
認証の種類 認証番号 交付先 経営区分    所在地 リンク 

放牧畜産基準 

（放牧畜産実践牧場） 

 

A１０－０１ 十勝アルプス牧場（橋本晃明） 酪農 北海道清水町  

A１０－０２ 水本牧場（水本春雄） 酪農 北海道恵庭市  

A１０－０３ 北里大学獣医学部附属 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ八雲牧場 

肉用牛 

(繁殖肥育一貫) 

北海道八雲町 

 

 

A１０－０５ 公益財団法人 神津牧場 酪農 群馬県下仁田町  

A１０－０６ 佐藤牧場（佐藤弘子） 酪農 北海道足寄町  

A１０－０７ おのでらふぁ～む（小野寺孝一） 酪農 北海道厚岸町  

A１０－０８ 類瀬牧場（類瀬好男） 酪農 北海道標茶町  

A１０－０９ 仲 牧場（仲 正浩） 酪農 北海道湧別町  

A１０－１０ （株）飯豊ながめやま牧場 

（山口長一） 

酪農 山形県飯豊町  

A１１－０１ 斉藤牧場（斉藤大介） 酪農 北海道足寄町  

A１１－０２ ありがとう牧場（吉川友二） 酪農 北海道足寄町  

A１１－０３ 佐藤牧場（佐藤伸哉） 酪農 北海道足寄町  

A１１－０５ 下磧牧野組合（郷 利治） 肉用牛繁殖 熊本県南阿蘇村  

A１１－０７ 小栗牧場（小栗 格） 酪農 北海道八雲町  

A１２－０１ 鈴木牧場（鈴木智志） 酪農 北海道遠軽町  

A１２－０３ ふるさと牧場（山本喜行） 肉用牛繁殖 山口県防府市  

Ａ１３－０１ ゼンキュウファーム（久保昌弘） 酪農 北海道広尾町  

A１３－０３ 村山牧場（村山明義） 酪農 北海道足寄町  

A１３－０４ 高野牧場（小室洋輔） 酪農 北海道幕別町  

A１３－０５ 大和牧場（大和章二） 酪農 北海道幕別町  

A１３－０６ 石黒牧場（石黒和彦） 酪農 北海道幕別町  

A１３－０７ 坂井牧場（坂井孝禎） 酪農 北海道幕別町  

Ａ１３－０８ （有）内藤農場（内藤康広） 酪農 北海道幕別町  

Ａ１３－０９ （農）上田尻牧野組合（井 典治） 肉用牛繁殖 熊本県産山村  

Ａ１３－１０ （有）十勝しんむら牧場 

（新村浩隆） 

酪農 北海道士幌町  

Ａ１３－１１ （有）レークヒル牧場 

（塩野谷幸一） 

酪農 北海道洞爺湖町  

Ａ１４－０１ 南稜高校 神殿原農場 肉用牛繁殖 熊本県あさぎり町  

Ａ１４－０３ 加藤牧場（加藤友治） 酪農 北海道標茶町  

Ａ１４－０４ 菊地牧場（菊地貴之） 酪農 北海道標茶町  

Ａ１４－０５ 駒井牧場（駒井貴仁） 酪農 北海道標茶町  

Ａ１４－０６ 佐々木牧場（佐々木裕之） 酪農 北海道標茶町  



Ａ１４－０７ 長坂牧場（長坂浩行） 酪農 北海道標茶町  

Ａ１４－０８ 高野牧場（高野政広） 酪農 北海道標茶町  

Ａ１４－０９ 藤原牧場（藤原直輝） 

      （藤原憲一） 

酪農 北海道標茶町  

Ａ１４－１０ 村上牧場（村上恵摩） 酪農 北海道標茶町  

Ａ１４－１１ 小堀牧野組合（田島今朝信） 肉用牛繁殖 熊本県阿蘇市  

Ａ１６－０１ 北野牧場（北野紘平） 酪農 北海道足寄町  

Ａ１６－０２ (農)新利根協同農学塾農場 

（上野裕） 

酪農 茨城県稲敷市  

Ａ１６－０3 安原牧場（安原隆史） 酪農 北海道足寄町  

Ａ１６－０4 小林牧場（小林裕司） 酪農 北海道中川町  

Ａ１６－０5 丸藤牧場（丸藤英介） 酪農 北海道中川町  

Ａ１６－０６ 山下牧場（山下雅博） 酪農 北海道天塩町  

Ａ１６－０７ 二瓶牧場（二瓶雅樹） 酪農 北海道浜中町  

Ａ１６－０８ 長屋牧場（長屋辰之介） 酪農 北海道滝上町  

A１７－０１ シミズデイリーファーム（清水秀人） 酪農 北海道新冠町  

Ａ１７－０２ 青木農場（青木裕一郎） 酪農 北海道新冠町  

Ａ１７－０３ 益子牧場（益子浩） 酪農 北海道新冠町  

Ａ１７－０４ 佐藤牧場（佐藤学） 酪農 北海道新冠町  

A１７－０５ （株）坂根牧場（坂根遼太） 酪農 北海道大樹町  

Ａ１７－０６ （株）養老牛山本牧場W.E.C 

（山本照二） 

酪農 北海道中標津町  

A１８－０１ 池田牧場（池田辰実） 酪農 北海道浜頓別  

A１８－０２ 大矢根牧場（大矢根督） 酪農 北海道津別町  

A１８－０３ 千葉農場（千葉康次郎） 酪農 北海道鶴居村  

Ａ１８－０４ （同）若葉牧場（穴吹威） 酪農 北海道別海町  

Ａ１８－０５ 今井牧場（今井桃太郎） 酪農 北海道別海町  

Ａ１８－０６ 髙橋牧場（髙橋正明） 酪農 北海道別海町  

Ａ１８－０７ 近津牧場（近津義尊） 酪農 北海道別海町  

Ａ１８－０８ 武藤牧場（武藤拓己） 酪農 北海道別海町  

Ａ１８－０９ 春日牧場（春日純生） 肉用牛繁殖 北海道幕別町  

Ａ１８－１０ （有）霧島牧場（岡﨑俊憲） 酪農 宮崎県小林市  

Ａ１８－１１ 及川牧場（及川哲夫） 酪農 北海道別海町  

Ａ１８－１２ 境野牧場（境野浩行） 酪農 北海道清水町  

Ａ１８－１３ 小泉牧場（小泉浩） 酪農 北海道猿払村  



Ａ１８－１４ 高原牧場（高原弘雄） 酪農 北海道天塩町  

Ａ１８－１５ 柳森牧場（柳森啓介） 酪農 北海道稚内市  

Ａ１８－１６ 伊藤牧場（伊藤正利） 酪農 北海道稚内市  

Ａ１８－１７ 久世牧場（久世亮） 酪農 北海道稚内市  

Ａ１８－１８ 山田牧場（山田博文） 酪農 愛媛県内子町  

Ａ１８－１９ 平原美佳牧場（平原美佳） 酪農 北海道八雲町  

Ａ１８－２１ 石沢牧場（石沢博幸） 酪農 北海道厚岸町  

Ａ１８－２２ 荒岡牧場（荒岡宏文） 酪農 北海道厚岸町  

Ａ１８－２３ 大和牧場（大和明彦） 酪農 北海道厚岸町  

Ａ１８－２４ 小田牧場（小田治義） 酪農 北海道広尾町  

Ａ１９－０１ 二本松牧場（織田正司） 酪農 広島県三次市  

Ａ１９－０2 （有）冨貴茶園（永松英治） 肉用牛繁殖 大分県豊後高田市  

Ａ１９－０3 村上牧場（村上洋史） 酪農 北海道中標津町  

Ａ１９－０4 酪農適塾（吉塚恭次） 酪農 北海道中標津町  

Ａ１９－０５ （株）ユートピアアグリカルチャー 

（長沼真太郎） 

酪農 北海道日高町  

Ａ２０－０１ （有）ヤグチッチ（矢口義道） 酪農 北海道別海町  

Ａ２０－０２ 菊地ファーム（菊地亮太） 酪農 北海道広尾町  

Ａ２０－０３ 筒井牧場（筒井正道） 酪農 北海道枝幸町  

Ａ２０－０４ 田口牧場（田口友和） 酪農 北海道雄武町  

Ａ２０－０５ 吉田牧場（吉田大地） 酪農 北海道天塩町  

 Ａ２０－０６ 森高牧場（森高啓介） 

      （森高哲夫） 

酪農 北海道別海町  

Ａ２０－０７ 今井（竜）牧場（今井竜馬） 酪農 北海道別海町  

Ａ２０－０８ 大宮牧場（大宮睦美） 酪農 北海道標茶町  

Ａ２０－０９ 倉田牧場（倉田 健） 酪農 北海道せたな町  

Ａ２０－１０ 塩崎牧場（塩崎智史） 酪農 北海道美深町  

Ａ２１－０１ 村上牧場（村上博昭） 酪農 北海道清水町  

 

 

A２１－０２ （農）島津牧場（島津繁徳） 酪農 熊本県人吉市  

Ａ２１－０３ 鹿児島大学農学部附属農場入来

牧場（津田勝男） 

肉用牛 鹿児島県薩摩川内

市 

 

Ａ２１－０４ 宮地牧場（宮地晋也） 酪農 北海道清水町  

Ａ２１－０５ 片桐牧場（片桐拓） 酪農 北海道せたな町  

Ａ２１－０６ 三良坂フロマージュ（松原正典） 酪農 広島県三次市  

Ａ２１－０７ 岩田牧場（岩田篤徳） 肉用牛 宮崎県日之影町  



Ａ２１－０８ 尾崎牧場（尾崎広太郎） 酪農 北海道中標津町  

Ａ２１－０９ 横峯牧場（横峯庸） 酪農 北海道根室市  

Ａ２１－１０ 芝山牧場（芝山和雄） 酪農 北海道北見市  

Ａ２１－１１ 平石牧場（平石拓也） 酪農 北海道滝上町  

Ａ２１－１２ 大石牧場（大石雄一） 酪農 北海道浜頓別町  

Ａ２１－１３ 宮良牧場（宮良実辰） 肉用牛 沖縄県石垣市  

Ａ２１－１４ 譜久村牧場（譜久村公一） 肉用牛 沖縄県石垣市  

 Ａ２２－０１ 長田牧場（長田孝司） 酪農 北海道足寄町  

 Ａ２２－０２ 佐藤牧場（佐藤貴裕） 酪農 北海道遠軽町  

 Ａ２２－０３ 松浦牧場（松浦健治） 酪農 北海道湧別町  

 Ａ２２－０４ 渡辺牧場（渡辺耕平） 酪農 北海道足寄町  

 Ａ２２－０５ 田中牧場（田中真生） 酪農 北海道豊富町  

 Ａ２２－０６ ノースプレインファーム(株) 

（大黒 宏） 

酪農 北海道興部町  

 Ａ２２－０７ 牧之瀬牧場（牧之瀬佳貴） 酪農 北海道弟子屈町  

 Ａ２２－０８ 小川牧場（小川潤一） 酪農 北海道新城町  

 Ａ２２－０９ 横山牧場（横山慎弥） 酪農 北海道中川町  

放牧酪農牛乳生産基準 Ｂ１３－０１ 奥羽乳業協同組合（槙正昭） 認定工場 山形県河北町  

B１３－０３ よつ葉乳業十勝主管工場 認定工場 北海道音更町  

B１７－０１ （株）養老牛山本牧場W.E.C 

（山本照二） 

製造販売 北海道中標津町  

Ｂ２０－０１ （株）ユートピアアグリカルチャー 

（長沼真太郎） 

製造販売 北海道札幌市  

Ｂ２１－０１ 球磨酪農農業協同組合 

（村田輝幸） 

認定工場 熊本県相良村  

Ｂ２１－０２ （株）あすなろファーミング 

（村上悦啓） 

製造販売 北海道清水町  

Ｂ２２－０１ ノースプレインファーム(株) 

（大黒 宏） 

製造販売 北海道興部町  

放牧酪農乳製品生産基準 Ｃ１０－０１ （有）エストイゾラ（東島 実） ｱｲｽｸﾘｰﾑ 北海道恵庭市  

Ｃ１１－０１ チーズ工房 小栗（小栗美笑子） チーズ 北海道八雲町  

Ｃ１４－０１ （株）飯豊ながめやま牧場 

（山口長一） 

ヨーグルト 山形県飯豊町  

Ｃ２０－０１ （株）ユートピアアグリカルチャー 

（長沼真太郎） 

ヨーグルト 北海道札幌市  

Ｃ２０－０２ しあわせチーズ工房（本間幸雄） チーズ 北海道足寄町  

Ｃ２０－０３ 株式会社坂根牧場（坂根遼太） チーズ 北海道大樹町  

Ｃ２１－０１ 長坂チーズ工房（長坂浩行） チーズ 北海道標茶町  



C２１－０２ （株）あすなろファーミング 

（村上悦啓） 

ﾁｰｽﾞ・ﾊﾞﾀｰ・ﾖｰ

ｸﾞﾙﾄ・ｱｲｽｸﾘｰﾑ 

北海道清水町  

Ｃ２１－０３ 三良坂フロマージュ（松原正典） チーズ・バター・

ヨーグルト 

広島県三次市  

C２１－０４ レークヒルファーム（塩野谷幸一） チーズ・ジェラー

ト 

北海道洞爺湖町  

 C２２－０１ ノースプレインファーム(株) 

（大黒 宏） 

チーズ・バター・

ヨーグルト 

北海道興部町  

放牧乳製品生産基準 E１０－０１ （有）エストイゾラ（東島 実） ｱｲｽｸﾘｰﾑ 北海道恵庭市  

放牧子牛生産基準 Ｆ１０－０１ 北里大学獣医学部附属 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ八雲牧場 

子牛 北海道八雲町  

Ｆ１９－０１ （有）冨貴茶園（永松英治） 子牛 大分県豊後高田市  

放牧肥育牛生産基準 Ｇ１０－０１ 北里大学獣医学部附属 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ八雲牧場 

肥育牛 北海道八雲町  

放牧牛肉生産基準 Ｈ１０－０１ 北里大学獣医学部附属 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ八雲牧場 

牛肉 北海道八雲町  


