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農業法人一覧表

№ 農業法人名  住所（本社所在地） 業種 募集内容 雇用形態 最大募集人数 採用時期 当社ＨＰ（TEL) 採用担当 備考

2 株式会社 鈴生 静岡県菊川市 農業 現場作業 パート 1 即時・半年以内
http://www.oretachinohatake.c
om/

5 中日本ファームすずなり 株式会社 静岡県浜北区 農業 現場作業 パート 1 即時・半年以内
http://www.oretachinohatake.c
om/

8 株式会社 モスファームすずなり 静岡県磐田市 農業 現場作業 パート 1 即時・半年以内
http://www.oretachinohatake.c
om/

11 株式会社 鈴生おおいがわ 静岡県焼津市 農業 現場作業 パート 3 即時・半年以内
http://www.oretachinohatake.c
om/

20 株式会社 筑波農場 茨城県つくば市 農業 作業員 パート 1 即時・半年以内 https://odamai.com/

21 伊達物産 株式会社 福島県伊達市 肉養鶏 補鳥 パート 1 即時・半年以内 http://www.datebussan.co.jp/ 梶川

26 有限会社 農園星ノ輪 群馬県利根郡昭和村
露地野菜・施設

野菜
農業生産 パート 3 即時・半年以内 http://hoshinowa.com/

28 株式会社 最上まいたけ 山形県最上郡鮭川村
きのこ製造・加
工・販売・卸

加工製造 パート（⻑期） 6 即時・半年以内・来年4月以降
http://www.mogami-
maitake.co.jp/

荒木 募集時期ごとに各2名

36 有限会社 上岩岡農芸 兵庫県神⼾市⻄区
露地野菜・施設

野菜・加工
農業生産 パート 10 即時・半年以内 030-3051-1100 敦見 即時・半年以内各5名

37 有限会社 今蔵 ⻘森県三⼾郡五⼾町
稲作、大蒜生

産・販売、⿊⽑
和牛繁殖

農作業 パート 3 即時・半年以内 0178-77-2302

43 株式会社 永田農園 神奈川県藤沢市 農業 栽培、資材管理 パート 2 即時・半年以内 https://nagata-farm.co.jp/

【留意点等】
・（注）農業法人の業務内容や採用条件については、各社ホームページを確認するか、直接連絡をとって確認していただいても結構です。
・当資料は法人からの申込用紙に基づき入力・作成を行っております。各法人によって記載内容がやや異なりますがご容赦ください。
・当資料は新規申込や情報の変更があった際には随時更新いたしますので、予めご了承ください。
・この情報は日本農業法人協会「就職あっせん事業」のために使用いただくものですので、それ以外の利用はご遠慮ください。
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45 株式会社 鳥越ネットワーク 福岡県田川郡赤村
施設野菜、加工

製造販売
耕種現場作業 パート 2 即時

https://www.torigoe-
network.com/

萬倉

47 株式会社 古御門ライス 三重県松坂市 農業 季節作業 パート 2 即時・半年以内
http://komikado.com/komikado
/

49 農事組合法人 丹波たぶち農場 兵庫県丹波篠山市 稲作、⿊大⾖ 耕種現場作業 パート 5 即時・半年以内 https://www.tabuchi-farm.jp/

51 アジア農業株式会社 石川県金沢市 稲作・露地野菜 耕種現場作業 パート 2 即時 http://www.k-daichi.com/ 松井

55 有限会社 福田フルーツパーク 山口県周南市
観光農園（果

樹）
農業生産 パート 1 即時 https://www.fukuda-fp.com/

56 有限会社 文化花園 石川県金沢市 苗生産 苗運搬、出荷、配達 パート 1 半年以内 076-237-5160；090-2127-9945 井村
要普通免許（AT限定不
可）

61 株式会社 山口園芸 愛媛県宇和島市 施設園芸
農作業（出荷・各種

作業）
パート 2 即時・半年以内 http://www.e-nae.co.jp/

63 有限会社 高島産業 香川県高松市 採卵鶏 パック製造 パート 若干 即時・半年以内 http://www.t-egg.com/ 金本

66 株式会社ひたち農園 茨城県常陸大宮市 採卵鶏 各種 パート 数
http://www.okukujiran.com/co
mpany/

71 坂本養鶏株式会社 ⻘森県東津軽郡蓬田村 卸売業 工場ラインスタッフ パート 1 即時 http://www.mokkori.co.jp/ 坂本

77 有限会社 アグリ川田 秋田県大館市東字宮袋111-2 農業 農作業員 パート（⻑期） 1 即時・半年以内 http://www.a-kawata.com

80 下仁田ミート（株） 群馬県安中市 養豚 豚肉加工 パート（⻑期） 2 即時・半年以内 http://www.shimonita-meat.jp

84 有限会社いのうえ果樹園 愛媛県大洲市 果樹（柑橘） 耕種現場作業 パート（⻑期） 1 半年以内 0893-53-0188 井上

86 有限会社ナーセリー上野 新潟県新潟市
稲作・施設花
き・直売所

直売所 パート（⻑期） 1 即時 http://www.nersery-ueno.com/ 上野

88 有限会社 パインランドデーリィ 北海道紋別郡
酪農・畜産・六

次化
畜産現場作業 パート（⻑期） 3 来年4月以降

https://www.pineland-
farm.com/

松村
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92 株式会社近藤農園 香川県善通寺市 稲作・露地野菜 耕種現場作業 パート（⻑期） 1 即時 0877-85-3009 近藤・大河

94 （株）久保田農場 群馬県太田市
野菜・⽶⻨・和

牛肥育
耕種現場作業 パート（⻑期） 6 即時・半年以内・来年4月以降 https://kubotafarm.info 久保田

106 有限会社 まるせい果樹園 福島県福島市 果樹 販売 パート（⻑期） 2 半年以内 marusei-fukushima.com 佐藤

109 東海園芸 株式会社 静岡県菊川市 施設園芸 耕種現場作業 パート（⻑期） 2 即時 http://www.opte.co.jp/ 山本

111 サラダボウル
山梨県北杜市・中央
市、兵庫県川⻄市、

岩手県大船渡市
施設・露地野菜

耕種現場作業・経理
総務

パート（⻑期） 複数名 随時 http://www.salad-bowl.jp/ 友澤

115 株式会社 杉田農園 ⻑崎県島原市 露地・施設野菜 耕種現場作業 パート（⻑期） 2 即時 0957-63-1085 杉田
自動車運転免許（2t車以
上可）必須

118 株式会社 植田ファーム 高知県土佐市 施設・露地野菜 耕種現場作業 パート（⻑期） 2 即時 http://ueta-farm.com/ 植田 自宅から通える方

120 朝倉物産 株式会社 福岡県朝倉市 施設野菜 野菜選別等 パート（⻑期） 2 即時 http://www.asakurafarm.co.jp/ 花田

123 有限会社 白神アグリサービス ⻘森県津軽郡 稲作・果樹 耕種現場作業 パート（⻑期） 3 即時
http://www.kazemaru-
nojo.com/

木村 自動車運転免許（MT)

126 株式会社 TACやつしろ 熊本県八千代市
稲作・施設野
菜・露地野菜

耕種現場作業 パート（⻑期） 3 半年以内 https://tac-yatsushiro.com/ 野田

134 株式会社 山口園芸 愛媛県宇和島市 施設園芸
農産物の出荷と作業
/農産物の出荷と作

業週3
パート（⻑期） 各２ 即時 http://www.e-nae.co.jp

総務課 山
下

136 有限会社 王隠堂農園 奈良県五條市
露地野菜・施設

野菜・果樹
（梅・柿）

加工・製造 パート（⻑期） 2 即時 http://www.nouyusha.com/ 中田

139 有限会社 下館農産 岩手県奥州市 稲作・露地野菜 耕種現場作業 パート（⻑期） 1 即時
https://komezamurai.wixsite.co
m/shimodate

熊谷

141 （株）菱沼農園 福島県福島市
果樹（さくらん
ぼ・桃・りん

ご）
栽培管理作業 パート（⻑期） 3 即時 https://hishinumanouen.com/ 菱沼

143 有限会社 那須高原今牧場 栃木県那須郡那須町 酪農 畜産現場作業 パート（⻑期） 1 半年以内 080-1884-8028 今（いま） 搾乳など
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145 有限会社 重元園芸 熊本県宇土市 施設野菜 耕種現場作業 パート（⻑期） 2 即時 http://shigemoto-engei.co.jp/ 重元 倉庫内出荷作業

151 有限会社 伊藤畜産 北海道根室市 酪農 販売 パート（⻑期） 1 即時
https://www.akesatoitodairyfar
m.com/

伊藤

159 有限会社 やさか共同農場 島根県浜田市
稲作・露地施設

園芸
耕種現場作業 パート（⻑期） 1 半年以内

http://fish.miracle.ne.jp/sennin
-
g/yasaka/yasaka_backup/nojo_

佐藤

160 有限会社 やさか共同農場 島根県浜田市
稲作・露地施設

園芸
加工・製造 パート（⻑期） 1 半年以内

http://fish.miracle.ne.jp/sennin
-
g/yasaka/yasaka_backup/nojo_

佐藤

167 株式会社 みやもと農園 滋賀県近江八幡市 施設野菜 耕種現場作業 パート（⻑期） 2 即時・半年以内 http://miyamoto-noen.com/ 宮本

170 株式会社 ノベルズ 北海道河東郡鹿追町 酪農・肉牛
畜産現場作業

（酪農・肉牛）
パート（⻑期） 3 即時・半年以内 https://nobels.co.jp/ 田中

https://nobels.co.jp/recr
uit/

171 株式会社 ノベルズ 北海道河東郡鹿追町 酪農・肉牛 事務員 パート（⻑期） 3 即時・半年以内 https://nobels.co.jp/ 田中
https://nobels.co.jp/recr
uit/

175 株式会社 アグリ・コーポレーション ⻑崎県五島市 露地野菜 耕種現場作業 パート（⻑期） 2 半年以内
http://osyaburi.jp/company/ind
ex.html

佐藤

176 株式会社 アグリ・コーポレーション ⻑崎県五島市 露地野菜 加工・製造 パート（⻑期） 1 半年以内
http://osyaburi.jp/company/ind
ex.html

佐藤

180 有限会社 ふぁむ 徳島県鳴門市 露地野菜 耕種現場作業 パート（⻑期） 1 半年以内 088-687-0369 丁井

190 株式会社 横江ファーム 滋賀県草津市 施設・露地野菜 加工・製造 パート（⻑期） 10 即時 http://www.yokoe-farm.co.jp/ 横江

196 株式会社 安濃農園 福島県福島市 施設野菜・果樹 耕種現場作業 パート（⻑期） 1 即時・半年以内
http://annou-
farm.co.jp/kaishaannai/kaishaa
nnai.html

安濃

198 株式会社 山武ファーム 千葉県山武郡
施設・露地野菜

（有機）
耕種現場作業 パート（⻑期） 1 即時・半年以内 080-5575-3448 安濃
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