
愛媛県立農業大学校アグリビジネス科インターン実習受入拠点農業法人等リスト（R5.1.10現在）

経営面 栽培面 その他

1 グリーンファーム合同会社 兵頭生久 東温市 水耕レタス 水耕プラント 〇 否

2 有限会社太陽ファーム 本田和也 西予市 養豚 可

3 株式会社かじ坊 梶谷高男 八幡浜市 柑橘全般 柑橘全般 ネット、直販、卸 多品種 多品種 未記入

4 有限会社豆道楽 渡邊智幸 西予市 大豆、小麦、水稲、ブドウ、イチゴ 農産加工（豆腐類、菓子類） 農業簿記、マーケティング、直販 経営作物の技術、機械の利用等 農産加工 可

5
農業生産法人 株式会社ミ
ヤモトオレンジガーデン

宮本奏邦 八幡浜市 みかん、柑橘類
ジュース、ゼリー、調味料、ＧＡＰシ
ステム等

グローバルＧＡＰ、加工事業、法人
経営

柑橘栽培 経営計画指導 可

6
農事組合法人
　　たいよう農園

本田和也 大洲市 キャベツ、タマネギ 可

7 株式会社百姓百品村 和氣數男 西予市 青ネギ 経理
圃場管理、農機具の取り扱い、播種か
ら収穫・出荷までの一連の作業 否

8 農事組合法人無茶々園 宇都宮幸博 西予市 柑橘類
グループ法人にて野菜の栽培や加
工、販売業務全般

法人経営、個人経営、両面での営
農や販売

有機栽培、減農薬栽培の基本管理 可

9 株式会社PENTA FARM 山内政志 西条市 果樹 カフェ、焼き菓子製造、野菜卸し 資材、原材料の原価計算
柿、いちじく、ぶどうなどの年間通じ
ての栽培方法

果物の加工、カフェでの接客 否

10 株式会社ゆうぼく 岡崎晋也 西予市 肉用牛、肉用豚 食品加工、卸、小売、飲食 牛の肥育管理 可

11 株式会社ひのいちご園 日野正一 西条市 いちご 自家製スイーツ
販売戦略、人材育成、農業経営全
般

いちご栽培、管理、収穫、パッケー
ジ、設備管理、稲作

環境制御、ハウス建設、修繕 可

12 有限会社いのうえ果樹園 井上賀子 大洲市 柑橘 加工品（ジュース、缶詰）販売 直販、流通 大規模栽培、小規模栽培 仕事の考え方 可

13
農事組合法人
　　妙口原生産組合

曽我敏数 西条市
水稲、裸麦、大豆、施設アスパラガス、里
芋、ブロッコリー、施設わさび菜、玉ネギ苗

法人決算、福利厚生、経営計画、部
門別経営分析等

経営作物栽培、希望作物応じ可
農地管理システム利用、機械のメン
テナンス等

否

14 有限会社加貫農園 宮川浩司 宇和島市
柑橘生産（施設：紅まどんな、甘平　露
地：温州みかん、ポンカン、河内晩柑）

柑橘類の栽培管理 可

15
有限会社
　　ワールド・ファーマーズ

森崎正 宇和島市 稲作、柑橘 農業機械・重機による作業請負い 儲ける農業経営
水稲・果樹栽培管理、水稲は全面
積ポット移植

希望があれば農業機械・ユンボ等
の運転

可

16 株式会社まさきばたけ 小林裕之 伊予郡松前町 里芋、枝豆、レタス、イチゴ、米、麦 観光農園事業 ０からスタートの農業経営 ０からスタートの野菜栽培法 否

17 株式会社陽だまり 安田豊 松山市 野菜（イチゴ） 不動産他 労働の軽減化、効率化
育苗技術、栽培管理、施肥・防除技
術

地産地消、６次産業 可

18
株式会社
　　ローカルスタンダード

吉田裕史 南宇和郡愛南町 媛っこ地鶏（鶏肉） 食鳥処理業、農水産物ネット販売
SNSマーケティング、プログラミング
によるバックオフィス効率化

地鶏肥育管理、初生ヒナ育雛 食鳥処理技術 可

19 あゆみファーム株式会社 園田篤志 四国中央市 ネギ ネギ周年出荷経営全般 ネギ栽培全般 可

20
株式会社
　　清家ばんかんビレッジ

清家素直 南宇和郡愛南町 果樹 仕入れ販売 ネット、仕入れ販売、会社経営 大規模管理 否

21
株式会社
　　OCファーム暖々の里

長野隆介 松山市 玉ねぎ、キャベツ、レタス、柑橘 作業受託、ドローン 野菜、柑橘の複合経営
機械化を進める野菜、施設での柑
橘

独立支援（R2社員１名独立） 否

22 株式会社みさき果樹園 菊池安光 八幡浜市 柑橘全般（16品目） 加工製造、ネット販売 経費の算出の仕方 作業効率の上げる農作業 加工品にした場合の利益計算 可

23
有限会社
　　ジェイ・ウィングファーム

牧秀宣 東温市
はだか麦、水稲、キャベ
ツ

農産物加工 ジェイ・ウィングファームの全て ジェイ・ウィングファームの全て ジェイ・ウィングファームの全て 否

24 有限会社ひうち商事 高瀬成士 北宇和郡鬼北町 キャベツ、タマネギ、里芋、桑茶 農業簿記、販売関係
植付～収穫、作物に適した圃場利
用

可

25 株式会社あかまつ農園 赤松拓也 北宇和郡鬼北町 いちご、米
ゲストハウス西羽サイク
ル

販路開拓、資金調達、人事・労務管
理

栽培管理、収穫、選別、出荷
地域食材を使った料理、サイクリン
グ

可

26 有限会社雅園 渡部孝子 西条市
野菜（芋類、ネギ、白菜等）、果樹
（柑橘、イチジク、キウイ等）

加工、販売（おいもさん工房） ともに勉強したい ともに勉強したい ともに勉強したい 可

27 株式会社ふたみファーム 橋本勲 伊予市
柑橘（紅まどんな、甘平、温州、ポンカン、デコポ
ン、伊予柑）、キウイ（ヘイワード、サンゴールド）

ストレートジュース、ジャム等の加工
品販売

多品目栽培による労働力分散経営
の指導

高品質果実の栽培技術指導
規格外品果を用いた６次産業化の
指導

可

28 株式会社じゅらす農房 岡本義弘 八幡浜市 温州みかん、清見、タロッコ 加工（ジュース）等 足腰の強い経営指導 剪定、摘果等の技術指導 可

29 有限会社鎌田農園 鎌田竹広 西条市
トマト、葉物野菜、ピーマン、きゅう
り、野菜苗、花き等

簿記記帳、経営計画、経営分析等 施設・露地野菜及び苗の生産技術 機械のメンテナンス等 否

30 株式会社MOriTO Farming 越智滋彦 今治市
紅まどんな、甘平、はれひめ、
なす、すいか、キウイフルーツ

新規就農後の経営規模拡大
多人数雇用における労務、実務面の管理

中晩柑の栽培管理
果菜類の栽培管理

可

31 有限会社i-rose 相原尚子 松山市 バラ苗（花木） 園芸店経営、庭づくり、メンテ作業
マーケティングをもとに経営・生産戦
略を考える

高品質を保つためのきめ細やかな
生産活動

顧客と直接触れ合うことによる自己
研鑽の場ができる

否

宿泊可否その他事業
指導できる内容

No 法人名等 代表者名 住所 主な経営作目


