
（別紙１-２）

農業法人等における求人情報（１、２月に採用予定のもの）　法人別一覧

※詳細については全国新規就農相談センターＨＰ（http://www.nca.or.jp/Be-farmer/index.php）をご覧下さい

都道府
県名

会社名 住所 電話番号 経営作目 仕事の内容
正社員
求人数

パート
求人数

北海道 （有）ファームトピア 蘭越町字三笠234 0136-55-3512 畑作、工芸作目、その他（加工） オペレーター、一般加工 1 1

北海道 （農）豊原生産組合 北海道上川郡上川町豊原 090-6260-7854 畑作、施設野菜、酪農 酪農作業全般 1

北海道 有限会社サンファーム 北海道虻田郡留寿都村留寿都２００-９ 0136-46-3310 稲作、施設野菜 野菜の収穫、選別他 1

北海道 （有）社内渕みどり牧場 紋別郡遠軽町社名淵95-1 0158-49-2188 酪農、畑作 牛乳・畜産物・農産物の生産～販売 2

北海道 （有）岩瀬牧場 北海道砂川市一の沢237-6 0125-53-5071 酪農、加工販売、レストラン 乳牛の哺育、搾乳作業 2 2

青森県 （有）ケイホットライス 北津軽郡中泊町大字茂木字鳴見242-8 0173-57-2243 稲作、産直販売 作業全般 2 2

宮城県 （有）伊豆沼農産 宮城県登米市迫町新田字前沼149-7 0220-28-2986 稲作、露地野菜、果樹、養豚、観光農業 工場管理、企画 2

秋田県 (有)正八 秋田県南秋田郡大潟村西2-15 0185-46-4040
畑作、施設野菜、露地野菜、花、観葉植
物、有機農業

農作業全般及びそれに附帯する業務 2

秋田県 （有）せりた 秋田県南秋田郡大潟村東2-4-30 0185-45-2356 稲作、畑作、その他（加工、販売） ホームページの管理、生産現場の作業、出荷業務の作業など 1 1

山形県 井上園芸 山形県西置賜郡飯豊町大字添川1419 0238-74-2186 花・観葉植物 鉢花、花苗の生産、管理、出荷 2 1

山形県 （有）安達農園 山形県東根市大字関山３１０ 0237－44－1231 果樹、観光 作業全般 1

福島県 （有）相馬グリーン 福島県南相馬市小高区川房四ッ栗118-1 0244-44-5068 花・観葉植物 苗を植える 5

福島県 （株）新地グリーンファーム 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字鹿狼11-1 0244-62-4500 施設野菜 トマトの生産販売 5

茨城県 （有）なるしま 茨城県取手市井野3-16-55 0297-70-6880 稲作、畑作、露地野菜 一般作業 1

茨城県 稲葉園芸 茨城県結城市東茂呂1746-1 0296-35-1637 稲作、露地野菜 耕種畑農業 1

茨城県 (有)スズキファーム 茨城県水戸市谷津町590 029-252-8727 養鶏 鶏の管理 1

茨城県 株式会社照沼勝一商店 茨城県東海村照沼600 029-282-0062
稲作、畑作、露地野菜、有機農業、農産
加工

さつまいもの栽培管理、干しいも加工 6

栃木県 有限会社ジェイイーティーファーム 栃木県芳賀郡市貝町刈生田851-1 0285-68-0168 酪農、肉用牛 飼養管理、飼料、堆肥管理 1

群馬県 株式会社ツノダファーム 群馬県利根郡昭和村糸井6935-1 0278-24-7524 施設野菜、露地野菜 農場管理から収穫、出荷まで 1

群馬県 グリンリーフ（株） 群馬県利根郡昭和村赤城原844-12 0278-24-7711
畑作、施設野菜、露地野菜、工芸作物、
有機農業、その他〈加工〉蒟蒻加工、漬
物加工、冷凍野菜

生産管理、出荷、販売など 2 4

群馬県 蟻塚農園 群馬県利根郡昭和村貝野瀬４７１６ 0278-24－7312 施設、露地 アスパラ、ほうれん草、小松菜、トウモロコシなど 2

埼玉県 （有）境野養鶏 埼玉県本庄市新井955-117 0495-24-1177 養鶏 ヒナの育成、 2

千葉県 （有）九十九里ファーム 千葉県匝瑳市野手扇ノ谷726 0479-67-4486 酪農、養鶏、その他（飼料）
酪農用TMR飼料製造、酪農管理、鶏卵製品の営業兼販売、鶏の飼養管
理、GPセンターマネージャー、鶏卵洗卵選別包装検品作業、集卵作業

4 4

千葉県 （有）サンファーム 千葉県匝瑳市野手1450-2 0479-80-9630 養鶏
鶏卵製品の営業兼配達、鶏の飼養管理、GPセンターマネージャー、鶏卵
洗卵選別包装検品作業、集卵作業

4 4

山梨県 （株）浅間園 山梨県笛吹市一宮町東新居600 0553-47-1240 果樹、観光農業 桃・ぶどうの生産・販売 2

山梨県 （有）ピーチ専科ヤマシタ 山梨県山梨市正徳寺１１３１－１ 0553－22－8899 果樹 桃、葡萄、いちごの栽培管理、販売、柿の加工 1
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岐阜県 （有）西垣園芸 岐阜県加茂郡川辺町中川辺38-1 0574-53-5961 花・観葉植物 花苗の栽培管理 2 2

岐阜県 わかば有機農場（株） 岐阜県羽島郡岐南町伏屋4-156 058-247-9590 畑作、露地野菜 補助作業 3

静岡県 （有）アトップ 浜松市南区小沢渡町 053-449-1645 施設野菜 工場内作業 3 2

愛知県 （株）つくで高原農場 愛知県南設楽郡作手村田原字長１４１１－８ 0536-37-2821 養鶏 集卵作業等 4

三重県 有限会社すぎもと農園 南牟婁郡御浜町上木394 05979-2-3120 果樹 柑橘類の生産、加工、販売、交流 3

三重県 (株)前川農産 三重県津市安東町2686-3 059-237-0435 稲作 稲作、麦作、大豆作等の農作業全般 1 2

三重県 小林ファームライスセンター 三重県松阪市佐久米町535 0598-52-1680 稲作、畑作 水田作業一通り 1

三重県 (有)御浜天地 三重県御浜町上市木4048 05979-3-1188 露地野菜 生産管理、加工 2

三重県 加藤農場 三重県四日市市上海老町６７４ 059-326-3985 稲作、畑作 生産管理 1

三重県 （有）エイエムシイ 三重県三重郡菰野町大字大強原８８４ 059-394-2241 稲作、直売 生産管理 2

三重県 （農）鈴鹿山麓夢工房 三重県鈴鹿市大久保町南出口1677 059-371-3636 施設野菜 椎茸の生産 3 2

三重県 （有）深緑茶房 松阪市飯南町粥見４２０９－２ 0598-32-5588 工芸作物 茶の生産販売 1

新潟県 （有）ナーセリー上野 新潟市東区山木戸4-16-25 025-274-0877 稲作、花・観葉植物 農作業全般 2

新潟県 （農）アドバンファームしばた 新潟県新発田米倉山田畑791 0254-24-0471 稲作、施設野菜、花・観葉植物 農作業 1

新潟県 （有）加治川農興 新潟県北蒲原郡加治川村金塚３４７ 0254－33－2657 稲作、養豚 越後もちの生産、稲作、養豚 1 0

石川県 （株）ぶった農産 石川県石川郡野々市町上林2-162-1 076-248-0760 稲作、施設野菜、露地野菜 米・加工品の生産、加工業務 2 2

長野県 （株）小松種鶏場 松本市沢村３－４－４５ 0263－33－0689 養鶏 育雛全般、集卵など 2

長野県 （有）井澤 長野県南佐久郡川上村大深山1095 0267-97-3261 施設野菜、露地野菜、有機農業 高原野菜の生産・管理 2 2

長野県 （有）あぐり信州 長野県佐久市布施3851-40 0267-53-3822 露地野菜 白菜、キャベツなどの生産 1

長野県 長野ハーブガーデン（有） 長野県長野市真島町川合６５３ 026-286-3707 施設 促成野菜の栽培管理および生産販売 1 2

滋賀県 有限会社もりかわ農場 滋賀県伊香郡高月町東柳野６１２ 0749-85-2428 稲作、畑作、有機、その他色々 栽培管理、他 2

滋賀県 （有）フクハラファーム 滋賀県彦根市薩摩町1264 0749-43-3623 稲作、果樹
水稲、麦、大豆にかかる一般作業。機械のオペレーター修理作業（経験者
優遇）

1 1

滋賀県 （有）グリーンパワ長浜 滋賀県長浜市加田町３１４３ 0749－65－8005 稲作 水稲全般 2

京都府 （有）日吉ファーム 南丹市日吉町上胡麻榎木谷11 0771-74-0307 養豚 養豚管理一般作業、食品残渣乾燥作業 1

京都府 （有）京都ファーム 京都市右京区京北上弓削町岡ノ元７ 0771-54-0510 稲作、露地野菜、その他 生産管理 4 4

大阪府 藤田植物園 大阪府八尾市太田6-302 072-949-4718 花、観葉植物 生産 1 2

兵庫県 （株）デイリーエッグ 兵庫県赤穂市東有年1650 0791-49-2858 養鶏 飼養管理、鶏卵パッキング、営業 10

兵庫県 （有）朝日農事 兵庫県豊岡市下鶴井989 0796-24-8015 稲作 育苗、刈取、乾燥調整等 1

兵庫県 （有）上岩岡農芸 神戸市西区岩岡町岩岡２１３３ 078－969－1775 施設野菜、露地野菜 生産管理 1

奈良県 堀園芸（株） 奈良県五條市西吉野町桧川迫26 0747-33-0401 花・観葉植物 花木の生産出荷の作業補助 1 1

奈良県 （有）山口農園 宇陀市橿原区大貝332 0745-82-2589 施設野菜、有機農業 野菜の生産出荷 6
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奈良県 （有）ヒグチファーム 奈良県五條市小島町316-2 07472-3-2684 養鶏 飼養管理 2

和歌山県 （農）興里農場 和歌山県和歌山市和佐中928 0734-65-2330 花・観葉植物 作業全般 1 3

鳥取県 （有）竹本園 鳥取県鳥取市佐治町福園114 0858-88-0233
その他（緑化樹木、グランドカバー、生産
卸販売）

緑化樹木、グランドカバー、生産卸販売 3 10

島根県 （有）やさか共同農場 島根県那賀郡弥栄村三里ハ３８ 0855-48-2510 稲作、施設、露地、有機、加工 農作業全般 1 2

島根県 （農）吉浦牧場 島根県大田市温泉津町福光ハ1510-1 0855-65-2821 露地野菜、酪農 搾乳・哺乳などの牛群管理、キャベツ生産 2

岡山県 (有)農マル園芸 岡山県美作市奥1,117 0868-74-2471
施設野菜、花・観葉植物、果樹、観光農
業、その他〈農産物直売所〉

栽培、営業、マネージャー 4 2

岡山県 （有）岡山県農商 岡山県岡山市中原497 086-275-1115 露地野菜 ネギの生産及び出荷に関する仕事 2

広島県 （株）藤原牧場 広島県竹原市西野町３５４ 0846-29-1056 肉用 肉用牛飼養管理（岡山県笠岡市の農場） 2

広島県 （有）有田園芸農場 広島県東広島市安芸津町4820 0846-28-0179 花・観葉植物 栽培、生産管理、営業配達、営業事務、経理事務 5 3

広島県 （有）平田観光農園 広島県三次市上田町1740-3 0824-69-2346 果樹、観光農業 果樹栽培、販売、事務 4

徳島県 有限会社島本農園 小松島市坂野町神長30 0885-37-2310 稲作、施設野菜、露地野菜 野菜の栽培、集出荷作業 2

香川県 （有）広野牧場 香川県木田郡三木町鹿庭２１５ 087-899-0555 酪農、肉用牛、観光 乳牛、和牛、子牛の飼養管理 2

香川県 (有)さぬき新栄 香川県観音寺市古川町597-6 0875-57-5730 稲作、露地野菜 水稲、レタス、玉ねぎ、オクラ、ネギ等の種まきから、出荷作業全般 6 6

香川県 （株）まっ赤なトマト工房 香川県さぬき市寒川町石田東甲698 0879-23-2151 施設野菜 トマトの栽培 1

香川県 （有）やさい畑 香川県善通寺市与北町3082 0877-62-1297 稲作、施設野菜、露地野菜 水稲、野菜の栽培 1

香川県 （株）近藤農園 香川県善通寺市与北町3082 0877-62-1297 稲作、施設野菜、露地野菜 水稲、野菜の栽培 2

香川県 （株）三豊セゾン 香川県観音寺史大野原町大野原6076-2 0875-54-2387 稲作、露地野菜 栽培管理、出荷、販売 2 2

香川県 石川農園 香川県さぬき市長尾東８２０－３ 0879-52-3686 施設野菜、露地野菜 生産管理 1

香川県 （有）筒井農園 香川県三豊市豊中町岡本1506-1 0875-62-5888 施設野菜、露地野菜 農作業全般 1

愛媛県 有限会社サイキ開発 西条市丹原町田野上方４８１－１ 0898-68-3001 養豚 豚の飼育管理 1

愛媛県 (有)太陽ファーム 愛媛県西予市三瓶町朝立７－１２２１ 0894-33-3331 養豚 豚の飼養管理 3

福岡県 （株）村田孵化場 福岡県久留米市上津町向島2228-588 0942-22-1688 養鶏 鶏の配達、工場内作業 2

佐賀県 （有）永渕畜産 藤津郡太良町大浦巳７４０－１８ 0954-68-3667 養豚 豚の飼養管理 1

長崎県 （株）きんかい茸 長崎県長崎市琴海戸根町3012 095-884-3049 施設野菜 きのこ生産販売 1

長崎県 （有）アラキファーム 長崎県諫早市中央干拓489 0957-46-7277 露地野菜 野菜収穫、定植作業 3

長崎県 （有）島原自然塾 長崎県島原市有明町大三東甲1006-1 0957-68-1431 露地野菜 農作業全般 1

長崎県 （有）松山ファーム 長崎県雲仙市愛野町乙5495-1 0957-36-3747 露地野菜 農作業全般 2

長崎県 （農）森岡牧場 長崎県島原市有明町湯江乙2524-1 0957-65-9034 畑作、酪農、肉用牛 乳牛の世話（早朝もしくは深夜） 2 2

長崎県 （株）諌干ドリームファーム 長崎県諫早市小長井町井崎402 0957-34-3900 施設野菜、花・観葉植物 植え込み、芽かき、草取り、収穫、出荷作業等 20 10

長崎県 （有）エフケイファーム 長崎県南島原市深江町戊2373 0957-72-6665 花・観葉植物 菊の生産 1

熊本県 （有）宮川洋蘭 熊本県宇城市三角町戸馳397 0964-52-4237 花・観葉植物 洋蘭鉢物生産 1
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熊本県 （有）北部農園 熊本県熊本市改寄町1800 096-272-5331 稲作、施設野菜、露地野菜、果樹 生産管理 1 2

熊本県 有限会社安部牧場 阿蘇市三久保47-1 0967-32-3791 酪農、肉用牛 酪農作業全般、乳製品の製造・販売 2

熊本県 （有）コーシン 熊本県菊池郡菊陽町久保田911 096-232-6411 養豚 飼育管理 1

熊本県 新古閑養豚（農） 熊本県菊池市七城町亀尾2394 0968-25-2402 養豚 豚舎の清掃・消毒、分弁護の処理 1

熊本県 （有）重元園芸 熊本県宇土市走潟町2239 0964-23-2623 稲作、露地野菜、施設野菜 野菜、米の生産管理 1

熊本県 （有）吉川農園 熊本県合志市野島5472-7 096-242-4878 工芸作目 紫蘇の生産管理 4 6

熊本県 青紫蘇農場（株） 熊本県合志市野島5472-7 096-242-4878 工芸作目 紫蘇の生産・加工・販売 4

熊本県 （有）コウヤマ 熊本県上益城郡益城町杉堂１１２－５ 096-286-4016 畑作、露地野菜、その他 甘藷の生産・加工販売 4 3

熊本県 （有）吉水農園 熊本県上益城郡益城町田原２１２ 096-286-2118 施設野菜、露地野菜 ミニトマト、ニンジン、里芋、ジャガイモなど栽培管理 4 3

熊本県 （有）肥後あゆみの会 熊本県宇城市不知火町高良２０１－１ 0964-33-7240 施設野菜、露地野菜 生産管理 1 2

熊本県 （有）小田畜産 熊本県鹿本郡鹿央町千田２２０４ 0968-36-2329 養豚 飼養管理 1

熊本県 （株）水本オレンジガーデン 熊本県玉名市天水町小天１１２８ 0968－82－2126 果樹、観光 作業全般 1 2

熊本県 （有）木之内農園 熊本県南阿蘇村立野203-1 0967-68-0552
稲作、畑作、施設野菜、露地野菜、肉用
牛、養鶏、観光農業

農作業、事務員、農産加工、体験農園 2

熊本県 （有）鶴田有機農園 熊本県葦北郡芦北町田浦3461 0966-87-0061 果樹 柑橘の生産販売 2

宮崎県 （有）尾崎畜産 宮崎県宮崎市大瀬町３７４１－７ 0985－41－0832 肉用牛 畜産関係の仕事全般 2

宮崎県 有限会社図師農園 宮崎市佐土原町下田島170-1 0985-73-7631 稲作、施設野菜 ハウス野菜、稲作の栽培管理 1

宮崎県 （有）エイアンドウエフ 宮崎市児湯郡川南町大字川南４５９２－１ 0983-27-3921 露地野菜、養鶏 生産飼養管理 10 20

宮崎県 （株）はざま牧場 宮崎県都城市野々美谷町１９３４－１ 0986-36-0083 露地野菜、肉用牛、養豚 生産飼養管理 1 2

宮崎県 （有）児湯芝農園 宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋8360-17 0983-23-3025 畑作、その他 生産管理 2

宮崎県 有限会社ふながやま園 宮崎市田野町甲2030－2 0985－86－0310 茶生産・製造・販売、野菜 野菜の収穫 2

鹿児島県 （有）さかうえ 鹿児島県志布志市志布志町安楽2999 099-473-1990 畑作、露地野菜、 農作業、事務 6


