
社会起業家アクセス情報

番号種類 法人名 代表者 所在地 HP ブログ facebook
1 特定非営利活動法人　 あしたを拓く有機農業塾 涌井　義郎 茨城県 http://ashitafarm.jp
2 油屋 石川　治子 東京都 http://aburaya-yatsugatake.jp/
3 一般社団法人　 イミグレ 人見　訓嘉 香川県 http://immigra.jp/ http://www.facebook.com/immigra
4 えがお勝沼 三森　斉 山梨県
5 一般社団法人　 えがお福島 佐藤　大輔 福島県 http://www.egao-fukushima.com/
6 株式会社　 エマリコくにたち 菱沼　勇介 東京都 http://www.emalico.com/shunka/
7 えんじぇる屋 エンジェル千代子 長野県 http://angel-ya.com
8 O2FarmInn 大津　愛梨 熊本県
9 一般社団法人　 OMOTENASHI 袁　芳 山梨県 http://www.omotenashi.in/

10 合同会社　 菅野牧園 菅野　義樹 北海道 http://kannofarm.exblog.jp/
11 合同会社　 北印度会社 北　敦子 熊本県

12 株式会社　 ＧＩＭＹ 山口　英則 福島県
http://www.gimy.co.jp/
http://gimy-select.com0/

http://www.facebook.com/gimy.japan

13 特定非営利活動法人　 キャンパスマルシェネットワーク 田垣　実郷 三重県
14 グリーン・コネクションズ 齊藤　雅子 東京都 http://wakoucha-kakurecha.com/

15 株式会社　 経営ドクター 島村　信仁 福島県 http://keiei-doctor.com/ http://ameblo.jp/kakidasu/
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=10
0002750562177

16 株式会社 kedama 武田　昌大 東京都
17 恋する魔女工房 近田　清美 三重県 http://www.koisurumajyo.com/

18 特定非営利活動法人　 こうふくらぶ 小林　智斉 山梨県
http://www.facebook.com/tomonari.kobayashi
#!/pages/%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%B5%E
3%81%8F%E3%82%89%E3%81%B6/13938505618
195219 コミュニティー加工所真田 山崎　八重子 長野県

20 有限責任事業組合 古民家オーナーズコミュニティ 早川　欣哉 宮城県 http://cominka.jp/
21 四季の森リゾート 寺田　奈保美 長野県
22 一般社団法人　 森林資源活用推進協会 森田　千史 長野県

23 一般社団法人 スマイルファミリープロジェクト 小池　さなえ 東京都
http://namikiss.jimdo.com/
http://nami-ichi.jimdo.com/

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/Smi
leFamilyProject

24 株式会社　 清左衛門 秋葉　秀央 千葉県 http://seizaemon.jp/
25 株式会社　 ソイルアクティベート 白石　哲也 千葉県
26 合同会社 ソーシャルファーム 額賀　日呂志 神奈川県http://socialfarm.jp/ http://www.facebook.com/socialfarm.jp
27 株式会社　 たびむすび 猪狩　雅子 宮城県 http://www.tabimusubi.co.jp/
28 一般社団法人　 たべるとくらしの研究所 安斎　伸也 北海道 http://www.taberutokurashi.com/
29 株式会社　 田村ごはんプロ 田村　隆悟 愛媛県
30 地域デザイン事務所　est 高橋　英子 福島県 http://m-est.jp/
31 とかいなカフェ 上田　武 大阪府 http://tokainacafe.com/

32 一般社団法人　 都市生活者の農力向上委員会 西村　豊 東京都
http://link.blog-headline.jp/
http://www.blog-
headline.jp/agriability/

http://www.facebook.com/Noryoku.up

33 一般社団法人　 日本ガシファイアー協会 小島　忍 新潟県 http://www.gasifier.jp
34 合同会社 庭先ＤＥ直売所 津末　啓二 熊本県
35 株式会社　 農輪 白石　賢三 千葉県
36 一般社団法人　 はな・ろま 伊東　直記 静岡県 http://hanaroma.jp/ http://www.facebook.com/hanaroma
37 株式会社　 BIO-hof SAKURAI 桜井　正喜 群馬県 http://www.biosk.in/index.html http://ameblo.jp/gartenbau39

/38 株式会社　 ビレジア 佐藤　直樹 熊本県 http://villagia.co.jp/ http://villagia.otemo-
yan.net/

http://www.facebook.com/VILLAGIA
39 ファームデイズ 藤井　元詞 東京都 http://www.soratokazeni.jp/ https://www.facebook.com/shokumamo?creat

ed
40 一般社団法人　 風土人 豊田　有希 山梨県

http://www.tanbode-
kizunadukuri.net/

http://blog.tanbode-
kizunadukuri.net/

41 株式会社　 ふぉーゆーランド 遠藤　正一 福島県
http://haiyorokonde.com/index.htm
l

http://www.facebook.com/pages/%E6%A0%AA
%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%B
5%E3%81%89%E3%83%BC%E3%82%86%E3%83%B
C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89/24257992
912519642 マーケティング総合サポート 吉澤　俊昭 三重県 http://www2.ocn.ne.jp/~markets/

43 特定非営利活動法人　 楽空 細川　雅通 山梨県 http://www.raku-npo.com/ http://d.hatena.ne.jp/raku-
npo/

https://www.facebook.com/npo.raku
44 一般社団法人　 ラコルト能登島コンチェルト 洲崎　邦郎 石川県 http://www.raccolto2011.com

45 和合むら 吉田　弓 長野県
http://www.wagoumura.net/
http://www.wagoumura.jp/ 
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