
公益社団法人中央畜産会 

令 和 2 年 1 月 10 日 

 

 

JGAP 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 30 年２月に日本 GAP 協会から JGAP 農場

用管理点(家畜・畜産物) の審査・認証機関として正式認定され、JGAP の審査認 

証業務を行っております。 

ついては、今般、申請のあった 2 農場について審査した結果、JGAP の認証

基準に適合していると認められたことから、認証農場として別表１のとおり本

会のホームページに公表します。 

なお、既認証農場については、別表２のとおりです。 

 

 

 

（本件に関する問い合わせ先） 

〇公益社団法人中央畜産会 衛生指導部 

担当： 安養寺、守永 

TEL： 03-6206-0835 

メールアドレス： eisei@sec.lin.gr.jp 

 



（別表1）

認証番号 農 場 名 品 目 工 程 道府県

P0000023 株式会社大商金山牧場米の娘ファーム 豚 飼養工程 山形

B0000025 有限会社　竹内牧場 肉用牛 飼養工程 三重



（別表2）

認証番号 農 場 名 品 目 工 程 道府県

B0000001 株式会社トップファー ム 肉用牛　生体
肉用牛 飼養

自給飼料生産
北海道

B0000002 サロマ牛肥育センター株式会社 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 北海道

B0000003 パシフィックファーム株式会社 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 北海道

E0000001 有限会社丸一養鶏場 本社農場 採卵鶏　鶏卵 生体 採卵鶏 飼養 埼玉

M0000001 有限会社藤井牧場 乳用牛 生乳 生体
乳用牛 飼養

畜産物取扱い
北海道

E0000004 有限会社つくばファーム 採卵鶏 鶏卵生体 採卵鶏 飼養 茨城

E0000005 イセファーム東北株式会社 色麻農場 採卵鶏 鶏卵生体
採卵鶏 飼養

畜産物取扱い
宮城

P0000012 有限会社高橋畜産 豚 生体 豚 飼養 北海道

P0000013 有限会社中村畜産 豚 生体 豚 飼養 茨城

B0000010 農業生産法人　みらいファーム株式会社志布志直営農場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 鹿児島

E0000010 南九州エッグシステム株式会社　畩ケ山農場 採卵鶏　鶏卵 生体
採卵鶏 飼養 畜

産物取扱い
鹿児島

E0000011 南九州エッグシステム株式会社　末吉農場 採卵鶏　鶏卵 生体
採卵鶏 飼養

畜産物取扱い
鹿児島

E0000012 新富エッグシステム株式会社 18農場 採卵鶏　鶏卵 生体
採卵鶏 飼養

畜産物取扱
宮崎

P0000015 南州農場株式会社　佐多農場 豚 生体 豚 飼養 鹿児島

P0000016 南州農場株式会社　AIセンター 豚 生体 豚 飼養 鹿児島

P0000017 南州農場株式会社　根占農場 豚 生体 豚 飼養 鹿児島

E0000006 ホクリヨウ株式会社　札幌農場 採卵鶏 鶏卵生体 採卵鶏 飼養 北海道

E0000007 ホクリヨウ株式会社　千歳農場 採卵鶏 鶏卵生体
採卵鶏 飼養

畜産物取扱い
北海道

P0000014 農事組合法人　打戻種豚組合 豚 生体 豚 飼養 神奈川

E0000008 フュージョン株式会社　本社第1，2農場 採卵鶏　鶏卵 生体
採卵鶏 飼養

畜産物取扱い
宮崎

E0000009 フュージョン株式会社新富農場 採卵鶏　鶏卵 生体
採卵鶏 飼養

畜産物取扱い
宮崎

B0000011 有限会社スカイファームおざき芦沢農場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 山形

B0000005 安楽畜産株式会社 安楽畜産鷹取牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 宮崎

B0000006 株式会社ホクチクファーム 標茶分場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 北海道

E0000002 株式会社第一ポートリーファーム　盛岡農場 採卵鶏 鶏卵生体 採卵鶏 飼養 岩手

E0000003 株式会社第一ポートリーファーム　はまなす農場 採卵鶏 鶏卵生体 採卵鶏 飼養 岩手

M0000002 独立行政法人　家畜改良センター　岩手牧場 乳用牛 生乳 生体
乳用牛 飼養

畜産物取扱い
岩手

P0000007 株式会社サイボク東北牧場 豚 生体 豚 飼養 宮城



認証番号 農 場 名 品 目 工 程 道府県

P0000008 有限会社小堀屋畜産 本農場 豚 生体 豚 飼養 千葉

P0000009 有限会社小堀屋畜産 第二農場 豚 生体 豚 飼養 千葉

P0000010 有限会社小堀屋畜産 銚子農場 豚 生体 豚 飼養 千葉

B0000007 有限会社澤井牧場　第２牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 滋賀

P0000011 有限会社環境ファーム 豚 生体 豚 飼養 鹿児島

B0000008 瀬古食品有限会社　松阪牛の里オーシャンファーム 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 三重

B0000009
瀬古食品有限会社　松阪牛の里オーシャンファーム

第三牧場
肉用牛 生体 肉用牛 飼養 三重

E0000013 株式会社パートナーズ木更津農場 採卵鶏　鶏卵 生体
採卵鶏 飼養 畜

産物取扱い
千葉

B0000012 農事組合法人　長峯肉牛生産組合 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 徳島

B0000013 有限会社鳥山牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 群馬

B0000014 独立行政法人家畜改良センター奥羽牧場 肉用牛 生体
肉用牛 飼養

自給飼料生産
青森

E0000014 有限会社グリーンファームソーゴ 採卵鶏　鶏卵 生体 採卵鶏 飼養 京都

P0000018 有限会社環境ファーム 黒豚肥育農場 匠の郷 豚 生体 豚 飼養 鹿児島

B0000015 JA全農北日本くみあい飼料株式会社 藤沢牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 岩手

B0000016 有限会社蔵王ファーム山形蔵王牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 山形

E0000015 農事組合法人会田共同養鶏組合 本場 採卵鶏 鶏卵 生体 採卵鶏 飼養 長野

B0000017 株式会社敷島ファーム那須第１牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 栃木

B0000018 株式会社敷島ファーム那須第2牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 栃木

B0000019 株式会社敷島ファーム那須第3牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 栃木

B0000020 株式会社敷島ファーム那須第4牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 栃木

B0000021 株式会社敷島ファーム那須第5牧場 肉用牛 生体 肉用牛 飼養 栃木

M0000003 株式会社近藤牧場 乳用牛 生乳 生体
乳用牛 飼養

畜産物取扱い
千葉

P0000017 農事組合法人千葉アグリ 豚 生体 豚 飼養 千葉

E0000016 有限会社　青森ファーム 採卵鶏　鶏卵生体 採卵鶏 飼養 青森

E0000017 有限会社　ユキヒラ・エッグ 採卵鶏　鶏卵生体 採卵鶏 飼養 群馬

P0000020 有限会社　仮屋ファーム 豚 生体 豚 飼養 鹿児島

E0000018 株式会社　WABISUKE 採卵鶏　鶏卵生体 採卵鶏 飼養 京都

P0000022 有限会社　ブライトピッグ千葉黒潮農場 豚 生体 豚 飼養 千葉

E0000020 有限会社　ノースランド 採卵鶏 鶏卵生体 採卵鶏 飼養 青森

E0000019 有限会社　デイリーファーム 採卵鶏 鶏卵生体 採卵鶏 飼養 愛知

B0000023 有限会社　伊藤牧場 肉用牛　生体 肉用牛　飼養 三重

B0000024 株式会社　安立ファーム江東農場 肉用牛 飼養工程 三重


