
プレスリリース 

 公益社団法人中央畜産会  

平 成 3 0 年 3 月 3 0 日 

 

農場ＨＡＣＣＰ認証農場の公表について 

 

公益社団法人中央畜産会は、平成 23 年 12 月に農場ＨＡＣＣＰ認証協議会から

農場ＨＡＣＣＰ認証機関として認定され、農場ＨＡＣＣＰ認証審査業務を開始し

てきました。 

これまで、認証審査申請のあった農場について、平成 24 年 4 月の第 1 次認証

以降、141 農場（牛（乳用）：16 農場、牛（肉用）：23 農場、豚：59 農場、鶏

（採卵）：41 農場、鶏（肉用）：2 農場）のリストを公表したところです。 

今般、申請のあった 20 農場について、農林水産省が平成 21 年 8 月に公表  

した「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準（農場ＨＡＣＣＰ認証

基準）」に適合していると認められたことから、認証農場として認証された農場

リストを本会のホームページに公表しましたので、お知らせいたします。 

 なお、沖縄県の農場が初めて認証され、本年 3 月 30 日現在における農場ＨＡ

ＣＣＰ認証農場は、計 161 農場（牛（乳用）：17 農場、牛（肉用）：28 農場、

豚：71 農場、鶏（採卵）：42 農場、鶏（肉用）：3 農場）となっています。 

今後も、畜産農場からの農場ＨＡＣＣＰ認証申請について、随時受け付け、審

査を実施していく予定です。 

別表１ 農場ＨＡＣＣＰ認証農場一覧（今回認証）   20 農場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

別表２ 農場ＨＡＣＣＰ認証農場一覧（既認証）    141 農場 

 

 

 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

○公益社団法人中央畜産会 衛生指導部 

担当：山谷、守永 

TEL：03-6206-0835 

メールアドレス：eisei@sec.lin.gr.jp 

 



（別表 1） 

農場ＨＡＣＣＰ認証農場一覧（今回認証） 

 

鶏（採卵） NO.１４７ 

農場名 道県名 

有限会社アツミファーム新城農場 愛知 

 

牛（乳用） NO.１４８ 

農場名 道県名 

株式会社 CONNECT 北海道 

 

鶏（肉用） NO.１４９ 

農場名 道県名 

株式会社中島鶏園太良農場 佐賀 

 

豚 NO.１５０ 

農場名 道県名 

下仁田ミート株式会社安中牧場 群馬 

 

豚 NO.１５１ 

農場名 道県名 

株式会社沖縄県食肉センター生産部数久田農場 沖縄 

 

豚 NO.１５２ 

農場名 道県名 

株式会社農業生産法人くにがみ畜産繁殖農場 沖縄 

 

豚 NO.１５３ 

農場名 道県名 

株式会社農業生産法人くにがみ畜産肥育第１農場 沖縄 

 



豚 NO.１５４ 

農場名 道県名 

株式会社農業生産法人くにがみ畜産肥育第２農場  沖縄 

 

豚 NO.１５５ 

農場名 道県名 

木内養豚 千葉 

 

豚 NO.１５６ 

農場名 道県名 

小長谷養豚 千葉 

 

豚 NO.１５７ 

農場名 道県名 

愛東ファーム株式会社東庄肥育農場 千葉 

 

豚 NO.１５８ 

農場名 道県名 

飯田養豚 千葉 

 

豚 NO.１５９ 

農場名 道県名 

有限会社九重ファーム 大分 

 

牛（肉用） NO.１６０ 

農場名 道県名 

有限会社蔵王高原牧場宮城蔵王牧場 

（高橋畜産グループ） 
宮城 

 

 

 

 

 



牛（肉用） NO.１６１ 

農場名 道県名 

有限会社蔵王高原牧場川崎育成牧場 

（高橋畜産グループ） 
宮城 

 

牛（肉用） NO.１６２ 

農場名 道県名 

有限会社蔵王ファーム山形蔵王牧場 

（高橋畜産グループ） 
山形 

 

牛（肉用） NO.１６３ 

農場名 道県名 

有限会社蔵王ファーム米澤農場 

（高橋畜産グループ） 
山形 

 

牛（肉用） NO.１６４ 

農場名 道県名 

有限会社蔵王ファーム山形第 2 農場 

（高橋畜産グループ） 
山形 

 

豚 NO.１６５ 

農場名 道県名 

南州農場株式会社ＡＩセンター 鹿児島 

 

豚 NO.１６６ 

農場名 道県名 

髙橋養豚肥育農場 千葉 

 

 

 

 

 

 

 



（別表２） 

農場ＨＡＣＣＰ認証農場一覧（既認証） 

牛（乳用） 

整理番号 農場名 道県名 

１ 有限会社藤井牧場 北海道 

２ 佐野牧場 静岡 

３ 独立行政法人家畜改良センター 岩手牧場 岩手 

４ 有限会社井上牧場 群馬 

５ 及川牧場 北海道 

６ 株式会社雪印こどもの国牧場 神奈川 

７ 有限会社岸田牧場 鳥取 

８ 有限会社石田牧場 神奈川 

９ 柴田牧場  静岡 

１０ 株式会社ノベルズデーリィーファーム 北海道 

１１ ひらかわ牧場 北海道 

１２ 
皆川牧場 千葉 

１３ 公益財団法人中国四国酪農大学校附属農場(第

2 牧場） 
岡山 

１４ 
めおとファーム 新潟 

１５ 
株式会社 i-Milk Factory 埼玉 

１６ 
株式会社長門牧場 長野 

 

牛（肉用） 

整理番号 農場名 道県名 

１ 
サロマ牛肥育センター株式会社 

（トップファームグループ） 
北海道 

２ 株式会社向陽畜産 北海道 

３ 有限会社中林牧場 児湯支場 宮崎 



４ 有限会社コスモス 北海道 

５ 株式会社トップファーム 

（トップファームグループ） 

北海道 

６ パシフィックファーム株式会社 

（トップファームグループ） 

北海道 

７ 有限会社澤井牧場 第２牧場 滋賀 

８ 有限会社野村畜産 木串農場 鹿児島 

９ 株式会社ゆふいん牧場 久住高原都野牧場 大分 

１０ 有限会社スカイファームおざき 芦沢農場 山形 

１１ 松阪牛の里オーシャンファーム 三重 

１２ 株式会社堀坂 堀坂牧場 三重 

１３ 農業生産法人みらいファーム株式会社 

志布志直営農場 
鹿児島 

１４ おぐら畜産農場 鳥取 

１５ 牧舎みねむら 長野 

１６ 石井牧場 神奈川 

１７ 安楽畜産株式会社鷹取牧場 宮崎 

１８ 株式会社イソシンファーム 栃木 

１９ 有限会社中林牧場第１牧場 三重 

２０ 有限会社中林牧場第２牧場 三重 

２１ 株式会社ホクチクファーム標茶分場 北海道 

２２ 農事組合法人長峯肉牛生産組合 徳島 

２３ 有限会社鳥山牧場 群馬 

 

豚 

整理番号 農場名 道県名 

１ 
みなみよーとん株式会社 

（フリーデングループ） 
岩手 



２ 株式会社フリーデン 大東農場 岩手 

３ 
有限会社森吉牧場 

（フリーデングループ） 
秋田 

４ 
株式会社大平牧場 

（フリーデングループ） 
群馬 

５ 株式会社フリーデン 梨木農場 群馬 

６ 株式会社フリーデン タカナラ農場 群馬 

７ 有限会社ビィクトリーポーク 長沢農場 北海道 

８ 有限会社ビィクトリーポーク 樽前農場 北海道 

９ 南日本畜産株式会社 繁殖センター 鹿児島 

１０ 南日本畜産株式会社 肥育センター 鹿児島 

１１ 江戸屋養豚場 神奈川 

１２ 株式会社三沢農場 久慈繁殖農場 岩手 

１３ 株式会社三沢農場 三沢肥育農場 青森 

１４ 有限会社中村ファーム 長野 

１５ 株式会社サイボク東北牧場 宮城 

１６ 
株式会社春野コーポレーション 

育種改良事業部 
愛知 

１７ 農事組合法人打戻種豚組合 
神奈川 

１８ 有限会社伊藤養豚 鎌数肥育農場 千葉 

１９ 有限会社環境ファーム 
鹿児島 

２０ 南州農場株式会社 佐多農場 
鹿児島 

２１ 農事組合法人霧島高原純粋黒豚牧場 
鹿児島 

２２ 有限会社七城 SPF ファーム 
熊本 

２３ 南州農場株式会社 根占農場 
鹿児島 

２４ 有限会社久慈ピッグファーム 本社農場 
茨城 

２５ 有限会社永渕ファームリンク 黒金農場 
佐賀 



２６ 有限会社永渕ファームリンク 風配農場 
佐賀 

２７ 有限会社髙森農場 
熊本 

２８ 有限会社ブライトピッグ千葉・黒潮農場 
千葉 

２９ 有限会社小堀屋畜産 本農場 
千葉 

３０ 有限会社東海ファーム第１・２肥育農場 
千葉 

３１ 有限会社 ATSUTA 野手農場 
千葉 

３２ 株式会社やまはた 柏木農場 
青森 

３３ 豊橋飼料株式会社種豚センター 
千葉 

３４ 有限会社小堀屋畜産第二農場 
千葉 

３５ 有限会社小堀屋畜産銚子農場 
千葉 

３６ 石﨑畜産 
栃木 

３７ 有限会社ブライトピッグ千葉 飯岡農場 
千葉 

３８ 有限会社比留川畜産 
千葉 

３９ 株式会社あずみ野エコファーム 
長野 

４０ 株式会社佐々牧場第 1 農場 
熊本 

４１ 株式会社佐々牧場第 2 農場 
熊本 

４２ 農事組合法人千葉アグリ 
千葉 

４３ 株式会社シムコ大館ＧＧＰセンター 
秋田 

４４ 株式会社シムコ八尾ＧＧＰセンター 
富山 

４５ 有限会社ブライトピッグ第一農場 
千葉 

４６ 有限会社ブライトピッグ第二農場 
千葉 

４７ 有限会社一志ピックファーム 
三重 

４８ 有限会社コーシン阿蘇大津ファーム 
熊本 

４９ 宝理養豚肥育農場 
千葉 

５０ 有限会社山西牧場 
茨城 

５１ 株式会社シムコ岩出山事業所 
宮城 



５２ 今市ファーム 
栃木 

５３ 株式会社シムコ館山事業所 
千葉 

５４ 株式会社シムコ鶴田事業所 
鹿児島 

５５ 髙森養豚 
千葉 

５６ 株式会社シムコ阿久根事業所 
鹿児島 

５７ 
株式会社スターピッグファーム東今泉肥育農

場 
千葉 

５８ 株式会社大商金山牧場米の娘ファーム 山形 

５９ 千葉県畜産総合研究センター 養豚エリア 千葉 

 

鶏（採卵） 

整理番号 農場名 道県名 

１ イセファーム東北株式会社 色麻農場 宮城 

２ 有限会社つくばファーム 茨城 

３ 有限会社丸一養鶏場 本社農場 埼玉 

４ 有限会社冨田養鶏場 七根農場 愛知 

５ 株式会社ホクリヨウ 札幌農場 北海道 

６ 農事組合法人会田共同養鶏組合 本場 長野 

７ 株式会社ホクリヨウ 北見農場 北海道 

８ 株式会社ホクリヨウ 十勝農場 北海道 

９ 有限会社北海道種鶏農場 白老農場 北海道 

１０ 有限会社北海道種鶏農場 社台農場 北海道 

１１ 株式会社グランファーム 竹浦農場 北海道 

１２ 有限会社ノースチック 白老育成場 ※ 北海道 

１３ 株式会社ホクリヨウ 登別農場 北海道 

１４ 株式会社ホクリヨウ 千歳農場 北海道 

１５ 有限会社よしわエッグファーム 山口 

１６ 株式会社ダイシンエッグ 中津川農場 岐阜 



１７ 有限会社福岡ファーム 福岡 

１８ 有限会社ナリタファーム 茨城 

１９ 有限会社松原養鶏場 仁田尾成鶏農場 鹿児島 

２０ 有限会社大分ファーム 鹿鳴越高原農場 大分 

２１ 北海スターチック株式会社 白老農場 北海道 

２２ 有限会社知多エッグ 愛知 

２３ 株式会社パートナーズ木更津農場 千葉 

２４ 株式会社ホクリヨウ早来農場第 1 農場 北海道 

２５ 株式会社ホクリヨウ早来農場第 2 農場 北海道 

２６ 株式会社ホクリヨウ早来農場第 4 農場 北海道 

２７ 株式会社ホクリヨウ早来農場第 5 農場 北海道 

２８ 株式会社ホクリヨウ早来農場札幌育成農場 北海道 

２９ 株式会社ホクリヨウ千歳育成農場 北海道 

３０ 
JA えひめフレッシュフーズ株式会社菅沢育成

場 愛媛 

３１ 奈良養鶏園 千葉 

３２ カワケンポートリー 青森 

３３ 株式会社平野養鶏場福島本場 福岡 

３４ 株式会社第一ポートリーファーム盛岡農場 岩手 

３５ 株式会社第一ポートリーファームはまなす農場 岩手 

３６ 有限会社床鍋養鶏五郎丸農場 富山 

３７ 有限会社床鍋養鶏南砺農場 富山 

３８ 株式会社秀鶏園豊里農場 千葉 

３９ 有限会社グリーンファームソーゴ 京都 

４０ 有限会社伊勢農場 三重 

４１ 株式会社エッグドリーム八千代農場 茨城 

 



鶏（肉用） 

整理番号 農場名 道県名 

１ 農事組合法人福栄組合金剛農場 福岡 

２ 丸トポートリー食品株式会社東上農場 愛知 

 


