
（１）完全人工光型植物工場

名称 場所 設置した事業者名 主な生産品目・品種

1 コスモファーム岩見沢 北海道岩見沢市 社会福祉法人クピド・フェア リーフレタス

2 青森県産直野菜工場 青森県黒石市
青森県（津軽元気野菜工場促進協
議会）

ベビーリーフ、トマト苗

3 住田野菜工房 岩手県住田町 （株）テクニカ レタス、グリーンリーフ、サンチュ等

4 セコムハイプラント 宮城県白石市 （株）セコム工業 ハーブ

5 安全野菜工場 山形県米沢市 （有）安全野菜工場 チマ・サンチュ

6 ＴＳファーム白河 福島県白河市 キューピー（株） サラダ菜、リーフレタス

7 全農とちぎ種苗センター 栃木県宇都宮市 JA全農とちぎ トマト苗

8 ハイテック羽生 埼玉県羽生市 農業組合法人ハイテック羽生 サラダ菜、リーフレタス

9 野菜工房 埼玉県秩父市 （株）野菜工房 レタス

10 グリーンフレーバー五香店 千葉県松戸市 （株）みらい
レタス、サンチュ、グリーンリーフ、ミズナ、ルッコラ、
バジル

11 アーバンファーム 千葉県柏市 （有）アーバンファーム レタス、各種ハーブ類

12 東京ドリーム 東京都小平市 （有）東京ドリーム リーフレタス、フリルアイス、ロロロッサ、サラダ菜等

13 小津産業（日本橋やさい） 東京都府中市 小津産業（株） リーフレタス

14 スマイルリーフスピカ 富山県富山市 （株）スマイルリーフスピカ リーフレタス、ハーブ

15 松代ハイテクファーム 新潟県十日町市 （有）松代ハイテクファーム レタス、サラダ菜

16 エンジェルファーム福井 福井県美浜町 （株）フェアリーエンジェル
グリーンウェーブ、グリーンリーフ、ロメイン、サン
チュ、フリルアイス、ミズナ、ルッコラ、春菊、小松菜

17 ハイテクファーム武生工場 福井県越前市 農事組合法人ハイテクファーム サラダ菜、リーフレタス、フリルレタス

18 大戸屋グリーンルーム 山梨県山梨市 （株）大戸屋 レタス、グリーンリーフ、サンチュ等

19 ラプランタ諏訪 長野県岡谷市 （株）ラプランタ リバーグリーン、フリンジグリーン、ノーチップ

20
安曇野三郷ハイテクファー
ム

長野県安曇野市
（有）安曇野三郷ハイテクファー
ム

サラダ菜、リーフレタス、フリルアイスレタス
、わさび菜、ルビークイン、ベビーリーフミックス

21 フレッシュグリーン 静岡県静岡市 （有）フレッシュグリーン サラダ菜、レタス

22 Mama's ファーム 滋賀県日野町 日本アドバンストアグリ（株） フリルアイス、ロロロッサ、ベビーリーフ

23 エンジェルファーム北山 京都府京都市 （株）フェアリーエンジェル レタス、水菜、春菊等

24 ハイテクファーム園部工場 京都府南丹市 農事組合法人ハイテクファーム サラダ菜、リーフレタス、フリルレタス

25 亀岡プラント 京都府亀岡市 （株）スプレッド
フリルレタス、モコレタス、ロメインレタス、サンチュ、
ミズナ、ルッコラ、デトロイト

26 みらくるグリーン 大阪府岸和田市 （株）みらくるグリーン ベビーリーフ、ハーブ

27 日亜物産（株） 兵庫県尼崎市 日亜物産（株） グリーンリーフ、フリルレタス、ビバロッソ

28 夢ファーム有漢 岡山県高梁市 旭食品（株） フリルアイス、リーフレタス

29 徳島シードリング 徳島県板野町 （有）徳島シードリング トマト苗

30 グリーンタックファーム 愛媛県今治市 （株）グリーンタックファーム サニーレタス、ベビーリーフ、ルッコラ

31 ベルグアース（株） 愛媛県宇和島市 ベルグアース（株） トマト苗

32 夢ファームやなだに
愛媛県久万高原
町

（財）柳谷村産業開発公社 サラダ菜、リーフレタス、フリルアイス

33 夢ファーム土佐山 高知県高知市 旭食品（株） サラダ菜、リーフレタス

34 夢野菜おおざいファーム 大分県大分市 （有）夢野菜おおざいファーム グリーンリーフ　フリルアイス　サラダ菜

国内で稼働中の植物工場一覧（平成21年4月現在）



（２）太陽光・人工光併用型植物工場

名称 場所 設置した事業者名 主な生産品目・品種

1 プラントファクトリー 北海道浦臼町 （財）北海道農業企業化研究所
サンチュ、サラダ菜、リーフレタス、イチゴ、トマ
ト

2 トヨタフローリテック 青森県六カ所村 （株）トヨタフローリテック ミニバラ、ポインセチア、カランコエ

3 熊谷農園 山形県鮭川村 （有）熊谷園芸 バラ

4 土浦グリーンハウス 茨城県土浦市 （株）ＪＦＥライフ サラダ菜、レタス

5 角田浜農場 新潟県新潟市 （有）グリーンズプラント巻 ミツバ、ベビーリーフ、ルッコラ等

6 えちご魚沼 新潟県南魚沼市 （農）えちご魚沼 ホウレンソウ

7 花プラン 新潟県新発田市 （有）花プラン バラ

8 こもろ布引いちご園 長野県小諸市
農事組合法人布引施設園芸組
合

イチゴ、イチゴ苗

9 ホト・アグリ 静岡県浜松市 （株）ホト・アグリ リッチリーフ

10 國枝バラ園 滋賀県守山市 ビワコローズ欲賀花卉組合 バラ

11 三田グリーンハウス 兵庫県三田市 （株）ＪＦＥライフ サラダ菜、レタス

12 アリス
和歌山県紀の川
市

農事組合法人アリス レタス

13 サンライフ野菜センター 香川県三豊市 （有）サンライフ野菜センター 半結球レタス

14 エスジーグリーンハウス 福岡県北九州市 エスジーグリーンハウス（株） レタス

15 アコルくんのすいさい園 佐賀県みやき町 （株）ニシケン グリーンリーフ、サラダ菜

16 久住高原野菜工場 大分県竹田市 （有）スウェデポニック久住 パセリ、バジル等

（注）
・本リストは、経済産業省の委託を受けて（株）三菱総合研究所が実施した「植物工場実態調査」に基づき、ホームページ等の公開
情報をもとに作成したものである。
・本調査では、「植物工場ワーキンググループ」の報告書で定義された「完全人工光型」又は「太陽光・人工光併用型」の植物工場の
うち、平成21年4月現在において、国内で販売を目的として運営されている施設を対象としている。
・公開情報をもとに調査を実施したため、必ずしも全件を把握しているとは限らない。
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