
№ 市町村 認定事業者名 事業名 認定年月日

1 宮崎市 合資会社石坂村地鶏牧場
宮崎県産地鶏である「みやざき地頭鶏」を利用した新グルメ商品の製造・販売事
業

平成23年5月31日

2 川南町 農事組合法人香川ランチ 自社特許卵、炭火焼き鳥を行商リヤカーにより対面販売を行う。 平成23年5月31日

3 川南町 農業生産法人　有限会社協同ファーム
宮崎県の代表的な農業である養豚を肉豚で販売するほか、新たに自社で精肉・
加工し、移動販売車により精肉・ハンバーガーを販売する事業

平成23年5月31日

4 都城市 農業生産法人　有限会社新福青果
地域特産物である野菜類等の高付加価値型加工品の製造及び展示直売所、地
域レストラン新設事業

平成23年5月31日

5 宮崎市 有限会社ジェイエイファームみやざき中央 バナナ生産と販売事業および新たな家庭菜園用苗販売 平成23年5月31日

6 都城市 農業生産法人　ファーマーズマンマ(株) 農作物の付加価値向上のための産直市場の開設と加工品の開発事業 平成23年5月31日

7 宮崎市 福田安剛 新ショウガの芽と種なし日向夏を利用した商品の加工・販売 平成23年5月31日

8 宮崎市 (株)百姓隊 野菜定期宅配サービス「宮崎四季便り」 平成23年10月31日

9 宮崎市 農業生産法人　(株)ぼっくる農園 新規作付及び裏作栽培による新規作物の生産と農産物の直接販売事業 平成23年10月31日

10 都城市 中西　廣 自家生産の新鮮な生乳を使ったチーズ及びヨーグルト商品の加工と販売事業 平成23年10月31日

11 都城市 日本信頼農業(株) 地域の特産物である促成キュウリを利用した商品の加工・販売事業 平成23年10月31日

12 都城市 農業生産法人　(有)ファームヤマト 都城でこん（大根）のパック保存による通年販売の実現と加工品の開発・販売 平成23年10月31日

（公社）宮崎県農業振興公社

令和3年6月16日時点

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画　認定事業者一覧（宮崎県）
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13 延岡市 赤水漁業合資会社 自社定置網で獲れた鮮魚類を利用した新商品の開発・販売 平成23年10月31日

14 小林市 冨満　哲夫
自社生産の農産素材を使用した加工食品の開発と、加工、宿泊、交流を目的とし
たグリーンツーリズム施設の開設

平成23年10月31日

15 新富町
サンアグリフーズ株式会社
（旧　(有)アグテック）

自社生産した野菜等の素材を活かした加工食品の開発・販売事業 平成23年10月31日

16 宮崎市 (有)奥松農園
「地産地消」「ココだけ」「街の交流場」をコンセプトにした、地域特産品を主体とす
るファーマーズマーケット運営事業

平成24年1月10日

17 宮崎市 井野義美
栽培期間中農薬不使用の自家生産小麦と天然由来の素材を使用した「せんべ
い」の開発・販売

平成24年2月29日

18 小林市 農業生産法人有限会社すき特産 新しいタイプのゆず果汁の開発と、ゆずを素材とした新商品開発 平成24年2月29日

19 えびの市
株式会社百姓真幸屋
（旧溝口克巳）

中山間地の集落活性化を目指す「きくらげ」の生産・加工販売事業 平成24年2月29日

20 川南町 有限会社東海ナーせリー トロピカルプランツの特化した商品開発、及び、Web販売などの新しい販路開拓 平成24年2月29日

21 延岡市 松田宗史 米粉を利用した「米粉うどん」「米粉ラーメン」の開発、販売 平成24年2月29日

22 日向市 農業生産法人 株式会社 食健農園
地域資源イチゴの通年出荷を可能にする冷凍苗の直売およびイチゴペーストの
加工・販売

平成24年2月29日

23 日向市 黒木洋人（旧 黒木芳幸） 地域の特産品である“へべす”とカラフルなトマトを利用した加工・直接販売事業 平成24年2月29日

24 宮崎市 刀根　大太郎 宮崎県産鶏「とねどり」を利用した加工食品の開発とその販売事業 平成24年5月31日



№ 市町村 認定事業者名 事業名 認定年月日

（公社）宮崎県農業振興公社

令和3年6月16日時点

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画　認定事業者一覧（宮崎県）

25 都城市 農業生産法人株式会社エムエスバイオ 塩麹マヨネーズの開発・生産・販路開拓及び塩麹ドレッシングのＰＢ生産 平成24年5月31日

26 都城市 松川　義也 菊芋の健康栄養素を活かしたフレーバーティーの開発 平成24年5月31日

27 都城市 株式会社ＫＤアグリ 自社の菌床椎茸と飼育鶏を利用した商品の生産・加工・販売事業 平成24年5月31日

28 都城市 有限会社太陽ファーム 自社生産のニンニクや生姜を利用した加工食品の開発と販売 平成24年5月31日

29 都城市 有限会社観音池ポーク 観音池ポークを使ったタレ付きソフトとんバーグの開発と販路拡大 平成24年5月31日

30 えびの市 株式会社リンクドプロビンス 「みやざき地頭鶏」を利用した参鶏湯（サムゲタン）、スープ等の加工・販売事業 平成24年5月31日

31 川南町 有限会社宮崎第一ファーム 自社ブランド豚「あじ豚」を使用した加工品の開発・販売及びブランド強化事業 平成24年5月31日

32 小林市 株式会社すぎもと農産 自家生産米の米糀を利用した加工食品の開発・製造・販売 平成24年10月31日

33 川南町 森木清美
自家牧場で肥育した和牛（赤身牛肉）の販売と、赤身牛肉を素材とした加工食品
の開発、販売

平成24年10月31日

34 都城市 岡元孝仁 自家登録品種である自然薯の特徴を活かした加工食品の開発とその販売事業 平成25年2月28日

35 都城市 農事組合法人ＥＣＯマッシュ 地域特産品菌床椎茸を利用した加工食品の開発と販売事業 平成25年2月28日

36 日南市 吉田産業合資会社
自社生産杉の製廃材を利用した割箸の開発と環境影響評価（ＬＣＡ）に対応した販
売体制の確立

平成25年2月28日
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37 小林市 株式会社西ノ原牧場
自社牧場で生産される牛肉の新鮮で色持ちの良い新商品「なかにし和牛」の開
発・加工・販売事業

平成25年2月28日

38 宮崎市 有限会社西澤養蜂場
自社生産されるハチミツと蜜蝋を使った製品の製造販売と、体験工房を設置する
多角的事業

平成25年3月29日

39 宮崎市 株式会社宮崎ブルーベリーガーデン ブルーベリーとブルーベリー葉エキス末を利用した加工商品開発及び販売事業 平成25年5月31日

40 都城市 農事組合法人きらり農場高木 きらり農場高木で生産した農産物を利用した加工品の開発及び販売事業 平成25年5月31日

41 西都市 株式会社サイトーファーム 宮崎県特産黒毛和牛肉（サイトー牛）を素材とした加工食品の開発、販売 平成25年5月31日

42 木城町 株式会社フレッシュミート
自社生産した大根及び甘藷を使用した加工品の開発と、ICタグを利用した青果加
工品の販売

平成25年5月31日

43 川南町 木村　幸司 地域特産のマンゴー等の果実を使用した加工食品の開発、加工及び販売事業 平成25年5月31日

44 都農町 黒木　国彦 自家生産のみかんと梅を利用した加工品の開発と販売事業 平成25年5月31日

45 宮崎市 株式会社　岡崎牧場
自社牧場生産牛肉（パイン牛）のドライエイジング加工と食用加工品の開発及び
販売

平成25年10月31日

46 宮崎市 有限会社　八祥 鉢植えマンゴーの高糖度果実を素材としたスイーツの開発と販売 平成25年10月31日

47 都城市 大前　幸祐 自家生産ブルーベリーを利用した高級洋菓子等の加工・販売事業 平成25年10月31日

48 西都市 有限会社　有田牧畜産業
環境にこだわって肥育した自社ブランド牛（ＥＭＯ牛）を使用した新商品の開発・販
売事業

平成25年10月31日
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49 西都市 株式会社　ジェイエイフーズみやざき ＩＱＦ（個別急速冷凍）による冷凍ほうれんそうを利用した商品の加工・販売事業 平成25年10月31日

50 延岡市 スローライフトゥ株式会社
地域の特産であるブルーベリー葉及び日本山人参を用いた健康食品の加工及び
販売事業

平成25年10月31日

51 延岡市 田口　秀希
自家農産物（柿・桃・葡萄・金柑）を利用したソフトクリームおよび一次加工品の販
売

平成25年10月31日

52 門川町 株式会社　英楽 自社生産した若鶏を利用した加工・販売事業 平成25年10月31日

53 五ヶ瀬町 株式会社　宮﨑茶房 自社産有機茶を利用した釜炒り製法による新商品の開発・販売事業 平成25年10月31日

54 宮崎市 有限会社 原田園芸 自社生産した多肉植物の特徴を活かした新たな販売ルートの構築 平成26年2月28日

55 宮崎市 中嶋　文子 自ら生産する高糖度の鉢植えマンゴーフルーツの加工品製造と販売事業 平成26年2月28日

56 都城市 株式会社　自然の都 自社栽培の椎茸を使用した加工食品の製造と販売事業 平成26年2月28日

57 都城市 宮崎県雉生産事業 合同会社 自社生産した食用「きじ」を利用した加工・販売事業 平成26年2月28日

58 日南市 株式会社　地頭鶏ランド日南
宮崎県ブランド登録のみやざき地頭鶏を使用した加工食品の開発と販売事業の
展開

平成26年2月28日

59 小林市 小川　道博 樹上で完熟したミニトマトを原料とする加工品の製造・販売事業 平成26年2月28日

60 串間市 株式会社　くしまアオイファーム 地域の特産品「さつまいも」を利用した新商品の開発・加工・販売事業 平成26年2月28日
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61 高原町 邊木園　浩子 薪室仕上げした原木栽培の乾椎茸を利用した商品の加工・販売事業 平成26年2月28日

62 川南町 六車農園　株式会社 茶葉、大麦若葉の農作物を利用した乾燥粉末の加工・販売事業 平成26年2月28日

63 日之影町 甲斐正重 自家生産した「ゆず」と「かぼす」の果皮を利用した菓子の加工・販売 平成26年2月28日

64 宮崎市 宮崎県漁業協同組合連合会 組合員が漁獲・収獲した水産物を利用した新商品の開発・販売事業 平成26年5月31日

65 日南市 外山　修
新しい貯蔵技術を活用した日向夏を含む柑橘類のインターネット販売による販路
拡大事業

平成26年5月31日

66 宮崎市 長友　良夫 自ら生産する赤クローバーの花を使用したブレンド茶の加工品製造と販売事業 平成26年10月31日

67 三股町 (株)しも農園　（旧　下石　正秋）
三股町の特産品プロジェクトと連携した「みまたんごま」の商品化と加工・販売事
業

平成26年10月31日

68 綾町 有限会社 シードカルチャー 自社の自然生態系農業で生産した農産物を用いた加工品の製造・販売事業 平成26年10月31日

69 日向市 成合　利浩
日向地域の特産品であるへべすを使った「生へべす搾り」「へべす果皮ペースト」
の加工・販売事業

平成26年10月31日

70 都城市 農事組合法人 石山肉牛組合 牛ふん堆肥を主原料とした「袋詰め混合堆肥」の製造及び広域販売事業 平成27年2月27日

71 小林市 澁田　信英 鉢物及び苗物のフラワーデザイン商品の直接販売 平成27年2月27日

72 西都市 有限会社 九州治産
自社山林（未活用広葉樹）を使った樹種別の高品質の白炭、黒炭の製造及び販
売事業

平成27年2月27日
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73 国富町 株式会社　三輪 地域特産品の大根を利用した新商品の開発と販路拡大 平成27年2月27日

74 川南町 株式会社 太地園
自社生産したサンルージュと、有機栽培による茶葉を使用した商品の加工販売事
業

平成27年2月27日

75 延岡市 川原　博之 イチゴを利用した加工品の製造と観光農園開設による販売事業 平成27年2月27日

76 都農町 有限会社ビッグファーム 自社牧場の黒毛和牛を使用した牛肉の加工・販売事業 平成27年9月30日

77 日向市 橋口　昭太郎 イチゴの観光農園開設と、イチゴの新商品開発・製造・販売事業 平成27年9月30日

78 日南市 倉元　陽造 貯蔵技術を活用した日向夏のインターネット販売と日向夏加工品の販売事業 平成27年11月30日

79 門川町 (株)新門トマト農園
自社生産した高糖度トマトのインターネット販売及び加工品の製造委託・販売事
業

平成28年2月29日

80 延岡市 株式会社　大和海商 自社で養殖したカンパチ、ブリの加工・販売事業 平成28年4月28日

81 新富町 有限会社　豊緑園 有機栽培による茶葉を使った抹茶商品の開発・製造・販売事業 平成28年8月31日

82 宮崎市 ジャパンキャビア株式会社 宮崎県産シロチョウザメの魚卵等を有効利用した商品の加工・販売事業 平成28年9月9日

83 川南町 株式会社　つぼみ 構成員が生産した自社ブランド豚を利用した加工・販売事業 平成28年9月30日

84 都農町 株式会社　都農ワイン 都農町産ワイン等の果実酒の開発・醸造・販売事業 平成28年10月11日
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85 日向市 株式会社　亀の子いちご園 自社農園で栽培したイチゴを使用した観光農園及び加工・販売事業 平成28年10月31日

86 高原町 有限会社　小野田牧場 自社生産の生乳と地域の農産物を利用したアイスクリームの加工・販売事業 平成28年11月30日

87 西都市 農家とダイレクト　株式会社 自社生産した促成・夏秋ピーマンの新たな販路開拓事業 平成28年12月28日

88 高原町 合同会社　ながのファーム 水田裏作で生産したにんにくを活用した黒にんにくの製造・販売事業 平成29年6月30日

89 宮崎市 愛華園芸　株式会社
胡蝶蘭の生花の美しさを特殊なドライ加工で持続させるボトルフラワ－の製造・販
売事業

平成29年7月31日

90 小林市 株式会社　加藤牧場 自社牧場の搾りたてジャージー乳を利用した乳製品の製造・販売事業 平成29年8月31日

91 延岡市 株式会社　田口ファミリーファーム
自社生産のいちごを利用した加工品の製造・販売と観光農園開設による一年を通
した果樹園経営事業

平成29年11月30日

92 綾町 合同会社　香月ワインズ ワイン専用品種のぶどうを利用した高級ワインの製造・販売事業 平成29年11月30日

93 都城市 社会福祉法人　キャンバスの会 農福連携によるにんじん生産と加工品の製造販売事業 平成30年1月31日

94 綾町 有限会社　綾園芸 自社で育種したラナンキュラスのオリジナル品種の花摘み体験と直接販売事業 平成30年1月31日

95 西都市 株式会社ジェイエイフーズみやざき ＩＱＦ（個別急速冷凍）による冷凍ほうれんそうを利用した商品の加工・販売事業 平成30年3月30日

96 えびの市 株式会社本坊農園
自社生産の特別栽培米（玄米）を原料とした「玄米ぽんせん」、「玄米コーヒー」の
開発・販売事業

平成30年5月31日
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97 小林市 株式会社農業生産法人健康家族
健康を意識した方を対象に、においを気にせず摂取できる有機黒にんにくの製
造・販売事業

平成30年7月31日

98 川南町 有限会社協同ファーム 自社ブランド「まるみ豚」を使用した熟成肉の開発・製造・販売事業 平成30年7月31日

99 宮崎市 宮崎県乳用牛肥育事業農業協同組合 組合員が生産したみやざきハーブ牛交雑種の精肉販売事業 平成30年8月31日

100 都城市 有限会社観音池ポーク
観音池ポークを使った高齢者向けタレ付きソフトとんバーグの開発と冷凍商品の
開発製造販売事業

平成30年9月30日

101 小林市 有限会社玉光園
自然食品志向の方を対象に朝採れきのこの新鮮さを活かし化学調味料等を使用
しない商品の開発・販売事業

平成30年11月30日

102 高千穂町 おたに家株式会社 自社生産の有機ハトムギを利用した加工食品の製造・販売事業 平成30年11月30日

103 延岡市 株式会社吉玉畜産 自社ブランド豚「延岡よっとん」の未利用部位を用いた加工品の製造・販売事業 平成31年1月31日

104 串間市 株式会社くしまアオイファーム 地域の特産品「さつまいも」の加工品製造及び直接輸出等による販路拡大事業 平成31年3月29日

105 高千穂町 合同会社あまてらすの娘たち 地域の特産品であるきんかんを利用した商品の加工・販売事業 平成31年3月29日

106 西都市 株式会社かぐらの里 有機栽培ゆずを使用した食品添加物不使用の加工商品の開発・製造・販売事業 令和1年7月31日

107 高千穂町 株式会社高千穂ムラたび
自社生産米の米粉と副産物である米ぬかを使用したビスコッティの製造・販売事
業

令和1年8月31日

108 日向市 有限会社とべしま丸水産 自社定置網で獲れた魚を消費者に販売する港の直売所運営事業 令和1年8月31日
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109 えびの市 株式会社BEBUYA 雌子牛の付加価値を上げる肥育及び牛肉の直接販売事業 令和1年9月30日

110 えびの市 有限会社東康夫養鶏場
アニマルウェルフェア、Non-GMO飼料による高付加価値鶏卵の生産と販売強化
事業

令和1年9月30日

111 都城市 有限会社ファームヤマト 自社生産の大根を原料とした業務用加工品の安定製造・販売事業 令和1年12月27日

112 宮崎市 心耕農園　阿部 章 らっきょうの素材を活かし若年層も対象にした加工品の製造・販売 令和2年3月31日

113 都城市 みやざき乾燥野菜合同会社
中山間地域の新たな地域振興作物としての赤紫蘇による一次加工品の生産・販
売事業

令和2年11月30日


