
有機JAS廃止事業者（2023.2.20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
廃止に係る認証事業者の工場・

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 事業廃止日 備考

イオンアグリ創造㈱ 大分九重農場 大分県玖珠郡九重町野上字滝上向原2852 有機農産物 認証生産行程管理者 121-1 大分県玖珠郡九重町 野上越道2782 JA170117FA-1563-3 2022年11月20日

イオンアグリ創造㈱ 大分臼杵農場 大分県臼杵市野津町野津市2355-2 有機農産物 認証生産行程管理者 116 大分県臼杵市前河内栗迫・後久保

2298,2299

JA170117FA-1489-2 2022年11月30日

㈱松音商会 奈良県大和郡山市北郡山町63-2 有機農産物 認証小分け業者 ㈱松音商会 奈良県大和郡山市北郡山町63-2 JM010831PC-0923-0 2022年11月30日

日本有機㈱ 岡山県岡山市北区下石井2-3-8 有機農産物 認証生産行程管理者 日本有機㈱

三庫農場

岐阜県郡上市和良町三庫1799-1 JN211224FA-1798 2022年12月1日

日本有機㈱ 岡山県岡山市北区下石井2-3-8 有機加工食品 認証生産行程管理者 日本有機㈱

三庫農場

岐阜県郡上市和良町三庫1799-1 JN211224PR-1799 2022年12月1日

大連千世隆経貿有限公司 中国遼寧省大連市中山区友好路211号商務特区

1704室

有機農産物 認証外国小分け業者 大连千世隆经贸有限公司 　　加工厂 中国辽宁省大连市甘井子区新水泥路2

号友谊国储库S2号库

JD170920PC-1493-1 2022年12月2日

ASOCIACIÓN SOSTENIBLE DE CAF

É DE GUATEMALA-ONG

10 calle 8-41 zona 1 Chiantla,

Huehuetenango, Guatemala

有機農産物 認証外国生産行程管理者 Telesforo Itzep utuy Xix JA220708FA-1832 2022年12月8日

内蒙古科沁万佳食品有限公司 中国内蒙古自治区烏蘭浩特工業経済開発区中央

大路11号

有機農産物 認証外国生産行程管理者 WJ-20 中国内蒙古自治区興安盟科右中旗代

欽塔拉蘇木

JM000710-FA0091-2 2022年12月13日

㈱ファーマインド 長野センター 長野県長野市市場3-3 有機農産物 認証小分け業者 ㈱ファーマインド 長野センター 長野県長野市市場3-3 JF201031PC-1751 2022年12月18日

堀込 理 群馬県富岡市下高尾554-1 有機農産物 認証生産行程管理者 堀込 理 3 群馬県富岡市下高尾553 JM991105FA-0018-1 2022年12月20日

(株)サンパック 大阪府大阪市城東区関目2-11-6 有機加工食品 認証小分け業者 (株)サンパック 大阪府大阪市城東区関目2-11-6 JS150311PC-1326-0 2022年11月10日

福田龍(株)　奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 有機農産物 認証輸入業者 福田龍(株)　奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 JF201130TR-1754 2022年8月31日

福田龍(株)　奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 有機加工食品 認証輸入業者 福田龍(株)　奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 JF201130TR-1755 2022年8月31日

河南大紫丫農業発展有限公司（旧

河南煜阳农业发展有限公司）

中国河南省郑州市惠济区农业高新技术产业示范

区

有機農産物 認証外国生産行程管理者
YY-02他

中国河南省郑州市惠济区黄河滩区东

滩区他
JH190208FA-1624-0 2022年2月10日

黒龍江董氏兄弟農業開発集団有限公

司

中国黒龍江省綏棱県繁華大街360号 有機加工食品 認証外国生産行程管理者 黒龍江董氏兄弟農業開発集団有限公

司
中国黒龍江省綏棱県繁華大街360号 JH171208PR-1527-0 2022年4月21日

黒龍江董氏兄弟農業開発集団有限公

司

中国黒龍江省綏棱県繁華大街360号 有機農産物 認証外国生産行程管理者
１　他

黒龍江省綏化市綏棱県四海店鎮董氏

農庄（元海鷹部隊所在地）
JH171208FA-1526-0 2022年4月21日

青島東魯生態農業有限公司 中国山東省青島莱西市南別荘鎮 有機農産物 認証外国生産行程管理者
A区

中国山東省青岛莱西市南墅镇榛子沟

村
JA210403FA-1772 2022年2月10日

山東欧楽食品有限公司 中国山东省枣庄市山亭区新源北路66 号 有機加工食品 認証外国生産行程管理者
山東欧楽食品有限公司

中国山东省枣庄市山亭区新源北路66

号
JS200828PR-1728 2022年2月10日

青島新漢邦食品有限公司 中国青島市出口食品加工区度南村 有機農産物 認証外国生産行程管理者 603他 中国青島平度市南村鎮北海路２号他 JQ171107FA-1514-0 2018年10月26日

青島新漢邦食品有限公司 中国青島市出口食品加工区度南村 有機加工食品 認証外国生産行程管理者 青島新漢邦食品有限公司 中国青島市出口食品加工区度南村 JQ171107PR-1515-0 2018年10月26日

ロシア家禾農業発展有限会社
ロシア浜海辺疆区,烏蘇里市,呉里茨城街7号,4号

室
有機農産物

認証外国生産行程管理者
SY1-01 他

Oktyabrsk Rayon/Primorsky Krai  

他
JR211022FA-1792

2022年9月30日

㈱大井川茶園 静岡県焼津市上新田685-1 有機加工食品 認証生産行程管理者 MATCHA工場 静岡県焼津市上新田685-1 JO191122PR-1685 2022年8月18日

(株)WAND 青森県十和田市東十二番町18-31 有機農産物 認証生産行程管理者 圃場1(家の畑) 青森県十和田市相坂字白上126-12 JI000828FA-1740 2022年8月31日

オーサワジャパン株式会社　東日本

物流センター
埼玉県さいたま市南区曲本1-18-8 有機農産物 認証輸入業者

オーサワジャパン株式会社　東日本

物流センター
埼玉県さいたま市南区曲本1-18-8 JO121120TR-1218-0 2022年9月7日

オーサワジャパン株式会社　東日本

物流センター
埼玉県さいたま市南区曲本1-18-8 有機加工食品 認証輸入業者

オーサワジャパン株式会社　東日本

物流センター
埼玉県さいたま市南区曲本1-18-8 JO121120TR-1219-0 2022年9月7日

㈱太洋社 岐阜県本巣郡北方町北方148-1 有機農産物 認証生産行程管理者 第一圃場 岐阜県郡上市和良町横野944-1 JT201016FA-1743 2022年9月30日

㈱太洋社 岐阜県本巣郡北方町北方148-1 有機加工食品 認証生産行程管理者 乾燥室 岐阜県郡上市和良町横野919 JT201016PR-1744 2022年9月30日

㈱ハルカインターナショナル 岐阜県郡上市和良町横野919 有機農産物 認証生産行程管理者 １１号 岐阜県郡上市和良町横野919 JH091020FA-1093-0 2022年8月1日

㈱ハルカインターナショナル 岐阜県郡上市和良町横野919 有機加工食品 認証生産行程管理者 ㈱ハルカインターナショナル 岐阜県郡上市和良町横野919 JH091020PR-1094-0 2022年8月1日

㈱シイカトウ 宮崎県小林市野尻町東麓2819-8 有機加工食品 認証生産行程管理者 ㈱シイカトウ工場 宮崎県小林市野尻町東麓中尾2819-8 JS170516PR-1464-0 2022年7月26日

掛川市農業協同組合 静岡県掛川市千羽100-1
有機加工食品

認証生産行程管理者

掛川市農業協同組合 静岡県掛川市千羽100-1 JK201002PR-1741 2022年4月14日

ひかり味噌飯島グリーン工場(株) 長野県上伊那郡飯島町田切1145-8
有機加工食品

認証生産行程管理者

ひかり味噌飯島グリーン工場(株) 長野県上伊那郡飯島町田切1145-8 JH001020PR-1204-0 2022年5月31日

㈱九州むらせ　福岡工場 福岡県小郡市上岩田565-15 有機農産物 認証小分け業者 ㈱九州むらせ　福岡工場 福岡県小郡市上岩田565-15 JG020530PC-0534-1 2022年7月7日

農事組合法人　五明茶業組合 静岡県掛川市五明431 有機農産物

認証生産行程管理者

農事組合法人　五明茶業組合 静岡県掛川市五明431 JG210412FA1775 2022年4月14日



有機JAS廃止事業者（2023.2.20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
廃止に係る認証事業者の工場・

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 事業廃止日 備考

富士宮農業協同組合 静岡県富士宮市外神163-1 有機農産物

認証生産行程管理者

富士宮農業協同組合 静岡県富士宮市外神163-1 JF160412FA-1387-0 2022年6月5日

JAふじ伊豆富士

宮有機栽培茶研

究会として認証

黑龙江董氏兄弟农业开发集团有限公司 中国黑龙江省绥棱县繁华大街360号 有機農産物 認証外国生産行程管理者 黑龙江董氏兄弟农业开发集团有限公司 中国黑龙江省绥棱县繁华大街360号 JH171208FA-1526-0 2022年4月21日

黑龙江董氏兄弟农业开发集团有限公司 中国黑龙江省绥棱县繁华大街360号
有機加工食品

認証外国生産行程管理者 黑龙江董氏兄弟农业开发集团有限公司 中国黑龙江省绥棱县繁华大街360号 JH171208PR-1527-0 2022年4月21日

Cooperativa Multiactiva de

Producción Carlos Pfannl Ltda.

Colonia Carlos Pfannl – Distrito de

Independencia, Guairá, Paraguay
有機農産物

認証外国生産行程管理者
01PC01 Chavez Silvero Francisco Carlos Pfannl JC211229FA-1800 2022年7月1日

COOPERATIVA AGRARIA

CAFETALERA LA FLORIDA

Jr. 09 DE DICIEMBRE S/N PICHANAQUI,

CHANCHAMAYO, JUNIN　PERÚ
有機農産物

認証外国生産行程管理者

COOPERATIVA AGRARIA

CAFETALERA LA FLORIDA

Jr. 09 DE DICIEMBRE S/N

PICHANAQUI, CHANCHAMAYO,

JUNIN　PERÚ

JL211126FA-1797 2022年7月7日


