
平成30年4月30日現在

会員（参入企業・参入希望企業等）

職名 氏名 参入企業 希望企業

岐阜市 わかば農園（株） 代表取締役 三浦　茂雄 大根、大豆等 ○

岐阜市 （株）コーメイ 代表取締役 小木曽　広明 ひげニンニク ○

岐阜市 （株）ＬＳふぁーむ 代表取締役 小坂井　雅次 水稲、小松菜、サンチュ、レタス等 ○

岐阜市 (株)アドキットインフォケーション 代表取締役 家田　里香 野菜 ○

岐阜市 Ｂ－ＤＯＯコミュニケーションズ（株） 代表取締役 金山　良典 ○

岐阜市 （株）テイコク 代表取締役 朝倉　堅五 ○

岐阜市 （株）ユニオン 代表取締役 高田　信浩 こんにゃく、ニンニク、ナス、ブロッコリー他 ○

岐阜市 （株）ワークス 社長 村橋　錠次 ○

岐阜市 (有)青山 代表取締役 青山　正行 ○

岐阜市 （株）ｅ－パック 代表取締役 野内　正博 トマト、農産加工 ○

岐阜市 岐阜米穀卸（株） 代表取締役 村田　年史 水稲 ○

岐阜市 アサヒ産業（株） 代表取締役 子安　昭彦 ○

岐阜市 （有）久世食品 代表取締役 西川　秀邦 とうもろこし、大根等 ○

岐阜市 岡田麸工場 代表 岡田　一男 ○

岐阜市 (株)セレス・コーポレーション 代表取締役 中川　篤史 ○

岐阜市 (株)code 代表取締役 佐藤　陽亮 ○

岐阜市 (株)エフライド． 代表取締役 藤井　晋 ○

岐阜市 東海ビジネス(株) 代表 岩松　誠 ○

岐阜市 合同会社　アグリ　友芽の郷 代表社員 山本　秀治 作農40a ○

岐阜市 (株)アンバサダー 代表取締役 棚橋　保之 ○

岐阜市 （有）ku-樽 代表取締役 林　典孝 オリーブ、ハーブ、耕作放棄地活用管理 ○

岐阜市 （一社）金花堂協会 代表理事 大山　倫季 ○

各務原市 （株）ＫＪＳ 代表取締役 小島　博彦 ○

各務原市 （有）安積 代表取締役 安積　保 人参、ブルーベリー ○

各務原市 （株）ルミエール 代表取締役 松岡　義尚 ○

各務原市 （株）エヌ・ディ・シー 代表取締役 市川　賢治 大豆100％で新しい形状食品の開発 ○

各務原市 天龍建設（株） 代表取締役 八木　重喜 ○

山県市 （公社）山県市シルバー人材センター 理事長 平田　隆夫 かぼちゃ、しょうが、里芋 ○

山県市 梅田建設(株) 代表取締役 梅田　智美 にんにく ○

瑞穂市 （株）養本社 代表取締役 土屋　正保 果樹 ○

瑞穂市 中央清掃(株) 代表取締役 田中　剛 ○

本巣市 （有）中京 代表取締役 堀　義一 水稲 ○

岐南町 （株）コスモ 代表取締役 森　薫 ○

北方町 （株）ムラキデンキ 代表取締役 村木　慎 ○

北方町 (株)NFS 代表取締役 中野　法昭 ○

大垣市 東海スチール工業（株） 社長 近藤　雅男 ワサビ、クレソン、きくらげ ○

大垣市 （株）Ｊｏｂｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 代表取締役 近藤　健一 ○

大垣市 （株）サポーターズ 代表取締役 永井　伸英 ○

大垣市 （株）説田屋根工業 代表取締役 説田　洋機 きのこ類 ○

大垣市 イビデン産業（株） 代表取締役 宇野　孝博 ○

大垣市 若鈴コンサルタンツ（株）岐阜営業所 所長 佐々木　四朗 ○

大垣市 (有)ブリティッシュシード 代表取締役 石井　賢二郎 ○

大垣市 （株）桑原工務店 代表取締役 桑原　嘉靖 ○

大垣市 中日本カプセル（株） 代表取締役社長 山中　利恭 ○

大垣市 （株）ネクステージ 代表取締役 今井　直美 ○

海津市 （株）河合興業 代表取締役 河合　治平 ○

海津市 （株）アグリピア 代表取締役 寺倉　誠 水耕栽培、小松菜、水菜他 ○

海津市 (有)レイク・ルイーズ 代表取締役 堀田　茂樹 水稲（米粉用米） ○

世話人

岐阜県農業参入法人連絡協議会会員名簿

市町村 企業名
代表者

経営作目
加入種別

備考

農産物の企
画・販売

岐阜市 岐阜有線通信（株） 代表取締役 堀江　大典 ○

5ha玉ねぎ希望

インターネット
動画広告等

飲食業、林業、
造園業

建設業、土木業

一般廃棄物処
理

看板広告業

岐阜市 (株)マルエイ 代表取締役社長 澤田　栄一 しいたけ ○

大垣市 矢橋工業（株） 代表取締役社長 矢橋　龍宜 ○
石灰製品の製

造販売
労働者派遣事
業
各種研修

副会長



海津市 （株）ファームズ 代表取締役 大橋　利暁 水稲 ○

海津市 （株）大橋工務店 代表取締役 大橋　宗明 ○

輪之内町 (株)大晃 代表取締役 冨永　智広 ○

輪之内町 （株）わんなかまんま村 代表取締役 森島　冬樹 水稲・加工 ○

揖斐川町 （株）西美濃はなのき 代表取締役 花木　英光 ○

揖斐川町 三宝化学工業（株）揖斐川食品事業所 代表取締役 小栗　秀明 もやし ○

揖斐川町 （有）橋本組 代表取締役 橋本　利弘 水稲、そば ○

揖斐川町 所産業（株） 代表取締役 所　竜也 ○

大野町 岐阜包装工業（株） 代表 松久　康次 ○

池田町 揖斐川工業（株）池田工場 代表取締役 井上　豊秋 花・野菜苗 ○

関市 （株）長屋組 代表取締役 岡田　竜二 キウイフルーツ ○

関市 ユニオンクリーン 代表 中野　貴文 ○

関市 （株）野田建設 代表取締役 野田　康彦 ○

郡上市 わさび屋（株）（　（有）森信建設　） 代表取締役 森　紀子 わさび ○

郡上市 木島建設（資） 代表社員 木嶋　勘逸 ○

美濃加茂市 (株)ヤマセン 代表取締役 林　尚孝 ○

美濃加茂市 (株)ＡＧファミリー 代表取締役 藤井　誠 イチゴ、果樹（梨・柿）、水稲 ○

可児市 （株）ライン 代表取締役 金山　昌旺 ○

可児市 小林工業（株） 代表取締役 小林　司朗 水稲、古代餅 ○

可児市 シシ丸王国ANDブンブンファーム 会長 加藤　敏男 ○

可児市 (株)庭萬 代表取締役 稲垣　和美 ○

富加町 まこと工業（株） 代表取締役 長谷川　真彦 ほうれん草等葉物野菜 ○

川辺町 （有）丸フジ産業 代表取締役 高橋　佐千夫 水稲、大豆 ○

白川町 （株）ニシノ 代表取締役 安江　孝文 水稲 ○

白川町 丸ス産業（株） 代表取締役 藤井　紳二 ○

東白川村 (株)立保土木 代表取締役 安江　好成 ○

御嵩町 （株）アーバンライフ 代表取締役 尾田　輝子 野菜 ○

多治見市 （株）バロー 代表取締役 田代　正美 ﾌﾙｰﾂﾄﾏﾄ、ぶなしめじ ○

多治見市 （株）ハラキン 代表取締役 原　啓祐 ○

多治見市 （株）もみじかえで研究所 代表取締役 本間　篤史 もみじ葉 ○

瑞浪市 (株)HighlandFarm東濃 代表取締役 齋場　直樹 米、西洋野菜、ハーブ、根菜類 ○

中津川市 落合土建（株） 代表取締役 太田　聡 栗、季節野菜 ○

中津川市 （株）エスワイフード 村長 馬場　勝茂 水稲、野菜 ○

中津川市 （株）アグリ・エキスパンド・アソシエーション 代表取締役 池田　浩一 野菜、くり、水稲 ○

中津川市 （株）ユーワン 代表取締役 糸魚川　恵一 水稲、ニンニク、梅 ○

恵那市 (有)東野 代表取締役 伊藤　仁午 水稲、ニンニク、山芋、かぼちゃ ○

恵那市 (有)小木曽農機 ○

恵那市 （株）加藤土建 代表取締役 加藤　春人 ○

恵那市 かね大建設（株） 代表取締役 平井　茂 ○

下呂市 (有)マツオカ 代表取締役 松岡　守 ○

下呂市 (有)下呂特産加工 代表取締役 北野　弘 コンニャク、加工 ○

下呂市 日産工業（株） 代表取締役 栃井　政文 ○

下呂市 (一社)下呂建設業協会 理事長 今井　勝治 わさび ○

高山市 山一商事（株） 代表取締役 山下　喜一郎 ほうれん草、たらの芽 ○

高山市 （株）杉建 代表取締役 杉本　敏 ○

高山市 （株）飛騨ITアセット 代表取締役 松原　孝明 ○

高山市 大山土木（株） 代表取締役 野中　豊 ○

高山市 （株）嶋田建設 代表取締役 阪下　克幸 ○

高山市 (株)ふるさと清見２１　清見園芸育苗センター 代表取締役 山木　隆平 花苗、イチゴ苗 ○

高山市 飛騨にんにく協議会 理事長 中澤　澄夫 にんにく ○

高山市 （有）畦畑農機商会 代表取締役 畦畑　勝彦 ○

高山市 （株）和仁農園 代表取締役 和仁　松男 水稲、有機無農薬野菜 ○

高山市 （有）まんま農場 代表取締役 小林　達樹 水稲、野菜 ○

高山市 （有）飛騨山椒 代表取締役 内藤　一彦 山椒加工 ○

高山市 （株）長瀬土建 代表取締役 長瀬　雅彦 ○

高山市 （株）坂本 代表取締役 坂本　宣正 飛騨黄金、トマト ○

高山市 日和田林産(有) 代表取締役 上田　榮勇 ○

副会長

世話人

会長

クレープ、タピオ
カ、だんご　移動
販売

総合建設業、獣害
対策､ジビエの普
及

太陽光発電、設
計･施行･メンテナ

ンス



高山市 (株)小坂建設 代表取締役 小坂　守 ○

高山市 特定非営利活動法人　ワイ・アイ・ケー 理事長 中田　直太郎 そば ○

飛騨市 （業）高登建設 代表理事 安達　康重 ○

白川村 小坂建設（株） 代表取締役 小坂　勝美 ○

白川村 沢田建設（株） 代表取締役 沢田　政幸 ○

愛知県 （有）イワサキ 代表取締役 岩崎　遵嗣 ○

滋賀県 ヤンマー農機販売（株）中部近畿カンパニー カンパニー社長 諸橋　勝 ○

東京都 双日（株） 代表取締役 佐藤　洋二 ○

116 49 67



協力会員

職名 氏名

岐阜県農業協同組合中央会 会長 岡田　忠敏

岐阜県土地改良事業団体連合会 会長 渡辺　信行

岐阜県農業共済組合連合会 会長 桑田　宜典

岐阜県信用農業協同組合連合会 代表理事理事長 杉山　哲夫

日本政策金融公庫岐阜支店　農林水産事業 事業統轄 小林　昭仁

岐阜県農業機械商業協同組合 理事長 神野　明

（一社）岐阜県建設業協会 会長 佐竹　武

各務原商工会議所 会頭 柳原　幸一

生活協同組合コープぎふ 理事長 川崎　直巳

（財）岐阜県産業経済振興センター 理事長 丹羽　義典

（社）岐阜県発明協会 会長 小野木　孝二

公財ソフトピアジャパン 理事長 熊坂　賢次

（株）大垣共立銀行　支店部 取締役支店部長 森田　裕三

（株）共立総合研究所 主任研究員 笠井　博政

岐阜信用金庫 理事営業統括部長 浅野　一成

農林中央金庫　名古屋支店 支店長 高橋　浩

ＪＡ三井リース（株） 名古屋支店長 沼崎　茂

税理士法人　成和 代表 渡辺　基成

税理士法人　TACT髙井法博会計事務所 代表 髙井　法博

社会保険労務士戸崎正文事務所 代表 戸崎　正文

水野社会保険労務士事務所 代表 水野　宏昭

矢島社会保険労務士事務所 所長 矢島　友幸

ふるさと行政書士事務所 代表 玉置　啓昭

河合総合事務所 代表 河合　晴明

（株）山正 代表取締役 堅田　充宏

（株）エノモト農材 代表取締役 榎本　卓朗

（株）駒月農機具店 代表取締役 駒月　健太郎

田中農機（株） 代表取締役 田中　幹三郎

八尋産業（株） 代表取締役 大矢　正昭

（株）中広 代表取締役 後藤　一俊

（株）中日アド企画　岐阜支社 支社長 長江　靖

カネ井青果(株) 代表取締役 藤井　雅人

（株）流通研究所 代表取締役 釼持　雅幸

岐阜県名産販売（株） 代表取締役社長 加藤　徹 販売（小売、卸売、ネット）

(株)アサヒ農園 代表取締役 後藤　成紀
野菜の品種改良、種子の生産、卸、
輸出入業

(株)牛丸商店 代表取締役 牛丸　圭五 農業資材販売、施工

（株）アスクワン 代表取締役 渡辺　伊津子 研修セミナー企画

中部エア・ウォーター(株) 東海北陸統括部長 木村　光彦
ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ農業、ｽｰﾊﾟｰ・百貨店向
け青果販売、産業事業

40

合計

加入
区分 所属

代表者
事業内容

加入種別
備考

ふるさと元気プロジェクト 代表 伊藤　順昭 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（株）十六銀行　法人営業部 執行役員法人営業部長 坂井　達英 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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156


