
平成30年3月30日現在

整理
番号 認証番号 認証年月日 認証農場の名称 認証農場の所在地 家畜の種類

1 第1号（梨木） H24. 4.27 株式会社フリーデン　梨木農場 群馬県桐生市黒保根町宿廻1213 豚

2 第1号（タカナラ） H24. 4.27 株式会社フリーデン　タカナラ農場 群馬県桐生市黒保根町宿廻1422 豚

3 第1号（大東） H24. 4.27 株式会社フリーデン　大東農場 岩手県一関市大東町大原当摩1-87 豚

4 第1号（みなみ） H24. 4.27
みなみよーとん株式会社
(フリーデングループ)

岩手県岩手郡岩手町大字川口第36地割242-3 豚

5 第1号（大平） H24. 4.27
株式会社大平牧場
(フリーデングループ）

群馬県吾妻郡東吾妻町大字松谷4017-1 豚

6 第1号（森吉） H24. 4.27
有限会社森吉牧場
(フリーデングループ）

秋田県北秋田市阿仁前田惣内滝ノ上58-1 豚

7 第1号（丸一） H24. 4.27 有限会社丸一養鶏場　本社農場 埼玉県大里郡寄居町赤浜2832 鶏(採卵）

8 第1号（色麻） H24. 4.27 イセファーム東北株式会社　色麻農場 宮城県加美郡色麻町黒沢字切付7-10 鶏(採卵）

9 第1号（佐野） H24. 4.27 佐野牧場 静岡県富士宮市下條282番地 牛（乳用）

10 第1号（藤井） H24. 4.27 有限会社藤井牧場 北海道富良野市字八幡丘 牛（乳用）

11 第1号（富田） H24. 4.27 有限会社富田養鶏場　七根農場 愛知県豊橋市西七根町字唐沢110番地 鶏(採卵）

12 第1号（サロマ） H24. 4.27
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）

北海道常呂郡佐呂間町字富武士555-3 牛(肉用）

13 第1号（つくば） H24. 4.27 有限会社つくばファーム 茨城県石岡市三村2459-3 鶏(採卵）

14 第15号 H24. 7. 9 有限会社ビィクトリーポーク　長沢農場 北海道余市郡仁木町長沢南320番地 豚

15 第16号 H24.10.17 株式会社ホクリヨウ　札幌農場 北海道北広島市南の里161番地１ 鶏(採卵）

16 第17号 H24.11.14 農事組合法人　会田共同養鶏組合　本場 長野県松本市会田1566 鶏(採卵）

17 第18号 H24.11.14 有限会社　ビィクトリーポーク　樽前農場 北海道苫小牧市字樽前462-3 豚

18 第19号 H25. 6.28 南日本畜産株式会社 繁殖センター 鹿児島県南九州市頴娃町上別府4494 豚

19 第20号 H25. 6.28 南日本畜産株式会社 肥育センター 鹿児島県南九州市頴娃町上別府5964 豚

20 第21号 H25. 6.28 江戸屋養豚場 神奈川県厚木市上依知87 豚

21 第22号 H25. 6.28 独立行政法人　家畜改良センター岩手牧場 岩手県盛岡市下厨川字穴口72－21 牛（乳用）

22 第23号 H25. 9.18 株式会社三沢農場　久慈繁殖農場 岩手県久慈市長内町第43地割62－1 豚

23 第24号 H25. 9.18 株式会社三沢農場　三沢肥育農場 青森県三沢市大字三沢字庭構705 豚

24 第25号 H25.12.17 株式会社ホクリヨウ　北見農場 北海道北見市美園722番地１ 鶏(採卵）

25 第26号 H25.12.17 株式会社ホクリヨウ　十勝農場 北海道河東郡音更町字東和西5線42番地 鶏(採卵）

26 第27号 H26. 5.29 有限会社北海道種鶏農場　白老農場 北海道白老郡白老町字白老796番地 鶏(採卵）

27 第28号 H26. 5.29 有限会社北海道種鶏農場　社台農場 北海道白老郡白老町字社台288番地 鶏(採卵）

28 第29号 H26. 5.29 株式会社グランファーム　竹浦農場 北海道白老郡白老町字竹浦344番地3 鶏(採卵）

　　　　農場ＨＡＣＣＰ認証農場リスト

（認証機関）公益社団法人中央畜産会



29 第30号 H26. 5.29 有限会社ノースチック　白老育成場 北海道白老郡白老町字白老766番地 鶏(採卵）
　※育成

30 第31号 H26. 5.29 有限会社井上牧場 群馬県前橋市横沢町285－5 牛（乳用）

31 第34号 H26. 5.29 有限会社中村ファーム 長野県千曲市若宮2490 豚

32 第35号 H26. 7.31 株式会社ホクリヨウ登別農場 北海道登別市札内町380 鶏(採卵）

33 第36号 H26. 7.31 株式会社ホクリヨウ千歳農場 北海道千歳市駒里2208 鶏(採卵）

34 第37号 H26. 7.31 株式会社向陽畜産 北海道紋別市小向788－10 牛(肉用）

35 第38号 H26. 8.18 株式会社サイボク東北牧場 宮城県栗原市高清水影ノ沢38－120 豚

36 第40号 H26.10.31 有限会社中林牧場　児湯支場 宮崎県児湯郡木城町大字椎木483 牛(肉用）

37 第41号 H26.10.31 有限会社コスモス 北海道上川郡清水町字御影南5線51番地7 牛(肉用）

38 第42号 H26.10.31
株式会社春野コーポレーション
育種改良事業部

愛知県新城市黄柳野字黒松993－1 豚

39 第43号 H26.10.31 農事組合法人打戻種豚組合 神奈川県藤沢市打戻3762番地 豚

40 第45号 H26.12.12 有限会社よしわエッグファーム 山口県宇部市大字善和355番11 鶏(採卵）

41 第46号 H27. 1.30 有限会社伊藤養豚鎌数肥育農場 千葉県旭市鎌数285-2番地 豚

42 第47号 H27. 1.30 有限会社環境ファーム 鹿児島県曽於市財部町北俣5451-3 豚

43 第48号 H27.3.31 株式会社ダイシンエッグ　中津川農場 岐阜県中津川市千旦林1314番地 鶏(採卵）

44 第49号 H27.3.31 南州農場株式会社 佐多農場 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷5950 豚

45 第50号 H27.3.31 農事組合法人霧島高原純粋黒豚牧場 鹿児島県霧島市霧島田口字中原2.346-1 豚

46 第51号 H27.4.27
株式会社トップファーム
（トップファームグループ）

北海道常呂郡佐呂間町字富武士555番地3 牛(肉用）

47 第52号 H27.4.27
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）

北海道常呂郡佐呂間町字富武士555番地3 牛(肉用）

48 第53号 H27.7.9 株式会社熊本興畜株式会社 熊本県菊池市七城町水次1140 豚

49 第54号 H27.7.9 及川牧場 北海道富良野市字南大沼の１ 牛（乳用）

50 第55号 H27.8.18 株式会社こどもの国牧場 神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地 牛（乳用）

51 第56号 H27.8.18 有限会社澤井牧場 第2牧場 滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上4094番地 牛(肉用）

52 第57号 H27.8.18 有限会社野村畜産　木串農場 鹿児島県出水市高尾野町江内字新海道4510-2 牛(肉用）

53 第58号 H27.10.8 有限会社　岸田牧場 鳥取県東伯郡琴浦町杉下455-149番地 牛（乳用）

54 第59号 H27.10.8 南州農場株式会社　根占農場 鹿児島県肝属郡南大隅町根占横別府2843番地 豚

55 第60号 H27.10.8 有限会社久慈ピッグファーム　本社農場 茨城県常陸大宮市久隆31 豚

56 第61号 H27.11.13 有限会社石田牧場 神奈川県伊勢原市上谷777 牛（乳用）

57 第62号 H27.11.13 有限会社福岡ファーム 福岡県嘉麻市牛隈990-1 鶏(採卵）

58 第63号 H27.12.25 有限会社ナリタファーム 茨城県東茨城郡茨城町宮ヶ崎1553 鶏(採卵）

59 第64号 H28.3.30 有限会社松原養鶏場  仁田尾成鶏農場 鹿児島県南九州市知覧町南別府21931 鶏(採卵）

60 第65号 H28.3.30 株式会社ゆふいん牧場　久住高原都野牧場 大分県竹田市久住町栢木字高畦6062 牛（肉用）



61 第66号 H28.3.30 有限会社大分ファーム　鹿鳴越高原農場 大分県杵築市山香町野原鹿鳴越4662-540 鶏(採卵）

62 第67号 H28.3.30 有限会社永渕ファームリンク　黒金農場 佐賀県藤津郡太良町大浦桶中己1119-40 豚

63 第68号 H28.3.30 有限会社永渕ファームリンク　風配農場 佐賀県藤津郡太良町糸岐御手水6013-20 豚

64 第69号 H28.3.30 北海スターチック株式会社　白老農場 北海道白老郡白老町字白老831番地
鶏(採卵）
　※育成

65 第70号 H28.5.18 有限会社スカイファームおざき  芦沢農場 山形県尾花沢市名木沢字大木沢２９８１ 牛（肉用）

66 第71号 H28.5.18 柴田牧場 静岡県掛川市大和田２５ 牛（乳用）

67 第72号 H28.5.18 株式会社ノベルズデーリィーファーム 北海道上川郡清水町字熊牛１１６ 牛（乳用）

68 第73号 H28.6.24 有限会社髙森農場 熊本県熊本市北区植木町色出30 豚

69 第74号 H28.6.24 有限会社ブライトピック千葉・黒潮農場 千葉県銚子市新町1642-1 豚

70 第75号 H28.6.24 有限会社小堀屋畜産　本農場 千葉県香取市上小堀1-132 豚

71 第76号 H28.6.24 松阪牛の里オーシャンファーム 三重県多気郡多気町土羽2952-1 牛（肉用）

72 第77号 H28.6.24 株式会社堀坂　堀坂牧場 三重県津市白山町北家城1073番地 牛（肉用）

73 第78号 H28.8.22
農業生産法人みらいファーム株式会社
志布志直営農場

鹿児島県志布志市有明町伊崎田1262-12 牛（肉用）

74 第79号 H28.8.22 ひらかわ牧場 北海道久遠郡せたな町北檜山区松岡71-5 牛（乳用）

75 第80号 H28.8.22 皆川牧場 千葉県船橋市鈴身町84-2 牛（乳用）

76 第81号 H28.11.7 おぐら畜産農場 鳥取県東伯郡琴浦町金屋22-63 牛（肉用）

77 第82号 H28.11.7 牧舎みねむら 長野県東御市新張1265-354 牛（肉用）

78 第83号 H29.1.16
公益財団法人中国四国酪農大学校附属農場
(第2牧場）

岡山県真庭市蒜山上福田1205-70 牛（乳用）

79 第84号 H29.1.16 石井牧場 神奈川県三浦郡葉山町上山口1039 牛（肉用）

80 第85号 H29.1.16 有限会社東海ファーム第１・２肥育農場 千葉県旭市倉橋4238 豚

81 第86号 H29.1.16 有限会社ATSUTA野手農場 千葉県匝瑳市野手563番地及び533番地-1 豚

82 第87号 H29.1.16 有限会社知多エッグ 愛知県知多郡武豊町二ツ峰380番地 鶏(採卵）

83 第88号 H29.1.30 株式会社やまはた柏木農場 青森県十和田市大字大不動字柏木222番地1 豚

84 第89号 H29.3.30 安楽畜産株式会社鷹取牧場 宮崎県日南市大字酒谷甲3924 牛（肉用）

85 第90号 H29.3.30 株式会社パートナーズ木更津農場 千葉県木更津市下郡2071 鶏(採卵）

86 第91号 H29.3.30 めおとファーム 新潟県新発田市中ノ目松の木52 牛（乳用）

87 第92号 H29.5.12 株式会社イソシンファーム 栃木県大田原市蜂巣687-4 牛（肉用）

88 第93号 H29.5.12 豊橋飼料株式会社種豚センター 千葉県茂原市萱場1524 豚

89 第94号 H29.5.12 有限会社小堀屋畜産第二農場 千葉県香取市九美上80 豚

90 第95号 H29.5.12 有限会社小堀屋畜産銚子農場 千葉県銚子市猿田1433 豚

91 第96号 H29.6.1 有限会社中林牧場第１牧場 三重県伊賀市山畑332-3 牛（肉用）

92 第97号 H29.6.1 有限会社中林牧場第２牧場 三重県伊賀市山畑332-3 牛（肉用）



93 第98号 H29.6.1 石﨑畜産 栃木県大田原市佐久山5118 豚

94 第99号 H29.6.1 株式会社ホクチクファーム標茶分場 北海道川上郡標茶町字コッタロ54番地 牛（肉用）

95 第100号 H29.7.4 株式会社ホクリヨウ早来農場第１農場 北海道勇払郡安平町早来富岡146-118
鶏(採卵）
　※育成

96 第101号 H29.7.4 株式会社ホクリヨウ早来農場第２農場 北海道勇払郡安平町早来富岡59-2
鶏(採卵）
　※育成

97 第102号 H29.7.4 株式会社ホクリヨウ早来農場第４農場 北海道勇払郡安平町安平604-2
鶏(採卵）
　※育成

98 第103号 H29.7.4 株式会社ホクリヨウ早来農場第５農場 北海道勇払郡安平町安平49-2
鶏(採卵）
　※育成

99 第104号 H29.7.4 株式会社ホクリヨウ早来農場札幌育成農場 北海道北広島市南の里161-1
鶏(採卵）
　※育成

100 第105号 H29.7.4 株式会社ホクリヨウ千歳育成農場 北海道千歳市駒里2286
鶏(採卵）
　※育成

101 第106号 H29.7.4 有限会社ブライトピック千葉飯岡農場 千葉県旭市三川14834 豚

102 第107号 H29.7.4
JAえひめフレッシュフーズ株式会社菅沢育
成場

愛媛県松山市菅沢町乙415-2
鶏(採卵）
　※育成

103 第108号 H29.7.4 有限会社比留川畜産 千葉県市原市石神1308 豚

104 第109号 H29.7.4 株式会社あずみ野エコファーム 長野県大町市常磐7718 豚

105 第110号 H29.8.21 株式会社佐々牧場第1農場 熊本県菊池市七城町亀尾2394番 豚

106 第111号 H29.8.21 株式会社佐々牧場第2農場 熊本県菊池市原郷屋3300 豚

107 第112号 H29.8.21 奈良養鶏園 千葉県船橋市馬込町1161番地 鶏(採卵）

108 第113号 H29.9.26 農事組合法人千葉アグリ 千葉県旭市清和甲1651番地 豚

109 第114号 H29.9.26 株式会社i-Milk Factory 埼玉県熊谷市上中条1338番地 牛（乳用）

110 第115号 H29.10.31 株式会社シムコ大館ＧＧＰセンター 秋田県大館市早口字菅谷地34-2 豚

111 第116号 H29.10.31 株式会社シムコ八尾ＧＧＰセンター 富山県富山市八尾町小井波1934 豚

112 第117号 H29.10.31 有限会社ブライトピッグ第一農場 千葉県香取市桐谷1077 豚

113 第118号 H29.10.31 有限会社ブライトピッグ第二農場 千葉県香取市新里1879-9 豚

114 第119号 H29.12.8 有限会社一志ピックファーム 三重県津市一志町波瀬13番地 豚

115 第120号 H29.12.8 カワケンポートリー 青森県上北郡おいらせ町鶉久保山117-27 鶏(採卵）

116 第121号 H29.12.8 株式会社平野養鶏場福島本場 福岡県朝倉郡筑前町東小田793番地 鶏(採卵）

117 第122号 H29.12.8 株式会社第一ポートリーファーム盛岡農場 岩手県岩手郡岩手町大字土川4-334-1 鶏(採卵）

118 第123号 H29.12.8
株式会社第一ポートリーファームはまなす
農場

岩手県九戸郡洋野町種市第31地割96-1 鶏(採卵）

119 第124号 H29.12.8 有限会社床鍋養鶏五郎丸農場 富山県小矢部市五郎丸中谷306 鶏(採卵）

120 第125号 H29.12.8 有限会社床鍋養鶏南砺農場 富山県南砺市七村滝寺62 鶏(採卵）

121 第126号 H29.12.8 農事組合法人福栄組合金剛農場 福岡県北九州市八幡西区大字金剛667 鶏(肉用）

122 第127号 H29.12.8 丸トポートリー食品株式会社 愛知県豊川市東上町徳台37　 鶏(肉用）

123 第128号 H30.1.12 有限会社コーシン阿蘇大津ファーム 熊本県菊池郡大津町大字下町625 豚

124 第129号 H30.1.12 宝理養豚肥育農場 千葉県銚子市森戸町1766-1 豚



125 第130号 H30.1.12 有限会社山西牧場 茨城県坂東市沓掛乙590-2 豚

126 第131号 H30.1.12 株式会社シムコ岩出山事業所 宮城県大崎市岩出山南沢字中田向123-1 豚

127 第132号 H30.1.12 農事組合法人今市ファーム 栃木県日光市山口1061 豚

128 第133号 H30.1.12 株式会社シムコ館山事業所 千葉県館山市西長田924 豚

129 第134号 H30.2.2 株式会社シムコ鶴田事業所 鹿児島県薩摩郡さつま町神子字漬池5596-1 豚

130 第135号 H30.2.2 髙森養豚 千葉県香取郡東庄町小南2287 豚

131 第136号 H30.2.2 株式会社シムコ阿久根事業所 鹿児島県阿久根市折口566 豚

132 第137号 H30.2.2 農事組合法人長峯肉牛生産組合 徳島県阿波市阿波町中長峰326-4 牛（肉用）

133 第138号 H30.3.9 有限会社鳥山牧場 群馬県利根郡昭和村赤城原1231番地 牛（肉用）

134 第139号 H30.3.9 株式会社秀鶏園豊里農場 千葉県銚子市森戸町1660 鶏(採卵）

135 第140号 H30.3.9 有限会社グリーンファームソーゴ 京都府福知山市大江町三河860番地 鶏(採卵）

136 第141号 H30.3.9
株式会社スターピッグファーム東今泉肥育
農場

千葉県香取郡東庄町東今泉2064 豚

137 第142号 H30.3.9 有限会社伊勢農場 三重県伊賀市諏訪字干谷2600 鶏(採卵）

138 第143号 H30.3.9 株式会社エッグドリーム八千代農場 茨城県結城郡八千代町菅谷898-18 鶏(採卵）

139 第144号 H30.3.9 株式会社大商金山牧場米の娘ファーム
山形県最上郡金山町大字下野明字下野明向
955-1

豚

140 第145号 H30.3.9 株式会社長門牧場 長野県小県郡長和町大門3539番地2 牛（乳用）

141 第146号 H30.3.9 千葉県畜産総合研究センター　養豚エリア 千葉県八街市八街へ16-1 豚

142 第147号 H30.3.30 有限会社アツミファーム新城農場 愛知県新城市川田字本宮1-1 鶏(採卵）

143 第148号 H30.3.30 株式会社CONNECT
北海道川上郡標茶町字上多和原野基線52番地
13

牛（乳用）

144 第149号 H30.3.30 株式会社中島鶏園太良農場 佐賀県藤津郡太良町大字糸岐字当木6509-79 鶏(肉用）

145 第150号 H30.3.30 下仁田ミート株式会社安中牧場 群馬県安中市鷺宮3624 豚

146 第151号 H30.3.30
株式会社沖縄県食肉センター生産部数久田
農場

沖縄県名護市数久田大筋腹1363 豚

147 第152号 H30.3.30
株式会社農業生産法人くにがみ畜産繁殖農
場

沖縄県国頭郡国頭村楚洲518-1 豚

148 第153号 H30.3.30
株式会社農業生産法人くにがみ畜産肥育第
１農場

沖縄県国頭郡国頭村楚洲742-30 豚

149 第154号 H30.3.30
株式会社農業生産法人くにがみ畜産肥育第
２農場

沖縄県国頭郡国頭村楚洲742-24 豚

150 第155号 H30.3.30 木内養豚 千葉県旭市松ヶ谷1494 豚

151 第156号 H30.3.30 小長谷養豚 千葉県香取郡東庄町小南1145-1 豚

152 第157号 H30.3.30 愛東ファーム株式会社東庄肥育農場 千葉県香取郡東庄町東今泉2138番地 豚

153 第158号 H30.3.30 飯田養豚 千葉県香取郡東庄町大友426-1 豚

154 第159号 H30.3.30 有限会社九重ファーム 大分県玖珠郡九重町大字菅原555-1 豚

155 第160号 H30.3.30
有限会社蔵王高原牧場宮城蔵王牧場
（高橋畜産グループ）

宮城県白石市福岡深谷字大日向104-5 牛（肉用）

156 第161号 H30.3.30
有限会社蔵王高原牧場川崎育成牧場
（高橋畜産グループ）

宮城県柴田郡川崎町大字支倉字沼ノ橇8-1 牛（肉用）



157 第162号 H30.3.30
有限会社蔵王ファーム山形蔵王牧場
（高橋畜産グループ）

山形県山形市蔵王上野字若瀬2539-4 牛（肉用）

158 第163号 H30.3.30
有限会社蔵王ファーム米澤農場
（高橋畜産グループ）

山形県南陽市金山字中里一1565 牛（肉用）

159 第164号 H30.3.30
有限会社蔵王ファーム山形第2農場
（高橋畜産グループ）

山形県山形市下田81-2 牛（肉用）

160 第165号 H30.3.30 南州農場株式会社ＡＩセンター 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷5950 豚

161 第166号 H30.3.30 髙橋養豚肥育農場 千葉県香取郡東庄町東今泉2053番地 豚



（認証機関）エス・エム・シー株式会社

整理
番号

認証番号 認証年月日 認証農場の名称 認証農場の所在地 家畜の種類

1 ＳＭＣ-0001Ｓ 2013.4.25 株式会社アーク　花泉農場
岩手県一関市花泉町金沢字長沢22-15
岩手県一関市藤沢町黄海字下中山280
岩手県一関市藤沢町黄海字上中山554

豚

2 ＳＭＣ-0002Ｓ 2013.4.25 株式会社アーク　藤沢農場 岩手県一関市藤沢町黄海字上中山89 豚

3 ＳＭＣ-0003Ｓ 2013.5.31 ファームランド 秋田県鹿角郡小坂町小坂字台作1番地1 豚

4 ＳＭＣ-0004Ｓ 2013.5.31 十和田湖高原ファーム 秋田県鹿角郡小坂町小坂字台作1番地1 豚

5 ＳＭＣ-0005Ｓ 2013.5.31 ポークランド 秋田県鹿角郡小坂町小坂字台作1番地2 豚

6 ＳＭＣ-0006Ｓ 2014.3.28 有限会社西原ファーム 北海道虻田郡留寿都村字三豊286 豚

7 ＳＭＣ-0007Ｓ 2014.3.28 有限会社道南アグロ　森農場 北海道茅部郡森町字姫川121-45 豚

8 ＳＭＣ-0008Ｓ 2015.4.24 有限会社富樫オークファーム 北海道勇払郡安平町遠浅773-12 豚

9 ＳＭＣ-0009Ｓ 2015.10.30 株式会社ドリームポーク
北海道河西郡芽室町祥栄西15線1番地
北海道河西郡芽室町北明西11線56番地

豚

10 ＳＭＣ-0010Ｓ 2015.11.16 有限会社下山農場
千葉県旭市岩井1628
千葉県旭市三川15001-44

豚

11 ＳＭＣ-0011Ｓ 2015.11.25 辻野ポーク有限会社 北海道虻田郡留寿都村字向丘174-20 豚

12 ＳＭＣ-0012Ｓ 2016.5.2 バイオランド 秋田県鹿角郡小坂町小坂字萩平2番地1 豚

13 ＳＭＣ-0001Ｌ 2016.7.12 株式会社アーク　牧場事業部　養鶏部 岩手県一関市藤沢町黄海字衣井沢山9-15 鶏(採卵）

14 ＳＭＣ-0001Ｄ 2016.7.12 株式会社Ｋａｌｍ　角山 北海道江別市角山491番地 牛（乳用）

15 ＳＭＣ-0013Ｓ 2017.3.9 株式会社木村牧場 青森県つがる市木造丸山竹鼻118-5 豚

16 ＳＭＣ-0001Ｂ 2017.3.23 株式会社大野ファームグループ 北海道河西郡芽室町祥栄北8-23 牛（肉用）

17 ＳＭＣ-0014Ｓ 2017.4.26 株式会社ほべつすわいん 北海道勇払郡むかわ町穂別長和51-1 豚

18 ＳＭＣ-0015Ｓ 2017.6.8 有限会社高尾牧場 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷809-8-2 豚

19 ＳＭＣ-0016Ｓ 2017.7.28 有限会社藤﨑農場
千葉県山武市松尾町高富2255
千葉県旭市塙曲橋3978-1

豚

20 ＳＭＣ-0017Ｓ 2017.8.3 有限会社福田農園 大分県中津市耶馬渓町大字深耶馬1414-6 豚

21 ＳＭＣ-0018Ｓ 2017.11.20 トンタス浜中株式会社 北海道厚岸郡浜中町浜中基線196-4 豚

22 ＳＭＣ-0019Ｓ 2017.12.22 有限会社浅野農場 北海道石狩郡当別町字上当別2190 豚

23 ＳＭＣ-0002Ｌ 2018.2.14 株式会社中条たまご秋田農場 秋田県秋田市河辺大張野字堤下52 鶏(採卵）

24 ＳＭＣ-0002Ｄ 2018.3.8 小野寺牧場 北海道河東郡士幌町字中音更西2線196番地 牛（乳用）

   

平成30年3月8日現在


