有機JAS廃止事業者（2022.5.10時点）

廃止に係る認証事業者の氏名

(有)モンテローザファーム

廃止に係る認証事業者の住所

忍野村農場 山梨県南都留郡忍野村忍草鶴ヶ池1617-1

廃止に係る認証事業者の工場・

廃止に係る農林物資種類

廃止に係る認証区分名

有機農産物

生産行程管理者

(有)モンテローザファーム

圃場の名称

廃止に係る認証事業者の工場・圃場の住所廃止に係る認証事業者番号

忍野村農場 山梨県南都留郡忍野村忍草鶴ヶ池1617-1

堺事業所

事業廃止日

JM091112FA-1254-1

2021年3月31日

大阪府堺市堺区神南辺町5-152

JD180921PC-1579-0

2021年4月27日

大日本明治製糖㈱ 堺事業所

大阪府堺市堺区神南辺町5-152

有機農産物

小分け業者

大日本明治製糖㈱

尾張製粉㈱

本社工場

愛知県半田市成岩本町1-70

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

尾張製粉㈱

本社工場

愛知県半田市成岩本町1-70

JH001122PR-0214-4

2021年5月31日

㈱黒木本店

甦る大地の会

宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋 776

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

㈱黒木本店

甦る大地の会

宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋 776

JK050405PR-1355-0

2021年4月30日

㈱純正食品マルシマ

広島県尾道市東尾道9-2

有機加工食品(有機農産物加工食品)

小分け業者

㈱純正食品マルシマ

広島県尾道市東尾道9-2

JM80202PC-0634-0

2021年7月28日

株式会社 小栗農園

静岡県牧之原市新庄2090-3,4

有機加工食品(有機農産物加工食品)

小分け業者

株式会社 小栗農園

静岡県牧之原市新庄2090-3,4

JO070629PC-1052-0

2021年8月12日

袴狭農事組合法人

兵庫県豊岡市出石町袴狭1223

有機農産物

生産行程管理者

袴狭農事組合法人

兵庫県豊岡市出石町袴狭1223

JF090915FA-1194-3

2021年4月28日

KAWANE抹茶㈱

静岡県島田市川根町家山2339

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

KAWANE抹茶㈱

静岡県島田市川根町家山2339

JK160517PR-1395-0

2021年3月30日

(有)カリテ・エ・プリ

大阪府大阪市鶴見区今津北3-9-17

有機加工食品(有機農産物加工食品)

小分け業者

(有)カリテ・エ・プリ

石井倉庫

大阪府大阪市鶴見区今津北3-9-17

JQ120321PC-1456-0

2021年3月30日

(有)カリテ・エ・プリ

大阪府大阪市鶴見区今津北3-9-17

有機加工食品(有機農産物加工食品)

輸入業者

(有)カリテ・エ・プリ

石井倉庫

大阪府大阪市鶴見区今津北3-9-17

JQ120321TR-1187-0

2021年4月23日

㈱宇治香園

京都府木津川市山城町上狛西下60

有機農産物

生産行程管理者

㈱宇治香園

京都府木津川市山城町上狛西下60

JU990319FA-0085-0

2021年9月15日

㈱倖梅

和歌山県日高郡みなべ町晩稲1225-1

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

㈱倖梅

和歌山県日高郡みなべ町晩稲1225-1

JM80408PR-0451-11

2021年9月29日

㈱新日本科学

鹿児島県指宿市東方5000

有機農産物

生産行程管理者

㈱新日本科学

鹿児島県指宿市東方5000

JN200710FA-1722

2021年9月15日

㈱新日本科学

鹿児島県指宿市東方5000

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

㈱新日本科学

鹿児島県指宿市東方5000

JN200710PR-1721

2021年9月15日

農事組合法人

東邦農園

静岡県島田市川根町家山2339

有機農産物

生産行程管理者

農事組合法人

東邦農園

静岡県島田市川根町家山2339

JT140613FA-1299-0

2021年3月31日

株式会社真田

本社工場

京都府宇治市槇島町目川21番地

有機加工食品(有機農産物加工食品)

小分け業者

株式会社真田

本社工場

京都府宇治市槇島町目川21番地

JS120126PC-1629-0

2021年12月1日

株式会社真田

本社工場

京都府宇治市槇島町目川21番地

有機農産物

小分け業者

株式会社真田

本社工場

京都府宇治市槇島町目川21番地

JS120126PC-1630-0

2021年12月1日

JS200129PC-1696

2021年7月8日

JB170908TR-1668-0

2021年9月30日

京都府京丹後市大宮町森本小字大谷
株式会社真田

京丹後工場

4051-3

ビュー東京304

施設変更のため

京都府京丹後市大宮町森本小字大谷
有機加工食品(有機農産物加工食品)

小分け業者

株式会社真田

京丹後工場

東京都港区港南5-1-4スカイクレスト
㈱ビルドブリッジ A

備考

4051-3

小分け業務を生産行程管理者に統合のため

東京都港区港南5-1-4スカイクレスト
有機加工食品(有機農産物加工食品)

輸入業者

㈱ビルドブリッジ

京都府綴喜郡宇治田原町大字南小字並木

A

ビュー東京304
京都府綴喜郡宇治田原町大字南小字並木

(株)矢野園

3

有機加工食品(有機農産物加工食品)

小分け業者

(株)矢野園

3

JY110419PC-1312-0

2021年12月22日

石田 正春

奈良県奈良市都祁白石町3001

有機農産物

生産行程管理者

石田

奈良県奈良市都祁白石町3001

JI181005FA-1583-0

2021年11月28日

正春

Bosques de Alisos N° 45-A, 2° piso,

Bosques de Alisos N 45-A 2do

Agroindustrias Unidas de México S.A.

Bosques de Las Lomas, CP 05210 Mé

Agroindutrias Unidas de Mexico S.A. de piso,Bosques de las Lomas,CP 05210

de C.V. (AMSA)

xico D.F., México

有機農産物

外国小分け業者

C.V.(AMSA)

Mexico D.F.Mexico

JA180904PC-1578-0

2021年12月9日

㈱築地大松

東京都中央区築地6-26-1E-12

有機農産物

小分け業者

㈱築地大松

東京都中央区築地6-26-1E-12

JS000828PC-1478-64

2021年1月21日

小分け業務を生産行程管理者に統合のため

有機JAS廃止事業者（2022.5.10時点）

廃止に係る認証事業者の氏名

廃止に係る認証事業者の住所

廃止に係る農林物資種類

廃止に係る認証区分名

火乃国食品工業㈱

熊本県宇城市小川町南小川454

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

㈱遠藤製餡

東京都東村山市久米川町5-36-5

有機加工食品(有機農産物加工食品)

東村山工場

丸山 玄太郎（自家焙煎

イブリック） 広島県大竹市新町1-1-11

平野茶農業協同組合

静岡県静岡市葵区平野2288

廃止に係る認証事業者の工場・

廃止に係る認証事業者の工場・圃場の住所廃止に係る認証事業者番号

事業廃止日

火乃国食品工業㈱

熊本県宇城市小川町南小川454

JH030812PR-0649-0

2021年7月22日

小分け業者

㈱遠藤製餡

東京都東村山市久米川町5-36-5

JE000912PC-0600-0

2022年2月17日

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

丸山

JI070417PR-0979-0

2021年11月6日

有機農産物

生産行程管理者

平野茶農業協同組合

JM90501G-0236-2

2022年3月31日

JK020425PC-0528-0

2022年2月28日

JI070417PR-1794

2022年3月31日

JM091112FA-1564-2

2022年3月31日

圃場の名称

東村山工場

玄太郎（自家焙煎

イブリック） 広島県大竹市新町1-1-11

静岡県静岡市葵区平野2288

神奈川県横浜市中区山下町279-1 山下埠
川西倉庫㈱ 京浜支店 山下営業所

丸山

頭内

真弘（自家焙煎 イブリック）広島県大竹市新町1-1-11

神奈川県横浜市中区山下町279-1 山下埠
有機農産物

小分け業者

川西倉庫㈱

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

丸山

京浜支店 山下営業所

姫路農場

アリス102号

兵庫県姫路市林田町六九谷673 ハイム
有機農産物

生産行程管理者

(有)モンテローザファーム

姫路農場

international Highway exit to San pedro
Coffee Planet Corporation S.A. de C.V

Sula Cortes honduras

頭内

真弘（自家焙煎 イブリック）広島県大竹市新町1-1-11

兵庫県姫路市林田町六九谷673 ハイム
(有)モンテローザファーム

備考

アリス102号
international Highway exit to San pedro

有機農産物

外国小分け業者

Coffee Planet Corporation S.A. de C.V

Barrio Miraﬂores、Ciudad Santa Rosa

Sula Cortes honduras

JC170721PC-1481-0

2022年1月21日

Barrio Miraﬂores、Ciudad Santa Rosa

de Copan, Departament de Copan,

de Copan, Departament de Copan,

Honduran Quality Coffee S de RL

Honduras

有機農産物

外国生産行程管理者

Honduran Quality Coffee S de RL

Honduras

JC170721FA-1482-1

2022年1月21日

池田 義輝（正義園）

宮崎県小林市北西方3559

有機農産物

生産行程管理者

池田

義輝（正義園）

宮崎県小林市北西方3559

JI180330FA-1548-0

2022年3月14日

池田 義輝（正義園）

宮崎県小林市北西方3559

有機加工食品(有機農産物加工食品)

生産行程管理者

池田

義輝（正義園）

宮崎県小林市北西方3559

JI210315PR-1770

2022年3月14日

㈱正義園として認証
㈱正義園として認証

