愛知県 畜産 株式会社南設ファーム
令和4年2月1日 5-23-00154 愛知県 耕種 冨永農園合同会社
令和4年2月1日 5-23-00155 愛知県 耕種 浦野　行正
令和4年2月1日 5-23-00156 愛知県 耕種・畜産 高津　政彦
令和4年2月8日 5-23-00157 愛知県 畜産 有限会社吉田畜産
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令和4年2月8日 5-23-00158 愛知県 耕種 株式会社田中農園
令和4年2月8日 5-23-00159 愛知県 耕種 大久保　忠洋
令和4年2月8日 5-23-00160 愛知県 耕種 鳥山　和義
令和4年2月8日 5-23-00161 愛知県 耕種 鈴木　秀親
令和4年2月15日 5-23-00162 愛知県 耕種 株式会社蒲郡オレンジパーク
令和4年2月15日 5-23-00163 愛知県 耕種 村上　広貴
令和4年2月15日 5-23-00164 愛知県 畜産 サンエッグファーム株式会社
令和4年2月22日 5-23-00165 愛知県 畜産 近藤　芳行
令和4年2月22日 5-23-00166 愛知県 畜産 渡辺　益功
令和4年2月22日 5-23-00167 愛知県 耕種 農事組合法人アツミシーサイドフローラル
令和4年3月1日 5-23-00168 愛知県 耕種 鳥居　良寛
令和4年3月9日 5-23-00169 愛知県 耕種 杉浦　豊
令和4年3月9日 5-23-00170 愛知県 耕種 杉江　重信
令和4年3月9日 5-23-00171 愛知県 耕種 株式会社水谷グルッポ
令和4年3月9日 5-23-00172 愛知県 耕種 浅岡　芳弘
令和4年3月9日 5-23-00173 愛知県 耕種 株式会社アグリワシオ
令和4年3月15日 5-23-00174 愛知県 耕種 株式会社安藤組
令和4年3月15日 5-23-00175 愛知県 耕種 伊藤　絢香
令和4年3月15日 5-23-00176 愛知県 畜産 有限会社中島牧場
令和4年3月15日 5-23-00177 愛知県 耕種 有限会社こだわり農場鈴木
令和4年3月23日 5-23-00178 愛知県 耕種 株式会社ワークマネジメント 派遣
令和4年3月23日 5-23-00179 愛知県 耕種 森　晶博
令和4年3月28日 5-23-00180 愛知県 畜産 鈴木　忍
令和4年4月8日 5-23-00181 愛知県 耕種 有限会社中村温室
令和4年4月8日 5-23-00182 愛知県 耕種 富永　諭司
令和4年4月8日 5-23-00183 愛知県 耕種 有限会社岩瀬ばら園
令和4年4月8日 5-23-00184 愛知県 耕種 有限会社三洋園芸
令和4年4月8日 5-23-00185 愛知県 耕種 農業組合法人レインボー
令和4年4月8日 5-23-00186 愛知県 耕種 手島　正治
令和4年4月8日 5-23-00187 愛知県 耕種 齋藤　翔太
令和4年4月8日 5-23-00189 愛知県 耕種 近藤　達哉
令和4年4月13日 5-23-00190 愛知県 耕種 河合　宗竹
令和4年4月13日 5-23-00191 愛知県 耕種 小林　孝浩
令和4年4月13日 5-23-00192 愛知県 耕種 中田　昌数
令和4年4月21日 5-23-00193 愛知県 耕種 富永　達巳
令和4年4月21日 5-23-00194 愛知県 耕種 小林　晃
令和4年4月21日 5-23-00195 愛知県 畜産 戸田ファーム株式会社
令和4年4月21日 5-23-00196 愛知県 耕種 鈴木　良徳
令和4年4月28日 5-23-00197 愛知県 耕種 小林　一元
令和4年5月12日 5-23-00198 愛知県 耕種 神田園芸有限会社
令和4年5月12日 5-23-00199 愛知県 耕種 粕谷　幸洋
令和4年5月12日 5-23-00200 愛知県 耕種 大羽　吉幸
令和4年5月12日 5-23-00201 愛知県 耕種 花井　勝正
令和4年5月12日 5-23-00202 愛知県 耕種 中島　芳松
令和4年5月12日 5-23-00203 愛知県 耕種 千賀　清文
令和4年5月12日 5-23-00204 愛知県 耕種 深田　章
令和4年5月12日 5-23-00205 愛知県 畜産 株式会社ナガイタマゴ
令和4年5月12日 5-23-00206 愛知県 耕種 株式会社めぐりとまと
令和4年5月17日 5-23-00207 愛知県 耕種 小久保　毅
令和4年5月25日 5-23-00208 愛知県 耕種 齋藤　靖人
令和4年5月25日 5-23-00209 愛知県 耕種 小久保　清
令和4年5月25日 5-23-00210 愛知県 耕種 川合　幸嗣
令和4年5月25日 5-23-00211 愛知県 耕種 横地　幸夫
令和4年5月25日 5-23-00212 愛知県 畜産 有限会社エル・ファーム・サカキバラ
令和4年5月25日 5-23-00213 愛知県 耕種 豊橋温室園芸農業協同組合
令和4年6月1日 5-23-00214 愛知県 耕種 片山　悦司
令和4年6月1日 5-23-00215 愛知県 耕種 藤原　周平
令和4年6月1日 5-23-00216 愛知県 耕種 伊藤　潤
令和4年6月1日 5-23-00217 愛知県 耕種 小川　君江
令和4年6月1日 5-23-00218 愛知県 耕種 林　和久
令和4年6月7日 5-23-00219 愛知県 畜産 有限会社前原兄弟畜産
令和4年6月14日 5-23-00220 愛知県 耕種 株式会社中神種苗店
令和4年6月14日 5-23-00221 愛知県 耕種 藤井　信之
令和4年6月14日 5-23-00222 愛知県 畜産 有限会社鈴八商店
令和4年6月14日 5-23-00223 愛知県 畜産 鈴木　秀成
令和4年6月14日 5-23-00224 愛知県 耕種 前川　克彦
令和4年6月14日 5-23-00225 愛知県 耕種 石黒　正康
令和4年6月21日 5-23-00226 愛知県 耕種 有限会社カクキ
令和4年6月21日 5-23-00227 愛知県 耕種 鈴木　光義
令和4年6月28日 5-23-00228 愛知県 耕種 河合　俊樹
令和4年6月28日 5-23-00229 愛知県 耕種 佐藤　将大
令和4年6月28日 5-23-00230 愛知県 耕種 大林　保夫
令和4年7月6日 5-23-00231 愛知県 耕種 鈴木　照人
令和4年7月12日 5-23-00232 愛知県 畜産 渡辺　久夫
令和4年7月12日 5-23-00233 愛知県 耕種 花井　弘
令和4年7月21日 5-23-00234 愛知県 耕種 杉山　欣也
令和4年7月21日 5-23-00235 愛知県 耕種 井口　平
令和4年7月21日 5-23-00236 愛知県 耕種 廣田　良二
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令和4年7月21日 5-23-00237 愛知県 耕種 田中　一宣
令和4年7月21日 5-23-00238 愛知県 耕種 川口　直也
令和4年7月21日 5-23-00239 愛知県 耕種 渡辺　百合子
令和4年7月21日 5-23-00240 愛知県 耕種 山浦　健二
令和4年7月21日 5-23-00241 愛知県 耕種 有限会社ベジハウス小川
令和4年7月21日 5-23-00242 愛知県 耕種 有限会社皿井園芸
令和4年7月21日 5-23-00243 愛知県 耕種 渡會　政美
令和4年7月28日 5-23-00244 愛知県 畜産 夏目　禮次郎
令和4年7月28日 5-23-00245 愛知県 畜産 大澤　文孝
令和4年7月28日 5-23-00246 愛知県 耕種 杉江　志信
令和4年7月28日 5-23-00247 愛知県 耕種 田中　さわみ
令和4年8月4日 5-23-00248 愛知県 畜産 有限会社小笠原牧場
令和4年8月4日 5-23-00249 愛知県 耕種 株式会社伊藤農園
令和4年8月9日 5-23-00250 愛知県 畜産 神谷　具佑
令和4年8月9日 5-23-00251 愛知県 耕種 田中　正規
令和4年8月9日 5-23-00252 愛知県 耕種 熊谷　隆
令和4年8月9日 5-23-00253 愛知県 耕種 小川　栄太郎
令和4年8月9日 5-23-00254 愛知県 畜産 鈴木　昌宏
令和4年8月9日 5-23-00255 愛知県 畜産 花井　洋一
令和4年8月9日 5-23-00256 愛知県 耕種 有限会社伊藤園芸
令和4年8月23日 5-23-00257 愛知県 耕種 ＵＮＩＯＮＦＡＲＭ株式会社
令和4年8月23日 5-23-00258 愛知県 耕種 塩田　剛
令和4年8月31日 5-23-00259 愛知県 畜産 樅山　賢一
令和4年8月31日 5-23-00260 愛知県 耕種 寺田　栄治
令和4年8月31日 5-23-00261 愛知県 耕種 齋藤　良哲
令和4年8月31日 5-23-00262 愛知県 耕種 玉越　俊佑
令和4年8月31日 5-23-00263 愛知県 耕種 大久保　義雄
令和4年8月31日 5-23-00264 愛知県 耕種 高木　克二
令和4年8月31日 5-23-00265 愛知県 耕種 小久保　貴啓
令和4年8月31日 5-23-00266 愛知県 耕種 有限会社ジャパンフラワードリーム
令和4年9月7日 5-23-00267 愛知県 畜産 一宮市浮野養鶏株式会社
令和4年9月7日 5-23-00268 愛知県 耕種 原　淳一郎
令和4年9月7日 5-23-00269 愛知県 畜産 有限会社一英企業
令和4年9月7日 5-23-00270 愛知県 耕種 田替　博昭
令和4年9月13日 5-23-00271 愛知県 耕種 小久保　藤子
令和4年9月13日 5-23-00272 愛知県 耕種 河合　安司
令和4年9月13日 5-23-00273 愛知県 耕種 松浦　隆文
令和4年9月22日 5-23-00274 愛知県 畜産 伊藤　立
令和4年9月22日 5-23-00275 愛知県 耕種 河合　洋典
令和4年9月22日 5-23-00276 愛知県 畜産 伊奈　雅人
令和4年9月29日 5-23-00277 愛知県 耕種 伊藤　康弘
令和4年9月29日 5-23-00278 愛知県 耕種 株式会社エム・ティ
令和4年10月5日 5-23-00279 愛知県 耕種 岡本　孝義
令和4年10月5日 5-23-00280 愛知県 耕種 杉原　亮治
令和4年10月5日 5-23-00281 愛知県 耕種 齋藤　明洋
令和4年10月5日 5-23-00282 愛知県 耕種 岸上　明
令和4年10月5日 5-23-00283 愛知県 耕種 鈴木　仁
令和4年10月5日 5-23-00284 愛知県 畜産 三遠丸ト販売株式会社
令和4年10月5日 5-23-00285 愛知県 畜産 河合　安弘
令和4年10月5日 5-23-00286 愛知県 耕種 植原　宏泰
令和4年10月20日 5-23-00287 愛知県 畜産 芳山　誠
令和4年10月20日 5-23-00288 愛知県 耕種 高橋　晴夫
令和4年10月26日 5-23-00289 愛知県 耕種 渡邊　康宏
令和4年10月26日 5-23-00290 愛知県 耕種 有限会社白良園
令和4年11月4日 5-23-00291 愛知県 畜産 株式会社瓜生
令和4年11月4日 5-23-00292 愛知県 耕種 上村　一郎
令和4年11月4日 5-23-00293 愛知県 耕種 株式会社フードフォース
令和4年11月4日 5-23-00294 愛知県 耕種 大羽　和茂
令和4年11月7日 5-23-00295 愛知県 耕種 渡會　晃敏
令和4年11月10日 5-23-00296 愛知県 耕種 加藤　尚男
令和4年11月10日 5-23-00297 愛知県 耕種 河合　昭次
令和4年11月10日 5-23-00298 愛知県 耕種 酒井　康宏
令和4年11月10日 5-23-00299 愛知県 耕種 鈴木　昌則
令和4年11月10日 5-23-00300 愛知県 耕種 浜田　昇
令和4年11月10日 5-23-00301 愛知県 耕種 杉江　正通
令和4年11月10日 5-23-00302 愛知県 耕種 杉浦　英人
令和4年11月22日 5-23-00303 愛知県 耕種 山田　弘明
令和4年11月30日 5-23-00304 愛知県 耕種 株式会社Ｒａｕ　Ｖｉｅｔ　ＭＩＫＡＷＡ
令和4年11月30日 5-23-00305 愛知県 耕種 鈴木　稔郎
令和4年12月6日 5-23-00306 愛知県 耕種 小川　直臣
令和4年12月6日 5-23-00307 愛知県 耕種 福禄園（小林久記）
令和4年12月6日 5-23-00308 愛知県 畜産 株式会社いさむ・ポーク
令和4年12月14日 5-23-00309 愛知県 耕種 石井　明久
令和4年12月14日 5-23-00310 愛知県 耕種 杉原　敏元
令和4年12月14日 5-23-00311 愛知県 耕種 石橋　宏樹
令和4年12月14日 5-23-00312 愛知県 耕種 夏目　孝美
令和4年12月14日 5-23-00313 愛知県 耕種 田原ファーム株式会社
令和4年12月14日 5-23-00314 愛知県 耕種 前田　昌義
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令和4年12月14日 5-23-00315 愛知県 耕種 山田　知也
令和4年12月20日 5-23-00316 愛知県 耕種 株式会社河竹建設
令和4年12月26日 5-23-00317 愛知県 耕種 株式会社河建
令和4年12月26日 5-23-00318 愛知県 耕種 有限会社やさい畑
令和4年12月26日 5-23-00319 愛知県 耕種 大久保　克彦
令和5年1月6日 5-23-00320 愛知県 耕種 株式会社ミマスファーム
令和5年1月6日 5-23-00321 愛知県 畜産 伊藤　立
令和5年1月17日 5-23-00322 愛知県 耕種 清水　勝哉
令和5年1月24日 5-23-00323 愛知県 耕種 有限会社加藤グリーンサプライ
令和5年2月1日 5-23-00324 愛知県 耕種 藤原　成和
令和5年2月1日 5-23-00325 愛知県 耕種 渡邊　孝典
令和5年2月1日 5-23-00326 愛知県 耕種 有限会社小野田園芸
令和5年2月15日 5-23-00327 愛知県 耕種 青木　久典
令和5年2月21日 5-23-00328 愛知県 耕種 松井　則和
令和5年2月21日 5-23-00329 愛知県 耕種 合同会社ＡｉｓａｉＦａｒｍ
令和5年2月21日 5-23-00330 愛知県 耕種 渡辺　直弥
令和5年3月2日 5-23-00331 愛知県 耕種 浦野　直樹
令和5年3月2日 5-23-00332 愛知県 耕種 沖田オーキッド有限会社
令和5年3月6日 5-23-00333 愛知県 耕種 宮本　喜弘
令和5年3月6日 5-23-00334 愛知県 耕種 株式会社ヒロセイ
令和5年3月15日 5-23-00335 愛知県 耕種 杉江　力
令和5年3月23日 5-23-00336 愛知県 耕種 株式会社はならぼ
令和5年3月23日 5-23-00337 愛知県 耕種 トヨタネ株式会社
令和5年3月23日 5-23-00338 愛知県 畜産 有限会社下村畜産
令和5年3月28日 5-23-00339 愛知県 耕種 清田　敏宏
令和5年3月28日 5-23-00340 愛知県 耕種 杉浦　孝児
令和5年4月7日 5-23-00341 愛知県 耕種 村上　三郎
令和5年4月7日 5-23-00342 愛知県 畜産 株式会社奥三河チキンファーム
令和5年4月7日 5-23-00343 愛知県 畜産 鈴木　重好
令和5年4月13日 5-23-00344 愛知県 耕種 小久保　毅
令和5年4月13日 5-23-00345 愛知県 畜産 有限会社渡邉エンタープライズ
令和5年4月21日 5-23-00346 愛知県 耕種 中川　比佐人
令和5年4月21日 5-23-00347 愛知県 耕種 中村　利彦
令和5年4月21日 5-23-00348 愛知県 耕種 河合　成宣
令和5年4月21日 5-23-00349 愛知県 耕種 株式会社シーサイドファーム
令和5年4月26日 5-23-00350 愛知県 耕種 渡辺　宏修
令和5年4月26日 5-23-00351 愛知県 畜産 ＩＴＯＵ牧場株式会社
令和5年4月26日 5-23-00352 愛知県 耕種 株式会社キャラック
令和5年4月26日 5-23-00353 愛知県 耕種 鈴木　伸治
令和5年4月26日 5-23-00354 愛知県 耕種 片山　幹治
令和5年4月26日 5-23-00355 愛知県 耕種 鈴木　浩二
令和5年4月26日 5-23-00356 愛知県 耕種 長木　伸之
令和5年4月26日 5-23-00357 愛知県 耕種 株式会社平造園芸
令和5年4月26日 5-23-00358 愛知県 耕種 河合　芳広
令和5年4月26日 5-23-00359 愛知県 耕種 有限会社井沢園芸
令和5年4月26日 5-23-00360 愛知県 耕種 鈴木　貴晴
令和元年10月8日 5-24-00001 三重県 畜産 森谷　育郎
令和2年3月27日 5-24-00002 三重県 耕種 農事組合法人すいざわ茶生産組合
令和2年7月22日 5-24-00003 三重県 畜産 株式会社大里畜産
令和2年8月12日 5-24-00004 三重県 耕種 株式会社Ｄ．Ｋ．アグリ三重
令和2年11月12日 5-24-00005 三重県 耕種 株式会社ダイム
令和3年1月12日 5-24-00006 三重県 耕種 浅井　優
令和3年1月12日 5-24-00007 三重県 畜産 有限会社伊勢農場
令和3年1月19日 5-24-00008 三重県 畜産 有限会社東洋テクノファーム
令和3年1月19日 5-24-00009 三重県 畜産 農事組合法人ファクター
令和3年1月25日 5-24-00010 三重県 耕種 有限会社かきみ
令和3年1月25日 5-24-00011 三重県 畜産 株式会社前川農場
令和3年2月22日 5-24-00012 三重県 耕種 有限会社お伊勢さん
令和3年3月22日 5-24-00013 三重県 畜産 高木　善康
令和3年3月29日 5-24-00014 三重県 畜産 株式会社伊藤養鶏
令和3年8月2日 5-24-00015 三重県 耕種 有限会社イケダグリーン
令和3年8月2日 5-24-00016 三重県 耕種 湯淺　利春
令和3年10月25日 5-24-00017 三重県 畜産 濵口　裕行
令和3年10月25日 5-24-00018 三重県 畜産 大西　弘人
令和3年10月25日 5-24-00019 三重県 耕種 株式会社陽光園
令和3年10月25日 5-24-00020 三重県 耕種 株式会社きのこ鈴鹿
令和3年11月1日 5-24-00021 三重県 畜産 庄司　定己
令和3年11月24日 5-24-00022 三重県 畜産 株式会社三重加藤牧場
令和3年11月30日 5-24-00023 三重県 耕種 有限会社四季和フーズ
令和3年11月30日 5-24-00024 三重県 畜産 有限会社大西畜産
令和3年12月6日 5-24-00025 三重県 耕種 有限会社こうちく男爵
令和4年1月11日 5-24-00026 三重県 耕種 有限会社亀井園芸
令和4年1月17日 5-24-00027 三重県 耕種 中島農園株式会社
令和4年1月24日 5-24-00028 三重県 耕種・畜産 川崎　哲夫
令和4年2月1日 5-24-00029 三重県 畜産 あのつ牧場株式会社
令和4年2月1日 5-24-00030 三重県 耕種 杉村　昌信
令和4年2月22日 5-24-00031 三重県 耕種 有限会社萩村製茶
令和4年2月22日 5-24-00032 三重県 耕種 有限会社湯浅義生園
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令和4年3月1日 5-24-00033 三重県 耕種 廣森　絹代
令和4年3月1日 5-24-00034 三重県 畜産 株式会社谷崎牧場
令和4年3月9日 5-24-00035 三重県 耕種 株式会社寿園
令和4年4月8日 5-24-00036 三重県 畜産 伊賀産業株式会社
令和4年4月21日 5-24-00037 三重県 耕種 有限会社アグリベース辻
令和4年4月28日 5-24-00038 三重県 畜産 加藤　正浩
令和4年4月28日 5-24-00039 三重県 畜産 伊藤　洋
令和4年4月28日 5-24-00040 三重県 耕種 株式会社フローラ
令和4年5月12日 5-24-00041 三重県 耕種 株式会社ビードライブ
令和4年6月1日 5-24-00042 三重県 畜産 株式会社櫻井畜産ビジネスサポート
令和4年6月1日 5-24-00043 三重県 畜産 源口　次廣
令和4年6月1日 5-24-00044 三重県 耕種 株式会社三重きのこ園
令和4年6月1日 5-24-00045 三重県 畜産 株式会社ＴＫ・ＦＡＲＭ
令和4年6月14日 5-24-00046 三重県 耕種 福廣　博敏
令和4年7月6日 5-24-00047 三重県 耕種 伊藤　久寿
令和4年9月7日 5-24-00048 三重県 耕種 有限会社まる仁製茶
令和4年9月22日 5-24-00049 三重県 畜産 近藤　貞和
令和4年9月22日 5-24-00050 三重県 耕種 フロンティア株式会社
令和4年9月29日 5-24-00051 三重県 耕種 中野　博之
令和4年10月5日 5-24-00052 三重県 耕種 株式会社古御門ライス
令和4年11月4日 5-24-00053 三重県 耕種・畜産 ヤマギシズム生活豊里実顕地農事組合法人
令和4年11月4日 5-24-00054 三重県 畜産 ヤマギシズム春日農事組合法人
令和4年11月10日 5-24-00055 三重県 耕種 株式会社夢
令和4年11月30日 5-24-00056 三重県 畜産 有限会社垣善ファームス
令和4年12月14日 5-24-00057 三重県 畜産 株式会社尾崎畜産御浜ファーム
令和5年1月10日 5-24-00058 三重県 畜産 奥田ゴールドファーム株式会社
令和5年3月2日 5-24-00059 三重県 耕種 コサカグリーン株式会社
令和5年3月2日 5-24-00060 三重県 耕種 川北　守恭
令和5年4月13日 5-24-00061 三重県 耕種 株式会社小林農産
令和元年11月5日 6-25-00001 滋賀県 耕種 國枝　武夫
令和2年1月21日 6-25-00002 滋賀県 畜産 有限会社宝牧場
令和2年4月27日 6-25-00003 滋賀県 畜産 株式会社メアリーファーム
令和2年6月24日 6-25-00004 滋賀県 耕種 株式会社青友農産
令和2年9月30日 6-25-00005 滋賀県 耕種 株式会社横江ファーム
令和2年12月4日 6-25-00006 滋賀県 耕種 株式会社河西いちご園
令和3年7月29日 6-25-00007 滋賀県 耕種 株式会社きたなかふぁーむ
令和3年9月27日 6-25-00008 滋賀県 耕種 株式会社みやもと農園
令和3年12月6日 6-25-00009 滋賀県 耕種 クニエダ株式会社
令和4年2月1日 6-25-00010 滋賀県 畜産 株式会社ウッドベル鈴木牧場
令和4年6月27日 6-25-00011 滋賀県 耕種 株式会社メリーデイズ
令和2年9月9日 6-26-00001 京都府 畜産 農事組合法人京都養鶏生産組合
令和2年11月24日 6-26-00002 京都府 耕種 株式会社Ｓｅａｓｏｎ
令和3年1月13日 6-26-00003 京都府 耕種 こと京都株式会社
令和3年6月4日 6-26-00005 京都府 耕種 高橋　鵬飛
令和3年8月2日 6-26-00006 京都府 耕種 小嶋　信彌
令和3年9月9日 6-26-00007 京都府 畜産 有限会社みずほファーム
令和3年10月11日 6-26-00008 京都府 耕種・畜産 株式会社京都協同管理 派遣
令和4年1月4日 6-26-00009 京都府 耕種 株式会社美山農園
令和4年1月12日 6-26-00010 京都府 耕種 株式会社村田農園
令和4年1月12日 6-26-00011 京都府 耕種 株式会社秋田農園
令和4年2月1日 6-26-00012 京都府 耕種 ロックファーム京都株式会社
令和4年2月1日 6-26-00013 京都府 耕種 瑞穂農林株式会社
令和4年3月23日 6-26-00014 京都府 耕種 株式会社ＫａｗａｕＦａｒｍｓ
令和4年4月19日 6-26-00015 京都府 耕種 こと京野菜株式会社
令和4年6月2日 6-26-00016 京都府 耕種 株式会社マイファーム
令和4年6月13日 6-26-00017 京都府 耕種 株式会社京都知七
令和4年6月20日 6-26-00018 京都府 耕種 吉川　和孝
令和4年6月20日 6-26-00019 京都府 耕種 株式会社あぐり翔之屋
令和4年6月20日 6-26-00020 京都府 耕種 とらこ株式会社
令和4年7月11日 6-26-00021 京都府 耕種 株式会社西陣屋
令和4年8月9日 6-26-00023 京都府 耕種 グローアンドグロー株式会社
令和4年10月4日 6-26-00026 京都府 耕種 株式会社荒木飼料店
令和4年10月17日 6-26-00027 京都府 耕種 西村　義行
令和4年10月24日 6-26-00028 京都府 耕種 有限会社山下商店
令和4年11月22日 6-26-00029 京都府 耕種 佐野　富彦
令和5年2月14日 6-26-00030 京都府 畜産 株式会社ヤマモト
令和5年3月28日 6-26-00031 京都府 耕種 株式会社畑耕農園
令和5年4月18日 6-26-00032 京都府 耕種 シーズファーム株式会社
令和2年2月14日 6-27-00002 大阪府 畜産 有限会社関紀産業
令和2年4月16日 6-27-00003 大阪府 耕種 株式会社グリーンファースト
令和2年8月26日 6-27-00004 大阪府 耕種 株式会社ｆａｉｔｈ
令和2年12月11日 6-27-00005 大阪府 耕種 株式会社Ｄ．Ｋ．国際アグリ
令和3年3月9日 6-27-00006 大阪府 耕種 有限会社以和貴園
令和3年3月9日 6-27-00007 大阪府 耕種 中筋　秀樹
令和3年3月15日 6-27-00008 大阪府 耕種 乾　勝秀
令和3年3月29日 6-27-00009 大阪府 耕種 株式会社桃次郎ファーム
令和3年6月1日 6-27-00010 大阪府 耕種 株式会社アドバンス
令和3年9月21日 6-27-00011 大阪府 耕種 藤田　善富
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令和3年10月25日 6-27-00012 大阪府 耕種 イーアクシスプロデュース株式会社
令和4年2月1日 6-27-00013 大阪府 耕種 株式会社吉村解体
令和4年3月1日 6-27-00014 大阪府 耕種 三宝化学工業株式会社
令和4年5月17日 6-27-00015 大阪府 耕種 株式会社農業生産法人永徳園
令和4年7月26日 6-27-00016 大阪府 畜産 岡山フードサービス株式会社
令和4年8月2日 6-27-00017 大阪府 耕種 株式会社イノウエ
令和4年9月6日 6-27-00018 大阪府 畜産 藤井　幸夫
令和4年9月21日 6-27-00019 大阪府 畜産 やまさん阪本商店株式会社
令和4年10月4日 6-27-00020 大阪府 畜産 有限会社なかむら農園
令和4年11月8日 6-27-00021 大阪府 畜産 林　幸信
令和4年11月8日 6-27-00022 大阪府 畜産 阪井　竜一
令和4年12月12日 6-27-00023 大阪府 耕種 株式会社中野農園
令和5年1月17日 6-27-00024 大阪府 耕種 善三きのこ山農園株式会社
令和5年2月6日 6-27-00025 大阪府 耕種 特定非営利活動法人街かど福祉
令和5年3月6日 6-27-00026 大阪府 耕種 株式会社花一春園
令和5年3月13日 6-27-00027 大阪府 耕種 乾　裕佳
令和5年3月28日 6-27-00028 大阪府 耕種 辻　晃司
令和2年3月27日 6-28-00001 兵庫県 畜産 株式会社長谷川
令和2年4月3日 6-28-00002 兵庫県 畜産 株式会社関西ポートリー
令和2年5月21日 6-28-00003 兵庫県 耕種 株式会社池上農場
令和2年7月8日 6-28-00004 兵庫県 耕種 アイ・エス・フーズ株式会社
令和2年7月15日 6-28-00005 兵庫県 耕種 沼田　重幸
令和2年8月5日 6-28-00006 兵庫県 耕種 株式会社ジェイエイファーム六甲
令和2年10月28日 6-28-00007 兵庫県 耕種 株式会社佑宜
令和2年11月30日 6-28-00008 兵庫県 耕種 株式会社前川青果
令和2年11月30日 6-28-00009 兵庫県 耕種 株式会社Ｋ．ファーム
令和2年12月11日 6-28-00010 兵庫県 耕種 株式会社シブヤファーム
令和2年12月18日 6-28-00011 兵庫県 畜産 正木　秀和
令和3年2月9日 6-28-00012 兵庫県 耕種 有限会社川辺商事
令和3年3月9日 6-28-00013 兵庫県 耕種 株式会社エコファーム
令和3年4月27日 6-28-00014 兵庫県 耕種 株式会社今井ファーム
令和3年5月10日 6-28-00015 兵庫県 畜産 有限会社レイ
令和3年5月25日 6-28-00016 兵庫県 耕種 株式会社ＭＴＴ　Ｊａｐａｎ 派遣
令和3年6月1日 6-28-00017 兵庫県 耕種 奥田　圭祐
令和3年6月8日 6-28-00018 兵庫県 耕種 深山農園株式会社
令和3年6月8日 6-28-00019 兵庫県 耕種 有限会社新家青果
令和3年6月29日 6-28-00020 兵庫県 耕種 有限会社三田青果
令和3年6月29日 6-28-00021 兵庫県 耕種 株式会社エイシン
令和3年6月29日 6-28-00022 兵庫県 耕種 湯原　健一
令和3年7月6日 6-28-00023 兵庫県 耕種 川野　啓太
令和3年7月13日 6-28-00024 兵庫県 畜産 株式会社デイリーエッグ
令和3年7月13日 6-28-00025 兵庫県 耕種 株式会社淡路の島菜園
令和3年7月13日 6-28-00026 兵庫県 耕種 株式会社兵庫ネクストファーム
令和3年8月2日 6-28-00027 兵庫県 畜産 株式会社ウリュウ
令和3年8月2日 6-28-00028 兵庫県 耕種 足立　秀之
令和3年8月10日 6-28-00029 兵庫県 耕種 堀部　剛
令和3年8月10日 6-28-00030 兵庫県 耕種 片山　浩一
令和3年9月21日 6-28-00031 兵庫県 耕種 有限会社三野青果
令和3年9月21日 6-28-00032 兵庫県 耕種 高川　元太郎
令和3年11月1日 6-28-00033 兵庫県 耕種 河西青果株式会社
令和3年11月24日 6-28-00034 兵庫県 畜産 株式会社松田養鶏場
令和3年12月22日 6-28-00035 兵庫県 耕種 有限会社東中青果
令和3年12月22日 6-28-00036 兵庫県 耕種 窪田　貴
令和4年2月8日 6-28-00037 兵庫県 畜産 有限会社冨士ファーム
令和4年3月8日 6-28-00038 兵庫県 耕種 株式会社ｎａｔｕｒａｌ　ｆａｒｍ　ＤＥＡＩ
令和4年3月15日 6-28-00039 兵庫県 耕種 株式会善太
令和4年3月29日 6-28-00040 兵庫県 耕種 丹波リーフ株式会社
令和4年4月12日 6-28-00042 兵庫県 耕種 アサヒ食品工業株式会社
令和4年4月19日 6-28-00043 兵庫県 耕種 別所冷蔵株式会社
令和4年4月19日 6-28-00044 兵庫県 耕種 永樂　多則
令和4年5月10日 6-28-00045 兵庫県 耕種 南　重幸
令和4年5月17日 6-28-00046 兵庫県 耕種 株式会社ＮＵＶＯＣＯ
令和4年5月23日 6-28-00047 兵庫県 耕種 あいファーム株式会社
令和4年6月13日 6-28-00048 兵庫県 耕種 高見　博昭
令和4年6月20日 6-28-00049 兵庫県 耕種 株式会社大地農園
令和4年6月27日 6-28-00050 兵庫県 耕種 森田　英之
令和4年7月20日 6-28-00051 兵庫県 耕種 栗原　英俊
令和4年8月9日 6-28-00052 兵庫県 耕種 株式会社淡路フィール
令和4年8月9日 6-28-00053 兵庫県 耕種 淡路協同物産株式会社
令和4年8月15日 6-28-00054 兵庫県 畜産 藤本畜産株式会社
令和4年8月15日 6-28-00055 兵庫県 畜産 神戸畜産株式会社
令和4年9月12日 6-28-00056 兵庫県 耕種 藤井　宏宜
令和4年9月27日 6-28-00057 兵庫県 耕種 株式会社広瀬青果
令和4年10月11日 6-28-00058 兵庫県 畜産 木戸　卓仁
令和4年10月24日 6-28-00059 兵庫県 耕種 株式会社あわじ営商
令和4年11月1日 6-28-00060 兵庫県 耕種 株式会社インターテック
令和4年11月22日 6-28-00061 兵庫県 耕種 竹原物産株式会社
令和4年12月5日 6-28-00062 兵庫県 耕種 株式会社小瀬外装工業
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令和4年12月12日 6-28-00063 兵庫県 耕種 堤　直也
令和4年12月12日 6-28-00064 兵庫県 畜産 株式会社嶋本食品
令和5年1月4日 6-28-00065 兵庫県 畜産 たんば高原牧場株式会社
令和5年2月14日 6-28-00066 兵庫県 耕種 塩浜　孝
令和5年2月20日 6-28-00067 兵庫県 耕種 有限会社文化農場
令和5年2月27日 6-28-00068 兵庫県 畜産 藤井　繁
令和5年3月6日 6-28-00069 兵庫県 耕種 株式会社淡路ふるさと産業
令和5年3月13日 6-28-00070 兵庫県 耕種 有限会社夢前夢工房
令和5年3月20日 6-28-00071 兵庫県 耕種 山形　愛樹
令和5年3月20日 6-28-00072 兵庫県 耕種 七瀧　眞智子
令和5年3月20日 6-28-00073 兵庫県 耕種 合同会社近江田楽
令和5年3月28日 6-28-00074 兵庫県 耕種 椿本　聡
令和5年3月28日 6-28-00075 兵庫県 耕種 株式会社ビッグウエスト
令和5年4月12日 6-28-00076 兵庫県 耕種 アグリラボヤマジ株式会社
令和5年4月18日 6-28-00077 兵庫県 耕種 百姓市場株式会社
令和5年4月18日 6-28-00078 兵庫県 耕種 株式会社ペンギン村
令和5年4月24日 6-28-00079 兵庫県 耕種 株式会社福助ファーム
令和2年11月16日 6-29-00001 奈良県 耕種 株式会社パンドラファームグループ
令和3年6月1日 6-29-00002 奈良県 耕種 増田農業株式会社
令和3年10月11日 6-29-00003 奈良県 畜産 有限会社ヒグチファーム
令和4年2月8日 6-29-00004 奈良県 畜産 株式会社山脇牧場
令和4年5月24日 6-29-00005 奈良県 畜産 森田　博次
令和4年6月13日 6-29-00006 奈良県 耕種 有限会社奥田園芸
令和4年7月5日 6-29-00007 奈良県 畜産 有限会社Ｊ１・タケダファーム
令和4年8月2日 6-29-00008 奈良県 耕種 吉川　弘孝
令和5年1月31日 6-29-00009 奈良県 畜産 芳野畜産有限会社
令和5年3月13日 6-29-00010 奈良県 畜産 株式会社雅ｃｈｉｃｋｆａｒｍ
令和5年4月18日 6-29-00011 奈良県 耕種 株式会社よしき園芸
令和2年2月6日 6-30-00001 和歌山県 耕種 有限会社小池園芸
令和2年5月7日 6-30-00002 和歌山県 耕種 芝　崇洋
令和2年12月4日 6-30-00003 和歌山県 耕種 有限会社マル瀧
令和3年8月2日 6-30-00004 和歌山県 耕種 株式会社紀乃屋
令和3年9月13日 6-30-00005 和歌山県 耕種 株式会社井内屋種苗園
令和3年9月21日 6-30-00006 和歌山県 耕種 八津谷　幸紀
令和3年12月6日 6-30-00007 和歌山県 耕種 串本椎茸株式会社
令和3年12月22日 6-30-00008 和歌山県 耕種 株式会社ふみこ農園
令和4年3月1日 6-30-00009 和歌山県 耕種 玉井　仁
令和4年3月8日 6-30-00010 和歌山県 耕種 浦　詞郎
令和4年5月26日 6-30-00011 和歌山県 耕種 芝本　貴史
令和4年7月20日 6-30-00012 和歌山県 耕種 株式会社鈴梅
令和4年11月1日 6-30-00013 和歌山県 耕種 松本　三郎
令和4年12月19日 6-30-00014 和歌山県 畜産 株式会社サンフレックス
令和4年12月19日 6-30-00015 和歌山県 耕種 株式会社かつらぎ産業
令和4年12月19日 6-30-00016 和歌山県 耕種 株式会社紀州本庄うめよし
令和4年12月19日 6-30-00017 和歌山県 耕種 紀州農業協同組合
令和4年12月27日 6-30-00018 和歌山県 耕種 森上　浩一
令和5年1月10日 6-30-00019 和歌山県 耕種 津村　恵子
令和5年2月6日 6-30-00020 和歌山県 耕種 有限会社龍神自然食品センター
令和5年2月27日 6-30-00021 和歌山県 耕種 村上　一夫
令和5年2月27日 6-30-00022 和歌山県 耕種 株式会社紀州ほそ川
令和5年3月6日 6-30-00023 和歌山県 耕種 西村　吉史
令和5年3月6日 6-30-00024 和歌山県 耕種 株式会社紀州フーズ大谷
令和5年3月20日 6-30-00025 和歌山県 耕種 株式会社千且青果
令和5年3月28日 6-30-00026 和歌山県 耕種 真砂　昭
令和5年3月28日 6-30-00027 和歌山県 耕種 株式会社恋野マッシュルーム
令和5年4月3日 6-30-00028 和歌山県 耕種 株式会社宮好
令和5年4月12日 6-30-00029 和歌山県 耕種 株式会社ふるーつふぁーむわかやま
令和5年4月18日 6-30-00030 和歌山県 耕種 合同会社福壱
令和5年4月18日 6-30-00031 和歌山県 畜産 農事組合法人瀧本畜産
令和5年4月18日 6-30-00032 和歌山県 耕種 コロナ農業生産株式会社
令和3年8月16日 7-31-00001 鳥取県 耕種 株式会社大上農園
令和4年2月14日 7-31-00002 鳥取県 畜産 ファロスファーム株式会社
令和4年6月28日 7-31-00003 鳥取県 耕種 杉山　信一郎
令和4年12月12日 7-31-00004 鳥取県 耕種 カンダシード株式会社
令和5年3月22日 7-31-00005 鳥取県 耕種 當別當　英治
令和5年4月4日 7-31-00006 鳥取県 耕種 株式会社杉山林業アグリ
令和2年8月5日 7-32-00001 島根県 畜産 株式会社メイプル牧場
令和3年1月28日 7-32-00002 島根県 畜産 有限会社邑智ピッグファーム
令和3年3月15日 7-32-00003 島根県 畜産 株式会社大田原農場
令和3年7月27日 7-32-00004 島根県 畜産 原　直樹
令和3年8月10日 7-32-00005 島根県 畜産 坂根　繁樹
令和3年8月10日 7-32-00006 島根県 畜産 農事組合法人吉浦牧場
令和3年9月6日 7-32-00007 島根県 畜産 有限会社中山農場
令和3年11月30日 7-32-00008 島根県 畜産 有限会社ユール・ニッセ牧場
令和4年1月25日 7-32-00009 島根県 畜産 株式会社カワヨコーポレーション
令和4年1月31日 7-32-00010 島根県 畜産 株式会社浜田メイプル牧場
令和4年3月8日 7-32-00011 島根県 耕種 株式会社イ農ベルみだみ
令和4年5月16日 7-32-00012 島根県 畜産 株式会社大久保養鶏農場
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令和4年6月6日 7-32-00013 島根県 畜産 株式会社小林牧場
令和4年8月16日 7-32-00014 島根県 耕種 上田コールド株式会社
令和4年10月17日 7-32-00015 島根県 耕種 なかつ国株式会社
令和4年12月6日 7-32-00016 島根県 畜産 有限会社旭養鶏舎
令和4年12月27日 7-32-00017 島根県 耕種 菊次　篤志
令和5年1月17日 7-32-00018 島根県 畜産 株式会社来島牧場
令和2年3月19日 7-33-00001 岡山県 耕種 株式会社サラ
令和3年2月2日 7-33-00002 岡山県 耕種・畜産 株式会社グロップ 派遣
令和3年2月25日 7-33-00003 岡山県 畜産 坂本産業株式会社
令和3年6月8日 7-33-00004 岡山県 耕種 株式会社みどり屋
令和3年8月16日 7-33-00005 岡山県 耕種 有限会社備南農産
令和3年8月23日 7-33-00006 岡山県 畜産 安原産業株式会社
令和3年9月27日 7-33-00007 岡山県 耕種 クラカアグリ株式会社
令和3年10月4日 7-33-00008 岡山県 畜産 有限会社山中牧場
令和4年1月31日 7-33-00009 岡山県 耕種 西山　敬介
令和4年1月31日 7-33-00010 岡山県 耕種 有限会社エム・ピー・エフやなはら
令和4年2月16日 7-33-00011 岡山県 耕種 有限会社マッシュマン福渡
令和4年3月1日 7-33-00012 岡山県 耕種 株式会社洲崎園芸
令和4年4月26日 7-33-00013 岡山県 畜産 株式会社オーストリッチファーム湯原
令和4年4月26日 7-33-00014 岡山県 畜産 有限会社美咲ファーム
令和4年5月10日 7-33-00015 岡山県 耕種 有原　久利
令和4年6月28日 7-33-00016 岡山県 畜産 高田　知英
令和4年7月5日 7-33-00017 岡山県 畜産 内海　佳和
令和4年7月12日 7-33-00018 岡山県 畜産 株式会社福田種鶏場
令和4年7月26日 7-33-00019 岡山県 畜産 株式会社竹信牧場
令和4年8月2日 7-33-00020 岡山県 耕種 農業法人株式会社Ｄ＆Ｔファーム
令和4年9月6日 7-33-00021 岡山県 耕種 有限会社濱農産
令和4年9月21日 7-33-00022 岡山県 畜産 株式会社Ｍ．Ｅ．Ｆ．
令和4年10月17日 7-33-00023 岡山県 耕種 アット・ファーム・倉敷（株）
令和4年11月14日 7-33-00024 岡山県 耕種 株式会社作州営農
令和4年12月20日 7-33-00025 岡山県 耕種 日本有機株式会社
令和5年1月5日 7-33-00026 岡山県 畜産 有限会社希望園
令和5年2月27日 7-33-00027 岡山県 耕種 高橋農産株式会社
令和5年2月27日 7-33-00028 岡山県 畜産 瀬戸内メープルファーム株式会社
令和5年2月27日 7-33-00029 岡山県 畜産 大黒天ファーム笠岡株式会社
令和5年3月14日 7-33-00030 岡山県 耕種 合同会社辻葡萄園
令和5年4月18日 7-33-00031 岡山県 耕種 ほこしま農業開発株式会社
令和元年10月16日 7-34-00001 広島県 耕種 株式会社スミヨシ
令和2年10月15日 7-34-00003 広島県 畜産 株式会社マルサン
令和2年12月25日 7-34-00004 広島県 耕種 農事組合法人世羅幸水農園
令和3年1月14日 7-34-00005 広島県 耕種 株式会社出来商店
令和3年1月20日 7-34-00006 広島県 耕種 有限会社中島商店
令和3年1月28日 7-34-00007 広島県 耕種 若井　克司
令和3年3月31日 7-34-00008 広島県 耕種 有限会社みつぎ農園
令和3年4月6日 7-34-00009 広島県 畜産 株式会社東城ポートリー
令和3年4月14日 7-34-00010 広島県 耕種 株式会社金澤源
令和3年4月14日 7-34-00011 広島県 耕種 みよし高原牧場株式会社
令和3年4月23日 7-34-00012 広島県 耕種 沖美ベジタ有限会社
令和3年6月29日 7-34-00013 広島県 畜産 有限会社千代田ファーム
令和3年7月5日 7-34-00014 広島県 耕種 多木　陽平
令和3年7月5日 7-34-00015 広島県 耕種 横田　弘平
令和3年7月19日 7-34-00016 広島県 畜産 株式会社広島牧場
令和3年7月27日 7-34-00017 広島県 耕種 株式会社中川農園
令和3年7月27日 7-34-00018 広島県 畜産 有限会社ダイノーエッグ
令和3年8月2日 7-34-00019 広島県 耕種 茨木　宏士
令和3年8月23日 7-34-00020 広島県 畜産 有限会社みのり牧場
令和3年9月1日 7-34-00021 広島県 耕種 マルチンスデオリベイラハモン
令和3年11月1日 7-34-00022 広島県 畜産 有限会社津口ファーム
令和3年12月6日 7-34-00023 広島県 耕種 村上　力
令和3年12月6日 7-34-00024 広島県 耕種 東洋ファーム株式会社
令和3年12月13日 7-34-00025 広島県 耕種 株式会社アイゼンアグリ
令和3年12月21日 7-34-00026 広島県 耕種 ベジスタイル株式会社
令和4年1月11日 7-34-00027 広島県 耕種 有限会社ナッパーランドハマタニ
令和4年1月17日 7-34-00028 広島県 畜産 有限会社久井ポートリー
令和4年1月31日 7-34-00029 広島県 耕種 大隅　樹里
令和4年3月1日 7-34-00030 広島県 耕種 有限会社森崎農園
令和4年3月8日 7-34-00031 広島県 耕種 株式会社中原ファーム
令和4年5月16日 7-34-00032 広島県 耕種 株式会社森岡農園
令和4年5月23日 7-34-00033 広島県 耕種 株式会社フルーツセンター文田
令和4年6月1日 7-34-00034 広島県 耕種 こだま試験農場株式会社
令和4年6月29日 7-34-00035 広島県 耕種 亀田農園株式会社
令和4年7月20日 7-34-00036 広島県 畜産 有限会社グリーンファーム
令和4年7月26日 7-34-00037 広島県 畜産 株式会社パルエッグセンター
令和4年8月8日 7-34-00038 広島県 畜産 有限会社ゆう食品
令和4年8月16日 7-34-00039 広島県 畜産 有限会社津口ファーム
令和4年8月16日 7-34-00040 広島県 耕種 株式会社斎藤商店
令和4年8月31日 7-34-00041 広島県 耕種 寺岡有機醸造株式会社
令和4年9月6日 7-34-00042 広島県 畜産 株式会社広島ポーク
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令和4年9月21日 7-34-00043 広島県 耕種 株式会社勝梅園
令和4年9月26日 7-34-00044 広島県 耕種 株式会社ジョージア園芸
令和4年11月22日 7-34-00045 広島県 耕種 有限会社エフエー
令和4年12月6日 7-34-00046 広島県 畜産 広島たまご株式会社
令和4年12月6日 7-34-00047 広島県 耕種 ＮＧＵＹＥＮ　ＶＩＥＴ　ＰＨＵＯＮＧ
令和4年12月13日 7-34-00048 広島県 耕種 世羅菜園株式会社
令和4年12月27日 7-34-00049 広島県 耕種 長畠　弘典
令和4年12月27日 7-34-00050 広島県 耕種 株式会社マリモホールディングス
令和5年1月23日 7-34-00051 広島県 畜産 農事組合法人萩原ハイランドファーム
令和5年3月6日 7-34-00052 広島県 耕種 株式会社ダイサン
令和5年3月14日 7-34-00053 広島県 耕種 梶谷　譲
令和5年3月28日 7-34-00054 広島県 耕種・畜産 野村　文博
令和5年3月28日 7-34-00055 広島県 耕種 新谷　慎一
令和5年4月4日 7-34-00056 広島県 耕種 有限会社山本農園
令和5年4月4日 7-34-00057 広島県 畜産 株式会社なかやま牧場
令和2年3月19日 7-35-00001 山口県 畜産 合同会社岩本畜産
令和2年4月21日 7-35-00002 山口県 耕種 有限会社グリーンハウス
令和2年5月7日 7-35-00003 山口県 耕種 株式会社花の海
令和3年2月10日 7-35-00004 山口県 耕種 株式会社サンアロー
令和3年2月10日 7-35-00005 山口県 畜産 有限会社三原ファーム
令和3年11月16日 7-35-00006 山口県 畜産 株式会社出雲ファーム
令和4年2月7日 7-35-00007 山口県 耕種 有限会社アグリセゾン
令和4年4月18日 7-35-00008 山口県 耕種 ピーエスピー株式会社
令和4年8月16日 7-35-00009 山口県 畜産 株式会社長州牧場
令和4年9月26日 7-35-00010 山口県 畜産 深川養鶏農業協同組合
令和4年11月22日 7-35-00011 山口県 畜産 有限会社中山養鶏場
令和5年3月15日 7-35-00012 山口県 耕種 豊北抹茶園株式会社
令和5年3月22日 7-35-00013 山口県 畜産 有限会社岩国ファーム
令和2年1月15日 7-36-00001 徳島県 耕種 梶浦農園株式会社
令和2年2月20日 7-36-00002 徳島県 畜産 株式会社アイ杉原
令和2年3月10日 7-36-00003 徳島県 耕種 坂本　英司
令和2年5月14日 7-36-00004 徳島県 畜産 有限会社かねひ農事
令和2年5月21日 7-36-00005 徳島県 耕種 大幸食品株式会社
令和2年5月28日 7-36-00006 徳島県 耕種 有限会社島本農園
令和2年7月8日 7-36-00007 徳島県 畜産 有限会社原牧場
令和2年8月5日 7-36-00008 徳島県 耕種 南阿波農園株式会社
令和2年10月7日 7-36-00009 徳島県 耕種 アイ・エス・フーズ徳島株式会社
令和2年10月19日 7-36-00010 徳島県 耕種 有限会社大地コーポレーション
令和2年11月30日 7-36-00011 徳島県 耕種 安村　元成
令和2年11月30日 7-36-00012 徳島県 耕種 株式会社ニッキーファーム
令和2年12月25日 7-36-00013 徳島県 耕種 株式会社吉岡ファーム
令和3年1月14日 7-36-00014 徳島県 耕種 株式会社みなみ
令和3年1月20日 7-36-00015 徳島県 畜産 有限会社石井養豚センター
令和3年2月10日 7-36-00016 徳島県 畜産 高瀬　敏
令和3年2月10日 7-36-00017 徳島県 畜産 有限会社阿波キャトル
令和3年3月24日 7-36-00018 徳島県 耕種 株式会社フルーツガーデンやまがた
令和3年3月31日 7-36-00019 徳島県 耕種 ヴェリタス株式会社
令和3年4月14日 7-36-00020 徳島県 耕種 逢坂　弘樹
令和3年4月19日 7-36-00021 徳島県 畜産 原田　正隆
令和3年5月21日 7-36-00022 徳島県 耕種 有限会社大寺
令和3年5月21日 7-36-00023 徳島県 耕種 有限会社竹内園芸
令和3年5月21日 7-36-00024 徳島県 耕種 安藝　市郎
令和3年6月2日 7-36-00025 徳島県 耕種 田中　政一
令和3年6月8日 7-36-00026 徳島県 耕種 株式会社うだつバイオファーム
令和3年6月16日 7-36-00027 徳島県 耕種 岡田　光司
令和3年6月16日 7-36-00028 徳島県 耕種 山本　富男
令和3年6月29日 7-36-00029 徳島県 耕種 株式会社実花園
令和3年6月29日 7-36-00030 徳島県 畜産 農事組合法人シュバイン
令和3年6月29日 7-36-00031 徳島県 耕種 有限会社住友フーズ
令和3年6月29日 7-36-00032 徳島県 耕種 有限会社細川農園
令和3年6月29日 7-36-00033 徳島県 耕種 那須　加代子
令和3年6月29日 7-36-00034 徳島県 耕種 林　正史
令和3年7月12日 7-36-00035 徳島県 耕種 加集　将史
令和3年8月2日 7-36-00036 徳島県 耕種 上野　浩史
令和3年8月2日 7-36-00037 徳島県 耕種 株式会社浜田農園
令和3年8月2日 7-36-00038 徳島県 耕種 株式会社山下農園
令和3年8月2日 7-36-00039 徳島県 畜産 株式会社光明
令和3年9月6日 7-36-00040 徳島県 耕種 株式会社徳苗
令和3年9月6日 7-36-00041 徳島県 耕種 有限会社ミカモフレテック
令和3年9月6日 7-36-00042 徳島県 耕種 松岡　庄司
令和3年9月6日 7-36-00043 徳島県 耕種 仲須　之法
令和3年9月6日 7-36-00044 徳島県 耕種 笹川　博文
令和3年9月6日 7-36-00045 徳島県 耕種 長尾　佳昭
令和3年9月14日 7-36-00046 徳島県 耕種 有限会社竹島農園
令和3年9月27日 7-36-00048 徳島県 耕種 大島　信作
令和3年9月27日 7-36-00049 徳島県 耕種 齋藤　彰
令和3年10月18日 7-36-00050 徳島県 耕種 近藤　章一
令和3年11月16日 7-36-00051 徳島県 畜産 農事組合法人シュバイン
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令和3年11月24日 7-36-00052 徳島県 耕種 犬伏ファーム合同会社
令和3年11月24日 7-36-00053 徳島県 畜産 有限会社出口種鶏場
令和3年11月30日 7-36-00054 徳島県 耕種 有限会社カネアカファーム
令和3年12月6日 7-36-00055 徳島県 耕種 有限会社ふぁむ
令和3年12月6日 7-36-00056 徳島県 耕種 株式会社みやび
令和3年12月21日 7-36-00057 徳島県 耕種 株式会社熊谷ファーム
令和4年1月11日 7-36-00058 徳島県 耕種 竹中　豊
令和4年1月25日 7-36-00059 徳島県 耕種 株式会社Ｋ・ファーム
令和4年1月31日 7-36-00060 徳島県 耕種 堀江　将太
令和4年1月31日 7-36-00061 徳島県 耕種 佐藤　清巳
令和4年1月31日 7-36-00062 徳島県 耕種 株式会社愛菜ファーム
令和4年2月7日 7-36-00063 徳島県 耕種 新井　啓司
令和4年2月21日 7-36-00064 徳島県 耕種 株式会社徳島さわやかファーム
令和4年3月28日 7-36-00066 徳島県 耕種 農事組合法人櫛渕椎茸組合
令和4年4月18日 7-36-00067 徳島県 畜産 有限会社ＮＯＵＤＡ
令和4年4月18日 7-36-00068 徳島県 畜産 有限会社穂積産業
令和4年4月26日 7-36-00069 徳島県 耕種 中野　公夫
令和4年5月16日 7-36-00070 徳島県 耕種 北野青果有限会社
令和4年5月23日 7-36-00071 徳島県 耕種 長濱　希
令和4年6月1日 7-36-00072 徳島県 耕種 有限会社マルハファーム
令和4年6月1日 7-36-00073 徳島県 耕種 有限会社ジャパンマッシュ
令和4年6月1日 7-36-00074 徳島県 耕種 こうのとり農産合同会社
令和4年6月6日 7-36-00075 徳島県 耕種 有限会社多家良培菌
令和4年6月6日 7-36-00076 徳島県 耕種 加藤　木子
令和4年6月6日 7-36-00077 徳島県 畜産 岸　小三郎
令和4年6月13日 7-36-00078 徳島県 耕種 佐藤　寿子
令和4年6月20日 7-36-00079 徳島県 畜産 有限会社大森
令和4年6月20日 7-36-00080 徳島県 耕種 谷木　恒夫
令和4年7月12日 7-36-00081 徳島県 耕種 近藤　幸一
令和4年7月20日 7-36-00082 徳島県 耕種 有限会社きのこの里
令和4年7月26日 7-36-00083 徳島県 耕種 有限会社上野苗物
令和4年7月26日 7-36-00084 徳島県 耕種 有限会社樫山農園
令和4年8月8日 7-36-00085 徳島県 耕種 近藤　昭
令和4年8月23日 7-36-00086 徳島県 耕種 田崎　崇代
令和4年8月31日 7-36-00087 徳島県 耕種 渡邊　功
令和4年9月13日 7-36-00088 徳島県 耕種 長谷川　陽介
令和4年9月13日 7-36-00089 徳島県 耕種 園木　義大
令和4年9月13日 7-36-00090 徳島県 耕種 武知　明
令和4年9月13日 7-36-00091 徳島県 耕種 森本　治幸
令和4年9月13日 7-36-00092 徳島県 耕種 髙橋　秀人
令和4年9月13日 7-36-00093 徳島県 耕種 株式会社マルナガ青果
令和4年9月21日 7-36-00094 徳島県 耕種 堀江　直正
令和4年9月21日 7-36-00095 徳島県 耕種 有限会社赤竹
令和4年9月21日 7-36-00096 徳島県 耕種 農事組合法人櫛渕きのこ
令和4年9月21日 7-36-00097 徳島県 耕種 有限会社宮本農園
令和4年9月21日 7-36-00098 徳島県 耕種 協同組合マッシュ櫛渕
令和4年9月21日 7-36-00099 徳島県 耕種 有限会社山田農園
令和4年9月21日 7-36-00100 徳島県 耕種 株式会社ファームアシスト
令和4年9月26日 7-36-00101 徳島県 耕種 有限会社柴生農園
令和4年10月4日 7-36-00102 徳島県 耕種 仁木　徳子
令和4年10月4日 7-36-00103 徳島県 耕種 川真田食品有限会社
令和4年10月4日 7-36-00104 徳島県 耕種 有限会社ヤマキ佐野商店
令和4年10月11日 7-36-00105 徳島県 耕種 浦川　和昌
令和4年10月17日 7-36-00106 徳島県 耕種 辰巳屋食品株式会社
令和4年10月17日 7-36-00107 徳島県 耕種 株式会社原田農園
令和4年10月17日 7-36-00108 徳島県 耕種 山本漬物食品有限会社
令和4年10月17日 7-36-00109 徳島県 耕種 株式会社カネイファーム
令和4年10月24日 7-36-00110 徳島県 耕種 辻　秀樹
令和4年11月8日 7-36-00111 徳島県 耕種 北野　康師
令和4年11月14日 7-36-00112 徳島県 耕種 石舟　孝志
令和4年11月29日 7-36-00113 徳島県 畜産 有限会社丸正
令和4年11月29日 7-36-00114 徳島県 耕種 農業生産法人有限会社ＮＡＳ
令和4年11月29日 7-36-00115 徳島県 畜産 岸化学産業合同会社
令和4年12月9日 7-36-00116 徳島県 耕種 岸田　和也
令和4年12月20日 7-36-00117 徳島県 耕種 有限会社ミートセンターのべ
令和4年12月27日 7-36-00118 徳島県 耕種 渡邊　勇希
令和5年1月17日 7-36-00119 徳島県 耕種 十川　昭夫
令和5年1月17日 7-36-00120 徳島県 耕種 株式会社野本農園
令和5年1月31日 7-36-00121 徳島県 耕種 木村　拓司
令和5年1月31日 7-36-00122 徳島県 耕種 大塚きのこファーム株式会社
令和5年1月31日 7-36-00123 徳島県 耕種 株式会社リバーファーム
令和5年2月7日 7-36-00124 徳島県 耕種 株式会社横手農園
令和5年2月14日 7-36-00125 徳島県 耕種 合同会社ＮｅｗＢＥ
令和5年2月27日 7-36-00126 徳島県 耕種 松山　浩
令和5年3月22日 7-36-00127 徳島県 耕種 廣岡　重章
令和5年3月22日 7-36-00128 徳島県 耕種 斎藤　敦司
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令和5年3月22日 7-36-00129 徳島県 耕種 株式会社鳴門アスリートフーズ
令和5年3月28日 7-36-00130 徳島県 耕種 朝田　三郎
令和5年3月28日 7-36-00131 徳島県 畜産 有限会社大坪
令和5年4月4日 7-36-00132 徳島県 耕種 株式会社四宮農園
令和5年4月12日 7-36-00133 徳島県 耕種 新野木材株式会社
令和5年4月24日 7-36-00134 徳島県 畜産 株式会社大幸
令和元年11月5日 7-37-00001 香川県 耕種 株式会社三豊エコファーム
令和元年11月13日 7-37-00002 香川県 耕種 株式会社Ｈ．Ａ．Ｓ．Ｅ．
令和元年11月13日 7-37-00003 香川県 耕種 長谷川　謙二
令和元年12月26日 7-37-00004 香川県 畜産 有限会社四国あぐり
令和2年1月31日 7-37-00005 香川県 耕種 株式会社まっ赤なトマト工房
令和2年1月31日 7-37-00006 香川県 畜産 有限会社鎌田牧場
令和2年1月31日 7-37-00007 香川県 耕種 有限会社ラ・フレーズ
令和2年3月4日 7-37-00008 香川県 耕種 三谷　將支
令和2年3月4日 7-37-00009 香川県 耕種 奈尾　浩史
令和2年3月4日 7-37-00010 香川県 畜産 株式会社カワフジ
令和2年4月3日 7-37-00011 香川県 畜産 株式会社森孵卵場
令和2年4月3日 7-37-00012 香川県 耕種 近藤　善和
令和2年8月12日 7-37-00013 香川県 耕種 有限会社香川農園
令和2年8月12日 7-37-00014 香川県 耕種 株式会社香良
令和2年8月12日 7-37-00015 香川県 耕種 株式会社猪熊農園
令和2年8月12日 7-37-00016 香川県 畜産 有限会社金江養鶏場
令和2年8月19日 7-37-00017 香川県 耕種 株式会社讃久農園
令和2年9月2日 7-37-00018 香川県 耕種 株式会社尾野農園
令和2年9月2日 7-37-00019 香川県 耕種 株式会社近藤農園
令和2年9月2日 7-37-00020 香川県 畜産 有限会社森末牧場
令和2年9月30日 7-37-00021 香川県 耕種 株式会社かわさきサラダ
令和2年10月23日 7-37-00022 香川県 耕種 有限会社木下農園
令和2年11月30日 7-37-00023 香川県 耕種 五味　智徳
令和2年11月30日 7-37-00024 香川県 耕種 株式会社荒川農園
令和2年11月30日 7-37-00025 香川県 耕種 株式会社藤川農園
令和2年12月4日 7-37-00026 香川県 耕種 株式会社共同アグリ
令和2年12月18日 7-37-00027 香川県 耕種 大平やさい株式会社
令和2年12月18日 7-37-00028 香川県 耕種 株式会社中大
令和2年12月25日 7-37-00029 香川県 耕種 株式会社大谷いちご農園
令和2年12月25日 7-37-00030 香川県 耕種 株式会社横田農園
令和3年1月14日 7-37-00031 香川県 畜産 有限会社安藤養鶏場
令和3年1月28日 7-37-00032 香川県 耕種 株式会社三豊園芸
令和3年2月10日 7-37-00033 香川県 耕種 株式会社ＪＥＦ
令和3年2月10日 7-37-00034 香川県 耕種 株式会社サンベジフィールド
令和3年2月25日 7-37-00035 香川県 耕種 有限会社モリヒロ園芸
令和3年2月25日 7-37-00036 香川県 耕種 株式会社ＳＯＵＳＵＫＥ
令和3年2月25日 7-37-00037 香川県 耕種 山下　大輔
令和3年2月25日 7-37-00038 香川県 耕種 森岡　昭憲
令和3年3月1日 7-37-00039 香川県 畜産 株式会社ササハラオリーブファーム
令和3年3月24日 7-37-00040 香川県 耕種 株式会社小原農園
令和3年3月24日 7-37-00041 香川県 耕種 樋笠　茂樹
令和3年4月14日 7-37-00042 香川県 耕種 有限会社グリーンフィールド
令和3年4月14日 7-37-00043 香川県 耕種 株式会社ファームＵＴＴ
令和3年4月14日 7-37-00044 香川県 耕種 株式会社オルス
令和3年7月27日 7-37-00045 香川県 畜産 有限会社広野牧場
令和3年8月2日 7-37-00046 香川県 畜産 農事組合法人大一牧場
令和3年8月3日 7-37-00047 香川県 畜産 株式会社ヒート
令和3年8月4日 7-37-00048 香川県 耕種 株式会社ＤＯＮ
令和3年8月23日 7-37-00049 香川県 耕種 高橋　昌也
令和3年9月6日 7-37-00050 香川県 耕種 有限会社Ｒｉｖｅｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｆｌｏｗｅｒｓ
令和3年9月14日 7-37-00051 香川県 耕種 中村　努
令和3年9月14日 7-37-00052 香川県 耕種 井下　泰明
令和3年9月27日 7-37-00053 香川県 畜産 有限会社青峰牧場
令和3年9月27日 7-37-00054 香川県 畜産 株式会社パートナーズチック
令和3年10月6日 7-37-00055 香川県 耕種 中山　幸助
令和3年10月12日 7-37-00056 香川県 耕種 芟藪　健司
令和3年10月12日 7-37-00057 香川県 畜産 有限会社新延孵化場
令和3年10月18日 7-37-00058 香川県 耕種 近藤　剛司
令和3年10月18日 7-37-00059 香川県 耕種 株式会社ねぎ坊主
令和3年11月16日 7-37-00061 香川県 耕種 日本農産株式会社
令和3年11月30日 7-37-00062 香川県 畜産 山種易産業株式会社
令和3年11月30日 7-37-00063 香川県 畜産 有限会社将基酪農
令和3年12月6日 7-37-00064 香川県 耕種 株式会社讃栄
令和4年1月4日 7-37-00065 香川県 耕種 川上　悟史
令和4年1月11日 7-37-00066 香川県 畜産 川田　彰一
令和4年1月17日 7-37-00067 香川県 耕種 株式会社URAfarm
令和4年1月17日 7-37-00068 香川県 耕種 有限会社石川農園
令和4年1月17日 7-37-00069 香川県 耕種 田中　壱斉
令和4年1月17日 7-37-00070 香川県 耕種 合田　順一
令和4年1月31日 7-37-00071 香川県 耕種 株式会社いろんなやさい
令和4年1月31日 7-37-00072 香川県 畜産 有限会社高島産業
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令和4年2月7日 7-37-00073 香川県 畜産 株式会社三好牧場
令和4年3月23日 7-37-00074 香川県 耕種 株式会社ＫＫファーム
令和4年3月28日 7-37-00075 香川県 耕種 浅野　美帆
令和4年4月12日 7-37-00076 香川県 畜産 有限会社松尾孵卵場
令和4年4月26日 7-37-00077 香川県 耕種 株式会社三豊セゾン
令和4年4月26日 7-37-00078 香川県 耕種 株式会社Ｇｒｏｗｂｌｅ農人
令和4年5月10日 7-37-00079 香川県 耕種 株式会社太陽のチカラ
令和4年5月10日 7-37-00080 香川県 耕種 高橋　健太
令和4年5月10日 7-37-00081 香川県 耕種 安藤　衛
令和4年5月16日 7-37-00082 香川県 耕種 松浦　建夫
令和4年6月1日 7-37-00083 香川県 畜産 秋山　和寛
令和4年6月1日 7-37-00084 香川県 耕種 藤原　卓司
令和4年6月1日 7-37-00085 香川県 耕種 森川　健太郎
令和4年6月20日 7-37-00086 香川県 耕種 岡崎　健
令和4年6月20日 7-37-00087 香川県 耕種 三宅　賛希
令和4年6月20日 7-37-00088 香川県 耕種 袁　月華
令和4年6月28日 7-37-00089 香川県 耕種 株式会社アンファーム
令和4年8月2日 7-37-00090 香川県 耕種 株式会社アンフィニ
令和4年8月2日 7-37-00091 香川県 耕種 としなか技農株式会社
令和4年8月2日 7-37-00092 香川県 畜産 有限会社木下鶏園
令和4年8月2日 7-37-00093 香川県 耕種 市川　真由美
令和4年8月2日 7-37-00094 香川県 畜産 白川　知徳
令和4年8月31日 7-37-00095 香川県 耕種 株式会社土緑家
令和4年9月6日 7-37-00096 香川県 畜産 農業組合法人ＡＣＦ
令和4年9月21日 7-37-00097 香川県 耕種 松本　稔
令和4年9月21日 7-37-00098 香川県 耕種 小豆島ヘルシーランド株式会社
令和4年10月4日 7-37-00099 香川県 耕種 大西　規夫
令和4年10月4日 7-37-00100 香川県 畜産 株式会社七星食品
令和4年10月24日 7-37-00101 香川県 畜産 農事組合法人東山産業
令和4年12月6日 7-37-00102 香川県 耕種 鈴木　章弘
令和4年12月12日 7-37-00103 香川県 耕種 谷澤　整
令和4年12月12日 7-37-00104 香川県 耕種 有限会社アドバンス農産
令和4年12月20日 7-37-00105 香川県 畜産 ＺＵＬ　ＦＩＫＡＲ
令和4年12月27日 7-37-00106 香川県 耕種 土井農園株式会社
令和5年1月23日 7-37-00107 香川県 耕種 組橋　聖司
令和5年1月23日 7-37-00108 香川県 耕種 久保　博康
令和5年1月31日 7-37-00109 香川県 耕種 篠原　将季
令和5年2月27日 7-37-00110 香川県 耕種 有限会社曽根園芸
令和5年2月27日 7-37-00111 香川県 耕種 さぬきマッシュ有限会社
令和5年4月5日 7-37-00112 香川県 耕種 有限会社本屋敷種苗園
令和5年4月24日 7-37-00113 香川県 耕種 香川　正志
令和5年4月24日 7-37-00114 香川県 耕種 岡上　豊
令和2年7月8日 7-38-00001 愛媛県 耕種 尾野　文男
令和2年7月22日 7-38-00002 愛媛県 耕種 株式会社南伊予養鶏
令和2年9月30日 7-38-00003 愛媛県 耕種 株式会社ニュウズ
令和2年10月19日 7-38-00004 愛媛県 耕種 株式会社新口農園
令和2年12月25日 7-38-00005 愛媛県 畜産 有限会社丸滝農産
令和3年1月20日 7-38-00006 愛媛県 耕種 有限会社くらもとファーム
令和3年3月9日 7-38-00007 愛媛県 耕種 あゆみファーム株式会社
令和3年5月10日 7-38-00008 愛媛県 畜産 株式会社長岡ピーズファクトリー
令和3年6月8日 7-38-00009 愛媛県 耕種 祖母井種苗園芸株式会社
令和3年6月8日 7-38-00010 愛媛県 畜産 有限会社村田畜産
令和3年6月16日 7-38-00011 愛媛県 耕種 赤松　正月
令和3年6月21日 7-38-00012 愛媛県 耕種 細川　陽一
令和3年7月19日 7-38-00013 愛媛県 耕種 有限会社豆道楽
令和3年8月23日 7-38-00014 愛媛県 耕種 株式会社マルワ果樹園
令和3年9月1日 7-38-00015 愛媛県 畜産 有限会社みふね畜産食品
令和3年9月14日 7-38-00016 愛媛県 畜産 株式会社木下牧場
令和3年9月27日 7-38-00017 愛媛県 耕種 白石　善輝
令和3年10月4日 7-38-00018 愛媛県 耕種 株式会社マルワ果樹園
令和3年10月13日 7-38-00019 愛媛県 耕種 有限会社こんぱら
令和4年1月11日 7-38-00020 愛媛県 耕種 アグリ歌仙有限会社
令和4年1月25日 7-38-00021 愛媛県 耕種 株式会社国安青果
令和4年1月31日 7-38-00022 愛媛県 耕種 株式会社藤田青果
令和4年2月7日 7-38-00023 愛媛県 耕種 薬師寺　三成
令和4年3月1日 7-38-00024 愛媛県 畜産 有限会社朝霧ファーム
令和4年4月26日 7-38-00026 愛媛県 耕種 農事組合法人いのべにし
令和4年4月4日 7-38-00025 愛媛県 耕種 あゆみファーム西条株式会社
令和4年5月10日 7-38-00027 愛媛県 耕種 株式会社ＵＣＦ
令和4年5月10日 7-38-00028 愛媛県 耕種 株式会社石川興産
令和4年5月10日 7-38-00029 愛媛県 畜産 西原　永訓
令和4年5月10日 7-38-00030 愛媛県 耕種 原田　耕治
令和4年5月23日 7-38-00031 愛媛県 畜産 有限会社カワタキ
令和4年6月6日 7-38-00032 愛媛県 耕種 石山　孝子
令和4年6月13日 7-38-00033 愛媛県 耕種 曽我　孝
令和4年6月13日 7-38-00034 愛媛県 耕種 中川　真
令和4年6月13日 7-38-00035 愛媛県 耕種 藤本　敦
令和4年7月5日 7-38-00036 愛媛県 耕種 ベルグアース株式会社
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令和4年7月5日 7-38-00037 愛媛県 耕種 有限会社南四国ファーム
令和4年7月20日 7-38-00038 愛媛県 耕種 東予園芸農業協同組合
令和4年8月31日 7-38-00039 愛媛県 耕種 株式会社だんだん村
令和4年9月6日 7-38-00040 愛媛県 耕種 大久保　恵嗣
令和4年9月26日 7-38-00041 愛媛県 耕種 西宇和農業協同組合
令和4年10月11日 7-38-00042 愛媛県 耕種 越智今治農業協同組合
令和4年10月17日 7-38-00043 愛媛県 畜産 ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社
令和4年10月24日 7-38-00044 愛媛県 耕種 島田　明倫
令和4年11月8日 7-38-00045 愛媛県 耕種 山口　勇一郎
令和4年11月14日 7-38-00046 愛媛県 耕種 薬師寺　三行
令和4年11月29日 7-38-00047 愛媛県 耕種 有限会社宇和島食菌
令和4年12月12日 7-38-00048 愛媛県 耕種 株式会社Ｈ．Ｓ．Ｔ．Ｌ．Ｐ丸王果園
令和5年1月23日 7-38-00049 愛媛県 耕種 有限会社大地のめぐみ
令和5年2月22日 7-38-00050 愛媛県 耕種 國田農産有限会社
令和5年3月22日 7-38-00051 愛媛県 耕種 萩井　司郎
令和5年4月4日 7-38-00052 愛媛県 畜産 有限会社小野田牧場
令和5年4月24日 7-38-00053 愛媛県 耕種 株式会社吉田農園
令和元年12月4日 7-39-00001 高知県 耕種 南場　喜代子
令和元年12月26日 7-39-00002 高知県 耕種 石川　清次
令和2年1月15日 7-39-00003 高知県 耕種 田村　和弘
令和2年3月19日 7-39-00004 高知県 耕種 合同会社歩
令和2年3月19日 7-39-00005 高知県 耕種 株式会社篤農
令和2年3月19日 7-39-00006 高知県 耕種 株式会社はぐみ農園
令和2年3月27日 7-39-00007 高知県 耕種 白木　正雄
令和2年11月2日 7-39-00008 高知県 耕種 矢野　清和
令和2年11月12日 7-39-00009 高知県 耕種 武政　盛博
令和2年11月12日 7-39-00010 高知県 耕種 千頭　英治
令和2年11月12日 7-39-00011 高知県 耕種 入野　正博
令和2年11月12日 7-39-00012 高知県 耕種 野島　貴美子
令和2年12月4日 7-39-00013 高知県 耕種 市原　和子
令和3年1月28日 7-39-00014 高知県 耕種 高野　文武
令和3年1月28日 7-39-00015 高知県 耕種 高知県農業協同組合
令和3年2月2日 7-39-00016 高知県 耕種 塩井　道夫
令和3年2月10日 7-39-00017 高知県 耕種 笹岡　史裕
令和3年2月10日 7-39-00018 高知県 耕種 津野　広明
令和3年2月10日 7-39-00019 高知県 耕種 梅原　敏弘
令和3年2月10日 7-39-00020 高知県 耕種 横山　憲道
令和3年2月10日 7-39-00021 高知県 耕種 岡田　晋典
令和3年2月18日 7-39-00022 高知県 耕種 森岡　正典
令和3年2月18日 7-39-00023 高知県 耕種 土居　義久
令和3年2月18日 7-39-00024 高知県 耕種 大友　透
令和3年2月18日 7-39-00025 高知県 耕種 松浦　栄彦
令和3年2月18日 7-39-00026 高知県 耕種 田部　佐枝子
令和3年2月18日 7-39-00027 高知県 耕種 谷岡　信重
令和3年2月18日 7-39-00028 高知県 耕種 笹岡　勇介
令和3年3月9日 7-39-00029 高知県 耕種 村岡　和憲
令和3年3月24日 7-39-00030 高知県 耕種 森岡　幹夫
令和3年3月31日 7-39-00031 高知県 耕種 有限会社四万十みはら菜園
令和3年3月31日 7-39-00032 高知県 耕種 永田　和道
令和3年4月6日 7-39-00033 高知県 耕種 株式会社嶋本食品
令和3年5月10日 7-39-00034 高知県 耕種 有限会社大地と自然の恵み
令和3年5月21日 7-39-00035 高知県 耕種 松村　浩志
令和3年5月21日 7-39-00036 高知県 耕種 松村　延子
令和3年5月21日 7-39-00037 高知県 耕種 田村　広
令和3年5月21日 7-39-00038 高知県 耕種 左久間　由祐
令和3年5月21日 7-39-00039 高知県 耕種 山中　等
令和3年5月21日 7-39-00040 高知県 耕種 鍵山　顕伸
令和3年5月25日 7-39-00041 高知県 耕種 中川　洋文
令和3年5月25日 7-39-00042 高知県 耕種 株式会社高知国沢農園
令和3年5月25日 7-39-00043 高知県 耕種 有限会社笹岡花卉農園
令和3年6月2日 7-39-00044 高知県 耕種 西山　和夫
令和3年6月8日 7-39-00045 高知県 耕種 中屋　次男
令和3年9月1日 7-39-00046 高知県 耕種 小松　正和
令和3年9月6日 7-39-00046 高知県 耕種 森澤　博文
令和3年9月6日 7-39-00047 高知県 耕種 谷本　秀喜
令和3年9月14日 7-39-00048 高知県 耕種 株式会社ＷＩＮＤＷＡＲＤ　ＨＯＵＳＥ
令和3年9月14日 7-39-00049 高知県 畜産 有限会社川渕牧場
令和3年9月14日 7-39-00050 高知県 耕種 西村　啓佑
令和3年9月14日 7-39-00051 高知県 耕種 村田　篤則
令和3年9月14日 7-39-00052 高知県 耕種 安井　智典
令和3年9月14日 7-39-00053 高知県 耕種 堅田　豊
令和3年9月14日 7-39-00054 高知県 耕種 藤島　俊司
令和3年9月14日 7-39-00055 高知県 耕種 小松　徹哉
令和3年9月27日 7-39-00056 高知県 耕種 楠瀬　英明
令和3年9月27日 7-39-00057 高知県 耕種 山崎　敦史
令和3年9月27日 7-39-00058 高知県 耕種 松山　好
令和3年10月4日 7-39-00059 高知県 耕種 鍵山　雅広
令和3年10月4日 7-39-00060 高知県 耕種 大畠　康幹



「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10月4日 7-39-00061 高知県 耕種 田所　明洋
令和3年10月4日 7-39-00062 高知県 耕種 市川　智和
令和3年10月4日 7-39-00063 高知県 耕種 株式会社尾原農園
令和3年10月12日 7-39-00064 高知県 耕種 百田　宗央
令和3年10月12日 7-39-00065 高知県 耕種 西原　大智
令和3年10月12日 7-39-00066 高知県 耕種 竹村　道臣
令和3年10月12日 7-39-00067 高知県 耕種 株式会社ノンフー
令和3年11月10日 7-39-00068 高知県 耕種 株式会社坂田信夫商店
令和3年11月16日 7-39-00069 高知県 耕種 田中　好純
令和3年11月16日 7-39-00070 高知県 耕種 板橋　靖
令和3年11月16日 7-39-00071 高知県 耕種 清遠　力生
令和3年11月16日 7-39-00072 高知県 耕種 中村　文昭
令和3年12月6日 7-39-00073 高知県 耕種 公文　直樹
令和3年12月13日 7-39-00074 高知県 耕種 小林　茂
令和3年12月21日 7-39-00075 高知県 耕種 國澤　剛
令和4年1月11日 7-39-00076 高知県 耕種 楠永　修蔵
令和4年1月31日 7-39-00077 高知県 耕種 鈴木　郁馬
令和4年2月7日 7-39-00078 高知県 耕種 有限会社野市青果
令和4年2月14日 7-39-00079 高知県 耕種 マルサ花卉農園株式会社
令和4年2月21日 7-39-00080 高知県 耕種 岡村　朋紀
令和4年2月21日 7-39-00081 高知県 耕種 岡崎　一
令和4年2月21日 7-39-00082 高知県 耕種 時久　幸一
令和4年2月21日 7-39-00083 高知県 耕種 坂本　雅弥
令和4年2月21日 7-39-00084 高知県 耕種 山崎　繁久
令和4年3月1日 7-39-00085 高知県 耕種 株式会社心
令和4年3月1日 7-39-00086 高知県 耕種 麻岡　哲也
令和4年3月1日 7-39-00087 高知県 耕種 岡村　博
令和4年3月1日 7-39-00088 高知県 耕種 土居　寛
令和4年3月1日 7-39-00089 高知県 耕種 濱崎　文隆
令和4年3月1日 7-39-00090 高知県 耕種 森　隆一
令和4年3月23日 7-39-00091 高知県 畜産 山本　欣史
令和4年3月23日 7-39-00092 高知県 耕種 沖屋　大介
令和4年3月28日 7-39-00092 高知県 耕種 株式会社種田農園
令和4年3月28日 7-39-00093 高知県 耕種 小原　拓
令和4年3月28日 7-39-00094 高知県 耕種 松岡　一人
令和4年3月28日 7-39-00095 高知県 耕種 笹岡　新一
令和4年4月4日 7-39-00097 高知県 耕種 山崎　啓作
令和4年4月4日 7-39-00098 高知県 耕種 井上　元宏
令和4年4月12日 7-39-00099 高知県 耕種 西岡　秀輝
令和4年4月18日 7-39-00100 高知県 耕種 安岡　義朗
令和4年4月18日 7-39-00101 高知県 畜産 合同会社なはり池里農場
令和4年4月26日 7-39-00102 高知県 耕種 南口商店合同会社
令和4年4月26日 7-39-00103 高知県 耕種 上久保　輝男
令和4年4月26日 7-39-00104 高知県 耕種 井上　進治
令和4年4月26日 7-39-00105 高知県 耕種 松村　和隆
令和4年4月26日 7-39-00106 高知県 耕種 山崎　邦彦
令和4年5月10日 7-39-00107 高知県 耕種 合同会社公文
令和4年5月10日 7-39-00108 高知県 耕種 森岡　茂
令和4年5月10日 7-39-00109 高知県 耕種 久保　浩計
令和4年5月10日 7-39-00110 高知県 耕種 山崎　日出男
令和4年5月10日 7-39-00111 高知県 耕種 嶋内　俊
令和4年5月10日 7-39-00112 高知県 耕種 岡村　力
令和4年5月23日 7-39-00113 高知県 畜産 有限会社大野見塩田牧場
令和4年5月23日 7-39-00114 高知県 耕種 株式会社輝農園
令和4年5月23日 7-39-00115 高知県 耕種 陰山　幸史
令和4年6月1日 7-39-00116 高知県 耕種 大勝　祥司
令和4年6月1日 7-39-00117 高知県 耕種 矢野　順也
令和4年6月1日 7-39-00118 高知県 耕種 都関　康大
令和4年6月6日 7-39-00119 高知県 耕種 岡村　悟
令和4年6月13日 7-39-00120 高知県 耕種 永森　文英
令和4年6月20日 7-39-00121 高知県 耕種 岩神　弘昌
令和4年6月20日 7-39-00122 高知県 耕種 矢野　弘
令和4年7月5日 7-39-00123 高知県 耕種 田中　正和
令和4年7月5日 7-39-00124 高知県 耕種 竹崎　暢臣
令和4年7月12日 7-39-00125 高知県 耕種 小松　敏英
令和4年7月20日 7-39-00126 高知県 耕種 谷本　圭一郎
令和4年7月20日 7-39-00127 高知県 耕種 有限会社竹崎農園
令和4年8月2日 7-39-00128 高知県 耕種 有限会社池一菜果園
令和4年8月2日 7-39-00129 高知県 耕種 有限会社大進商会
令和4年8月2日 7-39-00130 高知県 耕種 安原　孝治
令和4年8月2日 7-39-00131 高知県 耕種 恒石　昌彦
令和4年8月2日 7-39-00132 高知県 耕種 入野　浩一
令和4年8月16日 7-39-00133 高知県 耕種 平野　誠一
令和4年8月16日 7-39-00134 高知県 耕種 西原　博之
令和4年8月17日 7-39-00135 高知県 耕種 永森アグリカルチャー株式会社
令和4年9月13日 7-39-00136 高知県 耕種 土居　宏司
令和4年9月13日 7-39-00137 高知県 耕種 別役　幸生
令和4年9月13日 7-39-00138 高知県 耕種 長瀧　隆志
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令和4年9月21日 7-39-00139 高知県 耕種 白木　克浩
令和4年10月4日 7-39-00140 高知県 耕種 野村　和司
令和4年10月4日 7-39-00141 高知県 耕種 本井　孝明
令和4年10月11日 7-39-00142 高知県 耕種 濱田　剛史
令和4年10月11日 7-39-00143 高知県 耕種 谷　利彦
令和4年10月11日 7-39-00144 高知県 耕種 中居　芳秀
令和4年10月11日 7-39-00145 高知県 耕種 山崎　好勝
令和4年10月11日 7-39-00146 高知県 耕種 横山　律夫
令和4年10月11日 7-39-00147 高知県 耕種 谷　正博
令和4年10月11日 7-39-00148 高知県 耕種 松浦　伸人
令和4年10月11日 7-39-00149 高知県 耕種 近藤　晴夫
令和4年10月17日 7-39-00150 高知県 耕種 吉岡　文男
令和4年10月17日 7-39-00151 高知県 耕種 株式会社あさの
令和4年10月17日 7-39-00152 高知県 耕種 横田きのこ有限会社
令和4年10月24日 7-39-00153 高知県 耕種 宮崎　武士
令和4年10月24日 7-39-00154 高知県 耕種 井上　貞彦
令和4年10月24日 7-39-00155 高知県 耕種 高松　道男
令和4年10月31日 7-39-00156 高知県 耕種 小笠原　章浩
令和4年11月14日 7-39-00157 高知県 耕種 西ノ内　智也
令和4年11月14日 7-39-00158 高知県 耕種 株式会社香北ファーム
令和4年11月29日 7-39-00159 高知県 耕種 溝渕　洋介
令和4年12月6日 7-39-00160 高知県 耕種 武内　倫太郎
令和4年12月6日 7-39-00161 高知県 耕種 有限会社見元園芸
令和4年12月6日 7-39-00162 高知県 耕種 有限会社あさひファーム
令和4年12月12日 7-39-00163 高知県 耕種 前田　良一
令和4年12月20日 7-39-00164 高知県 耕種 政光　錫明
令和4年12月20日 7-39-00165 高知県 耕種 株式会社イチネン高知日高村農園
令和4年12月27日 7-39-00166 高知県 耕種 株式会社堀
令和5年1月5日 7-39-00167 高知県 耕種 川西  良知
令和5年1月5日 7-39-00168 高知県 耕種 大原  正嗣
令和5年1月5日 7-39-00169 高知県 耕種 田村　善稔
令和5年1月11日 7-39-00170 高知県 耕種 西岡　正章
令和5年1月11日 7-39-00171 高知県 耕種 橋詰　延明
令和5年1月11日 7-39-00172 高知県 耕種 笹岡　慎司
令和5年1月11日 7-39-00173 高知県 耕種 株式会社トマトの村
令和5年1月17日 7-39-00174 高知県 耕種 安岡　淳
令和5年1月31日 7-39-00175 高知県 耕種 堀川　太士
令和5年1月31日 7-39-00176 高知県 耕種 堀川　友久
令和5年1月31日 7-39-00177 高知県 耕種 田村　昭樹
令和5年1月31日 7-39-00178 高知県 耕種 山本　和哉
令和5年1月31日 7-39-00179 高知県 耕種 土居　伸匡
令和5年1月31日 7-39-00180 高知県 耕種 野口　晃暉
令和5年1月31日 7-39-00181 高知県 耕種 鍵山　龍一郎
令和5年1月31日 7-39-00182 高知県 耕種 乾　貴博
令和5年1月31日 7-39-00183 高知県 耕種 藤原　英臣
令和5年1月31日 7-39-00184 高知県 耕種 岡村　信一郎
令和5年1月31日 7-39-00185 高知県 耕種 宮崎　慎平
令和5年2月7日 7-39-00186 高知県 耕種 上田　文雄
令和5年2月7日 7-39-00187 高知県 耕種 濱田　充
令和5年2月7日 7-39-00188 高知県 耕種 武内　幸夫
令和5年2月7日 7-39-00189 高知県 耕種 株式会社広瀬農園
令和5年2月14日 7-39-00190 高知県 耕種 村田　和哉
令和5年2月14日 7-39-00191 高知県 畜産 農事組合法人黒松牧場
令和5年2月14日 7-39-00192 高知県 耕種 賓田　哲誠
令和5年2月22日 7-39-00193 高知県 耕種 北村　公正
令和5年2月27日 7-39-00194 高知県 耕種 森岡　晃司
令和5年3月6日 7-39-00195 高知県 耕種 西内　邦祐
令和5年3月14日 7-39-00196 高知県 耕種 梅原　貴雄
令和5年3月14日 7-39-00197 高知県 耕種 横山　晴幸
令和5年3月14日 7-39-00198 高知県 耕種 株式会社ＭＯＲＩＴＡ家
令和5年3月22日 7-39-00199 高知県 耕種 関川　浩嗣
令和5年4月4日 7-39-00200 高知県 耕種 小松　正彦
令和5年4月12日 7-39-00201 高知県 耕種 湯澤　広明
令和元年11月1日 8-40-00001 福岡県 耕種 有限会社美しゅう
令和元年12月26日 8-40-00002 福岡県 耕種 株式会社ＲＵＳＨ　ＦＡＲＭ
令和元年12月26日 8-40-00003 福岡県 畜産 九州たまご株式会社
令和2年1月15日 8-40-00004 福岡県 耕種 株式会社水城青果
令和2年3月27日 8-40-00005 福岡県 耕種 野上　貴光
令和2年3月27日 8-40-00006 福岡県 耕種 有限会社大木テクノパック
令和2年4月27日 8-40-00007 福岡県 耕種 株式会社謝地
令和2年5月14日 8-40-00008 福岡県 耕種 吉良　英樹
令和2年5月14日 8-40-00009 福岡県 耕種 株式会社ベジサイカ
令和2年5月28日 8-40-00010 福岡県 耕種 三笠　正俊
令和2年6月11日 8-40-00011 福岡県 耕種 有限会社久保田園芸
令和2年6月24日 8-40-00012 福岡県 畜産 タケノファーム株式会社
令和2年7月1日 8-40-00013 福岡県 耕種 株式会社グラノフェルム
令和2年7月1日 8-40-00014 福岡県 耕種 株式会社ｙｏｕ　ｆａｒｍ
令和2年7月8日 8-40-00015 福岡県 耕種 有限会社ファームポイント
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令和2年7月22日 8-40-00016 福岡県 畜産 金納興業株式会社
令和2年8月5日 8-40-00017 福岡県 耕種 有限会社田中種苗園
令和2年8月26日 8-40-00018 福岡県 耕種 中村　博之
令和2年8月26日 8-40-00019 福岡県 耕種 有限会社平田農園
令和2年8月26日 8-40-00020 福岡県 耕種 有限会社大栄産業
令和2年9月2日 8-40-00021 福岡県 畜産 江藤　秀樹
令和2年9月16日 8-40-00022 福岡県 耕種 株式会社ミライムアグリスト
令和2年9月23日 8-40-00023 福岡県 耕種 有限会社池末豊矯商店
令和2年9月23日 8-40-00024 福岡県 耕種 株式会社ヨシウラファーム
令和2年10月7日 8-40-00025 福岡県 耕種 有限会社丸善青果
令和2年10月23日 8-40-00026 福岡県 耕種 有限会社大坪物産
令和2年11月12日 8-40-00027 福岡県 畜産 有限会社プロジェクト・パーク
令和2年11月12日 8-40-00028 福岡県 畜産 ＪＡうすきたまごファーム株式会社
令和2年11月30日 8-40-00029 福岡県 耕種 西岡　賢太郎
令和2年11月30日 8-40-00030 福岡県 耕種 光安　崇栄
令和2年11月30日 8-40-00031 福岡県 耕種 まぁちゃんファーム株式会社
令和2年12月4日 8-40-00032 福岡県 耕種 福田　幸治
令和2年12月4日 8-40-00033 福岡県 耕種 楢原　義史
令和2年12月4日 8-40-00034 福岡県 耕種 秋山　喜幸
令和2年12月4日 8-40-00035 福岡県 耕種 南島　奨平
令和2年12月4日 8-40-00036 福岡県 耕種 ＡＫＳファーム株式会社
令和2年12月11日 8-40-00037 福岡県 耕種 尾畑　博文
令和2年12月11日 8-40-00038 福岡県 耕種 吉岡　誠朗
令和2年12月11日 8-40-00039 福岡県 耕種 株式会社ＫＣＪａｐａｎ
令和3年1月5日 8-40-00040 福岡県 畜産 挾間　博美
令和3年1月13日 8-40-00041 福岡県 耕種 羽野　宏幸
令和3年1月13日 8-40-00042 福岡県 耕種 高田　学
令和3年1月18日 8-40-00043 福岡県 畜産 株式会社ヒラノのタマゴ
令和3年1月26日 8-40-00044 福岡県 耕種 楢崎　重行
令和3年1月26日 8-40-00045 福岡県 耕種 松尾　隆昌
令和3年1月26日 8-40-00046 福岡県 耕種 篠原　正太
令和3年1月26日 8-40-00047 福岡県 耕種 光安　昂平
令和3年2月2日 8-40-00048 福岡県 耕種 有限会社近藤受委託農産
令和3年2月16日 8-40-00049 福岡県 耕種 野上　哲也
令和3年2月24日 8-40-00050 福岡県 耕種 秋山　隆信
令和3年2月24日 8-40-00051 福岡県 耕種 光益　清次
令和3年2月24日 8-40-00052 福岡県 耕種 川口　太
令和3年2月24日 8-40-00053 福岡県 耕種 株式会社筑前もろおか
令和3年2月24日 8-40-00054 福岡県 耕種・畜産 地球人．ｊｐ株式会社 派遣
令和3年3月2日 8-40-00055 福岡県 耕種 久冨　大和
令和3年3月2日 8-40-00056 福岡県 耕種 古賀　満
令和3年3月2日 8-40-00057 福岡県 耕種 馬場　量経
令和3年3月9日 8-40-00058 福岡県 耕種 馬場　文男
令和3年3月9日 8-40-00059 福岡県 耕種 永利　日出雄
令和3年3月9日 8-40-00060 福岡県 耕種 永利　尚三
令和3年3月16日 8-40-00061 福岡県 耕種 株式会社ファーム直販
令和3年3月23日 8-40-00062 福岡県 耕種 秋山　貴徳
令和3年3月23日 8-40-00063 福岡県 耕種 馬場　真希
令和3年3月23日 8-40-00064 福岡県 耕種 伊藤　武則
令和3年3月23日 8-40-00065 福岡県 耕種 井上　正志
令和3年3月23日 8-40-00066 福岡県 耕種 井上　健司
令和3年3月23日 8-40-00067 福岡県 耕種 秋山　寛次
令和3年3月23日 8-40-00068 福岡県 耕種 溝上　昭夫
令和3年3月23日 8-40-00069 福岡県 耕種 伊藤　恭介
令和3年3月29日 8-40-00070 福岡県 耕種 下川　将史
令和3年3月29日 8-40-00071 福岡県 耕種 牛島　博文
令和3年3月29日 8-40-00072 福岡県 耕種 轟　和幸
令和3年4月13日 8-40-00073 福岡県 耕種 丸林　國俊
令和3年4月13日 8-40-00074 福岡県 耕種 牟田　幸平
令和3年4月13日 8-40-00075 福岡県 耕種 株式会社リングランサ
令和3年4月13日 8-40-00076 福岡県 耕種 株式会社ファーム赤松
令和3年5月11日 8-40-00077 福岡県 耕種 井口　清秀
令和3年5月18日 8-40-00078 福岡県 耕種 高橋　明
令和3年6月1日 8-40-00079 福岡県 耕種 株式会社みやま坂上農園
令和3年6月14日 8-40-00080 福岡県 耕種 徳永　昌治
令和3年6月14日 8-40-00081 福岡県 耕種 有限会社朝倉青果園
令和3年6月22日 8-40-00082 福岡県 耕種 冨士本　稔
令和3年6月28日 8-40-00083 福岡県 耕種 尾畑　博文
令和3年7月6日 8-40-00084 福岡県 耕種 井上　雄二
令和3年7月13日 8-40-00085 福岡県 耕種 八尋　義文
令和3年7月13日 8-40-00086 福岡県 耕種 井上　喜和
令和3年7月26日 8-40-00087 福岡県 耕種 細江　良介
令和3年7月26日 8-40-00088 福岡県 耕種 株式会社ライフ・ウィズ・グリーン
令和3年7月26日 8-40-00089 福岡県 畜産 新栄ファーム株式会社
令和3年8月3日 8-40-00090 福岡県 耕種 白水　謙市
令和3年8月3日 8-40-00091 福岡県 耕種 株式会社小栁

令和3年8月3日 8-40-00092 福岡県 耕種 有限会社第一農研
令和3年8月10日 8-40-00093 福岡県 耕種 株式会社泰正農園
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令和3年8月30日 8-40-00094 福岡県 耕種 有限会社コスモファーム
令和3年9月7日 8-40-00095 福岡県 耕種 柳　陽一郎
令和3年9月7日 8-40-00096 福岡県 畜産 有限会社九州エコシステム
令和3年9月14日 8-40-00097 福岡県 耕種 轟　樹
令和3年9月14日 8-40-00098 福岡県 耕種 土屋　公人
令和3年9月14日 8-40-00099 福岡県 耕種 鶴田　博之
令和3年9月21日 8-40-00100 福岡県 耕種 古賀　義輝
令和3年9月21日 8-40-00101 福岡県 耕種 森山　香苗
令和3年9月21日 8-40-00102 福岡県 耕種 株式会社イケヒコ・コーポレーション
令和3年10月21日 8-40-00103 福岡県 耕種 古賀　英一
令和3年10月21日 8-40-00104 福岡県 耕種 柳　和幸
令和3年10月25日 8-40-00105 福岡県 耕種 株式会社ニューグリーンファームランド久冨
令和3年10月25日 8-40-00106 福岡県 耕種 内野　徹
令和3年11月1日 8-40-00107 福岡県 耕種 小川　真一
令和3年11月8日 8-40-00108 福岡県 耕種 石橋　敏雄
令和3年11月15日 8-40-00109 福岡県 耕種 江上　岩根
令和3年11月15日 8-40-00110 福岡県 耕種 鶴　基
令和3年11月15日 8-40-00111 福岡県 耕種 久保田　誠二
令和3年11月15日 8-40-00112 福岡県 耕種 久保田　正次
令和3年11月15日 8-40-00113 福岡県 耕種 有限会社丸久物産
令和3年11月15日 8-40-00114 福岡県 耕種 農事組合法人白茸館
令和3年11月22日 8-40-00115 福岡県 耕種 秋山　洋介
令和3年11月22日 8-40-00116 福岡県 耕種 原口　知晴
令和3年11月22日 8-40-00117 福岡県 耕種 株式会社志動
令和3年11月29日 8-40-00118 福岡県 耕種 原口　茂
令和3年11月29日 8-40-00119 福岡県 耕種 田中　諒祐
令和3年12月6日 8-40-00120 福岡県 耕種 久保田　誠二
令和3年12月6日 8-40-00121 福岡県 耕種 鶴　基
令和3年12月6日 8-40-00122 福岡県 耕種 Tamtamfarm株式会社
令和3年12月6日 8-40-00123 福岡県 耕種 農事組合法人e-FARM久留米
令和3年12月6日 8-40-00124 福岡県 耕種 株式会社エフワイアグリ
令和3年12月13日 8-40-00125 福岡県 耕種 大津　剛
令和3年12月13日 8-40-00126 福岡県 耕種 鐘江　健一
令和3年12月13日 8-40-00127 福岡県 耕種 箕田　栄一郎
令和3年12月13日 8-40-00128 福岡県 耕種 横溝　達朗
令和3年12月20日 8-40-00129 福岡県 耕種 内野　静夫
令和3年12月20日 8-40-00130 福岡県 耕種 轟　正光
令和3年12月20日 8-40-00131 福岡県 耕種 相園　将大
令和3年12月20日 8-40-00132 福岡県 耕種 中園　晃二
令和3年12月20日 8-40-00133 福岡県 畜産 有限会社成清牧場
令和3年12月20日 8-40-00134 福岡県 耕種 株式会社Ｉ’ｓ　ｆａｒｍ
令和3年9月21日 8-40-00135 福岡県 耕種 中村　義明
令和4年1月5日 8-40-00136 福岡県 耕種 南島　宏泰
令和4年1月5日 8-40-00137 福岡県 耕種 大隈　正博
令和4年1月5日 8-40-00138 福岡県 畜産 末継　正勝
令和4年1月5日 8-40-00139 福岡県 耕種 松永　正宏
令和4年1月11日 8-40-00140 福岡県 耕種 吉松　貞治
令和4年1月11日 8-40-00141 福岡県 耕種 徳永　守利
令和4年1月17日 8-40-00142 福岡県 耕種 安丸　和輝
令和4年1月17日 8-40-00143 福岡県 耕種 尾形　朝矢
令和4年1月17日 8-40-00144 福岡県 耕種 池田　典行
令和4年1月24日 8-40-00145 福岡県 耕種 白水　隆資
令和4年1月24日 8-40-00146 福岡県 畜産 有限会社梅田畜産
令和4年1月31日 8-40-00147 福岡県 耕種 深町　直輝
令和4年2月7日 8-40-00148 福岡県 耕種 山下　泰信
令和4年2月7日 8-40-00149 福岡県 耕種 宗内　裕也
令和4年2月7日 8-40-00150 福岡県 耕種 野口　直俊　
令和4年2月14日 8-40-00151 福岡県 畜産 木庭　健一
令和4年2月21日 8-40-00152 福岡県 耕種 下川　大輔
令和4年2月21日 8-40-00153 福岡県 耕種 坂田　常男
令和4年2月28日 8-40-00154 福岡県 耕種 今村　吉昭
令和4年3月8日 8-40-00155 福岡県 耕種 平戸　壮樹
令和4年3月8日 8-40-00156 福岡県 耕種 株式会社九州グランファーム
令和4年3月14日 8-40-00157 福岡県 耕種 井口　和哉
令和4年3月14日 8-40-00158 福岡県 耕種 秦　文敏
令和4年3月14日 8-40-00159 福岡県 耕種 染森　重人
令和4年3月14日 8-40-00160 福岡県 耕種 株式会社バール
令和4年3月14日 8-40-00161 福岡県 耕種 株式会社はるいち
令和4年3月23日 8-40-00162 福岡県 耕種 株式会社セイル・オン
令和4年3月23日 8-40-00163 福岡県 耕種 株式会社日華
令和4年4月5日 8-40-00164 福岡県 耕種 クレセント株式会社
令和4年4月11日 8-40-00165 福岡県 耕種 松隈　隆
令和4年4月11日 8-40-00166 福岡県 耕種 中島　清
令和4年4月11日 8-40-00167 福岡県 耕種 エイチアイ株式会社
令和4年4月11日 8-40-00168 福岡県 耕種 （株）ウィング甘木
令和4年4月13日 8-40-00169 福岡県 耕種 田中　隆香光
令和4年4月13日 8-40-00170 福岡県 耕種 田中　友和
令和4年4月12日 8-40-00171 福岡県 耕種 小柳　敦司
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令和4年4月11日 8-40-00172 福岡県 耕種 花田　光
令和4年4月11日 8-40-00173 福岡県 耕種 森髙　真吉
令和4年4月11日 8-40-00174 福岡県 耕種 小栁　和輝
令和4年4月12日 8-40-00175 福岡県 耕種 有限会社小柳物産
令和4年4月26日 8-40-00176 福岡県 畜産 有満　義之
令和4年4月26日 8-40-00177 福岡県 耕種 平山　和寛
令和4年5月10日 8-40-00178 福岡県 耕種 光益　　政典
令和4年5月17日 8-40-00179 福岡県 耕種 山川　茂之
令和4年5月17日 8-40-00180 福岡県 耕種 西　聡
令和4年5月17日 8-40-00181 福岡県 耕種 田中　裕之
令和4年5月17日 8-40-00182 福岡県 耕種 牟田　秀博
令和4年5月17日 8-40-00183 福岡県 耕種 フレッシュ園芸有限会社
令和4年5月17日 8-40-00184 福岡県 耕種 平戸　秀昌
令和4年5月17日 8-40-00185 福岡県 耕種 手嶋　忠広
令和4年5月17日 8-40-00186 福岡県 耕種 鐘江　政義
令和4年5月17日 8-40-00187 福岡県 耕種 馬渡　義行
令和4年5月17日 8-40-00188 福岡県 畜産 株式会社エミー
令和4年5月17日 8-40-00189 福岡県 耕種 有限会社堀内園芸場
令和4年5月17日 8-40-00190 福岡県 耕種 有限会社高田園芸
令和4年5月24日 8-40-00191 福岡県 耕種 井上　弘行
令和4年5月24日 8-40-00192 福岡県 耕種 高口　徹
令和4年5月31日 8-40-00193 福岡県 耕種 溝上　晃介
令和4年5月31日 8-40-00194 福岡県 耕種 鬼木　雅和
令和4年6月14日 8-40-00195 福岡県 耕種 田中　義恵
令和4年6月14日 8-40-00196 福岡県 畜産 株式会社浅野畜産
令和4年6月21日 8-40-00197 福岡県 耕種 菊竹　敏幸
令和4年6月21日 8-40-00198 福岡県 耕種 植田産業株式会社
令和4年6月27日 8-40-00199 福岡県 耕種 株式会社大塚食品
令和4年6月27日 8-40-00200 福岡県 耕種 三井通商株式会社
令和4年7月6日 8-40-00201 福岡県 耕種 下川　将彦
令和4年7月12日 8-40-00202 福岡県 耕種 長野　隆文
令和4年7月12日 8-40-00203 福岡県 畜産 有限会社ミルクランドきたの
令和4年7月20日 8-40-00204 福岡県 耕種 髙石　延輝
令和4年7月20日 8-40-00205 福岡県 耕種 角田　幸隆
令和4年7月20日 8-40-00206 福岡県 耕種 林　哲司
令和4年7月20日 8-40-00207 福岡県 耕種 宇佐川　美奈
令和4年7月20日 8-40-00208 福岡県 耕種 坂井　宏
令和4年8月2日 8-40-00209 福岡県 耕種 権藤　正成
令和4年8月2日 8-40-00210 福岡県 耕種 ベジハート株式会社
令和4年8月9日 8-40-00211 福岡県 耕種 重松　郁男
令和4年8月9日 8-40-00212 福岡県 耕種 熊本　英明
令和4年8月9日 8-40-00213 福岡県 耕種 旭食品工業株式会社
令和4年8月9日 8-40-00214 福岡県 耕種 永利農園株式会社
令和4年8月9日 8-40-00215 福岡県 耕種 有限会社秋吉野菜園
令和4年8月16日 8-40-00216 福岡県 耕種 株式会社春口農園
令和4年8月23日 8-40-00217 福岡県 耕種 内山　隆之
令和4年8月23日 8-40-00218 福岡県 耕種 中鶴　房子
令和4年8月23日 8-40-00219 福岡県 耕種 森田　大輔
令和4年8月23日 8-40-00220 福岡県 耕種 井口　雅裕
令和4年9月6日 8-40-00221 福岡県 耕種 稲益　亘輝
令和4年9月6日 8-40-00222 福岡県 耕種 相園　城二
令和4年9月6日 8-40-00223 福岡県 耕種 草場　哲也
令和4年9月6日 8-40-00224 福岡県 耕種 山田　洋一
令和4年9月6日 8-40-00225 福岡県 耕種 永利　司
令和4年9月13日 8-40-00226 福岡県 耕種 久保山　廣重
令和4年9月13日 8-40-00227 福岡県 耕種 諸冨　武
令和4年9月21日 8-40-00228 福岡県 耕種 卑弥呼の杜株式会社
令和4年9月27日 8-40-00229 福岡県 耕種 農事組合法人光
令和4年10月4日 8-40-00230 福岡県 耕種 轟　量夫
令和4年10月4日 8-40-00231 福岡県 耕種 松尾　昭三
令和4年10月4日 8-40-00232 福岡県 耕種 有限会社小林きのこ産業
令和4年10月4日 8-40-00233 福岡県 耕種 株式会社スマイル農園
令和4年10月11日 8-40-00234 福岡県 耕種 田中　智大
令和4年10月11日 8-40-00235 福岡県 耕種 松崎　智明
令和4年10月11日 8-40-00236 福岡県 耕種 久保田　隆生
令和4年10月11日 8-40-00237 福岡県 耕種 古賀　祥伍
令和4年10月18日 8-40-00238 福岡県 耕種 中川　貴裕
令和4年10月18日 8-40-00239 福岡県 耕種 松澤　栄二
令和4年10月18日 8-40-00240 福岡県 耕種 有限会社カジムラファーム
令和4年10月18日 8-40-00241 福岡県 耕種 株式会社ＫＢＴファーム
令和4年10月25日 8-40-00242 福岡県 耕種 廣重　八壽喜
令和4年10月25日 8-40-00243 福岡県 耕種 株式会社コスモファーム野口
令和4年10月25日 8-40-00244 福岡県 耕種 有限会社久富ファーム
令和4年11月1日 8-40-00245 福岡県 耕種 鹿毛　政博
令和4年11月1日 8-40-00246 福岡県 耕種 古賀　一成
令和4年11月1日 8-40-00247 福岡県 耕種 吉村　和実
令和4年11月1日 8-40-00248 福岡県 耕種 藤波　伸介
令和4年11月1日 8-40-00249 福岡県 耕種 株式会社カラーリングファーム
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令和4年11月1日 8-40-00250 福岡県 畜産 株式会社倉重ファーム
令和4年11月9日 8-40-00251 福岡県 耕種 轟　輝一郎
令和4年11月9日 8-40-00252 福岡県 耕種 ジョイファーム株式会社
令和4年11月9日 8-40-00253 福岡県 耕種 有限会社カジヤマ
令和4年11月16日 8-40-00254 福岡県 耕種 井上　裕敬
令和4年11月16日 8-40-00255 福岡県 耕種 永利　隆幸
令和4年11月16日 8-40-00256 福岡県 耕種 株式会社ユーアス
令和4年11月22日 8-40-00257 福岡県 耕種 溝田　英寿
令和4年11月22日 8-40-00258 福岡県 耕種 灰塚　浩
令和4年11月22日 8-40-00259 福岡県 耕種 末次　雄大
令和4年11月22日 8-40-00260 福岡県 耕種 中島　敏彦
令和4年11月22日 8-40-00261 福岡県 畜産 有限会社内田ラクト牧場
令和4年11月29日 8-40-00262 福岡県 耕種 香月　雅史
令和4年11月29日 8-40-00263 福岡県 耕種 坂田　良
令和4年11月29日 8-40-00264 福岡県 耕種 中原　幸一郎
令和4年11月29日 8-40-00265 福岡県 耕種 合同会社ファーム貞光
令和4年11月29日 8-40-00266 福岡県 耕種 有限会社ウラタ農園
令和4年12月6日 8-40-00267 福岡県 耕種 有限会社マツナガ
令和4年12月13日 8-40-00268 福岡県 耕種 久保田　一敏
令和4年12月13日 8-40-00269 福岡県 耕種 松隈　三樹
令和4年12月13日 8-40-00270 福岡県 畜産 槇　芳行
令和4年12月13日 8-40-00271 福岡県 耕種 稲吉　将法
令和4年12月13日 8-40-00272 福岡県 耕種・畜産 株式会社瀬戸ファーム
令和4年12月20日 8-40-00273 福岡県 耕種 大熊　拓也
令和4年12月20日 8-40-00274 福岡県 耕種 安武　昭男
令和4年12月27日 8-40-00275 福岡県 耕種 株式会社松崎フルーツ
令和5年1月5日 8-40-00276 福岡県 耕種 柴田　剛
令和5年1月5日 8-40-00277 福岡県 耕種 大藪　耕三
令和5年1月5日 8-40-00278 福岡県 耕種 稲吉　隆二
令和5年1月17日 8-40-00279 福岡県 耕種 有限会社千広農産
令和5年1月17日 8-40-00280 福岡県 耕種 株式会社豊かな農園
令和5年1月17日 8-40-00281 福岡県 耕種 株式会社サン・グリーン
令和5年1月24日 8-40-00282 福岡県 耕種 佐藤　弘也
令和5年1月24日 8-40-00283 福岡県 耕種 楢原　智也
令和5年1月31日 8-40-00284 福岡県 耕種 松林　一智
令和5年2月7日 8-40-00285 福岡県 耕種 白水　祐一朗
令和5年2月7日 8-40-00286 福岡県 畜産 株式会社井上ピッグファーム
令和5年2月20日 8-40-00287 福岡県 耕種 井口　和也
令和5年2月20日 8-40-00288 福岡県 耕種 原　真砂子
令和5年2月20日 8-40-00289 福岡県 畜産 株式会社山形種鶏場
令和5年3月1日 8-40-00290 福岡県 耕種 株式会社エヌ．ｉｎｃ
令和5年3月7日 8-40-00291 福岡県 耕種 農事組合法人彩香
令和5年3月14日 8-40-00292 福岡県 耕種 農事組合法人大木しめじセンター
令和5年3月14日 8-40-00293 福岡県 畜産 有限会社今村ふれあい牧場
令和5年3月14日 8-40-00294 福岡県 耕種 福岡苗木産業株式会社
令和5年3月14日 8-40-00295 福岡県 耕種 有限会社やおき
令和5年3月14日 8-40-00296 福岡県 耕種 農事組合法人きのこ工房
令和5年3月28日 8-40-00297 福岡県 耕種 草場　大和
令和5年3月28日 8-40-00298 福岡県 耕種 〆野　智宏
令和5年3月28日 8-40-00299 福岡県 耕種 吉田　智貴
令和5年4月4日 8-40-00300 福岡県 畜産 中村　博之
令和5年4月4日 8-40-00301 福岡県 耕種 徳永　敬司
令和5年4月4日 8-40-00302 福岡県 耕種 内藤　達也
令和5年4月4日 8-40-00303 福岡県 耕種 有限会社やまびこ農産
令和5年4月4日 8-40-00304 福岡県 耕種 有限会社九州アグリサービス
令和5年4月13日 8-40-00305 福岡県 耕種 服部　純一
令和5年4月13日 8-40-00306 福岡県 耕種 古賀　隆嗣
令和5年4月13日 8-40-00307 福岡県 耕種 永利　雄貴
令和5年4月13日 8-40-00308 福岡県 耕種 有限会社長野やさい園
令和5年4月18日 8-40-00309 福岡県 耕種 小西　伸一
令和5年4月18日 8-40-00310 福岡県 耕種 林田　貴光
令和5年4月18日 8-40-00311 福岡県 耕種 株式会社久留米種苗園芸
令和5年4月25日 8-40-00312 福岡県 耕種 株式会社農創会
令和2年2月26日 8-41-00001 佐賀県 耕種 株式会社Ｙ．Ｋカンパニー
令和2年2月26日 8-41-00002 佐賀県 耕種 有限会社宮崎グリーン
令和2年10月19日 8-41-00004 佐賀県 耕種 有限会社エムケイファーム
令和2年11月12日 8-41-00005 佐賀県 耕種 株式会社ｇｒｅｅｎ　ｓｔｙｌｅ
令和2年11月19日 8-41-00006 佐賀県 耕種 株式会社アマノ園芸
令和3年1月13日 8-41-00007 佐賀県 耕種 株式会社眞子菊香園
令和3年6月1日 8-41-00008 佐賀県 耕種 株式会社麻生園芸
令和3年8月16日 8-41-00009 佐賀県 耕種 澤山　直人
令和3年8月30日 8-41-00010 佐賀県 耕種 株式会社明日香園
令和3年10月5日 8-41-00011 佐賀県 耕種 株式会社大隈和み園芸
令和3年11月29日 8-41-00012 佐賀県 畜産 株式会社風の牧場
令和3年12月20日 8-41-00013 佐賀県 耕種 株式会社Ｓｙｏｕｗａ　Ｖｅｇｅｃｕｌ
令和4年1月5日 8-41-00014 佐賀県 耕種 株式会社丸岡青果
令和4年1月11日 8-41-00015 佐賀県 耕種 中原　洋一郎
令和4年1月11日 8-41-00016 佐賀県 耕種 佐藤農場株式会社
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令和4年2月7日 8-41-00017 佐賀県 畜産 株式会社百姓屋
令和4年2月21日 8-41-00018 佐賀県 畜産 堀　博明
令和4年2月28日 8-41-00019 佐賀県 耕種 牧瀬　和浩
令和4年4月13日 8-41-00020 佐賀県 耕種 株式会社ＭＷＳ
令和4年5月10日 8-41-00021 佐賀県 耕種 株式会社基里ＯＫファーム
令和4年5月17日 8-41-00022 佐賀県 耕種 合六　健一
令和4年5月17日 8-41-00023 佐賀県 耕種 木本　慎悟
令和4年5月24日 8-41-00024 佐賀県 畜産 株式会社野村畜産
令和4年6月21日 8-41-00025 佐賀県 耕種 株式会社川﨑食品
令和4年8月2日 8-41-00026 佐賀県 耕種 井田　将也
令和4年9月13日 8-41-00027 佐賀県 耕種 有限会社百武青果
令和4年11月1日 8-41-00028 佐賀県 畜産 有限会社原口牧場
令和4年12月20日 8-41-00029 佐賀県 耕種 唐津農業協同組合
令和5年3月1日 8-41-00030 佐賀県 耕種 株式会社有明・潮風ファーム
令和5年3月14日 8-41-00031 佐賀県 耕種 株式会社ＩＭＫＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
令和5年4月4日 8-41-00032 佐賀県 耕種 山口　喜佐男
令和5年4月18日 8-41-00033 佐賀県 耕種 岩永　敏之
令和元年10月25日 8-42-00001 長崎県 耕種 山口　健
令和元年11月22日 8-42-00002 長崎県 耕種 株式会社山開産商
令和元年12月12日 8-42-00003 長崎県 耕種 株式会社杉田農園
令和2年1月6日 8-42-00004 長崎県 耕種 前田　浩信
令和2年1月6日 8-42-00005 長崎県 耕種 株式会社エヌ 派遣
令和2年3月19日 8-42-00006 長崎県 耕種 株式会社有明青果
令和2年4月9日 8-42-00007 長崎県 耕種 有限会社松山ファーム
令和2年6月11日 8-42-00008 長崎県 耕種 前田　和明
令和2年6月17日 8-42-00009 長崎県 畜産 株式会社長崎ファーム
令和2年8月26日 8-42-00010 長崎県 耕種 田中　智
令和2年9月23日 8-42-00011 長崎県 耕種 株式会社潤青果
令和2年9月30日 8-42-00012 長崎県 耕種 矢竹　友喜
令和2年10月15日 8-42-00013 長崎県 耕種 有限会社古川商店
令和2年10月23日 8-42-00014 長崎県 耕種 立石　實
令和2年10月23日 8-42-00015 長崎県 耕種 田中　英光
令和2年10月23日 8-42-00016 長崎県 耕種 松山　伸司
令和2年10月28日 8-42-00017 長崎県 畜産 松井　得泰
令和2年11月19日 8-42-00018 長崎県 耕種 株式会社林田青果
令和2年11月24日 8-42-00019 長崎県 耕種 吉田　隆洋
令和2年12月11日 8-42-00020 長崎県 耕種 株式会社きんかい茸
令和2年12月18日 8-42-00021 長崎県 耕種 平野　善博
令和3年1月18日 8-42-00022 長崎県 耕種 福田　勝吾
令和3年1月26日 8-42-00023 長崎県 耕種 栗原　一清
令和3年1月26日 8-42-00024 長崎県 耕種 中村物産株式会社
令和3年2月8日 8-42-00025 長崎県 耕種 三浦　重毅
令和3年2月16日 8-42-00026 長崎県 耕種 町田　浩徳
令和3年2月16日 8-42-00027 長崎県 耕種 柴﨑　義光
令和3年2月16日 8-42-00028 長崎県 耕種 有限会社國崎青果
令和3年3月9日 8-42-00029 長崎県 畜産 西海産業有限会社
令和3年3月16日 8-42-00030 長崎県 耕種 栗林　健一
令和3年3月16日 8-42-00031 長崎県 耕種 平野　不二人
令和3年4月7日 8-42-00032 長崎県 耕種 平田　広敏
令和3年4月13日 8-42-00033 長崎県 耕種 塚本　一行
令和3年4月26日 8-42-00034 長崎県 耕種 織田　浩介
令和3年5月11日 8-42-00035 長崎県 畜産 中村　徳治
令和3年5月11日 8-42-00036 長崎県 耕種 吉田　英喜
令和3年5月11日 8-42-00037 長崎県 耕種 辰田　嘉則
令和3年5月11日 8-42-00038 長崎県 耕種 辰田　博伸
令和3年5月11日 8-42-00039 長崎県 耕種 前田　正文
令和3年5月11日 8-42-00040 長崎県 耕種 金子　義博
令和3年5月26日 8-42-00041 長崎県 耕種 堀　金男
令和3年7月20日 8-42-00042 長崎県 耕種 森　一成
令和3年7月26日 8-42-00043 長崎県 耕種 お花屋さん百花園有限会社
令和3年8月3日 8-42-00044 長崎県 耕種 本多　衛治
令和3年8月10日 8-42-00045 長崎県 畜産 株式会社落水正商店
令和3年8月16日 8-42-00046 長崎県 耕種 卜部　英徳
令和3年8月24日 8-42-00047 長崎県 耕種 吉村　信幸
令和3年9月7日 8-42-00048 長崎県 畜産 農業生産法人株式会社ダイチク
令和3年9月7日 8-42-00049 長崎県 耕種 農事組合法人長崎有機センター
令和3年9月7日 8-42-00050 長崎県 耕種 有限会社堀口青果
令和3年9月7日 8-42-00051 長崎県 耕種 株式会社エムピーフーズ
令和3年9月14日 8-42-00052 長崎県 耕種 浜塚　剛
令和3年9月21日 8-42-00053 長崎県 耕種 農事組合法人サンエスファーム
令和3年10月5日 8-42-00054 長崎県 耕種 増田青果株式会社
令和3年10月21日 8-42-00055 長崎県 耕種 マルナンファーム株式会社
令和3年10月25日 8-42-00056 長崎県 耕種 愛菜ファーム株式会社
令和3年10月25日 8-42-00057 長崎県 耕種 吉田　裕昭
令和3年11月8日 8-42-00058 長崎県 耕種 株式会社島原無線
令和3年11月22日 8-42-00059 長崎県 耕種 吉田　裕一郎
令和3年11月29日 8-42-00060 長崎県 耕種 平島　尚典
令和3年12月6日 8-42-00061 長崎県 耕種 有限会社田中農園
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令和3年12月20日 8-42-00062 長崎県 耕種 木下　利光
令和3年12月20日 8-42-00063 長崎県 耕種 株式会社アグリ・コーポレーション
令和4年1月5日 8-42-00064 長崎県 耕種 増田　行宏
令和4年1月5日 8-42-00065 長崎県 耕種 田中　将太
令和4年1月5日 8-42-00066 長崎県 耕種 立光　真一郎
令和4年1月5日 8-42-00067 長崎県 耕種 有限会社井上青果
令和4年1月5日 8-42-00068 長崎県 耕種 株式会社グリーンファーム絆
令和4年1月5日 8-42-00069 長崎県 耕種 株式会社柳ファーム
令和4年1月11日 8-42-00070 長崎県 畜産 宮崎　博喜
令和4年1月11日 8-42-00071 長崎県 耕種 田浦　孝一
令和4年1月11日 8-42-00072 長崎県 畜産 株式会社柿田ファーム
令和4年1月17日 8-42-00073 長崎県 耕種 栗原　光博
令和4年1月17日 8-42-00074 長崎県 畜産 端倉　雷太
令和4年1月17日 8-42-00075 長崎県 耕種 株式会社淳恵園
令和4年1月24日 8-42-00076 長崎県 耕種 馬場　勝郎
令和4年2月7日 8-42-00077 長崎県 耕種 前川　耕市
令和4年2月7日 8-42-00078 長崎県 耕種 株式会社雲仙きのこ本舗
令和4年2月28日 8-42-00079 長崎県 耕種 本多　克己
令和4年3月8日 8-42-00080 長崎県 耕種 田中　克臣
令和4年3月14日 8-42-00081 長崎県 耕種 大町　尚史
令和4年3月14日 8-42-00082 長崎県 耕種 有限会社松永青果
令和4年3月23日 8-42-00083 長崎県 耕種 中村　秋広
令和4年3月23日 8-42-00084 長崎県 耕種 株式会社馬渡農園
令和4年3月28日 8-42-00085 長崎県 耕種 田中　孝博
令和4年3月28日 8-42-00086 長崎県 耕種 栗原　大和
令和4年3月28日 8-42-00087 長崎県 耕種 有限会社雲仙森の野菜村
令和4年4月5日 8-42-00088 長崎県 耕種 清水　良太
令和4年4月11日 8-42-00089 長崎県 耕種 森　浩徳
令和4年4月15日 8-42-00090 長崎県 耕種 みらい有限会社
令和4年4月26日 8-42-00091 長崎県 耕種 宇土　和俊
令和4年5月10日 8-42-00092 長崎県 耕種 尾崎　勝
令和4年5月17日 8-42-00093 長崎県 畜産 荒木　正司
令和4年5月17日 8-42-00094 長崎県 耕種 株式会社マルエス
令和4年5月24日 8-42-00095 長崎県 畜産 大石畜産
令和4年5月31日 8-42-00096 長崎県 耕種 柴田　和昭
令和4年5月31日 8-42-00097 長崎県 耕種 本多　博樹
令和4年6月14日 8-42-00098 長崎県 耕種 宇土　博信
令和4年6月14日 8-42-00099 長崎県 耕種 有限会社池田海陸物産
令和4年6月21日 8-42-00100 長崎県 耕種 矢竹　裕也
令和4年6月21日 8-42-00101 長崎県 畜産 株式会社松本ポートリー
令和4年6月27日 8-42-00102 長崎県 耕種 村里　俊一郎
令和4年6月27日 8-42-00103 長崎県 耕種 株式会社ヤマシンフーズ
令和4年7月6日 8-42-00104 長崎県 畜産 株式会社小林畜産
令和4年7月12日 8-42-00105 長崎県 耕種 株式会社松尾青果
令和4年7月12日 8-42-00106 長崎県 耕種 雲仙しいたけ株式会社
令和4年7月20日 8-42-00107 長崎県 耕種 荒木　万寿夫
令和4年7月20日 8-42-00108 長崎県 耕種 廣瀬　　克
令和4年7月20日 8-42-00109 長崎県 耕種 有限会社酒井商店
令和4年8月9日 8-42-00110 長崎県 耕種 木村　誠
令和4年8月30日 8-42-00111 長崎県 畜産 金納産業株式会社
令和4年9月13日 8-42-00112 長崎県 耕種 打越　克己
令和4年9月13日 8-42-00113 長崎県 耕種 株式会社新宮青果
令和4年9月27日 8-42-00114 長崎県 耕種 本多　敏光
令和4年10月4日 8-42-00115 長崎県 畜産 高原　啓造
令和4年10月11日 8-42-00116 長崎県 耕種 株式会社門畑農園
令和4年10月18日 8-42-00117 長崎県 耕種 本村　忠
令和4年10月25日 8-42-00118 長崎県 耕種 喜多　賢志郎
令和4年11月1日 8-42-00119 長崎県 耕種 吉田　哲也
令和4年11月1日 8-42-00120 長崎県 耕種 株式会社人作
令和4年11月22日 8-42-00121 長崎県 耕種 平田　真児
令和4年11月22日 8-42-00122 長崎県 耕種 杉本　正春
令和4年11月22日 8-42-00123 長崎県 耕種 中村　認
令和4年11月22日 8-42-00124 長崎県 耕種 山口　靖
令和4年11月29日 8-42-00125 長崎県 耕種 株式会社平成産業
令和4年12月6日 8-42-00126 長崎県 耕種 大石　健一
令和4年12月6日 8-42-00127 長崎県 耕種 林田　政二
令和4年12月27日 8-42-00128 長崎県 耕種 近藤　尚澄
令和4年12月27日 8-42-00129 長崎県 耕種 井上　明文
令和5年1月5日 8-42-00130 長崎県 耕種 株式会社ききつ青果
令和5年1月5日 8-42-00131 長崎県 耕種 株式会社南高青果
令和5年1月17日 8-42-00132 長崎県 畜産 梅本　太
令和5年1月17日 8-42-00133 長崎県 畜産 有限会社芳寿牧場
令和5年1月24日 8-42-00134 長崎県 耕種 有限会社きのこ屋
令和5年1月31日 8-42-00135 長崎県 畜産 井川　貞信
令和5年2月14日 8-42-00136 長崎県 畜産 島原有明ファーム株式会社
令和5年3月1日 8-42-00137 長崎県 耕種 井上　清秋
令和5年4月13日 8-42-00138 長崎県 耕種 金子　幸美
令和5年4月18日 8-42-00139 長崎県 耕種 草野　重孝
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令和5年4月18日 8-42-00140 長崎県 耕種 水田　勇
令和元年10月25日 8-43-00001 熊本県 耕種 亀山　五輪生
令和元年10月25日 8-43-00002 熊本県 耕種 阿蘇農業協同組合
令和元年10月25日 8-43-00003 熊本県 耕種 園田　賢臣
令和元年10月29日 8-43-00004 熊本県 耕種 嶋野　武輝
令和元年11月13日 8-43-00005 熊本県 耕種 岩下　博己
令和元年11月13日 8-43-00006 熊本県 耕種 武原　敏雄
令和元年11月13日 8-43-00007 熊本県 耕種 宮崎農園有限会社
令和元年11月22日 8-43-00008 熊本県 耕種 澤村　信吉
令和元年12月12日 8-43-00009 熊本県 耕種 米本　哲也
令和元年12月18日 8-43-00010 熊本県 耕種 有限会社ジアス
令和2年1月6日 8-43-00011 熊本県 耕種 中田　晴一郎
令和2年1月21日 8-43-00012 熊本県 耕種 株式会社中道ファーム
令和2年1月27日 8-43-00013 熊本県 耕種 本山　透
令和2年1月27日 8-43-00014 熊本県 耕種 岡本　竜一
令和2年1月31日 8-43-00015 熊本県 耕種 株式会社タナカ農産
令和2年1月31日 8-43-00016 熊本県 耕種 笠原　秀樹
令和2年2月6日 8-43-00017 熊本県 耕種 内藤　敏
令和2年2月20日 8-43-00018 熊本県 耕種 岩村　一盛
令和2年2月26日 8-43-00019 熊本県 耕種 遠山　秀幸
令和2年2月26日 8-43-00020 熊本県 耕種 山田　堅司
令和2年4月3日 8-43-00023 熊本県 耕種 後藤　浩昭
令和2年4月3日 8-43-00024 熊本県 耕種 興梠　大作
令和2年4月3日 8-43-00025 熊本県 耕種 斎藤　孝幸
令和2年4月3日 8-43-00026 熊本県 耕種 鰐川　雄太
令和2年4月3日 8-43-00027 熊本県 耕種 山本耕農株式会社
令和2年4月27日 8-43-00028 熊本県 耕種 澤村　宜幸
令和2年5月14日 8-43-00029 熊本県 耕種 株式会社ヒラタファーム
令和2年5月14日 8-43-00030 熊本県 耕種 塚本　隆信
令和2年5月21日 8-43-00031 熊本県 耕種 笹原　光司
令和2年5月28日 8-43-00032 熊本県 耕種 宮崎　章宏
令和2年5月28日 8-43-00033 熊本県 耕種 玉名農業協同組合
令和2年6月11日 8-43-00034 熊本県 耕種 志賀　健一郎
令和2年6月24日 8-43-00035 熊本県 畜産 株式会社阿蘇ファーム
令和2年7月8日 8-43-00036 熊本県 耕種 上野　弘道
令和2年7月8日 8-43-00037 熊本県 耕種 鶴田　義高
令和2年7月15日 8-43-00038 熊本県 耕種 岡村　邦功
令和2年7月15日 8-43-00039 熊本県 耕種 笹原　憲治
令和2年7月15日 8-43-00040 熊本県 耕種 岩下　義国
令和2年7月15日 8-43-00041 熊本県 耕種 興梠　慶護
令和2年7月15日 8-43-00042 熊本県 耕種 古林　達男
令和2年7月27日 8-43-00043 熊本県 耕種 奥村　泰盛
令和2年8月5日 8-43-00044 熊本県 耕種 株式会社麻生農園
令和2年8月5日 8-43-00045 熊本県 耕種 谷川　洋
令和2年8月12日 8-43-00046 熊本県 耕種 塚本　靖弘
令和2年8月26日 8-43-00048 熊本県 耕種 甲斐　慎也
令和2年8月26日 8-43-00049 熊本県 耕種 川原　奏司
令和2年8月26日 8-43-00050 熊本県 耕種 宮崎　英博
令和2年8月26日 8-43-00051 熊本県 耕種 岩永　郁浩
令和2年8月26日 8-43-00052 熊本県 耕種 池福　強
令和2年8月26日 8-43-00053 熊本県 耕種 工藤　精一
令和2年9月16日 8-43-00054 熊本県 耕種 佐藤　哲治
令和2年9月16日 8-43-00056 熊本県 耕種 株式会社下川農園
令和2年9月23日 8-43-00057 熊本県 耕種 坂井　優真
令和2年9月23日 8-43-00058 熊本県 耕種 松本　吉充
令和2年9月23日 8-43-00059 熊本県 耕種 井上　靖之
令和2年9月23日 8-43-00060 熊本県 耕種 吉野　孝久
令和2年9月30日 8-43-00061 熊本県 耕種 上野　仁敬
令和2年9月30日 8-43-00062 熊本県 耕種 萩本　誠悟
令和2年10月7日 8-43-00063 熊本県 耕種 塚本　慎一
令和2年10月7日 8-43-00064 熊本県 耕種 塚本　博則
令和2年10月7日 8-43-00065 熊本県 耕種 宮田　正雄
令和2年10月7日 8-43-00066 熊本県 耕種 藤本　誠一
令和2年10月15日 8-43-00067 熊本県 耕種 拾雄　章
令和2年10月15日 8-43-00068 熊本県 耕種 中村　幸雄
令和2年10月15日 8-43-00069 熊本県 耕種 村田　彰
令和2年10月15日 8-43-00070 熊本県 耕種 株式会社坂本いちご農園
令和2年10月15日 8-43-00071 熊本県 耕種 青山　秀治
令和2年10月19日 8-43-00072 熊本県 耕種 本村　寿人
令和2年10月19日 8-43-00073 熊本県 耕種 熊本宇城農業協同組合
令和2年10月26日 8-43-00074 熊本県 耕種 畑野　和明
令和2年10月26日 8-43-00075 熊本県 耕種 羽山　京一
令和2年10月28日 8-43-00076 熊本県 耕種 植田　孝徳
令和2年11月2日 8-43-00077 熊本県 耕種 ＡＳＯナチュラルファーム株式会社
令和2年11月5日 8-43-00078 熊本県 耕種 白石　一幸
令和2年11月12日 8-43-00079 熊本県 耕種 松岡　博文
令和2年11月12日 8-43-00080 熊本県 耕種 本村　清治
令和2年11月12日 8-43-00081 熊本県 耕種 村上　将之
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令和2年11月12日 8-43-00082 熊本県 耕種 株式会社西谷農園
令和2年11月12日 8-43-00083 熊本県 耕種 楽農家合同会社
令和2年11月12日 8-43-00084 熊本県 耕種 株式会社八代トマト流通センター
令和2年11月12日 8-43-00085 熊本県 耕種 株式会社マルクニファーム
令和2年11月24日 8-43-00086 熊本県 耕種 上羽　正俊
令和2年11月24日 8-43-00087 熊本県 畜産 小幡　昌晃
令和2年11月30日 8-43-00088 熊本県 耕種 河田　克志
令和2年12月4日 8-43-00089 熊本県 耕種 水本　眞治郎
令和2年12月4日 8-43-00090 熊本県 耕種 深川　良次
令和2年12月4日 8-43-00091 熊本県 耕種 黒田　英文
令和2年12月4日 8-43-00092 熊本県 耕種 林野　美江
令和2年12月4日 8-43-00093 熊本県 耕種 合同会社黒木農園
令和2年12月11日 8-43-00094 熊本県 耕種 邑田　克哉
令和2年12月11日 8-43-00095 熊本県 耕種 齊藤　和年
令和2年12月11日 8-43-00096 熊本県 耕種 東田　英男
令和2年12月25日 8-43-00097 熊本県 耕種 西岡　義人
令和3年1月5日 8-43-00098 熊本県 耕種 今村　康太
令和3年1月5日 8-43-00099 熊本県 耕種 塩谷　先
令和3年1月13日 8-43-00100 熊本県 耕種 荒木　鉄也
令和3年1月13日 8-43-00101 熊本県 耕種 丸山　博
令和3年1月13日 8-43-00102 熊本県 耕種 本田　誉也
令和3年1月18日 8-43-00104 熊本県 耕種 髙島　直樹
令和3年1月18日 8-43-00105 熊本県 耕種 前田　真利
令和3年1月18日 8-43-00106 熊本県 耕種 田上　正剛
令和3年1月18日 8-43-00107 熊本県 耕種 有限会社あぐりーず
令和3年1月18日 8-43-00108 熊本県 畜産 株式会社マルナカ
令和3年1月26日 8-43-00109 熊本県 耕種 株式会社大家ファーム
令和3年2月2日 8-43-00110 熊本県 耕種 林田　昌明　
令和3年2月2日 8-43-00111 熊本県 耕種 宮本　憲一
令和3年2月2日 8-43-00112 熊本県 耕種 株式会社みっちゃん工房
令和3年2月8日 8-43-00113 熊本県 耕種 八代地域農業協同組合
令和3年2月8日 8-43-00114 熊本県 畜産 合同会社ピッグス
令和3年2月16日 8-43-00115 熊本県 畜産 渡辺　保德
令和3年2月16日 8-43-00116 熊本県 耕種 熊本大同青果株式会社
令和3年2月24日 8-43-00117 熊本県 耕種 森崎　重人
令和3年2月24日 8-43-00118 熊本県 耕種 松村　佐知
令和3年3月9日 8-43-00119 熊本県 耕種 友田　紀行
令和3年3月9日 8-43-00120 熊本県 耕種 株式会社サンライズ
令和3年3月9日 8-43-00121 熊本県 畜産 株式会社ヒラヤマ
令和3年3月9日 8-43-00122 熊本県 畜産 有限会社サイキ
令和3年3月16日 8-43-00123 熊本県 耕種 木村　和仁
令和3年3月16日 8-43-00124 熊本県 耕種 高本　哲也
令和3年3月23日 8-43-00125 熊本県 畜産 農事組合法人甲誠牧場
令和3年3月23日 8-43-00126 熊本県 畜産 農事組合法人高原畜産総合公社
令和3年3月23日 8-43-00127 熊本県 畜産 農事組合法人大塚牧場
令和3年3月29日 8-43-00128 熊本県 耕種 池田　博光
令和3年4月7日 8-43-00129 熊本県 耕種 株式会社雅
令和3年4月7日 8-43-00130 熊本県 耕種 株式会社八代加工
令和3年4月13日 8-43-00131 熊本県 耕種 宮崎　剛史
令和3年4月13日 8-43-00132 熊本県 耕種 園田　洋一
令和3年4月13日 8-43-00133 熊本県 耕種 木村　寿男
令和3年4月13日 8-43-00134 熊本県 耕種 塚本　真哉
令和3年4月13日 8-43-00135 熊本県 耕種 尾池　朝夫
令和3年4月13日 8-43-00136 熊本県 耕種 高日　久光
令和3年4月20日 8-43-00137 熊本県 耕種 小林　昭代
令和3年4月20日 8-43-00138 熊本県 耕種 株式会社山田ファーム
令和3年4月20日 8-43-00139 熊本県 畜産 有限会社前田牧場
令和3年4月26日 8-43-00140 熊本県 耕種 本山　佳秀
令和3年4月26日 8-43-00141 熊本県 畜産 有限会社塚本ファーム
令和3年5月11日 8-43-00142 熊本県 耕種 宮崎　勲
令和3年5月11日 8-43-00143 熊本県 耕種 小野　龍範
令和3年5月18日 8-43-00144 熊本県 耕種 竹原　伴幸
令和3年5月18日 8-43-00145 熊本県 耕種 吉良食品株式会社
令和3年5月26日 8-43-00146 熊本県 耕種 深川　信宏
令和3年5月26日 8-43-00147 熊本県 耕種 城戸　正和
令和3年5月26日 8-43-00148 熊本県 耕種 井上　洋介
令和3年5月26日 8-43-00149 熊本県 耕種 小山　修平
令和3年5月26日 8-43-00150 熊本県 耕種 有限会社グリーンファーム波野
令和3年6月1日 8-43-00151 熊本県 耕種 吉田　浩之
令和3年6月8日 8-43-00152 熊本県 耕種 園田　八千代
令和3年6月8日 8-43-00153 熊本県 耕種 小林　弘幸
令和3年6月14日 8-43-00154 熊本県 耕種 岩下　義文
令和3年6月14日 8-43-00155 熊本県 耕種 西日本ナーサリー耕業株式会社
令和3年6月22日 8-43-00156 熊本県 耕種 東家　誠也
令和3年6月22日 8-43-00157 熊本県 耕種 前田　敬士
令和3年6月22日 8-43-00158 熊本県 耕種 土田　智行
令和3年6月22日 8-43-00159 熊本県 耕種 林田　政継
令和3年6月22日 8-43-00160 熊本県 耕種 堀田　洋樹
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令和3年6月22日 8-43-00161 熊本県 耕種 澤村　彰一
令和3年6月28日 8-43-00162 熊本県 耕種 玉目　陽一
令和3年6月28日 8-43-00163 熊本県 耕種 株式会社萬笑
令和3年7月6日 8-43-00164 熊本県 耕種 豊本　康男
令和3年7月6日 8-43-00165 熊本県 耕種 森山　翔太
令和3年7月6日 8-43-00166 熊本県 畜産 有限会社コーシン
令和3年7月13日 8-43-00167 熊本県 耕種 下崎　昭徳
令和3年7月13日 8-43-00168 熊本県 耕種 堀田　和利
令和3年7月13日 8-43-00169 熊本県 耕種 友田　頌悟
令和3年7月20日 8-43-00170 熊本県 耕種 大津　裕樹
令和3年7月20日 8-43-00171 熊本県 耕種 株式会社丸山農園
令和3年7月26日 8-43-00172 熊本県 畜産 有限会社平山ファーム
令和3年7月26日 8-43-00173 熊本県 畜産 株式会社鞍竹牛アグリセンター
令和3年8月3日 8-43-00174 熊本県 耕種 有限会社阿蘇蔵農園
令和3年8月3日 8-43-00175 熊本県 畜産 有限会社幸鷹牧場
令和3年8月10日 8-43-00176 熊本県 耕種 井上　雅晴
令和3年8月10日 8-43-00177 熊本県 耕種 有限会社西田商事
令和3年8月10日 8-43-00178 熊本県 畜産 株式会社吉村ファーム
令和3年8月10日 8-43-00179 熊本県 畜産 有限会社大村牧場
令和3年8月10日 8-43-00180 熊本県 畜産 株式会社佐々牧場
令和3年8月16日 8-43-00181 熊本県 耕種 中野　忠信
令和3年8月16日 8-43-00182 熊本県 耕種 田中　輝久
令和3年8月16日 8-43-00183 熊本県 耕種 Ｇｒｅｅｎ　Ｌｉｆｅ　株式会社
令和3年8月24日 8-43-00184 熊本県 畜産 有限会社実取農場
令和3年8月30日 8-43-00185 熊本県 耕種 松嶋　晃司
令和3年8月30日 8-43-00186 熊本県 耕種 釜賀　義孝
令和3年8月30日 8-43-00187 熊本県 耕種 武原　富雄
令和3年8月30日 8-43-00188 熊本県 耕種 西田　憲男
令和3年8月30日 8-43-00189 熊本県 耕種 宮田　太一
令和3年9月7日 8-43-00190 熊本県 耕種 有限会社荒尾きのこセンター
令和3年9月14日 8-43-00191 熊本県 耕種 中山　勝利
令和3年9月14日 8-43-00192 熊本県 耕種 田上　孝一
令和3年9月14日 8-43-00193 熊本県 耕種 大家　聖矢
令和3年9月14日 8-43-00194 熊本県 耕種 坂野　則昭
令和3年9月14日 8-43-00195 熊本県 耕種 森本　立雄
令和3年9月14日 8-43-00196 熊本県 耕種 趙　麗杰
令和3年9月14日 8-43-00197 熊本県 耕種 株式会社ＴＡＣやつしろ
令和3年9月21日 8-43-00198 熊本県 耕種 高浪　慎太郎
令和3年10月5日 8-43-00198 熊本県 畜産 株式会社木村デーリィファーム
令和3年10月5日 8-43-00199 熊本県 耕種 有限会社重元園芸
令和3年10月5日 8-43-00200 熊本県 耕種 株式会社Ｌ＆Ｐ
令和3年10月13日 8-43-00201 熊本県 耕種 松本　英揮
令和3年10月13日 8-43-00202 熊本県 耕種 沖田　義雄
令和3年10月13日 8-43-00203 熊本県 耕種 中尾　正司
令和3年10月13日 8-43-00204 熊本県 耕種 山本　泉
令和3年10月21日 8-43-00205 熊本県 耕種 一森　靖弘
令和3年10月25日 8-43-00206 熊本県 耕種 有限会社テ・ファーム
令和3年10月25日 8-43-00207 熊本県 耕種 平田　雅俊
令和3年11月1日 8-43-00208 熊本県 畜産 有限会社ナカムラ
令和3年11月8日 8-43-00209 熊本県 耕種 阿南　末雄
令和3年11月8日 8-43-00210 熊本県 耕種 東田　伊佐雄
令和3年11月8日 8-43-00211 熊本県 耕種 山田　昭二
令和3年11月8日 8-43-00212 熊本県 耕種 中村　俊則
令和3年11月15日 8-43-00215 熊本県 耕種 武原　雄一郎
令和3年11月15日 8-43-00216 熊本県 耕種 萩本　雄祐
令和3年11月15日 8-43-00217 熊本県 耕種 緒方　政文
令和3年11月15日 8-43-00218 熊本県 耕種 唐津　孝行
令和3年11月15日 8-43-00219 熊本県 耕種 中山　景二
令和3年11月22日 8-43-00220 熊本県 耕種 株式会社天松
令和3年11月22日 8-43-00221 熊本県 耕種 株式会社うえなか
令和3年11月29日 8-43-00222 熊本県 耕種 岡村　剛
令和3年11月29日 8-43-00223 熊本県 耕種 稲田　哲也
令和3年11月29日 8-43-00224 熊本県 耕種 有限会社大自然ファーム
令和3年9月27日 8-43-00225 熊本県 耕種 井上　雅夫
令和3年12月6日 8-43-00226 熊本県 耕種 宮本　慶一
令和3年12月6日 8-43-00227 熊本県 耕種 澤村　和広
令和3年12月6日 8-43-00228 熊本県 耕種 松本　和彦
令和3年12月6日 8-43-00229 熊本県 耕種 梅田　恭佑
令和3年12月6日 8-43-00230 熊本県 耕種 畑中　豊年
令和3年12月6日 8-43-00231 熊本県 耕種 山野　由雄
令和3年12月6日 8-43-00232 熊本県 耕種 上原　大輔
令和3年12月6日 8-43-00233 熊本県 耕種 本田　智久
令和3年12月6日 8-43-00234 熊本県 耕種 田川　陽介
令和3年12月6日 8-43-00235 熊本県 耕種 渡邊　直也
令和3年12月6日 8-43-00236 熊本県 耕種 大保　光弘
令和3年12月6日 8-43-00237 熊本県 耕種 澤田　誠一
令和3年12月6日 8-43-00238 熊本県 耕種 宇佐　夢隆
令和3年12月6日 8-43-00239 熊本県 耕種 米岡　和寛
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令和3年12月6日 8-43-00240 熊本県 耕種 高島　直樹
令和3年12月6日 8-43-00241 熊本県 畜産 トップ卵ファーム株式会社
令和3年12月6日 8-43-00242 熊本県 耕種 株式会社おくむら
令和3年12月6日 8-43-00244 熊本県 耕種 株式会社九州グローバルファーム
令和3年12月6日 8-43-00245 熊本県 耕種 株式会社さかもとふるーつ
令和3年12月13日 8-43-00246 熊本県 耕種 林野 秀樹
令和3年12月13日 8-43-00247 熊本県 耕種 宮崎　聖貴
令和3年12月13日 8-43-00248 熊本県 畜産 有限会社ビーユーファーム
令和3年12月20日 8-43-00249 熊本県 耕種 藤本　達也
令和4年1月5日 8-43-00251 熊本県 耕種 大家　裕司
令和4年1月5日 8-43-00252 熊本県 耕種 大塚　昇
令和4年1月5日 8-43-00253 熊本県 耕種 中山　義智
令和4年1月5日 8-43-00254 熊本県 耕種 田中　宏和
令和4年1月5日 8-43-00255 熊本県 耕種 河瀬　浩
令和4年1月5日 8-43-00256 熊本県 耕種 坂本　達彦
令和4年1月5日 8-43-00257 熊本県 耕種 中道　誠一
令和4年1月5日 8-43-00258 熊本県 耕種 那須　年哉
令和4年1月5日 8-43-00259 熊本県 耕種 吉岡　美幸
令和4年1月5日 8-43-00260 熊本県 耕種 松本　憲二
令和4年1月5日 8-43-00261 熊本県 耕種 宮津　拓次
令和4年1月5日 8-43-00262 熊本県 耕種 前田　睦
令和4年1月5日 8-43-00263 熊本県 耕種 米田　真伍
令和4年1月5日 8-43-00264 熊本県 耕種 中村　康弘
令和4年1月5日 8-43-00265 熊本県 耕種 上村　修広
令和4年1月5日 8-43-00266 熊本県 耕種 工藤　武続
令和4年1月5日 8-43-00267 熊本県 耕種 沖村　昭幸
令和4年1月5日 8-43-00268 熊本県 耕種 永田　美津春
令和4年1月5日 8-43-00269 熊本県 耕種 合同会社前田ファーム
令和4年1月5日 8-43-00270 熊本県 耕種 株式会社マルセ
令和4年1月5日 8-43-00271 熊本県 耕種 有限会社俊光園
令和4年1月11日 8-43-00272 熊本県 耕種 中川　健治
令和4年1月11日 8-43-00273 熊本県 耕種 福田　誠治
令和4年1月11日 8-43-00274 熊本県 耕種 山野　雅広
令和4年1月11日 8-43-00275 熊本県 耕種 三宮　邦夫
令和4年1月11日 8-43-00276 熊本県 耕種 堀　寿幸
令和4年1月11日 8-43-00277 熊本県 耕種 坂西　直也
令和4年1月11日 8-43-00278 熊本県 畜産 株式会社サン・ファーム
令和4年1月17日 8-43-00279 熊本県 耕種 濱田　紀美子
令和4年1月24日 8-43-00280 熊本県 耕種 立川　直人
令和4年1月24日 8-43-00281 熊本県 耕種 澤村　雄二
令和4年1月24日 8-43-00282 熊本県 耕種 簑田　智弘
令和4年1月24日 8-43-00283 熊本県 耕種 古川　直哉
令和4年1月31日 8-43-00284 熊本県 耕種 池田　慶
令和4年1月31日 8-43-00285 熊本県 耕種 有限会社平田商店
令和4年2月7日 8-43-00286 熊本県 耕種 上野　秀広
令和4年2月7日 8-43-00287 熊本県 耕種 白石　智和
令和4年2月7日 8-43-00288 熊本県 耕種 邑田　明隆
令和4年2月7日 8-43-00289 熊本県 畜産 有限会社鹿央とみた牧場
令和4年2月7日 8-43-00290 熊本県 耕種 株式会社後藤青果
令和4年2月14日 8-43-00291 熊本県 耕種 田中　賢将
令和4年2月14日 8-43-00292 熊本県 耕種 境　利晃
令和4年2月14日 8-43-00293 熊本県 耕種 株式会社アートＭ・Ｆ・Ｃ
令和4年2月21日 8-43-00294 熊本県 耕種 橋本　浩二
令和4年2月21日 8-43-00295 熊本県 耕種 西川　秀之
令和4年2月21日 8-43-00296 熊本県 耕種 平田　高伸
令和4年2月21日 8-43-00297 熊本県 耕種 松永　幹夫
令和4年2月21日 8-43-00298 熊本県 耕種 松本　英男
令和4年2月28日 8-43-00299 熊本県 耕種 原田　浩次
令和4年2月28日 8-43-00300 熊本県 耕種 清田　勇
令和4年3月8日 8-43-00301 熊本県 耕種 蒲池　恭一
令和4年3月8日 8-43-00302 熊本県 耕種 岡村　俊矢
令和4年3月8日 8-43-00303 熊本県 耕種 杉浦　修一
令和4年3月8日 8-43-00304 熊本県 耕種 高濱　泰
令和4年3月8日 8-43-00305 熊本県 耕種 村崎　功一
令和4年3月8日 8-43-00306 熊本県 耕種 山本　洋司
令和4年3月14日 8-43-00307 熊本県 耕種 松本　勝利
令和4年3月14日 8-43-00308 熊本県 耕種 山内　広志
令和4年3月14日 8-43-00309 熊本県 耕種 藤本　勝士
令和4年3月14日 8-43-00310 熊本県 耕種 株式会社モスファーム熊本
令和4年3月14日 8-43-00311 熊本県 耕種 株式会社ハレノヒファーム
令和4年3月14日 8-43-00312 熊本県 耕種 株式会社Ｓｏｒａ
令和4年3月23日 8-43-00313 熊本県 耕種 村上　要介
令和4年3月23日 8-43-00314 熊本県 耕種 田上　博一
令和4年3月23日 8-43-00315 熊本県 耕種 田代　員章
令和4年3月23日 8-43-00316 熊本県 耕種 山本　陽一郎
令和4年3月23日 8-43-00317 熊本県 耕種 太江田　真嗣
令和4年3月23日 8-43-00318 熊本県 耕種 株式会社匠
令和4年3月23日 8-43-00319 熊本県 耕種 有限会社江原農産
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令和4年3月28日 8-43-00320 熊本県 耕種 福田　潤志郎
令和4年3月28日 8-43-00321 熊本県 耕種 重元　文夫
令和4年3月28日 8-43-00322 熊本県 耕種 森川　康幸
令和4年3月28日 8-43-00323 熊本県 耕種 服田　強
令和4年3月28日 8-43-00324 熊本県 耕種 高橋　勝秋
令和4年3月28日 8-43-00325 熊本県 耕種 森山　幸春
令和4年3月28日 8-43-00326 熊本県 耕種 甲斐　健太朗
令和4年3月28日 8-43-00327 熊本県 耕種 稲田　寿雄
令和4年3月28日 8-43-00328 熊本県 耕種 北野　拓一郎
令和4年3月28日 8-43-00329 熊本県 畜産 有限会社新生物産
令和4年4月5日 8-43-00330 熊本県 耕種 澤田　信司
令和4年4月5日 8-43-00331 熊本県 耕種 小山　和文
令和4年4月5日 8-43-00332 熊本県 耕種 高見　晶一
令和4年4月5日 8-43-00333 熊本県 耕種 西村　豊治
令和4年4月5日 8-43-00334 熊本県 耕種 畑中　幸治
令和4年4月5日 8-43-00335 熊本県 耕種 堀田　義政
令和4年4月5日 8-43-00336 熊本県 耕種 有限会社吉水農園
令和4年4月5日 8-43-00337 熊本県 耕種 吉田花園合同会社
令和4年4月11日 8-43-00338 熊本県 耕種 岩村　英治
令和4年4月11日 8-43-00339 熊本県 耕種 吉田　祐司
令和4年4月11日 8-43-00340 熊本県 耕種 内藤　秀一
令和4年4月11日 8-43-00341 熊本県 耕種 藤本　隆弘
令和4年4月11日 8-43-00342 熊本県 耕種 松島　昌明
令和4年4月11日 8-43-00343 熊本県 耕種 宮原　和洋
令和4年4月11日 8-43-00344 熊本県 耕種 宮原　優慈
令和4年4月11日 8-43-00345 熊本県 耕種 村上　一幸
令和4年4月11日 8-43-00346 熊本県 耕種 中川　國治
令和4年4月11日 8-43-00347 熊本県 耕種 山本　健二
令和4年4月11日 8-43-00348 熊本県 耕種 宮原　憲一
令和4年4月11日 8-43-00349 熊本県 耕種 渕上　明洋
令和4年4月11日 8-43-00350 熊本県 耕種 株式会社豊華
令和4年4月11日 8-43-00351 熊本県 耕種 株式会社阿蘇マイシンファーム
令和4年4月11日 8-43-00352 熊本県 耕種 有限会社しおや
令和4年4月14日 8-43-00353 熊本県 耕種 谷川　文武
令和4年4月26日 8-43-00354 熊本県 耕種 夘野木　功
令和4年4月26日 8-43-00355 熊本県 耕種 中川　純廣
令和4年4月26日 8-43-00356 熊本県 耕種 清田　信勝
令和4年4月26日 8-43-00357 熊本県 畜産 農業生産法人高原ファームやまと有限会社
令和4年4月26日 8-43-00358 熊本県 耕種 株式会社アイプラントファーム
令和4年5月10日 8-43-00359 熊本県 耕種 中野尾　晃
令和4年5月10日 8-43-00360 熊本県 耕種 東　英治
令和4年5月10日 8-43-00361 熊本県 耕種 古澤　安則
令和4年5月10日 8-43-00362 熊本県 耕種 株式会社ニシヤスファーム
令和4年5月17日 8-43-00363 熊本県 耕種 加藤　博信
令和4年5月17日 8-43-00364 熊本県 耕種 古澤　清行
令和4年5月17日 8-43-00365 熊本県 耕種 農事組合法人うき協連
令和4年5月17日 8-43-00366 熊本県 畜産 有限会社オオツボ
令和4年5月24日 8-43-00367 熊本県 耕種 江崎　憲昭
令和4年5月24日 8-43-00368 熊本県 耕種 有限会社奥村農産
令和4年5月31日 8-43-00369 熊本県 耕種 片山　一弘
令和4年5月31日 8-43-00370 熊本県 耕種 谷川　洋一
令和4年5月31日 8-43-00371 熊本県 耕種 コムラ苗樹株式会社
令和4年5月31日 8-43-00372 熊本県 耕種 株式会社うきうき熊本阿蘇農園
令和4年6月7日 8-43-00373 熊本県 耕種 西山　力哉
令和4年6月7日 8-43-00374 熊本県 耕種 清田　孝弘
令和4年6月7日 8-43-00375 熊本県 耕種 株式会社矢津田農園
令和4年6月7日 8-43-00376 熊本県 畜産 合同会社ファームサービス
令和4年6月14日 8-43-00377 熊本県 耕種 山下　哲矢
令和4年6月14日 8-43-00378 熊本県 耕種 大家　浩
令和4年6月14日 8-43-00379 熊本県 耕種 徳永　貴仁
令和4年6月14日 8-43-00380 熊本県 耕種 株式会社つかさ農園
令和4年6月14日 8-43-00381 熊本県 畜産 有限会社常勝ファーム
令和4年6月14日 8-43-00382 熊本県 畜産 株式会社おおしま牧場
令和4年6月14日 8-43-00383 熊本県 耕種 熊本県経済農業協同組合連合会
令和4年6月21日 8-43-00384 熊本県 耕種 中川　信一
令和4年6月21日 8-43-00385 熊本県 耕種 宮城　順司
令和4年6月21日 8-43-00386 熊本県 耕種 高野　義雄
令和4年6月21日 8-43-00387 熊本県 耕種 小澤　一二
令和4年6月21日 8-43-00388 熊本県 耕種 齊藤　栄一郎
令和4年6月21日 8-43-00389 熊本県 耕種 上野　伸一郎
令和4年6月21日 8-43-00390 熊本県 耕種 株式会社天草よかもん
令和4年6月27日 8-43-00391 熊本県 耕種 立川　新悟
令和4年6月27日 8-43-00392 熊本県 耕種 畑　茂雄
令和4年6月27日 8-43-00393 熊本県 耕種 株式会社かめやま
令和4年7月6日 8-43-00394 熊本県 耕種 平田　達朗
令和4年7月6日 8-43-00395 熊本県 耕種 尾崎　浩信
令和4年7月6日 8-43-00396 熊本県 耕種 澤村　博文
令和4年7月12日 8-43-00397 熊本県 耕種 古川　照也
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令和4年7月12日 8-43-00398 熊本県 畜産 有限会社阿蘇品畜産
令和4年7月12日 8-43-00399 熊本県 耕種 株式会社八代福祉カンパニー
令和4年7月12日 8-43-00400 熊本県 畜産 石原畜産株式会社
令和4年7月20日 8-43-00401 熊本県 耕種 坂崎　久雄
令和4年7月20日 8-43-00402 熊本県 耕種 鶴田　健太郎
令和4年7月20日 8-43-00403 熊本県 耕種 立川　幸誉
令和4年7月20日 8-43-00404 熊本県 耕種 池田　信太郎
令和4年7月20日 8-43-00405 熊本県 耕種 株式会社宮本農園
令和4年7月20日 8-43-00406 熊本県 耕種 有限会社熊本有機農産
令和4年7月20日 8-43-00407 熊本県 耕種 有限会社長尾農産
令和4年7月20日 8-43-00408 熊本県 畜産 株式会社矢岳牧場
令和4年7月20日 8-43-00409 熊本県 畜産 株式会社鞍岳牛
令和4年7月20日 8-43-00410 熊本県 耕種 田方福祉株式会社
令和4年7月20日 8-43-00411 熊本県 畜産 有限会社一郎ファーム
令和4年7月26日 8-43-00412 熊本県 耕種 株式会社Ｏｎｅｖｅｇｅｔａｂｌｅ
令和4年8月2日 8-43-00413 熊本県 耕種 釜　博信
令和4年8月2日 8-43-00414 熊本県 耕種 村上　宗明
令和4年8月2日 8-43-00415 熊本県 耕種 丹生　敏也
令和4年8月2日 8-43-00416 熊本県 耕種 株式会社岡村農産
令和4年8月2日 8-43-00417 熊本県 耕種 株式会社カワカミ蓮根
令和4年8月9日 8-43-00418 熊本県 耕種 岩永　一則
令和4年8月9日 8-43-00419 熊本県 耕種 米野　雅也
令和4年8月9日 8-43-00421 熊本県 耕種 村上　定
令和4年8月16日 8-43-00422 熊本県 耕種 田尻　大貴
令和4年8月16日 8-43-00423 熊本県 耕種 岩崎　弘幸
令和4年8月16日 8-43-00424 熊本県 耕種 竹本　哲也
令和4年8月16日 8-43-00425 熊本県 耕種 西村　繁
令和4年8月16日 8-43-00426 熊本県 耕種 長島　勇治
令和4年8月16日 8-43-00427 熊本県 耕種 前田　広之
令和4年8月16日 8-43-00428 熊本県 耕種 内田　英明
令和4年8月16日 8-43-00429 熊本県 耕種 小山　雅資
令和4年8月16日 8-43-00430 熊本県 耕種 白濱　茂
令和4年8月16日 8-43-00431 熊本県 耕種 槌田　博之
令和4年8月16日 8-43-00432 熊本県 耕種 松島　秀充
令和4年8月23日 8-43-00433 熊本県 耕種 株式会社Ｓｔｒａｉｇｈｔ
令和4年8月23日 8-43-00434 熊本県 耕種 Ｎ．Ｋ．総合株式会社
令和4年8月23日 8-43-00435 熊本県 畜産 有限会社ファームヨシダ
令和4年8月23日 8-43-00436 熊本県 耕種 農事組合法人たかなが
令和4年8月30日 8-43-00437 熊本県 耕種 緒方　敏幸
令和4年8月30日 8-43-00438 熊本県 耕種 株式会社小原農園
令和4年8月30日 8-43-00439 熊本県 耕種 株式会社トマトドリームカンパニー
令和4年9月6日 8-43-00440 熊本県 耕種 大保　秀文
令和4年9月6日 8-43-00441 熊本県 耕種 松尾　盛宏
令和4年9月6日 8-43-00442 熊本県 耕種 清水　宏樹
令和4年9月6日 8-43-00443 熊本県 耕種 米崎　利明
令和4年9月6日 8-43-00444 熊本県 耕種 藤吉　淳
令和4年9月6日 8-43-00445 熊本県 耕種 高濱　伸吉
令和4年9月6日 8-43-00446 熊本県 耕種 谷川　悟
令和4年9月6日 8-43-00447 熊本県 耕種 宮崎　義彦
令和4年9月6日 8-43-00448 熊本県 耕種 山口　隆博
令和4年9月6日 8-43-00449 熊本県 耕種 森川　均
令和4年9月6日 8-43-00450 熊本県 耕種 株式会社鷹本農産
令和4年9月6日 8-43-00451 熊本県 畜産 株式会社ガーデンファーム
令和4年9月6日 8-43-00452 熊本県 耕種 廣永農園株式会社
令和4年9月13日 8-43-00453 熊本県 耕種 前田　勝美
令和4年9月13日 8-43-00454 熊本県 畜産 株式会社カミチクファーム阿蘇産山農場
令和4年9月13日 8-43-00455 熊本県 耕種 株式会社ゆう菜
令和4年9月21日 8-43-00456 熊本県 耕種 高峰　充
令和4年9月21日 8-43-00457 熊本県 耕種 嶋田　耕作
令和4年9月21日 8-43-00458 熊本県 耕種 皆吉　貞正
令和4年9月21日 8-43-00459 熊本県 耕種 深川　俊一
令和4年9月21日 8-43-00460 熊本県 耕種 株式会社本島農園
令和4年9月27日 8-43-00461 熊本県 耕種 西川　誠
令和4年9月27日 8-43-00462 熊本県 耕種 田上　勝
令和4年9月27日 8-43-00463 熊本県 耕種 株式会社プラスワン
令和4年10月4日 8-43-00464 熊本県 耕種 小山　勝良
令和4年10月4日 8-43-00465 熊本県 耕種 藤本　辰博
令和4年10月4日 8-43-00466 熊本県 耕種 宮本　裕一
令和4年10月4日 8-43-00467 熊本県 耕種 古田　知明
令和4年10月4日 8-43-00468 熊本県 耕種 宮本　浩光
令和4年10月4日 8-43-00469 熊本県 耕種 有限会社ながまつ
令和4年10月4日 8-43-00470 熊本県 耕種 本田水産株式会社
令和4年10月11日 8-43-00471 熊本県 耕種 大江田　達也
令和4年10月18日 8-43-00472 熊本県 耕種 中野　清隆
令和4年10月18日 8-43-00473 熊本県 耕種 山野　茂
令和4年10月18日 8-43-00474 熊本県 耕種 荒木　享二
令和4年10月18日 8-43-00475 熊本県 耕種 池田　頼彦
令和4年10月18日 8-43-00476 熊本県 耕種 米野　真
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令和4年10月18日 8-43-00477 熊本県 耕種 松本　荘一
令和4年10月18日 8-43-00478 熊本県 耕種 中尾　拳太
令和4年10月18日 8-43-00479 熊本県 耕種 立石　健二
令和4年10月18日 8-43-00480 熊本県 耕種 荒木　英敏
令和4年10月18日 8-43-00481 熊本県 耕種 立川　博規
令和4年10月18日 8-43-00482 熊本県 耕種 立石　耕一
令和4年10月18日 8-43-00483 熊本県 耕種 三津家　弘明
令和4年10月18日 8-43-00484 熊本県 耕種 株式会社園田農園
令和4年10月18日 8-43-00485 熊本県 耕種 株式会社Ｓｏｉｌ
令和4年10月25日 8-43-00486 熊本県 耕種 成松　俊一
令和4年10月25日 8-43-00487 熊本県 耕種 小森　大将
令和4年10月25日 8-43-00488 熊本県 耕種 福田　明弘
令和4年10月25日 8-43-00489 熊本県 耕種 鎌田　健志
令和4年10月25日 8-43-00490 熊本県 耕種 林田　学
令和4年10月25日 8-43-00491 熊本県 耕種 林野　利治
令和4年10月25日 8-43-00492 熊本県 耕種 福田　幸浩
令和4年10月25日 8-43-00493 熊本県 耕種 有限会社藤永農園
令和4年10月25日 8-43-00494 熊本県 耕種 株式会社本山農産
令和4年10月25日 8-43-00495 熊本県 耕種 株式会社Ｗ．ＪＡＰＡＮ
令和4年10月25日 8-43-00496 熊本県 耕種 有限会社ベジタブル・ユー
令和4年11月1日 8-43-00497 熊本県 耕種 松村　弘行
令和4年11月1日 8-43-00498 熊本県 耕種 冨田　英樹
令和4年11月1日 8-43-00499 熊本県 耕種 木山　澄男
令和4年11月1日 8-43-00500 熊本県 耕種 株式会社レッドアップ
令和4年11月1日 8-43-00501 熊本県 耕種 株式会社山崎農園
令和4年11月1日 8-43-00502 熊本県 耕種 有限会社伊藤農園
令和4年11月9日 8-43-00503 熊本県 耕種 畑中　雅臣
令和4年11月9日 8-43-00504 熊本県 耕種 作田　誠也
令和4年11月9日 8-43-00505 熊本県 耕種 関本　孝一
令和4年11月9日 8-43-00506 熊本県 耕種 藤吉　敏道
令和4年11月9日 8-43-00507 熊本県 耕種 清田　晃治
令和4年11月9日 8-43-00508 熊本県 耕種 田中　道男
令和4年11月9日 8-43-00509 熊本県 耕種 吉野　耕一
令和4年11月16日 8-43-00510 熊本県 耕種 牧野　浩ニ
令和4年11月16日 8-43-00511 熊本県 耕種 升田　譲一
令和4年11月16日 8-43-00512 熊本県 耕種 米村　明哲
令和4年11月16日 8-43-00513 熊本県 耕種 岩村　康弘
令和4年11月16日 8-43-00514 熊本県 耕種 有限会社アラキファーム
令和4年11月22日 8-43-00515 熊本県 耕種 酒見　真也
令和4年11月22日 8-43-00516 熊本県 耕種 荒木　庸伸
令和4年11月22日 8-43-00517 熊本県 耕種 島田　裕士
令和4年11月22日 8-43-00518 熊本県 耕種 宮本　琴美
令和4年11月22日 8-43-00519 熊本県 耕種 西村　直行
令和4年11月22日 8-43-00520 熊本県 耕種 西田　祐一
令和4年11月22日 8-43-00521 熊本県 畜産 セブンフーズ株式会社
令和4年11月22日 8-43-00522 熊本県 畜産 有限会社坂井ティエス
令和4年11月22日 8-43-00523 熊本県 畜産 有限会社阿部牧場
令和4年11月29日 8-43-00524 熊本県 耕種 小林　和弘
令和4年11月29日 8-43-00525 熊本県 耕種 古田　正寿
令和4年11月29日 8-43-00526 熊本県 耕種 堀田　勉
令和4年11月29日 8-43-00527 熊本県 耕種 西村　精次
令和4年11月29日 8-43-00528 熊本県 耕種 株式会社アグリファーム未来
令和4年12月6日 8-43-00529 熊本県 耕種 後藤　堅二
令和4年12月6日 8-43-00530 熊本県 耕種 吉沢　信彦
令和4年12月6日 8-43-00531 熊本県 耕種 伊藤　誓二
令和4年12月6日 8-43-00532 熊本県 耕種 夘野木　洋一
令和4年12月6日 8-43-00533 熊本県 耕種 八並　章一
令和4年12月6日 8-43-00534 熊本県 耕種 有限会社松村農園
令和4年12月13日 8-43-00535 熊本県 耕種 間　司
令和4年12月13日 8-43-00536 熊本県 耕種 松本　友幸
令和4年12月13日 8-43-00537 熊本県 耕種 坂本　忠信
令和4年12月13日 8-43-00538 熊本県 耕種 中原　輝彦
令和4年12月13日 8-43-00539 熊本県 耕種 多田　浩一
令和4年12月13日 8-43-00540 熊本県 畜産 有限会社相馬牧場
令和4年12月20日 8-43-00541 熊本県 耕種 澤永　眞宏
令和4年12月20日 8-43-00542 熊本県 耕種 坂田　嘉文
令和4年12月20日 8-43-00543 熊本県 耕種 島田　重美
令和4年12月20日 8-43-00544 熊本県 耕種 西邑　博幸
令和4年12月20日 8-43-00545 熊本県 耕種 邑田　高行
令和4年12月20日 8-43-00546 熊本県 耕種 小柳　茂
令和4年12月20日 8-43-00547 熊本県 耕種 高野　裕治
令和4年12月20日 8-43-00548 熊本県 耕種 有限会社荒木洋蘭
令和4年12月27日 8-43-00549 熊本県 耕種 福岡　恵美
令和4年12月27日 8-43-00550 熊本県 耕種 株式会社久保田農園
令和5年1月5日 8-43-00551 熊本県 畜産 株式会社田中牧場
令和5年1月10日 8-43-00552 熊本県 耕種 木下　一司
令和5年1月10日 8-43-00553 熊本県 耕種 竹田　一朗
令和5年1月10日 8-43-00554 熊本県 耕種 前田　銀二郎
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令和5年1月17日 8-43-00555 熊本県 耕種 吉永　親
令和5年1月24日 8-43-00556 熊本県 耕種 磯田　毅
令和5年1月24日 8-43-00557 熊本県 耕種 田中　英裕
令和5年1月24日 8-43-00558 熊本県 耕種 千代永　博昭
令和5年1月24日 8-43-00559 熊本県 耕種 株式会社峯樹木園
令和5年1月31日 8-43-00560 熊本県 耕種 平田　一路
令和5年1月31日 8-43-00561 熊本県 耕種 株式会社アメリカンファーム
令和5年2月7日 8-43-00562 熊本県 耕種 太江田　竜太
令和5年2月7日 8-43-00563 熊本県 耕種 清田　敏幸
令和5年2月7日 8-43-00564 熊本県 耕種 塩平　和幸
令和5年2月7日 8-43-00565 熊本県 耕種 田浦　雅浩
令和5年2月7日 8-43-00566 熊本県 耕種 森脇　光徳
令和5年2月7日 8-43-00567 熊本県 耕種 森脇　和之
令和5年2月7日 8-43-00568 熊本県 耕種 株式会社農業生産法人ホワイトファーム
令和5年2月7日 8-43-00569 熊本県 耕種 株式会社小林青果
令和5年2月14日 8-43-00570 熊本県 耕種 佐々木　晴健
令和5年2月14日 8-43-00571 熊本県 耕種 田口　正信
令和5年2月14日 8-43-00572 熊本県 耕種 松岡　貴信
令和5年2月14日 8-43-00573 熊本県 耕種 高木　忠夫
令和5年2月14日 8-43-00574 熊本県 耕種 くまもと未来ファーム株式会社
令和5年2月20日 8-43-00575 熊本県 耕種 碩　寛司
令和5年2月20日 8-43-00576 熊本県 耕種 木原　誠
令和5年2月20日 8-43-00577 熊本県 耕種 石本　勝也
令和5年2月20日 8-43-00578 熊本県 耕種 住野　弘行
令和5年2月20日 8-43-00579 熊本県 耕種 藤本　裕久
令和5年2月20日 8-43-00580 熊本県 耕種 佐藤　誠一
令和5年2月20日 8-43-00581 熊本県 耕種 宮本園芸株式会社
令和5年2月20日 8-43-00582 熊本県 耕種 有限会社伊津野園芸
令和5年3月1日 8-43-00583 熊本県 耕種 梅原　義春
令和5年3月1日 8-43-00584 熊本県 耕種 木下　裕喜
令和5年3月1日 8-43-00585 熊本県 耕種 前畑　佳男
令和5年3月1日 8-43-00586 熊本県 耕種 藤本　邦洋
令和5年3月7日 8-43-00587 熊本県 耕種 上田　勉
令和5年3月7日 8-43-00588 熊本県 耕種 株式会社フレッシュダイレクト
令和5年3月14日 8-43-00589 熊本県 耕種 大島　健
令和5年3月14日 8-43-00590 熊本県 耕種 澤永　豊孝
令和5年3月14日 8-43-00591 熊本県 耕種 大柿　元續
令和5年3月14日 8-43-00592 熊本県 耕種 森川　修平
令和5年3月14日 8-43-00593 熊本県 畜産 株式会社中居デーリィファーム
令和5年3月20日 8-43-00594 熊本県 耕種 磯田　修一
令和5年3月20日 8-43-00595 熊本県 耕種 株式会社ＦＦＫベジテック
令和5年3月20日 8-43-00596 熊本県 耕種 株式会社肥後の里
令和5年4月4日 8-43-00597 熊本県 耕種 福田　和美
令和5年4月4日 8-43-00598 熊本県 耕種 上野　真太郎
令和5年4月4日 8-43-00599 熊本県 耕種 有限会社卸中村果実
令和5年4月4日 8-43-00600 熊本県 耕種 有限会社吉川農園
令和5年4月4日 8-43-00601 熊本県 耕種 サプライジングファーマーズ株式会社
令和5年4月13日 8-43-00602 熊本県 耕種 廣瀬　範明
令和5年4月13日 8-43-00603 熊本県 耕種 渕川　雅之
令和5年4月18日 8-43-00604 熊本県 耕種 村田　敬一
令和5年4月18日 8-43-00605 熊本県 耕種 河野　国明
令和5年4月18日 8-43-00606 熊本県 耕種 山本　恭平
令和5年4月18日 8-43-00607 熊本県 耕種 上田　秀樹
令和5年4月18日 8-43-00608 熊本県 畜産 株式会社ながまつファーム
令和5年4月25日 8-43-00609 熊本県 耕種 本田　富士一
令和5年4月25日 8-43-00610 熊本県 耕種 志水　潤哉
令和5年4月25日 8-43-00611 熊本県 耕種 平川　博徳
令和5年4月25日 8-43-00612 熊本県 耕種 北田　一博
令和5年4月25日 8-43-00613 熊本県 耕種 山崎　正美
令和5年4月25日 8-43-00614 熊本県 耕種 中野　潤一
令和5年4月25日 8-43-00615 熊本県 耕種 吉川　秀明
令和5年4月25日 8-43-00616 熊本県 耕種 島村　辰徳
令和5年4月25日 8-43-00617 熊本県 耕種 伊方　静男
令和5年4月25日 8-43-00618 熊本県 耕種 松本　賢治
令和5年4月25日 8-43-00619 熊本県 耕種 宮村　泰臣
令和5年4月25日 8-43-00620 熊本県 耕種 松本　涼佑
令和5年4月25日 8-43-00621 熊本県 耕種 大塚　一輝
令和5年4月25日 8-43-00622 熊本県 耕種 岩井　栄一
令和5年4月25日 8-43-00623 熊本県 耕種 株式会社アグリヘッド
令和5年4月25日 8-43-00624 熊本県 耕種 株式会社エースプラン
令和2年1月15日 8-44-00001 大分県 畜産 株式会社藤野屋
令和2年1月31日 8-44-00002 大分県 耕種 有限会社中津漬物
令和2年2月14日 8-44-00003 大分県 耕種 農事組合法人ＪＡＰＡＮクローバー
令和2年3月13日 8-44-00004 大分県 耕種 卯野　英治
令和2年4月27日 8-44-00005 大分県 耕種 株式会社村上農園
令和2年5月14日 8-44-00006 大分県 耕種 株式会社向農園
令和2年7月22日 8-44-00007 大分県 耕種 小出　美紀夫
令和2年7月22日 8-44-00008 大分県 耕種 河野　義定
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令和2年8月12日 8-44-00009 大分県 耕種 多田羅　洋智
令和2年8月12日 8-44-00010 大分県 耕種 足立　忠雄
令和2年8月12日 8-44-00011 大分県 耕種 井上青果有限会社
令和2年8月19日 8-44-00012 大分県 耕種 名水美人ファクトリー株式会社
令和2年9月2日 8-44-00013 大分県 耕種 有限会社アクト・グリーン
令和2年9月30日 8-44-00014 大分県 耕種 後藤　権吉
令和2年10月15日 8-44-00015 大分県 耕種 馬場　博昭
令和2年10月15日 8-44-00016 大分県 耕種 板清　智幸
令和2年12月25日 8-44-00017 大分県 耕種 有限会社Ｍ・Ｂコーポレーション
令和3年1月26日 8-44-00018 大分県 畜産 有限会社三本松種鶏場
令和3年2月2日 8-44-00019 大分県 耕種 株式会社ウッドミル
令和3年2月16日 8-44-00020 大分県 耕種 今津　祐治
令和3年3月9日 8-44-00021 大分県 耕種 有限会社田中農園
令和3年4月13日 8-44-00022 大分県 耕種 野田　政晴
令和3年4月20日 8-44-00023 大分県 耕種 株式会社寺谷
令和3年5月18日 8-44-00024 大分県 耕種 有限会社植木農園
令和3年5月18日 8-44-00025 大分県 畜産 株式会社協和
令和3年5月26日 8-44-00026 大分県 耕種 株式会社アクトいちごファーム
令和3年7月13日 8-44-00027 大分県 耕種 シセイ・アグリ株式会社
令和3年7月13日 8-44-00028 大分県 耕種 有限会社マルウ園芸
令和3年7月20日 8-44-00029 大分県 耕種 白井　恭介
令和3年7月20日 8-44-00030 大分県 耕種 安部　初女
令和3年7月20日 8-44-00031 大分県 耕種 伊東　克希
令和3年7月20日 8-44-00032 大分県 耕種 株式会社青汁ファーム丸山
令和3年7月26日 8-44-00033 大分県 耕種 岡本　昭彦　
令和3年7月26日 8-44-00034 大分県 耕種 河野　勇也
令和3年8月3日 8-44-00035 大分県 耕種 目黒　里志
令和3年8月3日 8-44-00036 大分県 耕種 株式会社多田農園
令和3年8月10日 8-44-00037 大分県 耕種 阿部　清
令和3年8月10日 8-44-00038 大分県 耕種 椎原　大介
令和3年8月10日 8-44-00039 大分県 耕種 有限会社エビアン
令和3年8月10日 8-44-00040 大分県 耕種 株式会社まるよし
令和3年9月21日 8-44-00041 大分県 耕種 株式会社うららフラワー
令和3年10月21日 8-44-00042 大分県 耕種 株式会社大分和郷
令和3年10月21日 8-44-00043 大分県 耕種 農事組合法人天の川生産組合
令和3年10月21日 8-44-00044 大分県 耕種 株式会社ひぐらしファーム
令和3年10月25日 8-44-00045 大分県 耕種 株式会社安心院オーガニックファーム
令和3年11月8日 8-44-00046 大分県 耕種 佐藤　寿和
令和3年11月22日 8-44-00047 大分県 耕種 岡本　朋晃
令和3年11月22日 8-44-00048 大分県 耕種 田中　直樹
令和4年1月5日 8-44-00049 大分県 耕種 大分県農業協同組合
令和4年1月5日 8-44-00050 大分県 畜産 有限会社高田屋興産
令和4年1月17日 8-44-00051 大分県 耕種 森若　清彦
令和4年1月17日 8-44-00052 大分県 耕種 有限会社大森青果
令和4年1月17日 8-44-00053 大分県 耕種 有限会社北崎農園
令和4年1月17日 8-44-00054 大分県 耕種 株式会社櫛野農園
令和4年1月17日 8-44-00055 大分県 畜産 有限会社本川牧場
令和4年1月31日 8-44-00056 大分県 耕種 桑野　利彦
令和4年2月7日 8-44-00057 大分県 耕種 安藤　勝
令和4年2月7日 8-44-00058 大分県 耕種 二宮　伊作
令和4年2月14日 8-44-00059 大分県 耕種 株式会社らいむ工房
令和4年2月14日 8-44-00060 大分県 畜産 株式会社梶原種鶏孵化場
令和4年2月14日 8-44-00061 大分県 耕種 有限会社江藤園芸
令和4年2月21日 8-44-00062 大分県 耕種 有限会社アイ・アイ・ディ
令和4年2月28日 8-44-00063 大分県 耕種 高下　信之
令和4年3月14日 8-44-00064 大分県 耕種 田中　清司
令和4年3月14日 8-44-00065 大分県 耕種 葱屋おおくぼ有限会社
令和4年3月23日 8-44-00066 大分県 耕種 大東　徹
令和4年3月23日 8-44-00067 大分県 耕種 森若　利徳
令和4年3月23日 8-44-00068 大分県 耕種 有限会社北大農産
令和4年3月23日 8-44-00069 大分県 耕種 有限会社丸昇ハウス農園
令和4年4月14日 8-44-00070 大分県 耕種 ＫＯＵＴＡＫＯＵ合同会社
令和4年5月10日 8-44-00071 大分県 耕種 猪野　徳光
令和4年5月10日 8-44-00072 大分県 耕種 大坪　重英
令和4年5月10日 8-44-00073 大分県 耕種 有限会社夢列車
令和4年5月17日 8-44-00074 大分県 耕種 有限会社九州農園
令和4年5月17日 8-44-00075 大分県 耕種 株式会社村上椎茸農園
令和4年5月24日 8-44-00076 大分県 耕種 本田　政治
令和4年5月24日 8-44-00077 大分県 畜産 株式会社東牧場
令和4年5月31日 8-44-00078 大分県 耕種 平岡　哲也
令和4年5月31日 8-44-00079 大分県 耕種 有限会社香飛農園
令和4年6月7日 8-44-00080 大分県 耕種 鶴原　正義
令和4年6月7日 8-44-00081 大分県 耕種 油井　克巳
令和4年6月7日 8-44-00082 大分県 耕種 大塚きくらげ株式会社
令和4年6月7日 8-44-00083 大分県 耕種 大分大山町農業協同組合
令和4年6月14日 8-44-00084 大分県 耕種 猪野　隆志
令和4年6月14日 8-44-00085 大分県 耕種 株式会社ニシマキ
令和4年6月14日 8-44-00086 大分県 耕種 株式会社とまと屋
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令和4年6月21日 8-44-00087 大分県 耕種 財津　和美
令和4年6月21日 8-44-00088 大分県 耕種 農事組合法人プロスパ生産組合
令和4年7月6日 8-44-00089 大分県 耕種 有限会社安藤牧場
令和4年7月12日 8-44-00090 大分県 耕種 松下　新一
令和4年7月12日 8-44-00091 大分県 耕種 株式会社緑笑大分
令和4年7月12日 8-44-00092 大分県 耕種 株式会社田んぼ屋のじり
令和4年7月12日 8-44-00093 大分県 耕種 株式会社吉富青果
令和4年7月12日 8-44-00094 大分県 耕種 株式会社なついろラボ
令和4年7月12日 8-44-00095 大分県 耕種 株式会社みらい農園
令和4年7月20日 8-44-00096 大分県 耕種 川島　正裕
令和4年7月20日 8-44-00097 大分県 耕種 株式会社仲井農園
令和4年7月26日 8-44-00098 大分県 耕種 株式会社千年農園
令和4年7月26日 8-44-00099 大分県 耕種 株式会社ハマノ果香園
令和4年8月2日 8-44-00100 大分県 耕種 門田　宏
令和4年8月9日 8-44-00101 大分県 耕種 赤木　正幸
令和4年8月9日 8-44-00102 大分県 耕種 高倉　拓也
令和4年8月9日 8-44-00103 大分県 耕種 伊東　正文
令和4年8月9日 8-44-00104 大分県 耕種 株式会社ファアームきよまつ
令和4年8月23日 8-44-00105 大分県 畜産 宇留嶋博樹
令和4年8月23日 8-44-00106 大分県 耕種 倉原　幸徳
令和4年8月23日 8-44-00107 大分県 耕種 菅　徳寿
令和4年8月23日 8-44-00108 大分県 耕種 大崎　晋太郎
令和4年8月23日 8-44-00109 大分県 耕種 三好　健次
令和4年8月23日 8-44-00110 大分県 耕種 大分ほっぺリーフ株式会社
令和4年8月30日 8-44-00111 大分県 耕種 株式会社川逑青果
令和4年8月30日 8-44-00112 大分県 畜産 有限会社福田農園
令和4年9月6日 8-44-00113 大分県 耕種 株式会社ＡＧＲＩＢＯＹ
令和4年9月6日 8-44-00114 大分県 耕種 有限会社やまなみきのこ産業
令和4年9月13日 8-44-00115 大分県 耕種 有限会社甲斐モータース
令和4年9月21日 8-44-00116 大分県 耕種 株式会社河合組
令和4年10月11日 8-44-00117 大分県 耕種 石掛青果有限会社
令和4年10月18日 8-44-00118 大分県 耕種 甲斐　朝則
令和4年10月18日 8-44-00119 大分県 耕種 高井　誠
令和4年11月9日 8-44-00120 大分県 耕種 大平　博隆
令和4年11月9日 8-44-00121 大分県 耕種 株式会社ひかりファーム大分
令和4年11月16日 8-44-00122 大分県 耕種 上原農園株式会社
令和4年11月29日 8-44-00123 大分県 畜産 株式会社藤野屋ファーム
令和4年12月6日 8-44-00124 大分県 耕種 有限会社日本ブルーミングセンター
令和4年12月13日 8-44-00125 大分県 耕種 株式会社大分もやし
令和5年1月17日 8-44-00126 大分県 耕種 吉松　博
令和5年1月24日 8-44-00127 大分県 耕種 有限会社弦本農園
令和5年1月31日 8-44-00128 大分県 耕種 工藤　武彦
令和5年1月31日 8-44-00129 大分県 耕種 徳永　雄一
令和5年1月31日 8-44-00130 大分県 耕種 さとう有機農園株式会社
令和5年2月14日 8-44-00131 大分県 耕種 株式会社むらおかファーム
令和5年2月14日 8-44-00132 大分県 畜産 有限会社江藤牧場
令和5年2月20日 8-44-00133 大分県 畜産 株式会社海九
令和5年3月1日 8-44-00134 大分県 耕種 森高　教勝
令和5年3月1日 8-44-00135 大分県 耕種 有限会社ハーブガーデン
令和5年3月1日 8-44-00136 大分県 耕種 農事組合法人夢高原とまと
令和5年3月1日 8-44-00137 大分県 耕種 農事組合法人ガイア
令和5年3月20日 8-44-00138 大分県 耕種 ａｉｋａｂｌｏｏｍ株式会社
令和5年4月18日 8-44-00139 大分県 耕種 ＢＢＳ合同会社
令和2年4月21日 8-45-00001 宮崎県 耕種 有限会社四位農園
令和2年11月5日 8-45-00002 宮崎県 耕種 株式会社愛菜
令和2年11月16日 8-45-00003 宮崎県 畜産 上原ファーム株式会社
令和2年12月15日 8-45-00004 宮崎県 耕種 濱田　和雄
令和3年1月13日 8-45-00005 宮崎県 耕種 有限会社ファームヤマト
令和3年1月13日 8-45-00006 宮崎県 畜産 有限会社中村牧場
令和3年3月23日 8-45-00007 宮崎県 耕種 株式会社宮崎畜産グループ
令和3年3月23日 8-45-00008 宮崎県 耕種 有限会社グリーンハウス宮崎
令和3年3月23日 8-45-00009 宮崎県 耕種 六車農園株式会社
令和3年3月23日 8-45-00010 宮崎県 耕種 イシハラフーズ株式会社
令和3年3月29日 8-45-00011 宮崎県 耕種 佐藤 房已
令和3年3月29日 8-45-00012 宮崎県 畜産 株式会社エビス商事
令和3年4月13日 8-45-00013 宮崎県 耕種 株式会社一蔵
令和3年4月26日 8-45-00014 宮崎県 耕種 日高　淑典
令和3年5月11日 8-45-00015 宮崎県 耕種 株式会社アグリトピアおすず
令和3年6月1日 8-45-00016 宮崎県 耕種 河野　房淑
令和3年6月22日 8-45-00017 宮崎県 畜産 有限会社三浦畜産
令和3年6月28日 8-45-00018 宮崎県 耕種 株式会社慎
令和3年8月16日 8-45-00019 宮崎県 畜産 ティケイ・エビス株式会社
令和3年9月7日 8-45-00020 宮崎県 耕種 有限会社河野木材
令和3年10月5日 8-45-00021 宮崎県 耕種 有限会社高千穂ファーム
令和3年10月25日 8-45-00022 宮崎県 畜産 有限会社谷口孵卵場
2021年11月15日 8-45-00023 宮崎県 耕種 平川　俊一郎
2021年11月15日 8-45-00025 宮崎県 耕種 株式会社加藤えのき
令和3年11月22日 8-45-00026 宮崎県 耕種 MEINA株式会社
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令和3年11月22日 8-45-00027 宮崎県 畜産 有限会社平佐田牧場
令和3年11月29日 8-45-00028 宮崎県 耕種 農業生産法人株式会社ユーファーム
令和3年12月6日 8-45-00029 宮崎県 耕種 佐藤　房己
令和3年12月6日 8-45-00030 宮崎県 耕種 日向農業協同組合
令和3年12月13日 8-45-00031 宮崎県 耕種 株式会社サンフラワーＮａｇａｔｏｍｏ
令和3年12月20日 8-45-00032 宮崎県 畜産 有限会社永峰養豚場
令和3年12月20日 8-45-00033 宮崎県 耕種 合同会社ハーヴェスト
令和3年12月20日 8-45-00034 宮崎県 耕種 有限会社丸忠園芸組合
令和4年1月17日 8-45-00035 宮崎県 耕種 有限会社新福青果
令和4年1月24日 8-45-00036 宮崎県 耕種 松山　直人
令和4年1月24日 8-45-00037 宮崎県 耕種 合同会社幸太郎きのこ
令和4年1月31日 8-45-00038 宮崎県 耕種 株式会社ファームヤマザキ
令和4年2月7日 8-45-00039 宮崎県 畜産 株式会社フカベエッグ
令和4年2月7日 8-45-00040 宮崎県 畜産 合同会社養鶏家はたなか
令和4年2月7日 8-45-00041 宮崎県 畜産 有限会社石坂ファーム
令和4年2月14日 8-45-00042 宮崎県 耕種 株式会社くしまアオイファーム
令和4年2月21日 8-45-00043 宮崎県 耕種 株式会社ひなたいちご園
令和4年2月28日 8-45-00044 宮崎県 耕種 尾鈴農業協同組合
令和4年3月28日 8-45-00045 宮崎県 畜産 さいと高原牧場株式会社
令和4年4月13日 8-45-00046 宮崎県 耕種 井上　潤一郎
令和4年4月13日 8-45-00047 宮崎県 耕種・畜産 有限会社エイアンドエフ
令和4年4月13日 8-45-00048 宮崎県 耕種 株式会社川合農園
令和4年5月10日 8-45-00049 宮崎県 耕種 有限会社宮崎小林ファーム
令和4年5月17日 8-45-00050 宮崎県 畜産 株式会社カミチクファーム九州
令和4年5月17日 8-45-00051 宮崎県 畜産 有限会社上原ファーム
令和4年6月14日 8-45-00052 宮崎県 耕種 長町　圭司
令和4年6月14日 8-45-00053 宮崎県 耕種 株式会社アグリフロンティア福田
令和4年6月21日 8-45-00054 宮崎県 耕種 株式会社サンロード出荷組合
令和4年6月21日 8-45-00055 宮崎県 耕種 有限会社玉光園
令和4年6月21日 8-45-00056 宮崎県 耕種 株式会社ＥＮＯＧＩＮ
令和4年6月21日 8-45-00057 宮崎県 耕種 株式会社マツナガ
令和4年6月27日 8-45-00058 宮崎県 耕種 川越　達也
令和4年7月6日 8-45-00059 宮崎県 畜産 フュージョン株式会社
令和4年7月6日 8-45-00060 宮崎県 耕種 有限会社村田産業
令和4年7月12日 8-45-00061 宮崎県 畜産 アミューズ株式会社
令和4年7月20日 8-45-00062 宮崎県 耕種 川崎　憲一郎
令和4年7月20日 8-45-00063 宮崎県 畜産 園田　武文
令和4年7月20日 8-45-00064 宮崎県 耕種 株式会社クレインファーム
2022年8月2日 8-45-00065 宮崎県 耕種 有限会社野辺物産
令和4年8月9日 8-45-00066 宮崎県 耕種 中武　勇二
令和4年8月9日 8-45-00067 宮崎県 耕種 株式会社農業生産法人Ｒｉｋｉファーム
令和4年8月16日 8-45-00068 宮崎県 耕種 株式会社園青果
令和4年8月30日 8-45-00069 宮崎県 耕種 株式会社日向芝
令和4年8月30日 8-45-00070 宮崎県 畜産 有限会社金鶏農場
令和4年8月30日 8-45-00071 宮崎県 耕種 有限会社森農園
令和4年9月13日 8-45-00072 宮崎県 耕種 福田　誠
令和4年9月13日 8-45-00073 宮崎県 耕種 有限会社奥松農園
令和4年9月13日 8-45-00074 宮崎県 耕種 有限会社児湯芝農園
令和4年9月21日 8-45-00075 宮崎県 畜産 児湯養鶏農業協同組合
令和4年10月4日 8-45-00076 宮崎県 耕種 濱崎　光義
令和4年10月18日 8-45-00077 宮崎県 畜産 有限会社阿部牧場
令和4年10月25日 8-45-00078 宮崎県 耕種 對田　龍二
令和4年10月25日 8-45-00079 宮崎県 畜産 有限会社エムケイ商事
令和4年10月25日 8-45-00080 宮崎県 耕種 株式会社上沖産業
令和4年12月13日 8-45-00081 宮崎県 耕種 田中　謙次
令和4年12月27日 8-45-00082 宮崎県 畜産 有限会社尾鈴ミート
令和5年1月24日 8-45-00083 宮崎県 耕種 株式会社フクダフーズ
令和5年2月14日 8-45-00084 宮崎県 畜産 みらいグローバルファーム株式会社
令和5年2月14日 8-45-00085 宮崎県 畜産 株式会社ひまわり牧場
令和5年2月20日 8-45-00086 宮崎県 耕種 株式会社下玉利農産
令和5年3月1日 8-45-00087 宮崎県 耕種 合同会社ＴＡＣＯＪＩＭＡＦＡＲＭ
令和5年3月14日 8-45-00088 宮崎県 耕種 おこびら農園株式会社
令和5年3月14日 8-45-00089 宮崎県 耕種 株式会社自然の都
令和5年3月14日 8-45-00090 宮崎県 耕種 有限会社木村農園
令和5年3月14日 8-45-00091 宮崎県 耕種 株式会社ＫＩＡ
令和5年3月28日 8-45-00092 宮崎県 畜産 合同会社ファームＴＵＮＯ
令和5年4月4日 8-45-00093 宮崎県 耕種 蛯原　芳彦
令和5年4月4日 8-45-00094 宮崎県 畜産 農事組合法人香川ランチ
令和5年4月13日 8-45-00095 宮崎県 畜産 有限会社東康夫養鶏場
令和5年4月13日 8-45-00096 宮崎県 耕種 ジェイエイ・アグリシード株式会社
令和5年4月18日 8-45-00097 宮崎県 畜産 有限会社前田畜産
令和5年4月18日 8-45-00098 宮崎県 畜産 株式会社サイトーファーム
令和5年4月25日 8-45-00099 宮崎県 耕種 坂元　考成
令和5年4月25日 8-45-00100 宮崎県 畜産 佐土平農畜産株式会社
令和5年4月25日 8-45-00101 宮崎県 耕種 株式会社タガミ
令和5年4月25日 8-45-00102 宮崎県 耕種 有限会社太陽ファーム
令和元年12月4日 8-46-00001 鹿児島県 耕種 あおぞら農業協同組合
令和2年1月31日 8-46-00002 鹿児島県 畜産 株式会社長島ファーム
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令和2年1月31日 8-46-00003 鹿児島県 耕種 株式会社内村産業
令和2年4月3日 8-46-00004 鹿児島県 耕種 有留　幸路
令和2年6月24日 8-46-00005 鹿児島県 耕種 Ｊａｐａｎ　ｐｏｔａｔｏ有限会社
令和2年7月22日 8-46-00006 鹿児島県 耕種 有限会社ファームランド豊
令和2年8月26日 8-46-00007 鹿児島県 耕種 有限会社西田農産
令和2年8月26日 8-46-00008 鹿児島県 耕種 上川床　義一
令和2年9月2日 8-46-00009 鹿児島県 耕種 有限会社折尾正光園
令和2年11月2日 8-46-00010 鹿児島県 畜産 株式会社森ファーム
令和2年11月12日 8-46-00011 鹿児島県 耕種 株式会社テリーファーム
令和2年12月4日 8-46-00012 鹿児島県 耕種 南　雄輝
令和2年12月4日 8-46-00013 鹿児島県 耕種 有留　善幸
令和2年12月11日 8-46-00014 鹿児島県 耕種 今村　信幸
令和3年1月13日 8-46-00015 鹿児島県 畜産 有限会社ダイユー
令和3年1月13日 8-46-00016 鹿児島県 畜産 有限会社大森
令和3年1月26日 8-46-00017 鹿児島県 畜産 山口畜産有限会社
令和3年2月2日 8-46-00018 鹿児島県 耕種 中村　壽正
令和3年2月8日 8-46-00019 鹿児島県 畜産 株式会社カミチクファーム
令和3年2月24日 8-46-00020 鹿児島県 耕種 鹿児島農水株式会社
令和3年2月24日 8-46-00021 鹿児島県 耕種 有限会社迫田商店
令和3年3月2日 8-46-00022 鹿児島県 耕種 上村　昭郎
令和3年3月23日 8-46-00023 鹿児島県 耕種 鹿児島きもつき農業協同組合
令和3年4月20日 8-46-00024 鹿児島県 畜産 農事組合法人大隅養豚生産組合
令和3年4月20日 8-46-00025 鹿児島県 耕種 有限会社藏
令和3年4月20日 8-46-00026 鹿児島県 耕種 株式会社元幸産業
令和3年4月20日 8-46-00027 鹿児島県 畜産 有限会社サンエッグ
令和3年4月26日 8-46-00028 鹿児島県 耕種 西村　昇幸
令和3年5月18日 8-46-00029 鹿児島県 耕種 田畑　孝
令和3年5月18日 8-46-00030 鹿児島県 耕種 沖永良部きのこ株式会社
令和3年5月18日 8-46-00031 鹿児島県 畜産 株式会社拓新
令和3年6月22日 8-46-00032 鹿児島県 耕種 有限会社南九州きのこセンター
令和3年7月6日 8-46-00033 鹿児島県 耕種・畜産 株式会社末吉元気牧場
令和3年7月20日 8-46-00034 鹿児島県 耕種 おおすみ食品株式会社
令和3年7月26日 8-46-00035 鹿児島県 畜産 株式会社霧島エッグ
令和3年7月26日 8-46-00036 鹿児島県 畜産 株式会社マル善
令和3年7月26日 8-46-00037 鹿児島県 畜産 有限会社うしの中山
令和3年8月10日 8-46-00038 鹿児島県 耕種 株式会社楠花園
令和3年8月16日 8-46-00039 鹿児島県 耕種 株式会社ねぎ畑
令和3年8月24日 8-46-00040 鹿児島県 耕種 エンジョイアグリ株式会社
令和3年8月30日 8-46-00041 鹿児島県 耕種 有限会社水幸農園
令和3年9月14日 8-46-00042 鹿児島県 畜産 株式会社鹿児島農場
令和3年9月21日 8-46-00043 鹿児島県 耕種 大坪　和裕
令和3年9月21日 8-46-00044 鹿児島県 耕種 有限会社きりしま農園
令和3年10月13日 8-46-00045 鹿児島県 畜産 株式会社アクシーズ
令和3年10月21日 8-46-00046 鹿児島県 耕種 株式会社指宿やさいの王国
令和3年10月25日 8-46-00047 鹿児島県 畜産 有限会社松原養鶏場
令和3年11月1日 8-46-00048 鹿児島県 耕種 株式会社マルサンファーム
令和3年11月1日 8-46-00049 鹿児島県 耕種 折田　信男
令和3年11月8日 8-46-00050 鹿児島県 耕種 有限会社六田農園
令和3年11月15日 8-46-00051 鹿児島県 耕種 有限会社小原農芸
令和3年11月22日 8-46-00052 鹿児島県 耕種 谷村　喜崇
令和3年11月29日 8-46-00053 鹿児島県 耕種 桑原　友博
令和3年11月29日 8-46-00054 鹿児島県 畜産 平松畜産株式会社
令和3年11月29日 8-46-00055 鹿児島県 畜産 有限会社大隅ポーク
令和3年12月6日 8-46-00056 鹿児島県 耕種 今吉製茶有限会社
令和3年12月6日 8-46-00057 鹿児島県 耕種 有限会社有村青果
令和3年12月13日 8-46-00058 鹿児島県 耕種 中原　豊彦
令和3年12月13日 8-46-00059 鹿児島県 畜産 株式会社ジャパンファーム
令和3年12月20日 8-46-00060 鹿児島県 耕種 船倉　忍
令和3年12月20日 8-46-00061 鹿児島県 耕種 鳥越　秀一
令和3年12月20日 8-46-00062 鹿児島県 耕種 株式会社たろう園
令和3年12月20日 8-46-00063 鹿児島県 耕種 株式会社カマタ農園
令和3年9月27日 8-46-00064 鹿児島県 耕種 株式会社吉川農産
令和4年1月5日 8-46-00065 鹿児島県 耕種 森下　理恵
令和4年1月5日 8-46-00066 鹿児島県 耕種 有限会社ビオ・ファーム
令和4年1月17日 8-46-00067 鹿児島県 耕種 藤田　正一
令和4年1月17日 8-46-00068 鹿児島県 畜産 湯田　憲男
令和4年1月24日 8-46-00069 鹿児島県 耕種 株式会社アグリストちらん
令和4年1月31日 8-46-00070 鹿児島県 畜産 有限会社あんしんの里
令和4年1月31日 8-46-00071 鹿児島県 耕種 三矢物産株式会社
令和4年1月31日 8-46-00072 鹿児島県 畜産 志布志農畜産株式会社
令和4年2月7日 8-46-00073 鹿児島県 耕種 川尻　幸
令和4年2月7日 8-46-00074 鹿児島県 耕種 有限会社高井田アグリ
令和4年2月7日 8-46-00075 鹿児島県 耕種 鹿児島いずみ農業協同組合
令和4年2月14日 8-46-00076 鹿児島県 耕種 有限会社松崎製茶
令和4年2月14日 8-46-00077 鹿児島県 耕種 アンダーフォレストファーム株式会社
令和4年3月14日 8-46-00078 鹿児島県 畜産 有限会社大堀牧場
令和4年3月23日 8-46-00079 鹿児島県 耕種 有限会社大崎農園
令和4年4月5日 8-46-00080 鹿児島県 耕種 吉村　建一郎
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令和4年4月5日 8-46-00081 鹿児島県 耕種 株式会社大豊
令和4年4月11日 8-46-00082 鹿児島県 耕種 株式会社東八重製茶
令和4年4月11日 8-46-00083 鹿児島県 耕種 オリオ青果株式会社
令和4年4月13日 8-46-00084 鹿児島県 耕種 青柳　健太
令和4年4月15日 8-46-00085 鹿児島県 畜産 有限会社野村畜産
令和4年4月12日 8-46-00086 鹿児島県 耕種 株式会社たかとみファーム
令和4年4月26日 8-46-00087 鹿児島県 耕種 坪内　崇
令和4年5月10日 8-46-00088 鹿児島県 耕種 有限会社一勝
令和4年5月10日 8-46-00089 鹿児島県 耕種 三和物産株式会社
令和4年5月17日 8-46-00090 鹿児島県 畜産 株式会社ナンチクファーム
令和4年5月17日 8-46-00091 鹿児島県 耕種 鹿児島堀口製茶有限会社
令和4年5月17日 8-46-00092 鹿児島県 耕種 株式会社さかうえ
令和4年5月17日 8-46-00093 鹿児島県 耕種 南東北青果有限会社
令和4年5月24日 8-46-00094 鹿児島県 耕種 市囿　庄一
令和4年5月24日 8-46-00095 鹿児島県 耕種 株式会社山英野菜
令和4年5月24日 8-46-00096 鹿児島県 耕種 有限会社西牟田農園
令和4年5月24日 8-46-00097 鹿児島県 耕種 有限会社大徳産業
令和4年5月31日 8-46-00098 鹿児島県 耕種 沖　宏光
令和4年6月7日 8-46-00099 鹿児島県 畜産 村商株式会社
令和4年6月7日 8-46-00100 鹿児島県 畜産 石原畜産有限会社
令和4年6月14日 8-46-00101 鹿児島県 耕種 延時　暁寿
令和4年6月14日 8-46-00102 鹿児島県 耕種 株式会社センリファーム
令和4年6月14日 8-46-00103 鹿児島県 耕種 株式会社南国きのこ苑
令和4年6月14日 8-46-00104 鹿児島県 耕種 株式会社薩摩富士
令和4年6月21日 8-46-00105 鹿児島県 耕種 福留　幸嘉
令和4年6月21日 8-46-00106 鹿児島県 耕種 澤田　広明
令和4年6月21日 8-46-00107 鹿児島県 耕種 有限会社いろは農園有明
令和4年6月21日 8-46-00108 鹿児島県 耕種 株式会社寿農園
令和4年6月21日 8-46-00109 鹿児島県 畜産 有限会社樋口養鶏
令和4年6月21日 8-46-00110 鹿児島県 畜産 マルイファーム株式会社
令和4年6月27日 8-46-00111 鹿児島県 耕種 森岡　雄次
令和4年6月27日 8-46-00112 鹿児島県 畜産 みらいファーム株式会社
令和4年7月12日 8-46-00113 鹿児島県 耕種 谷村　喜作
令和4年7月12日 8-46-00114 鹿児島県 耕種 薩頴産業有限会社
令和4年7月12日 8-46-00115 鹿児島県 耕種 株式会社丸大
令和4年7月12日 8-46-00116 鹿児島県 耕種 有限会社吉国製茶
令和4年7月20日 8-46-00117 鹿児島県 耕種 中間　充彦
令和4年7月20日 8-46-00118 鹿児島県 耕種・畜産 株式会社ひらまつ
令和4年7月20日 8-46-00119 鹿児島県 畜産 有限会社環境ファーム
令和4年7月20日 8-46-00120 鹿児島県 畜産 窪ファーム株式会社
令和4年7月20日 8-46-00121 鹿児島県 耕種 株式会社春日園川路製茶
令和4年7月26日 8-46-00122 鹿児島県 耕種 有限会社マルマサ製茶
令和4年8月2日 8-46-00123 鹿児島県 耕種 株式会社南榮ファーム
令和4年8月9日 8-46-00124 鹿児島県 耕種 株式会社和田機動建設
令和4年8月9日 8-46-00125 鹿児島県 耕種 有限会社かめい
令和4年8月9日 8-46-00126 鹿児島県 耕種 株式会社ときみ
令和4年8月9日 8-46-00127 鹿児島県 耕種 有限会社ＡＮＮＯＵ
令和4年8月16日 8-46-00128 鹿児島県 耕種 川崎　成晃
令和4年8月16日 8-46-00129 鹿児島県 畜産 有限会社後堂牧場
令和4年8月16日 8-46-00130 鹿児島県 耕種 株式会社小永田農産
令和4年8月23日 8-46-00131 鹿児島県 耕種 ＳＯｏあぐりーず
令和4年8月23日 8-46-00132 鹿児島県 耕種 八木　昭人
令和4年8月30日 8-46-00133 鹿児島県 耕種 農業法人八千代伝酒造株式会社
令和4年8月30日 8-46-00134 鹿児島県 耕種 株式会社さくら農園
令和4年9月6日 8-46-00135 鹿児島県 耕種 豊永　峯雄
令和4年9月6日 8-46-00136 鹿児島県 耕種 株式会社マルニシ青果
令和4年9月13日 8-46-00137 鹿児島県 耕種 株式会社空と大地
令和4年9月13日 8-46-00138 鹿児島県 耕種 株式会社ファームＪＡＤ
令和4年9月13日 8-46-00139 鹿児島県 耕種 株式会社都食品
令和4年9月13日 8-46-00140 鹿児島県 畜産 農事組合法人霧島高原純粋黒豚牧場
令和4年9月13日 8-46-00141 鹿児島県 畜産 有限会社サカモト
令和4年9月13日 8-46-00142 鹿児島県 耕種 フジグリーン株式会社
令和4年9月21日 8-46-00143 鹿児島県 畜産 窪　比呂志
令和4年9月21日 8-46-00144 鹿児島県 畜産 尾曲　敏和
令和4年9月21日 8-46-00145 鹿児島県 畜産 有限会社農業生産法人のざき
令和4年9月27日 8-46-00146 鹿児島県 耕種 南　康彦
令和4年9月27日 8-46-00147 鹿児島県 耕種 曽木　聖矢
令和4年9月27日 8-46-00148 鹿児島県 畜産 西中川　周三
令和4年10月4日 8-46-00149 鹿児島県 畜産 有限会社コセンファーム
令和4年10月18日 8-46-00150 鹿児島県 耕種 株式会社Ｎファーム
令和4年10月25日 8-46-00151 鹿児島県 耕種 川間　真一
令和4年10月25日 8-46-00152 鹿児島県 耕種 門園　兼司
令和4年10月25日 8-46-00153 鹿児島県 耕種 有限会社小村農園
令和4年10月25日 8-46-00154 鹿児島県 耕種 株式会社ふたついし農園
令和4年10月25日 8-46-00155 鹿児島県 耕種 有限会社鹿児島農園
令和4年11月1日 8-46-00156 鹿児島県 畜産 有限会社宮路畜産センター
令和4年11月9日 8-46-00157 鹿児島県 耕種 村下　秀彦
令和4年11月9日 8-46-00158 鹿児島県 耕種 萩元　光博
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令和4年11月9日 8-46-00159 鹿児島県 耕種 農業生産法人メルヘン農園有限会社
令和4年11月16日 8-46-00160 鹿児島県 耕種 二幸冷蔵運輸株式会社
令和4年11月22日 8-46-00161 鹿児島県 耕種 玉田産業株式会社
令和4年11月22日 8-46-00162 鹿児島県 耕種 株式会社有村菜果園
令和4年11月22日 8-46-00163 鹿児島県 耕種 株式会社宮迫農産
令和4年11月29日 8-46-00164 鹿児島県 耕種 金子　博樹
令和4年11月29日 8-46-00165 鹿児島県 耕種 有限会社堀之内農園
令和4年12月6日 8-46-00166 鹿児島県 耕種 株式会社心葉
令和4年12月13日 8-46-00167 鹿児島県 耕種 吉岡　秀博
令和4年12月20日 8-46-00168 鹿児島県 耕種 大塚　誠
令和4年12月20日 8-46-00169 鹿児島県 耕種 津曲　福義
令和4年12月20日 8-46-00170 鹿児島県 畜産 有限会社ヤブサメファーム
令和4年12月20日 8-46-00171 鹿児島県 畜産 株式会社ホナミ
令和4年12月27日 8-46-00172 鹿児島県 耕種 有限会社マルユ湯通堂青果
令和4年12月27日 8-46-00173 鹿児島県 耕種 株式会社ニューふぁーむ２１九州
令和5年1月5日 8-46-00174 鹿児島県 耕種 諏訪園　一吉
令和5年1月5日 8-46-00175 鹿児島県 畜産 有限会社竹下種鶏孵化場
令和5年1月5日 8-46-00176 鹿児島県 畜産 有限会社三協ひなセンター
令和5年1月10日 8-46-00177 鹿児島県 耕種 園田　茂治
令和5年1月10日 8-46-00178 鹿児島県 耕種 有限会社片平農産
令和5年1月17日 8-46-00179 鹿児島県 耕種 加藤　秀文
令和5年1月17日 8-46-00180 鹿児島県 耕種 株式会社脇田農園
令和5年1月17日 8-46-00181 鹿児島県 耕種 有限会社小鹿農業生産組合
令和5年1月17日 8-46-00182 鹿児島県 畜産 有限会社中村養豚
令和5年1月17日 8-46-00183 鹿児島県 畜産 有限会社鎌田養豚
令和5年1月17日 8-46-00184 鹿児島県 耕種 株式会社潮路
令和5年1月17日 8-46-00185 鹿児島県 畜産 株式会社ドリームランド牧場
令和5年1月24日 8-46-00186 鹿児島県 耕種 有限会社上室製茶
令和5年1月31日 8-46-00187 鹿児島県 畜産 株式会社岩戸牧場
令和5年2月7日 8-46-00188 鹿児島県 耕種 谷口　健次
令和5年2月7日 8-46-00189 鹿児島県 耕種 坂元　義信
令和5年2月7日 8-46-00190 鹿児島県 耕種 田原　良二
令和5年2月7日 8-46-00191 鹿児島県 耕種 有限会社太南農場
令和5年2月20日 8-46-00192 鹿児島県 耕種 株式会社池平農産
令和5年2月20日 8-46-00193 鹿児島県 畜産 有限会社大崎食肉加工センター
令和5年2月20日 8-46-00194 鹿児島県 耕種 アネット有限会社
令和5年3月1日 8-46-00195 鹿児島県 耕種 仲田　章司
令和5年3月1日 8-46-00196 鹿児島県 耕種 中村　庸介
令和5年3月1日 8-46-00197 鹿児島県 耕種 田中　文明
令和5年3月1日 8-46-00198 鹿児島県 耕種 合同会社農栄ファーム
令和5年3月1日 8-46-00199 鹿児島県 耕種 株式会社春中商事
令和5年3月7日 8-46-00200 鹿児島県 耕種 末川　亨志
令和5年3月7日 8-46-00201 鹿児島県 耕種 有限会社菜花園
令和5年3月7日 8-46-00202 鹿児島県 畜産 有限会社菊永ポートリー
令和5年3月14日 8-46-00203 鹿児島県 耕種 村下　雄一
令和5年3月14日 8-46-00204 鹿児島県 耕種 中尾　勇一
令和5年3月14日 8-46-00205 鹿児島県 耕種 大隣　直人
令和5年3月14日 8-46-00206 鹿児島県 畜産 鹿児島いずみ畜産株式会社
令和5年3月20日 8-46-00207 鹿児島県 耕種 株式会社ヴィレッジファーム衛藤
令和5年3月28日 8-46-00208 鹿児島県 畜産 有限会社南国農産
令和5年4月4日 8-46-00209 鹿児島県 耕種 桑元　義久
令和5年4月4日 8-46-00210 鹿児島県 耕種 東條　六男
令和5年4月4日 8-46-00211 鹿児島県 耕種 田之畑　光一
令和5年4月4日 8-46-00212 鹿児島県 耕種 田之畑　泉
令和5年4月4日 8-46-00213 鹿児島県 畜産 株式会社うしの中山志布志牧場
令和5年4月13日 8-46-00214 鹿児島県 耕種 橋木　優
令和5年4月13日 8-46-00215 鹿児島県 畜産 株式会社道上産業
令和5年4月13日 8-46-00216 鹿児島県 耕種 農地所有適格法人株式会社敬天農林
令和5年4月13日 8-46-00217 鹿児島県 耕種 株式会社あおぞら元気農場
令和5年4月18日 8-46-00218 鹿児島県 耕種 大保　圭市
令和5年4月18日 8-46-00219 鹿児島県 耕種 切通　勝男
令和5年4月18日 8-46-00220 鹿児島県 耕種 株式会社原田農産
令和5年4月18日 8-46-00221 鹿児島県 耕種 そお鹿児島農業協同組合
令和5年4月18日 8-46-00222 鹿児島県 畜産 農事組合法人高尾野養鶏農園
令和5年4月18日 8-46-00223 鹿児島県 畜産 有限会社藤嶺牧場
令和5年4月18日 8-46-00224 鹿児島県 畜産 株式会社Ｐ．Ａ．Ｃ鹿児島
令和5年4月25日 8-46-00225 鹿児島県 耕種 株式会社頴有
令和5年4月25日 8-46-00226 鹿児島県 耕種 有限会社南九州農園
令和5年4月25日 8-46-00227 鹿児島県 耕種 株式会社ローソンファーム鹿児島
令和元年10月25日 9-47-00001 沖縄県 耕種 株式会社しらみずファーム
令和2年3月13日 9-47-00002 沖縄県 耕種 大城　清助
令和2年3月13日 9-47-00003 沖縄県 耕種 金城　孝
令和2年3月13日 9-47-00004 沖縄県 耕種 株式会社美ら島
令和2年3月13日 9-47-00006 沖縄県 耕種 玉城　健三
令和2年3月13日 9-47-00007 沖縄県 耕種 玉城　忍
令和2年3月13日 9-47-00008 沖縄県 耕種 有限会社サニー沖縄
令和2年5月28日 9-47-00009 沖縄県 耕種 小生　崇史
令和2年5月28日 9-47-00010 沖縄県 耕種 株式会社グリーンフィールズ
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令和2年6月11日 9-47-00011 沖縄県 耕種 株式会社東洋土木工業
令和2年6月11日 9-47-00012 沖縄県 耕種 安谷屋　重信
令和2年9月9日 9-47-00013 沖縄県 耕種 農業生産法人有限会社南陽花卉生産組合
令和2年11月9日 9-47-00014 沖縄県 耕種 農業生産法人株式会社菜縁おきなわ
令和3年1月18日 9-47-00015 沖縄県 耕種 農業生産法人株式会社みのり
令和3年2月15日 9-47-00016 沖縄県 耕種 新垣　正則
令和3年3月15日 9-47-00017 沖縄県 耕種 有限会社丸吉青果
令和3年4月19日 9-47-00018 沖縄県 耕種 伊敷　雅司
令和3年4月19日 9-47-00019 沖縄県 耕種 大城　直樹
令和3年4月19日 9-47-00020 沖縄県 耕種 大嶺　直志
令和3年4月19日 9-47-00021 沖縄県 耕種 山城　学
令和3年5月24日 9-47-00022 沖縄県 畜産 株式会社沖縄県食肉センター
令和3年5月24日 9-47-00023 沖縄県 耕種 有限会社ゼント
令和3年5月24日 9-47-00024 沖縄県 耕種 幸地　豊
令和3年5月24日 9-47-00025 沖縄県 耕種 久保田　隆之
令和3年6月14日 9-47-00026 沖縄県 畜産 株式会社農業生産法人くにがみ畜産
令和3年6月21日 9-47-00027 沖縄県 耕種 田場　増栄
令和3年6月25日 9-47-00028 沖縄県 耕種 株式会社サザンプラント
令和3年9月21日 9-47-00029 沖縄県 耕種 山城　克也
令和3年9月27日 9-47-00030 沖縄県 耕種 農業生産法人株式会社吉田ファーム
令和3年10月4日 9-47-00031 沖縄県 耕種 株式会社グリーンプラントカミヤ
令和3年10月4日 9-47-00032 沖縄県 耕種 新垣　厚
令和3年10月4日 9-47-00033 沖縄県 耕種 山城　豪
令和3年10月4日 9-47-00034 沖縄県 耕種 波平　浩司
令和3年10月4日 9-47-00035 沖縄県 耕種 波平　勉
令和3年10月25日 9-47-00036 沖縄県 耕種 新垣　進栄
令和3年11月1日 9-47-00037 沖縄県 畜産 大川　一郎
令和3年11月1日 9-47-00038 沖縄県 耕種 農業生産法人株式会社まえさと
令和3年12月6日 9-47-00039 沖縄県 耕種 神里　賢
令和3年12月15日 9-47-00040 沖縄県 耕種 喜納　亨
令和3年12月15日 9-47-00041 沖縄県 耕種 金城　敏
令和3年12月15日 9-47-00042 沖縄県 耕種 中村　伸次
令和3年12月15日 9-47-00043 沖縄県 耕種 大城　安博
令和3年12月15日 9-47-00044 沖縄県 耕種 大城　司
令和4年1月4日 9-47-00045 沖縄県 耕種 外間　宏喜
令和4年1月11日 9-47-00046 沖縄県 耕種 新垣　充
令和4年1月11日 9-47-00047 沖縄県 畜産 農業生産法人有限会社我那覇畜産
令和4年2月7日 9-47-00049 沖縄県 耕種 照屋　弘人
令和4年2月7日 9-47-00050 沖縄県 耕種 新垣　大策
令和4年2月7日 9-47-00051 沖縄県 耕種 大城　清広
令和4年2月7日 9-47-00052 沖縄県 耕種 上地　一樹
令和4年2月7日 9-47-00053 沖縄県 耕種 上間　良廣
令和4年2月21日 9-47-00054 沖縄県 耕種 宇江城　安勝
令和4年3月23日 9-47-00055 沖縄県 耕種 農業生産法人株式会社東物産
令和4年3月28日 9-47-00056 沖縄県 耕種 玉城　哲弘
令和4年3月28日 9-47-00057 沖縄県 耕種 下門　繁
令和4年3月28日 9-47-00058 沖縄県 畜産 新里　菊也
令和4年4月5日 9-47-00059 沖縄県 耕種 農業生産法人アグリサポート南大東株式会社
令和4年5月9日 9-47-00060 沖縄県 耕種 大城　太志
令和4年5月9日 9-47-00061 沖縄県 耕種 徳元　修
令和4年5月9日 9-47-00062 沖縄県 耕種 久保田　盛順
令和4年5月9日 9-47-00063 沖縄県 耕種 波平　拓也
令和4年5月9日 9-47-00064 沖縄県 耕種 中村　洋一
令和4年5月9日 9-47-00065 沖縄県 耕種 株式会社和伊耕産
令和4年5月31日 9-47-00066 沖縄県 畜産 株式会社ヤマチク
令和4年5月31日 9-47-00067 沖縄県 畜産 合同会社キンアグー
令和4年6月13日 9-47-00068 沖縄県 耕種 玉城 肇
令和4年6月20日 9-47-00069 沖縄県 耕種 島袋　政信
令和4年6月20日 9-47-00070 沖縄県 耕種 株式会社農業生産法人石垣島ＳＵＮファーム
令和4年6月27日 9-47-00071 沖縄県 耕種 島袋　勤
令和4年7月4日 9-47-00072 沖縄県 畜産 農業生産法人有限会社志茂畜産
令和4年7月20日 9-47-00073 沖縄県 耕種 農業生産法人株式会社IKEHARA
令和4年7月26日 9-47-00074 沖縄県 耕種 上間　義一
令和4年7月26日 9-47-00075 沖縄県 耕種 島袋　幸憲
令和4年8月2日 9-47-00076 沖縄県 耕種 有限会社沖縄ファーム
令和4年8月8日 9-47-00077 沖縄県 耕種 合同会社おきなわはなはな
令和4年8月23日 9-47-00078 沖縄県 耕種 仲西　栄二
令和4年8月23日 9-47-00079 沖縄県 耕種 玉城　直也
令和4年8月31日 9-47-00080 沖縄県 耕種 有限会社今帰仁すいか
令和4年9月6日 9-47-00081 沖縄県 耕種 株式会社フードリボン
令和4年9月26日 9-47-00082 沖縄県 耕種 山城　康生
令和4年9月26日 9-47-00083 沖縄県 耕種 金城　善明
令和4年10月4日 9-47-00084 沖縄県 耕種 具志堅　源和
令和4年10月17日 9-47-00085 沖縄県 耕種 奥間　宏
令和4年10月17日 9-47-00086 沖縄県 耕種 農業生産法人合同会社渡真利農園
令和4年10月17日 9-47-00087 沖縄県 耕種 神里　竹雄
令和4年10月17日 9-47-00088 沖縄県 耕種 山城　義明
令和4年10月17日 9-47-00089 沖縄県 耕種 新垣　秀幸
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令和4年10月17日 9-47-00090 沖縄県 耕種 亀谷　英雄
令和4年10月17日 9-47-00091 沖縄県 畜産 農業生産法人有限会社伊盛牧場
令和4年11月1日 9-47-00092 沖縄県 耕種 沖縄県農業協同組合
令和4年11月8日 9-47-00093 沖縄県 耕種 大城　健実
令和4年11月15日 9-47-00094 沖縄県 耕種 大城　勝
令和4年11月22日 9-47-00095 沖縄県 耕種 新垣　裕司
令和4年11月22日 9-47-00096 沖縄県 耕種 金城　義幸
令和4年11月29日 9-47-00097 沖縄県 畜産 平良　良昭
令和4年12月6日 9-47-00098 沖縄県 耕種 農業生産法人株式会社和空ファーム
令和4年12月6日 9-47-00099 沖縄県 耕種 上江洲　実
令和4年12月13日 9-47-00100 沖縄県 耕種 有限会社伊江食品
令和4年12月13日 9-47-00101 沖縄県 耕種 株式会社ファインフルーツおおぎみ
令和4年12月26日 9-47-00102 沖縄県 耕種 玉城　盛仁
令和5年1月4日 9-47-00103 沖縄県 畜産 農業生産法人株式会社まぁじゅんのジャージー牧場
令和5年1月4日 9-47-00104 沖縄県 耕種 大城　篤
令和5年1月10日 9-47-00105 沖縄県 耕種 田場　則昭
令和5年1月10日 9-47-00106 沖縄県 畜産 株式会社那覇ミート
令和5年1月17日 9-47-00107 沖縄県 耕種 金川　均
令和5年1月17日 9-47-00108 沖縄県 耕種 浅沼　清
令和5年2月6日 9-47-00109 沖縄県 耕種 久保田　敦
令和5年2月6日 9-47-00110 沖縄県 畜産 有限会社沖縄北斗
令和5年3月6日 9-47-00111 沖縄県 耕種 合同会社農業生産マティダファーム
令和5年3月6日 9-47-00112 沖縄県 耕種 長嶺　直哉
令和5年4月13日 9-47-00113 沖縄県 耕種 波平　康
令和5年4月18日 9-47-00114 沖縄県 耕種 有限会社平安名


