
公益社団法人新潟県畜産協会認定・畜産安心ブランド生産農場 

 

 
クリーンビーフ生産農場 ７０戸 平成３０年４月２７日現在 

 

認定 

番号 農   場   名 農  場  住  所 

3 五十嵐 牧場 新発田市 

5 小野  耕司 胎内市 

7 河内  松雄 胎内市 

8 ＳＡＮＴＡ  ふぁ～む 村上市 

9 （株）三国  片貝農場 小千谷市 

10 （株）三国  川口農場 長岡市 

26 （株）三国  小澤農場 岩船郡関川村 

11 
佐渡農業協同組合 

肉用牛中核育成センター 
佐渡市 

13 佐藤忠男 農場 村上市 

14 菅原  健一 村上市 

15 成田  元 村上市 

16 遠山 農場 村上市 

17 時田 正 農場 村上市 

18 野村  吉夫 村上市 

19 山賀  治彦 村上市 

20 佐藤  俊一郎 岩船郡関川村 

21 石山農産 新発田市 



 

認定 

番号         農   場   名 農  場  住  所 

22 木村 農場 新発田市 

24 (農)遠藤ファーム 胎内市 

25 小野  正義 胎内市 

28 中束 農場 岩船郡関川村 

29 中山 農場 村上市 

30 小田 農場 村上市 

32 小野 農場 村上市 

35 吉田智子 農場 村上市 

36 吉田 農場 村上市 

37 坂上 ○清  ファーム 胎内市 

40 菅原 畜産 胎内市 

42 荒川  和美 長岡市 

43 田口ファーム 長岡市 

44 田辺  正男 長岡市 

45 樋山  和宏 長岡市 

46 樋山 農場 長岡市 

47 はっつぉう農園 長岡市 

48 渡辺  崇 東蒲原郡阿賀町 

49 渡辺  俊行 東蒲原郡阿賀町 

50 渡辺 農場 上越市名立区 



 

認定 

番号 農   場   名 農  場  住  所 

51 岡崎  彰弘 佐渡市 

52 神田畜産 新潟市北区 

53 ファーム田中 新潟市北区 

55 猪股ファーム 新発田市 

56 野倉  茂樹 胎内市 

58 高橋  利明 村上市 

60 （株）タカノファーム 長岡市 

61 赤堀畜産 柏崎市 

62 中西耕舎 柏崎市 

63 室賀 牧場 柏崎市 

64 高橋  勝美 十日町市 

65 ㈱小澤牧場 南魚沼市 

66 金子畜産 糸魚川市 

69 
山古志肉用牛生産組合 

関  牧場 
長岡市 

70 
山古志肉用牛生産組合 松井畜

産 
長岡市 

71 荻谷畜産(株)  くびき農場 上越市頸城区 

72 荻谷畜産(株)  浦川原農場 上越市浦川原区 

74 新潟県農業大学校 新潟市西蒲区 

75 新潟県農業総合研究所畜産研究センター 三条市 

76 ㈱三国 近藤農場 胎内市 



 

認定 

番号 農   場   名 農  場  住  所 

78 五十嵐農場 新発田市 

79 ㈲中島牧場 長岡市 

80 鎌田牧場 新発田市 

83 宮村農場 胎内市 

85 新潟県立加茂農林高等学校川船農場 南蒲原郡田上町 

86 うすい牧場 阿賀野市 

87 出浦農場 中魚沼郡津南町 

88 萬羽畜産 上越市頸城区 

89 ウルマファーム 村上市 

90 津村ファーム 新発田市 

91 坂上 隆夫 胎内市 

92 和田 一男 小千谷市 

93 諏訪部 幸男 小千谷市 

 


