
全国米活用畜産牧場リスト

ブランド名 畜類 ⽣産者名 住所・URL

⻩⾦そだちのたまご 採卵鶏 株式会社ホクリョウ
北海道札幌市⽩⽯区中央 2条3丁⽬6番15号
http://brand.coop-sapporo.or.jp/brand/kogane-sodachi/tamago/

千歳産う⽶豚 養豚 おおやファーム(株）
北海道千歳市駒⾥2297
www.ooya-farm.co.jp/

⻩⾦そだちの美瑛豚 養豚 （有）Victoire
北海道上川郡美瑛町字五稜第5
http://brand.coop-sapporo.or.jp/brand/kogane-sodachi/bieibuta/

コープさっぽろ⻩⾦そだちの
⼤雪⾼原⽜

⾁⽤⽜ 有限会社 グリーンサポート
北海道上川郡上川町字菊⽔
http://jbeef.jp/brand/view.cgi?id=176

愛寄⽜(あしょろうし） ⾁⽤⽜ (有）⾜寄ひだまりファーム
北海道⾜寄郡螺湾84-2
http://ashoro-hidamari.com/ashoroushi/

⽶愛豚（まいら豚） 養豚 株式会社 エフティファーム
北海道勇払郡厚真町178番地
http://throughme.jp/%E4%BC%...

こめたま 鶏卵 常盤村養鶏農業協同組合
⻘森県南津軽郡藤崎町 ⼤字常盤字富⽥2
http://www.tokiwa-group.com/

つがる豚 養豚 (株）⽊村牧場
⻘森県つがる市 ⽊造丸⼭⽵⿐118-5
https://www.kimurafarm.jp

⽞⽶育ち岩⼿めんこい⿊⽜ ⾁⽤⽜ 有限会社キロサ⾁畜⽣産センター
岩⼿県岩⼿郡岩⼿町 ⼤字川⼝第22地割80-38
https://kirosa.jp/index.html

館ヶ森⾼原豚 養豚 館ヶ森アーク牧場
岩⼿県⼀関市藤沢町 ⻩海字上中⼭89
http://www.arkfarm.co.jp/foodproduct/pork.html

お⽶育ち豚 養豚 有限会社ありす畜産
岩⼿県気仙郡住⽥町 上有住字新⽥35番地6
http://www.coopnet.jp/product/osusume_coop/2017/201705.html

⽩⾦豚プラチナポーク 養豚 ⾼源精⻨（株）
岩⼿県花巻市⼤通り1－21－1
http://meat.co.jp/

純和鶏 鶏⾁ (株）ニチレイフレッシュファーム
岩⼿県九⼾郡洋野町 種市第73地割142-47
http://www.nichireifresh.co.jp/product/livestock/detail/?id=347

かこうれんポーク 養豚 有限会社⽇向養豚
宮城県⼤崎市 ⽥尻⼤貫字北⻑根91番地
http://www.hinatayoton.com/

みやぎ美らいす ⾁⽤⽜ みやぎ循環型優良和⽜⽣産協議会
宮城県仙台市宮城野区 扇町6-3-6
http://okome-sodachi.jp/pdf/miyagi.pdf

採卵鶏・鶏卵「⽵鶏たまご」 鶏卵 有限会社⽵鶏ファーム
宮城県⽩⽯市 福岡深⾕字児捨川向1－2
http://www.taketori-farm.co.jp

⼗和⽥⾼原ポークＳＰＦ「桃
豚」

養豚 ポークランドグループ
秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町 ⼩坂字台作1-2
http://www.momobuta.co.jp/index.html

秋⽥純穂豚（じゅんすいと
ん）

養豚 （有）森吉牧場
秋⽥県北秋⽥市 阿仁前⽥字惣内滝ﾉ上58-1
https://item.rakuten.co.jp/dodgers/c/0000000879/

舞⽶豚 養豚 株式会社⼭形ピッグファーム
⼭形県東村⼭郡 ⼭辺町根際249
http://www.pigfarm.co.jp

⽇本の⽶育ち 平⽥牧場の⾦
華豚・三元豚

養豚 株式会社 平⽥牧場
⼭形県酒⽥市 みずほ2丁⽬17－8
http://www.hiraboku.info/

⽶の娘ぶた 養豚 株式会社⼤商⾦⼭牧場
⼭形県東⽥川郡庄内町 家根合字中荒⽥21-2
https://www.taisho-meat.co.jp

⼭形さくらんぼ鶏 鶏⾁
⼭形県さくらんぼ鶏ブランド化推進
協議会

⼭形県新庄市⼤字福⽥711-187
http://sakuranbotoriya.jp/

麓⼭⾼原豚 養豚 麓⼭⾼原豚⽣産振興協議会
福島県郡⼭市富久⼭町久保⽥字吉垣50
http://www.fs.zennoh.or.jp/product/meat/poak/hinshu.html

ひたち⽶豚 養豚 常陽発酵農法牧場(株)
茨城県⿓ケ崎市馴⾺町347-1
http://okome-sodachi.jp/pdf/ibaraki.pdf

烏⾻鶏卵プレミアムヘルシー
マヨネーズ

鶏卵加⼯ 茨城農⼥ファーム
茨城県⾏⽅市次⽊982-9
https://namegata.mypl.net/mp/namegata_furusato/?sid=54698

まごころ豚 養豚 （有）⽯上ファーム
茨城県鉾⽥市 鉾⽥618－1
http://www.ishigami-farm.co.jp

かぬまの真珠卵（鶏卵） 採卵鶏 グリーンファーム
栃⽊県⿅沼市下永野425
https://www.greenfarmegg.jp

栃⽊開拓⽜⽜・ほうきね⽜ 乳⽤⽜ 乳⾁⼀貫⽣産事業推進協議会
栃⽊県那須塩原市 ⿊磯幸町3番9号
http://www.s-shinseikai.com/information/seisansha_name/list_ta/post_83.php

こめこめ豚 養豚 有限会社宮城種豚センター
群⾺県前橋市市之関町236
https://akagikogen-livestock.jp/committment/

むさし⻨豚 養豚 （有）⻑島養豚
埼⽟県深⾕市永⽥131－1
http://www.n-swine.co.jp/musashi_mugibuta/index.html

かぞの豚 養豚 有限会社 加須畜産
埼⽟県加須市南⼤桑3512
http://www.kazokazo.co.jp

和のしずく 鶏卵 昭和鶏卵株式会社
埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字北永井51-1
http://www.showa-keiran.jp/

千葉のこめ豚 養豚 北⾒畜産有限会社
千葉県市原市⽯神1263
http://www.pal.or.jp/csr/report/csr77.html

⽶仕上げ 養豚 （有） ブライトピック千葉
千葉県旭市南堀之内8－2
http://brightpig.co.jp/04_farminfo/06.html

養⽼もち豚 養豚 有限会社 ⽐留川畜産
千葉県市原市⽯神1308
https://www.goto-chi.com/seisansya/hk.htm

穂の⾹卵(ほのかたまご) 採卵鶏
(⼀社） ⽇本販売農業協同団体連合
会

東京都渋⾕区代々⽊2-5-5
http://goodfoodibaraki.com/food/meat/honokatamago-ishioka/

信州⽶豚 養豚 株式会社マルイチ産商
東京都中央区築地5丁⽬2-1
https://www.maruichi.com/senka/product_list/post-14.php
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やまと豚⽶（ぶたまい）らぶ 養豚 株式会社フリーデン
神奈川県平塚市南⾦⽬227
http://www.frieden.jp

あつぎ豚 養豚 有限会社⾅井農産
神奈川県厚⽊市飯⼭3575
https://www.usuinosan.jp

越ノ光ポーク 養豚 株式会社つなんポーク
新潟県中⿂沼郡津南町1966-1
http://tsunanpork.com/

⽶っしいポーク・⽶っしい
ビーフ

養豚・⾁⽤⽜ JAえちご上越
新潟県上越市藤巻5番30号
http://arurun-mori.jp/facility-fukuden

ときめき旨⽶卵、平飼いとき
めき旨⽶卵、ときめき旨⽶豚

採卵鶏・養豚 新潟ときめき産直豚⽣産者の会
新潟県新潟市⻄区⼭⽥303-8
https://niigata-tokimeki.jp

⼩⽮部の⽶（ｍｙ）たまご 採卵鶏 ⼩⽮部市飼料⽤ ⽶推進協議会
富⼭県⼩⽮部市本町1番1号
http://www.city.oyabe.toyama.jp/oyabe.brand/item/item-egg.php

たかはたポーク 養豚 有限会社 たかはた養豚
富⼭県砺波市頼成1533
http://www.city.tonami.toyama.jp/kanko/special/brand/detail/item_08.html

能登豚 養豚 能登豚推進協議会
⽯川県⾦沢市 古府1丁⽬217番地
http://ishikawa.lin.gr.jp/hp/notobuta.pdf

いっぺん⾷べてみねのふるさ
と福井の⽶たまご

採卵鶏 株式会社 デイリーエッグツチダ
福井県福井市御幸2丁⽬25－44
https://www.t-tamago.co.jp/index.html

あいだの⽶たまご 採卵鶏 農事組合法⼈会⽥共同養鶏組合
⻑野県松本市会⽥1566
http://tamago.aidaegg.com

信州産ミルクジャム、信州
駒ヶ根⾼原フローズンヨーグ

乳⽜
信州駒ケ根⾼原すずらんハウス（監
修︓南信飼料⽤⽶利⽤普及協議会）

⻑野県⻑野市⼤字南⻑野北⽯堂町1177-3
http://www.suzuran-h.co.jp

信州太郎ぽーく 養豚 有限会社 タローファーム
⻑野県上⽥市常磐城字上平358
https://tarofarm.com

⾶騨旨豚 養豚 ⾶騨旨豚協議会
岐⾩県⼭県市⾼富227－4 岐⾩アグリフーズ(株)
http://hidaumabuta.jp/index.html

醍醐卵 採卵鶏 有限会社 棚橋フォーム
岐⾩県岐⾩市岩利4丁⽬47番地
http://www.daigoran.jp

こめ⽶たまご 採卵鶏 有限会社 光⽟朋園
岐⾩県⼤垣市上⽯津町上鍛冶屋97の1
https://www.kougyokuhouen.com

スルガ・ホワイト駿河軍鶏 採卵鶏 森⼭養鶏場
静岡県静岡市葵区井川558
http://mcocco.web.fc2.com/contents07.html

鶏愛卵⼟（静岡こめ⽟⼦） 採卵鶏 有限会社伊⾖鶏業
静岡県伊⾖市冷川字⼤幡野1786-2
https://sizuokapal.exblog.jp/10791940/

みかわポーク 養豚 JAあいち経済連
愛知県名古屋市中区錦3丁⽬3-8
http://www.ja-aichi.or.jp/main/chikusan/pig_breeder//

あいちの⽶たまご 採卵鶏 有限会社 デイリーファーム
愛知県常滑市 ⼤⾕字芦狭間5番地
http://dailyfarm.co.jp

伊勢美稲豚（いせうまいねぶ
た）

養豚 株式会社⼤⾥畜産
三重県鈴⿅市 下⼤久保町1322-2
http://www.oosato.co.jp/corporate/summary.html

近江しゃも ⾁⽤鶏 近江しゃも普及推進協議会
滋賀県近江⼋幡市鷹飼町北4-12-2
http://shiga.lin.gr.jp/dantai/oumisyamoHP/

オクノの⽟⼦ 採卵鶏 株式会社オクノ
兵庫県加古川市⼋幡町下村1621
https://www.okunofarm.co.jp/

島根のこめたまご 採卵鶏 有限会社 福⽥ファーム
島根県出雲市野⽯⾕町145
http://www.fukuda-farm.jp

お⽶（マイ)・ポーク 養豚 株式会社広島ポーク
広島県三次市三良坂町 仁賀字⼤宇根11006
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/nourin_m/miyoshi-brand/miyoshi-brand_27-4.html

やまぐちの⽶育ち 採卵鶏 （株）出雲ファーム
⼭⼝県⼭⼝市徳地堀940番地
https://www.izumo-farm.jp

⻑州⿊かしわ・⻑州どり ⾁⽤鶏 深川養鶏 農業協同組合
⼭⼝県⻑⾨市東深川1859-１
http://www.chosyudori.or.jp

神⼭鶏 ⾁⽤鶏 ⽯井養鶏 農業協同組合
徳島県名⻄郡 ⽯井町⽯井⽩⿃310
http://www.ishii-hiyoko.jp

阿波の⾦時豚 養豚 有限会社NOUDA
徳島県板野郡上坂町瀬部318
http://www.agurigarden.com

もみじとお⽶のたまご 採卵鶏 有限会社⾼島産業
⾹川県⾼松市⾹川町川東上379
http://www.t-egg.com/m/kome-tama.htm

川添ヤギ牧場のヤギミルク ヤギ 川添ヤギ牧場
⾼知県南国市⼤そね⼄97
https://yagimilk.himawarimilk.co.jp

築上の⽶たまご 採卵鶏 城井ふるさと村(有)(徳永養鶏場）
福岡県築上郡 築上町下⾹楽577-15
https://tamago.okyaku.net

みつせ鶏 ⾁⽤鶏 (株）ヨコオ
佐賀県⿃栖市⼭浦町1239番地
http://www.yokoo.co.jp

諫美豚（かんびとん） 養豚 株式会社⼟井農場
⻑崎県諫早市川内町341番地
http://kanbiton.jp

五島地鶏しまさざなみ ⾁⽤鶏 五島さざなみ農園
⻑崎県五島市堤町2289-１
http://goto-jidori.com

⼋⼗⼋卵（やそはちたまご） 採卵鶏 有限会社那須ファーム
熊本県宇城市 松橋町古保⼭1748-1
http://www.nasufarm.com/idea/

豊の⽶卵 採卵鶏 有限会社鈴⽊養鶏場
⼤分県速⾒郡 ⽇出町藤原5707-12
https://www.suzuki-egg.jp

おこめそだちの錦雲豚 養豚 （有）福⽥農園
⼤分県中津市 耶⾺溪町深耶⾺1523
http://kinunton.com
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九重夢ポーク 養豚 （有）九重ファーム
⼤分県玖珠郡 九重町⼤字菅原555－1
http://kokonoe.net/pork/yumepork.htm

⽶の恵み 養豚 ⼤分⽶ポークランド普及促進協議会
⼤分県豊後⼤野市⽝飼町⽥原158029
http://oitakomebuta.com/

エムケイさんちのお⽶豚 養豚 有限会社エムケイ商事
宮崎県都城市 神之⼭町4861番地1
http://www.mk-shoji.com/豚⾁紹介

おとめ豚・いもこ豚 養豚 （有）レクスト
宮崎県えびの市 ⼤字坂元1666－123
http://rekusuto.com/service.html

マルイ元気⽶たまご、⽶そだ
ち元気鶏

採卵鶏、⾁⽤
鶏

マルイ農業協同組合
⿅児島県出⽔市平和町225番地
http://www.marui.or.jp/goodse.html

元⽶⽜ 元⽶⿊⽜ ⾁⽤⽜ 株式会社 カミチク
⿅児島県⿅児島市 上福元町6921-1
http://www.kamichiku.co.jp


