JONAメンバーのPR（50音順） 2015/12月現在

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント
URL (TEL)
素材や製法、使い勝手等のこだわ
り、作り手の想いをセールスプロ
03-3666-2828
モーションと共に消費者に提供致
します。

アーク＆エコ(株)

東京都中央区日本橋

ナチュラルコスメ・エコ雑貨等
の企画販売

農事組合法人 東町自然有機農法

茨城県稲敷市

ミルキークイン、コシヒカリ（お
米）の販売

飯島農園

茨城県鉾田市

たまねぎ、にんじん、大根

㈱池上商店

石川県金沢市

精米

(有)池谷

東京都あきる野市

有機こんにゃく・有機しらたき製 秋川谷の水と安全な蒟蒻原料とで http://homepage2.nifty.co
造
練りあげています。
m/akirunonet/itusui.html

地域ぐるみで安全･安心のお米を
0299-79-1920
栽培しています。

0291-36-3863

酒米の精米をメインに飯米の精米
076-237-5810
も行っています。

有希緑茶

茶処静岡にて大正7年創業より、
昔ながらのこだわりの焙炉式と職
http:://www.yomozo.co.jp
人の手作業によって美味しいお茶
を作り続けております。

(株)石川四方蔵商店

静岡県静岡市葵区 製茶卸売業

イチビキ㈱

みそ、即席みそ汁、しょうゆ、た 有機食品を通じて、よりおいしく、
名古屋市熱田区 まり、つゆ、みりん等の製造販 安心で安全な商品の提供を目指し http://www.ichibiki.co.jp/
ます。
売

㈱井筒屋

香川県東かがわ市

稲垣製茶㈱

有機玄米茶の素や各種ティ
三重県四日市市
バック加工

OEM中心で委託加工も行っており
ます。ティバックは、トパックロータ
0593-45-1037
リー機や不双産業テトラ機を複数
台所有しております。

植垣米菓㈱

兵庫県加古川市 有機あられ

柚味から素朴な素焼きまで9品種 http://www.uegaki揃っています。
beika.co.jp

有機手延べうどん・そうめん等 伝統的な手延べ製法で作る有機
めん類製造
の讃岐うどん、そうめんです。

http://sanuki-izutsuya.jp/

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント
URL (TEL)
慶應元年（1865年）創業。日本茶
ひとすじに商いを続けてまいりまし
http://www.ujikoen.co.jp
た。安心･安全なお茶を提供してま
いります。

㈱宇治香園

京都府木津川市 日本茶

㈱ウメケン富山工場

富山県富山市

日本式丸法。200年に裏打ちされ
栄養補助食品・機能性食品製
た、妥協を許さない品質と技術
造。梅肉エキス加工食品
力。

英国紅茶倶楽部

東京都府中市

紅茶・緑茶・菓子

紅茶の教室と販売を通して有機食
http://www.eikoku品を一般の方々にも広く理解して
koucha.com/
いただけるよう努めます。

㈱えびの高原製茶

宮崎県小林市

有機煎茶、ほうじ茶

「安全で美味しいお茶を、日本中
http://www.kogenseicha.c
の方々にお届けしたい」それが私
o.jp/
達の願いです。

㈱エム・シー・フーズ 朝日茶業 静岡工場 静岡県静岡市葵区

「緑茶、玄米茶、焙茶、紅茶、
TB製品」製茶・製造

仕入から加工、出荷まで一元管
理。FSSC22000取得工場。深蒸し
煎茶の元祖

㈱遠藤製餡

東京都豊島区池袋

有機飲料・有機デザート・有機 より安全、より健康的な食生活を
あん等の製造・販売
求めての有機食品の開発。

オーサワジャパン㈱

東京都渋谷区

独自の厳格な基準により選別した
http://www.ohsawaマクロビオティック食品・自然食
高品質商品1,600アイテムを取扱っ
品卸
japan.co.jp
ています。

群馬県渋川市

群馬県産有機小麦を使った全粒
うどん製造、販売、飲食（水沢う
粉の半生うどんは乾麺には無い風 http:://www.osawaya.co.jp
どん、全粒粉うどん夢の里）
味豊かな味わい深いうどんです。

㈱岡三食品

岡山市東区

有機むき甘栗、有機焼き栗の
製造・販売

中国河北省の厳選した栗を国内レ
http://www.okasanトルト加工し、自然のおいしさをお
food.com/
届けします。

小川珈琲㈱

京都市右京区西京極

コーヒーの販売

環境保護や持続可能な社会保全
http://www.ocを視野に入れた商品づくりをして
ogawa.co.jp
います。

㈱オキノ

愛知県愛知郡長久手町

有機レギュラーコーヒーの製造 有機及びフェアトレードを主として
及び紅茶、インスタントコーヒー います。小ロット受注生産していま 0561-63-8315
す。
の小分け

(株)大澤屋

http://www.umeken.info/

http://www.mcfoods.co.jp/

http://www.endo-s.co.jp

会員名
㈱小栗農園

所在地
静岡県牧之原市

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

有機食品の製造･販売を通じて環
有機加工食品及び小分け業者
境負荷の軽減と生態系の維持向 http://www.tea-farm.com
（抹茶、紅茶、ハーブ等）
上に寄与します。
ニッポンの匠の技で世界を魅了し
たい日本の優れた食材や製品に
http://oceanjp.com
更なる磨きをかけ、世界に届ける
会社です。

オーシャン(株)

静岡県静岡市

有機粉末緑茶の販売

㈱オハラ

石川県河北郡津幡町

有機蒟蒻芋を使用した蒟蒻の 安全で衛生的な工場よりお客様に
http://www.ohr.co.jp
製造
おいしさとやさしさを提供します。

(有)オハラ
TOKUSHIMA COFFEE WORKS

徳島県徳島市

コーヒーショップの経営
コーヒー豆の加工製造・販売

地産地消にこだわったフードメ
ニューとスペシャリティーッコー
ヒーを中心とした自家焙煎店で
す。

加賀味噌食品工業協業組合

石川県白山市

有機味噌の製造・販売

有機味噌を通じて、安心･安全・健
http://www.kagamiso.or.jp
康でおいしい日本の職の文化を育
/
成しております。

片岡物産㈱

東京都港区

高級食料品、嗜好品、飲料及
世界中の有名食品ブランドや原料
http://www.kataoka.com
び酒類・酒類原料のの輸入・販
輸入先を持つ事。
売

梯 浩尚（正和園）

http://www.coffee-w.com

20年以上農薬不使用で茶を栽培
しています。有機JASの認証を通
0983-27-1951
じてより一層安心安全なお茶を提
供していきます。

宮崎県児湯郡

茶栽培・荒茶製造

滋賀県甲賀市

歴史ある滋賀県「朝宮」の地にて、
http://www.katagikoukaen
日本茶・紅茶・烏龍茶等 製造
皆様に安心して飲んで頂けるお茶
卸販売
.com
づくりを続けております。

金沢農業

石川県金沢市

有機農作物の安定供給を目指し、
穀物の有機栽培（主に小麦・大
日本全体の農業の底上げに貢献 http://www.k-daichi.com/
豆・米・大麦）
します。

河北省衡水山枝保健飲料有限公司

大麦若葉、小麦若葉、蕎麦若
有機農産物、有機農産物加工食
http://www.hsshanzhi.co
葉、ウマゴヤシ若葉、えん麦若
中国河北省衡水市
品（すべて自社で栽培・加工してい
m
葉、苦瓜、エンジュの実、ケー
る。）
ル若葉等

㈱かねも

静岡県掛川市

片木 明（かたぎ古香園）

緑茶

農薬を使用せず、有機肥料で栽培
した安全・安心なお茶を消費者に http://www.kanemo.co.jp/
届けたい。

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

加茂有機米生産組合

新潟県加茂市

有機農産物（水稲）の生産販売

田んぼから農業界、消費者の意識
http://www.okome.com/
改革を目指す。

(有)カリテ・エ・プリ

大阪府大阪市鶴見区

紅茶、ハーブティー、ワイン等
の輸入

ヨーロッパの厳選食材を、生産者
から直輸入してお届けしていま
http://qualite.co.jp
す。

㈱川原製茶

三重県多気郡多気町

緑茶

有機食品の認証を通じてより安心 http://www.kawa安全なお茶づくりをしています。
tea.co.jp

㈱関越物産

群馬県渋川市

こんにゃく・しらたきの製造･販 有機食品を通じて、未来へ躍進す
http://www.kan-etsu.com
売
る食文化創造企業を目指します。

共栄製茶㈱

京都府宇治市小倉町

有機茶の製造販売を通じて自然
http://www.kyoeiseicha.c
日本茶、紅茶、茶関連食品、有
保護、お客様の安心安全に貢献し
機茶の製造販売
o.jp
ます。

京屋酒造(有)

宮崎県日南市

創業は天保五年（1834年）と云わ
焼酎及びリキュールの製造・販 れ伝統・伝承を重んじながら自然
ttp://www/kyo-ya.com
売
で環境にやさしい焼酎作りを目指
しております。

くらぶち草の会

群馬県高崎市倉渕町

ほうれん草、小松菜、水菜、
きゅうり、ズッキーニ

会員41世帯のうち新規参入は22
http://homepage1.nifty.co
組。野菜全般。若手とベテランとの
m/kusanokai
調和。

㈱黒木本店

宮崎県児湯郡高鍋町

焼酎製造業（本格焼酎）芋、
米、麦生産

環境保全型農業による安全な農
http://www.kurokihonten.
作物作りを通して、すべての人々
co.jp/
に貢献します。

福井県福井市

米糖化飲料、玄米

自然豊かな大地で自然に逆らわ
http://www.kstnature.com
ない独特の栽培方法で育ったお米
/
を使用しています。

コウゲイシャ(株)

東京都渋谷区

ナチュラル系コスメの開発・企画を
化粧品・医薬部外品・健康食品 主に取扱います。原料・素材とそ
の企画・OEM・販売
の背景をコスメ市場に提案しま
す。

（名）河原酢造

福井県大野市

食酢醸造

ケイ・エス・ティ・ワールド(株)

03-3797-1966

日本国内産有機米を原料とした米
http://robai.jp/
酢の醸造

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

紅茶･コーヒー・緑茶の加工卸
有機紅茶・フェアトレードの取扱い http://www.kobetea.co.jp/
売

神戸紅茶㈱

神戸市東灘区

㈱珈琲実験室

有機商品を含むコーヒー・紅
東京都八王子市
茶・その他飲料製造販売・卸

(株)コーヒー乃川島

静岡県静岡市葵区 レギュラーコーヒー製造、販売 煎技術で香り高いコーヒーを造り

有機食品の本当の意味と価値を
弊社商品を通じて伝え、有機食品 http://www.coffee-laboが広まっていくことを目指していま co.com
す。
創業以来受け継がれる確かな焙
続けています。

(株)コーワ

サンエッジ㈱

URL (TEL)

健康食品GMP認証工場としての
健康食品、油脂、清涼飲料水
管理下、各種充填、包装のセット
千葉県千葉市稲毛区 の充填等の小分け事業及び化
アップ等の製造加工を実施し安
粧品及び製造販売業・製造業
全・安心をお届けします。
有機農産物、特別栽培農産物及
有機農産物及び特別栽培農産 び全国の農産物を生産地と契約
愛知県小牧市
物卸し
し、お客様のご要望に応じ卸し事
業を展開しています。

http://www.kawashimacof
fee.co.jp/

http://www.kabukohwa.co.jp

http://sunedge.com/about_us.html

(株)サン・クロレラ

京都府京都市下京区

クロレラ・エゾウコギ・アガリク
クロレラシェアNo.1,モンドセレク
スなどをはじめとした健康食品
ション3年連続最高金賞受賞
の開発、製造、販売、輸出入他

農事組合法人さんぶ野菜ネットワーク

千葉県山武市

有機野菜

5つの理念を掲げ、持続可能な農 http://www.sanbu-yasai業を目指しています。
net.or.tv

㈱ジーエスフード

東大阪市鴻池徳庵町

有機加工食品（飲料）

液体の有機珈琲・紅茶、果実・果
汁飲料を瓶や紙パック等に充填可 http://www.gsfood.co.jp
能です。

大阪市北区

菓子・食品の輸入及び卸販
売。
ポップコーン・ポテトチップス・
コーヒーなど

アメリカ・カナダのオーガニック商
品を輸入し日本で広めていきた
い。

有機JAS原料から一般品まで各種
タイプのティバッグ充填加工を承り 0547-46-3101
ます。

(株)シーエフシージャパン

http://www.sunchlorella.c
o.jp

http://www.cfcjapan.co.jp

静パック(有)

静岡市駿河区

ティバック加工

㈱自然農法販売協同機構

千葉県富里市

有機JAS農産物及びその加工 国産の有機農産物を中心に加工 http://www.shizennoho.co
品
品も拡大
.jp

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

無農薬無化学肥料はもちろん、た
http://www.alphaい肥（糞尿、油かす等）を一切使用
net.ne.jp/users2/shizen/
しないで栽培しています。

自然農法成田生産組合

千葉県富里市

自然農法野菜の生産

㈱島醸

香川県小豆郡小豆島町

組合員への生揚提供。有機丸 200本の杉樽で醤油を製造してお
0879-82-3737
大豆醤油
ります。

ジャパン・ビジネス・サービス(有)

東京都江戸川区西葛西

紅茶・中国茶・ハーブティ・緑茶 インドなど海外から新鮮な茶葉を
など
直接皆様に！

城田 安幸

青森県弘前市

有機りんご、りんごジュース、りん
有機認証を取得したりんご園で
ごの花の蜂蜜等の製造・販売を通
栽培したりんご、りんごジュー
http://www.ikadogen.co.jp
じて有機食品の普及に寄与しま
ス等の製造・販売
す。

上越フーズ㈱

兵庫県佐用郡佐用町

野菜スープ、玄米スープの製
造

㈱常照園

岡山市北区大内田

海外のオーガニック認証を含め、
http://www.optic.or.jp/co
日本茶､健康茶、有機緑茶、茶
古くから有機栽培緑茶にとりくんで
道具
m/joshoen/joshoen.html
います。

㈱松南園

愛媛県松山市

緑茶

全国の銘茶を取扱っています。

㈱松北園茶店

京都府宇治市

緑茶及び関連商品の卸し、小
売。（有機栽培煎茶）

宇治茶の新しい伝統の創生をめざ
して、最良の品質の宇治茶をご提 http://www.ujicha.com/
供します。

水郷おみがわネットワーク

千葉県香取市

水稲米

(有)菅谷食品

東京都青梅市

大江戸しろ蒸し石室炭火造り。さと
納豆の製造販売。糸引き納豆
うキビから作ったハガス容器使用 http://www.sugaya.co.jp
各種及びドライ納豆
納豆各種

杉田与次兵衛商店(有)

広島県尾道市

食酢製造業

http://www.shantijbs.com

0790-79-3776

http://www.shounanen.co.
jp

0478-82-1028

有機米を原料に、原酒を製造し長 http://www7a.biglobe.ne.j
期間発酵・熟成させた有機純米酢 p/~yojibee/

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

杉本製茶(株)

福岡県島田市

NOPオーガニック茶製造

米国の市場に日本の有機茶を広 http://www.shizuoka-teaめたい。
no1.net

(株)スマイル

東京都江東区

オーガニック植物性ミルク

オーガニック、アレルギーフリー、
グルテンフリーの植物性ミルクをス
ペインより輸入販売。

http://www.smilecorp.co.jp

(有)生化学研究所

香川県坂出市

柿の葉茶および関連商品

安全・安心な柿の葉茶の製造販売

http://www.kaki-cha.co.jp/

反町 勇（反町農園）

神奈川県相模原市

有機路地野菜・小麦、特別栽
培米（ひとめぼれ）

EM農法による食味の良い安心・安 http://members3.jcom.ho
全な野菜作りにこだわっておりま me.ne.jp/sorimachiす。
nouen/

(株)だいずデイズ

兵庫県神戸市

蒸し豆を中心とした加工食品
メーカー

栄養バランスに優れた豆類・雑穀
類をより美味しく健康的にご賞味
いただくために独自の蒸し調理技
術で加工・提供します。

(株)大洋ロジスティックパートナー

京都府京都市

有機緑茶(抹茶）の仕分け、全 こだわりの茶葉（抹茶）を小分け
国への小口発送
し、TB加工まで致します。

高木 靖寛（高木農園）

宮崎県児湯郡川南町

有機かんきつ、そらまめ、特別 環境に負荷の少ない農業をめざし
http://www.t-noen.com
栽培ミニトマト
ています。

タカノ珈琲㈱

埼玉県川口市

http://www.daizu-days.co.jp/

0774-79-3003

コーヒー製造販売

こだわりの焙煎機でコーヒー豆の
http://www.takanoコク・風味を最大限に引き出してお
coffee.co.jp
ります。

㈱高橋製茶

大分県臼杵市

緑茶製造販売

食の安心･安全にこだわって、お茶
の栽培から加工･販売まですべて http://www.tkhs自社で行っており、お客様にご満 cha.com/
足をお届けします。

高畠ワイン有機ぶどう研究会

山形県東置賜郡高畠町

ぶどう（デラウエア）の生産

高畠ワインに高品質な有機原料を http://www.takahata供給している。
wine.co.jp

(株)タケエイグリーンリサイクル

山梨県富士吉田市 有機肥料の製造販売

剪定枝等を堆肥化し、有機質肥料
の認証を通じて、資源循環型ビジ
ネスを行っています。

http://www.takeeigr.co.jp

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)
http://www.takezawaseicha.co.jp/

竹沢製茶㈱

静岡県静岡市葵区 製茶問屋/緑茶、紅茶、烏龍茶 幅広い商品群と常に新しい企画

タケサン㈱

香川県小豆郡小豆島町

安全で美味しい食品を提供する事
しょうゆ、つゆ、たれ、ドレッシン
で、日本の食文化の発展向上に http://www.takesan.co.jp/
グなどの調味料製造
貢献します。

農事組合法人 田河内茶業共同組合

浜松市天竜区春野町

お茶の生産・製造

1989年から農薬・化学肥料に頼ら http://www.harunotea.org
ない有機栽培に取組んでいます。 /

(株)タチバナ産業

東京都台東区

ダンボール、プラダン製造・販
売
各種ティーバッグ受託

ティーバッグ製造時、ダンボールま
http://www.tachibanaで各資材を自社供給にて提供が
ltd.com
できます。

㈱タツマ

静岡市清水区

有機干し芋、有機米

お客様とおいしさ・安心・安全そし
て環境への貢献も分かち合いま http://www.tatuma.co.jp/
す。

田宮 宏悦（舞妓の茶本舗）

製茶製造販売、日本茶全般、
京都府京田辺市 日本茶を使ったお菓子、茶器
など

田村靖一商店

群馬県甘楽郡

田山美穂

熊本県球磨郡錦町 米・玉葱・里いも

樽井繊維工業(株)

大阪府泉大津市虫取町

㈱茶三代一

(株)Cha茶Family

島根県出雲市

奈良県奈良市

弊社は地元特産の京田辺玉露を
中心に、良質な日本茶を全世界へ
ご提供させていただいております。

http://www.maiko.ne.jp/

自然環境を維持保全するための
http://www.nanmoku.ne.jp
こんにゃく製粉、こんにゃく荒粉
長期的な視野に立った製造加工を
の製造販売
/~konnyaku/index.html/
推進します。
EM菌を主体にした有機食品

0966-38-2683

繊維製品を通じて環境に優しく
リビング・インテリア・寝装品の
又、体・感触に柔らかく優しい物作 http://www.j-stars.co.jp
製造、販売
りをしています。
緑茶製造販売

「人と地球に優しいお茶づくり」を
http://www.chasandai.co.j
基本理念に有機茶の普及に努め
p
ています。

お茶の製造・販売

5haという広大な面積で高品質な
茶を作っている。
山間でお茶を作っているため、と
ても有機に適している。

http://www.chachafamily.
co.jp

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目
茶・ギフト商品の製造・販売

セールスポイント

URL (TEL)

こだわり続けて百余年。「和の味」
http://www.cha2tei.com
「茶の心」を贈ります。

㈱茶通亭

静岡県沼津市

チョーヤ梅酒㈱

大阪府羽曳野市 梅酒

食品添加物などの余計なものを加
http://www.choya.co.jp
えない本格梅酒の製造･販売

㈱辻利一本店

京都府宇治市

緑茶

有機食品を通じて自然環境の保
全に寄与。

㈱椿き家

広島県三原市

豆腐製造業、国産有機豆腐

大豆と水とにがりだけ。他の添加
http://www.tofu物は一切使用せずに豆腐造りをし
tsubakiya.co.jp
ています。

帝蚕倉庫㈱

神奈川県横浜市 小分け作業

(有)手のべ陣川

長崎県南島原市

昔ながらの手延べの技法を守りつ
製麺業（そうめん、うどん、ひや
つ、常に新しい麺づくりにチャレン http://www.jin-men.com
むぎ）
ジしています。

寺岡有機醸造㈱

広島県福山市

創業明治20年。神村工場では杉
有機醤油を中心とする加工調
桶で有機醤油の醸造を行っており http://www.teraokake.jp
味料の製造・販売
ます。

㈱ドゥーサンタン

静岡県島田市

コーヒー他ティーバッグ加工

多品種少ロット受託迅速丁寧

http://www.decentans.jp/

童仙房茶舗

京都府相楽郡南山城村

有機栽培宇治茶

1980年より無農薬有機栽培で宇
治茶を生産・製造・販売していま
す。

http://www.dosenbochaho.com

農事組合法人 東邦農園

静岡県榛原郡

有機緑茶

環境保全を重視した農業経営を
行っているグループです。

0547-56-1015

http://www.tsujiriichihont
en.com/

大きい商品から小さい商品まで小 http://www.teisansoko.co.
分けいたします。
jp/

990坪の定温庫を設け、小分け・格
トレーディア㈱京浜支店 城南島物流セ 東京都大田区城南島
外国産有機農産物の取り扱い 付け表示の他、通関業務・配送を http://www.tradia.co.jp/
ンター
行う。

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

(有)中井製茶場

京都府相楽郡和束町

製茶業、有機煎茶、国産有機
ウーロン茶等

中川食品㈱

北九州市小倉南区

有機食品（蒟蒻）を中心とした安
食品製造・販売 こんにゃく、と
心・安全の食品の提供で社会に貢 http://konnyakuya.com
ころてん、もずく、めかぶ
献します。

中窪 耕司（中窪製茶園）

京都府相楽郡南山城村

お茶の生産

宇治茶の郷、南山城村の空気、
水、土が育てたおいしいお茶で
す。

(有)永田茶園

京都府城陽市

オーガニック茶全般製造業

有機茶一筋40年。皆様に安心･安 http://www.nagata全なお茶をお届けします。
chaen.com

中野 隆司

静岡県榛原郡川根本町

中村 稔（自然茶工房 なかむら製茶） 三重県度会郡

生産から製造加工・販売まで手が
http://www.umucha.com/
けています。

0743-94-0807

ヤブキタ種の有機栽培茶以外にも
限定品として昔から川根茶として
緑茶（自園・自製・自販）
0547-56-0258
栽培された在来種の有機茶もあり
ます。
農薬も肥料も一切与えず、自然界
お茶の栽培、製造、販売
の養分だけで育てた有機（自然）
0596-62-0393
緑茶・紅茶・烏龍茶・ほうじ茶・
栽培のお茶でバランスのとれた自
番茶・荒茶等の取扱い
然の味です。

(有)南部酒造場

福井県大野市

日本酒

日本ニュートリション(株)

東京都港区

飼料用有機トウモロコシ・大豆 有機飼料の販売を通じて有機畜
粕・脱脂米糠・混合飼料
産物の発展に寄与します。

日本農産㈱

静岡県浜松市北区

緑茶、焙茶、玄米茶、紅茶、
ウーロン茶、粉末茶

ほ場・工場共に有機認証を取得
済。販売まで一貫して行う事が出 http://www.nihon-n.co.jp/
来ます。

(株)ネオナチュラル

愛知県名古屋市昭和区

化粧品・日用品の製造販売

畑からお届けするオーガニックコ
http://www.neoスメスキンケアをとおして皆様の元
natural.co.jp
気で明るい生活をサポートします。

バイオアイ(株)

大阪府大阪市西区 製造、卸、販売その他食品原

健康・美容関連商材の企画、
料の輸出入

地域に根ざした有機の日本酒

有機食品の取扱いを通じ消費者
の皆様に食品の安全性と健康な
生活について提案して参ります。

http://www.hanagaki.co.jp

03-5771-7890

http://bio-i.co.jp

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

（資）八丁味噌

愛知県岡崎市八帖町

味噌製造（八丁味噌、赤だし味 江戸時代初期より八丁味噌を造り
http://www.kakuq.jp
噌）
つづけています。

ハマヤ㈱

大阪府大阪市

コーヒー製造販売

㈱播磨園製茶

京都府綴喜郡宇治田原町

有機JAS,NOP,EU認証を取得した
有機抹茶、玉露、煎茶、ティー
自園の茶畑で生産製造していま http://www.harimaen.co.jp
バック類
す。

㈱ハルカインターナショナル

岐阜県郡上市

有機生椎茸、乾し椎茸

ひかり味噌(株)

長野県諏訪郡

ロングセラーの「こだわってます」
味噌、即席みそ汁及び加工食 や同商品比で塩分を20％カットし http://www.hikarimiso.co.j
品の製造・販売
た「こだわってます減塩」など幅広 p/
い有機味噌を取り扱っています。

㈱菱和園

名古屋市緑区

安心･安全・美味・リーズナブルな
有機緑茶、紅茶、健康茶、ハー
「TEA]でたくさんの「笑顔」を創造し http://www.hishiwa.co.jp
ブティの製造･販売
ます。

火乃国食品工業㈱

熊本県宇城市小川町

白玉粉を中心とした和粉類の
製造・販売

日の出製粉㈱

熊本県宇城市

白玉粉、だんご粉、きな粉の製 国産有機原料100％の白玉粉、だ http://www.hinodeseifun.c
造販売
んご粉、きな粉です。
om

㈱平田農園

群馬県高崎市

清涼飲料水、健康食品製造

有機キダチアロエ加工食品の製
造。小ロットでの受託製造

ひらの園

静岡県掛川市

果樹

オーガニックを目指しながら、味が http://www.hiranoorange.
濃い
com

大分県宇佐市

大分県で1990年、ハーブ研究・開
ハーブの生産、ハーブ製品（食
発・生産加工会社として創業。「地
品、飲料、化粧品）の製造・販
http://findnews.jp/
球も私も心地よい暮らし」をご提案
売
します。

(株)ファインド・ニューズ

永い歴史の中で培った熟練の技を
もって、良質なコーヒーをお届けし http://www.hmy.co.jp
ます。

菌の培養から菌床製造、椎茸栽
培まで一貫して行っています。

0575-77-4005

有機食品の認証商品を通じ、確か
http://www.siratamako.co
な安心･安全をご提供させて頂き
m
ます。

http://www.aloe100.jp

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

ファーム姫

三重県度会郡

お茶栽培、製造、販売

有機栽培の認証を通じて自然に
やさしいお茶づくりの促進を目指
す。

0596-62-0212

㈱冨貴食研

大阪府高槻市

食品製造（茶粥）

顧客の健康と自然環境保護に貢
献します。

http://www.fuki.cc

㈱福寿園

京都府木津川市 日本茶の製造・販売

寛政2年創業。伝統を守りつつ新
たなティーライフを創造します。

http://www.fukujuen.com

㈱福光屋

石川県金沢市

有機清酒の製造を通じて環境負
http://www.fukumitsuya.c
酒類・食品・化粧品等の製造販
荷への軽減と安全で安心な商品を
売
o.jp/
提供します。

不二選別工業㈱

茨城県行方市

雑穀の選別

(有)藤野醤油醸造元

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

醤油醸造、有機こいくちしょうゆ

(株)プレザンス

世界遺産に登録されている自然豊
南フランス産有機ハーブティー かな地、南仏のセヴェンタ地方の
東京都世田谷区
の輸入・販売
自社農園で栽培から加工までを一
貫して手掛けています。

㈱碧翠園

京都府城陽市

有機煎茶、有機焙じ茶、有機
抹茶

宇治茶にこだわった茶作り一筋。 http://www.ujicha.co.jp

(有)ホウトク

群馬県高崎市

有機こんにゃく製品

有機生芋100％の昔ながらの生芋
http://www.sfh.co.jp/
こんにゃく

(有)北総ベジタブル

千葉県山武郡

㈱堀田勝太郎商店

京都府宇治市

0291-35-3588

有機食品の認証を通じて清潔・環 http://www.fujino境・安全な食品づくりをめざす。
syoyu.co.jp

http://presence-biz.com

年間で通し安定的な栽培を目指
農産物生産（ほうれん草・小松
し、ニーズに合わせた品目展開、
菜・水菜・ベビーリーフ・リーフ
http://www.hokuvege.com
皆様に安心して食べて頂ける野菜
レタス他）
作り。
伝統的な食文化を尊重し、一杯の
抹茶・緑茶・宇治茶の製茶・卸 お茶から豊かな地球創造を目指
http://www.hottaen.jp
問屋
し、無限の可能性に挑戦していま
す。

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント
URL (TEL)
全国から厳選した本格的な日本茶
と視覚的に楽しい商品デザインで http://www.saudadetea.c
新しいお茶の楽しみ方を提案しま om
す。

本庄 真（サウダージティー(株)）

東京都港区

日本全国からオーガニック栽
培の美味しいお茶を集めたセ
レクトショｐップ

(有)本田商店

島根県雲南市

有機なまそば、有機干しそば

本山製茶㈱

静岡県静岡市

茶処静岡の本家本元、本山茶。創
緑茶、抹茶、ほうじ茶、製茶問
業１００年、伝統の中で作り上げた
屋
本物の味を皆様へ。

挽きたて自家製粉の出雲そば

http://www.soba-h.com

http://www.honyama.com

http://www.ngn.janis.or.jp
豊かな自然に恵まれた北信濃の
/~shokuhin/Buckwheat/m
地に、創業七十余年。旨いそば作
ember/masudaya/index.ht
り一筋にうちこんで参りました。
ml

桝田屋食品㈱

長野県飯山市

乾めん（そば）の製造･販売

㈱ますぶち園

岐阜県加茂郡白川町

有機茶の普及促進により、日本茶
有機茶の製造販売。リーフ茶、
本来のおいしさを伝え安心を届け http://www.006756.jp
粉末茶
ます。

㈱松音商会

奈良県大和郡山市 食品製造卸し（こんにゃく）

栽培からこだわる蒟蒻つくり

http://www.matsuoto.co.j
p

松下 芳春（松下園）

静岡県掛川市

日本茶の生産・加工・販売

新製法のお茶をいろいろ。

http://www.suppincha.com/

松田産業㈱

東京都新宿区

食品原料の輸入・販売

問屋・商社機能を併せ持つ。

http://www.matsudasangyo.co.jp

㈱純正食品マルシマ

広島県尾道市

食品製造・卸・小売業 調味
料・海産物等

お届けしたいのは「生命」ある素材
を活かした「安全」で「おいしい」食 http://www.junmaru.co.jp
品です。

丸島醤油㈱

香川県小豆郡小豆島町

醤油製造業（有機醤油、有機
ぽん酢、有機生姜しょうゆ）

有機原料で安心安全な信頼のあ
る商品作りをおこなっています。

マルシン食品㈱

新潟県新潟市

健康と豊かな食生活を願う心と技
餅、菓子、健康食品の製造、有
で、一臼一臼丁寧につきあげまし http://www.ms-hana.co.jp
機切り餅、お供え餅
た。

http://www.marusima.co.j
p

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

丸善製茶㈱

静岡市駿河区

有機茶

安心と健康を願うお茶づくり

http://www.maruzentea.jp/

マルマン㈱

長野県飯田市

味噌製造

無添加味噌

http://www.marumanmiso.com

㈱丸美屋

熊本県玉名郡和水町

納豆・豆腐の製造販売

有機食品の製造を通じ、消費者に http://www.marumiya安全・安心な製品を提供します。 g.co.jp

マンズワイン㈱

山梨県甲州市勝沼町

国税庁の有機酒類基準に適合し、
http://www.kikkoman.co.jp
酒類製造業、ワイン、リキュー
加えてJONAの独自認証を受けた
ル、ブランディ
/manns/
有機ワインを製造・販売中
「おいしいお茶」と「豊かな自然環
境」を次の世代に残すことができる http://www.mituwaebina.c
よう、日々良質なお茶をお客様に om/
お届けしています。

㈱ミツワ海老名

静岡市葵区辰起町 茶製造業

㈱むそう商事

大阪市北区西天満

自然食品の輸出入。オーガ
ニック原料・商品の輸出入

ムソー(株)

大阪市中央区大手通

マクロビオティックの考に基づき、
有機食品を主にした自然食品
食品添加物等をできるだけ抑えた http://www.muso.co.jp
の総合問屋
食品の提供

奈良県奈良市

マクロビオティック食品及びお
手当商品の製造販売

静岡市葵区

有機煎茶、ほうじ茶から有機抹
http://www.meiko緑茶製造販売（煎茶・焙茶・抹
茶、粉末茶まで幅広く有機緑茶を
茶・粉末茶）
chagyo.co.jp/
扱っています。

(有)メイリリィ

横浜市都筑区

化粧品製造販売・健康食品販 有機JAS取得のブルガリア産ダマ
売・ブルガリアからの原料輸入 スクローズウォーターを使った調
味料と美容ドリンクの販売
販売

メトロ㈱

山梨県南アルプス市

リキッドアイスコーヒー、リキッド 南アルプスの伏流水を使用。自然 http://www.metoroアイスティ
抽出の本格リキッドコーヒー・紅茶 web.com/

ムソー食品工業㈱

茗広茶業㈱

お客様のニーズに合わせたオー http://www.musoガニック原料・商品を供給します。 intl.co.jp

｢心有る丁寧な製品作り」を合言葉
http://www.musofood.co.j
に、皆様に商品をお届け致しま
p/
す。

http://www.maylily.co.jp

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

㈱森光商店

佐賀県鳥栖市

米、穀物、農産物の加工販売
業（雑穀ブレンド、プチパスタ)

原材料調達、商品開発、自社生産
http://www.morimitsu.co.j
を駆使して、お客様の「価値」づくり
p/
をお手伝いします。

(有)モンテローザファーム

茨城県牛久市

農業（有機水菜・有機リーフレ
タス他）

http://www.monteroza.co.
有機農業による環境負荷の軽減と
jp/pdf/081118MR_nougyo
食の安心と信頼。
u.pdf

㈱野菜くらぶ

群馬県利根郡昭和村

有機野菜の生産団体

環境に優しい、次世代に繋ぐ農業 http://www.yasaiclub.co.j
を目指します。
p

㈱矢野園

京都府綴喜郡宇治田原町

日本茶、製茶卸問屋

天保7年創業以来、緑茶発祥の地
宇治田原より誠実に宇治茶をお届 http://uji-yanoen.com/
けします。

薮崎 正幸

静岡県藤枝市

農園管理から製品が出来るま
昔から静岡県朝比奈地域は京都
で全て当園で行っているから本
の宇治、福岡の八女と並び玉露の http://yabuzaki.co.jp/
物を直接届けます。有機朝比
日本三大地域として有名です。
奈玉露、有機煎茶の取扱い。

㈱ヤマヒサ

香川県小豆郡小豆島町

しょう油、オリーブ油製造

小豆島400年の伝統を受け継ぐ醤
http://www.yama油造りと小豆島特産のオリーブ栽
hisa.co.jp
培と加工品作り。有機醤油製造

（資）山安食料品店

愛知県豊橋市

有機煎茶

有機食品の認証を通じて環境負
荷の軽減と生態系の維持向上に
寄与します。

高品質コーヒーをお客様のニーズ
http://www.unionに応じて様々な形態でお届けいた
coffee.co.jp/index.html
します。

http://www.since1855yamayasu.co.jp

㈱ユニオンコーヒーロースターズ

大阪府茨木市

珈琲の委託焙煎・包装

桑原 誠人（㈱陽光ファーム21）

奈良県宇陀市榛原区

有機農産物の生産及び小分け
圃場に関しては全圃場が有機JAS http://www.yoko及び平飼い卵、鶏肉、鴨肉の
又は転換期間中圃場
farm21.co.jp
生産販売。

㈱吉田号

らでぃっしゅぼーや(株)

「食品は健康のためには安全であ
ることが当然である」ということを
東京都中央区八丁堀 各種農産物輸入。機械の輸出
03-3553-5002
念頭に世界各地から輸入していま
す。
年間約7,000種類の商品を提供
有機低農薬野菜及び無添加食 し、安全で環境に優しい商品を選 http://www.radishbo東京都港区
品等の宅配事業
ぶという持続可能なライフスタイル ya.co.jp
を提案していきます。

会員名

所在地

事業内容・取り扱い品目

セールスポイント

URL (TEL)

リボン食品㈱

大阪市淀川区

有機マーガリンの製造販売

高付加価値な安心安全なオリジナ
http://www.ribbonf.co.jp/
ル商品づくりのお手伝いをします。

(株)ルウラル

東京都渋谷区神宮前

食品の輸入、販売

安心で豊かな食生活を提案し、自
然環境と生産者を守る理想に向 http://www.rurale.co.jp
かっています。

渡辺 奈月（ホールフード・ライフスタイル） 東京都豊島区

ホールフード、オーガニック食品、
オーガニック食品とヘルスケア
ヘルスケアツールの普及と振興活
ツールの輸入・販売（ローナッ
動を通して我々の健康の促進とよ
ツ・ドライフルツ・チョコレート）
り良い世界（環境）に貢献します。

このページは、全ての会員が記載されているわけではありません。賛同していただいた会員に限り紹介しております。

http://www.wholefoodslifestyle.net/

