
有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES

DE QUINUA

Calle Loayza N° 233, Edificio Mariscal de

Ayacucho,Piso 13, Of. 1311, La Paz Bolivia

外国生産行程管理者 有機農産物 MAMANI VALERIANO MILAN ANCOYO - 101 – COPROQUIR-C JA221127FA-1847 2022年11月27日

BON CAFÉ S.A. DE C.V.
Boulevard Del Sur, Klm. 3, Zona Industrial El

Cacao, San Pedro Sula, Cortes, Honduras,CA
外国生産行程管理者

有機農産物 BON CAFÉ S.A. DE C.V.
Boulevard Del Sur, Klm. 3, Zona Industrial El

Cacao, San Pedro Sula, Cortes, Honduras,CA
JB210720FA-1780-0 2021年7月20日

Cooperativa de Servicios Múltiples Aprocassi
Avenida Mariano Melgar N° 405 San Ignacio,

Cajamarca, Perú
外国生産行程管理者

有機農産物 Cooperativa de Servicios Múltiples Aprocassi
Avenida Mariano Melgar N° 405 San Ignacio,

Cajamarca, Perú
JA211025FA-1791 2021年10月25日

C.A.C. "CASIL" Ltda.

Av. San Ignacio Nº 625, San Ignacio, Cajamarca,

Perú 外国生産行程管理者 有機農産物 C.A.C. "CASIL" Ltda.

Av. San Ignacio Nº 625, San Ignacio, Cajamarca,

Perú JC170425FA-1457-0 2017年4月25日

C.A.C.MARANURA LTDA.No.129

Av. Edgar de La Torre S/N, Quillabamba, Santa

Ana, La Convencíon, Cusco, Perú 外国生産行程管理者 有機農産物 C.A.C.MARANURA LTDA.No.129

Av. Edgar de La Torre S/N, Quillabamba, Santa

Ana, La Convencíon, Cusco, Perú JM170425FA-1458-0 2017年4月25日

CAC José Olaya Ltda. N˚252

Av Edgar de La Torre No. 232, Quillabamba, Cusco,

Perú 外国生産行程管理者 有機農産物 CAC José Olaya Ltda. N˚252

Av Edgar de La Torre No. 232, Quillabamba, Cusco,

Perú JJ170310FA-1441-0 2017年3月10日

CAFÉS DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS SAPI DE

CV

Avenida Puerto Chiapas Manzana 3.Lotes2,3,4y5.

Recinto Fiscalizado Estratégico, Chiapas, México 外国生産行程管理者 有機加工食品

CAFÉS DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS SAPI DE

CV

Avenida Puerto Chiapas Manzana 3.Lotes2,3,4y5.

Recinto Fiscalizado Estratégico, Chiapas, México JC171027PR-1500-0 2017年10月27日

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES

CENFROCAFE PERU

CALLE RIO CHUNCHUCA S/N - SECTOR EL

HUITO-DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA DE

JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PERU

外国生産行程管理者 有機農産物 Planta de Proceso-Trillado
Sector Santa Rosa de Shanango S/N-

Bellavista-Jaen-Cajamarca
JC220918FA-1838 2022年9月18日

COCLA LTDA.N˚281

Av. Edgar de la Torre Nº 1353 Quillabamba, La

Convención Cusco, Perú 外国生産行程管理者 有機農産物 COCLA LTDA.N˚281

Av. Edgar de la Torre Nº 1353 Quillabamba, La

Convención Cusco, Perú JC180424FA-1561-0 2018年4月24日

FUPAROCA,Inc.

Calle Luperón Esq.La Cruz,San Francisco de

Macoris,Republica Dominicana 外国生産行程管理者 有機農産物 FUPAROCA,Inc.

Calle Luperón Esq.La Cruz,San Francisco de

Macoris,Republica Dominicana JF201006FA-1738-0 2020年10月6日

ISMAM

Carretera Huixtla-Motozintla Km. 5 Beneficio

ISMAM.Tuzantan,Chiapas,Mexico 外国生産行程管理者 有機農産物 ISMAM

Carretera Huixtla-Motozintla Km. 5 Beneficio

ISMAM.Tuzantan,Chiapas,Mexico JI160816FA-1411-0 2016年8月16日

Cooperativa de Producción Agroindustrial Manduvir

á Ltda.

Las Palmas 627 y Fidél Maíz, Arroyos y Esteros,

Cordillera, Paraguay 外国生産行程管理者 有機農産物

Cooperativa de Producción Agroindustrial Manduvir

á Ltda.

Las Palmas 627 y Fidél Maíz, Arroyos y Esteros,

Cordillera, Paraguay JM180306FA-1545-0 2018年3月6日

Cooperativa de Producción Agroindustrial Manduvir

á Ltda.

Las Palmas 627 y Fidél Maíz, Arroyos y Esteros,

Cordillera, Paraguay 外国生産行程管理者 有機加工食品

Cooperativa de Producción Agroindustrial Manduvir

á Ltda.

Las Palmas 627 y Fidél Maíz, Arroyos y Esteros,

Cordillera, Paraguay JM180306PR-1546-0 2018年3月6日

Perales Huancaruna SAC Km.3.5 carretera Chiclayo-Lambayeque Peru 外国生産行程管理者 有機農産物 Perales Huancaruna SAC Km.3.5 carretera Chiclayo-Lambayeque Peru JP171222FA-1533-0 2017年12月22日

PRONATUR SAC

Mz. K Parrque Industrial – Chiclayo – Lambayeque

– PERU 外国生産行程管理者 有機農産物 PRONATUR SAC

Mz. K Parrque Industrial – Chiclayo – Lambayeque

– PERU JP181101FA-1588-0 2018年11月1日
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PROASSA - CECANOR TORRES PAZ # 338 - CHICLAYO PERU 外国生産行程管理者 有機農産物 ADAN MONDRAGON PAREDES AGUA AZUL JP230113FA-1864

Rizek Cacao, S.A.S

 Prolongación Av.27 de Febrero, Alameda 1762 ,

Santo Domingo, República Dominicana 外国小分け業者 有機農産物 Rizek Cacao, S.A.S

 Prolongación Av.27 de Febrero, Alameda 1762 ,

Santo Domingo, República Dominicana JR201006PC-1739-0 2020年10月6日

安庆谷润农产品有限责任公司 中国安徽省安庆市迎江区长风乡长风工业园 外国生産行程管理者 有機農産物 安庆谷润农产品有限责任公司 中国安徽省安庆市迎江区长风乡长风工业园 JA181106FA-1590-0 2018年11月6日

荣成市副食品有限公司 中国山东省荣成市龙河北路88号 外国生産行程管理者 有機農産物 荣成市副食品有限公司 中国山东省荣成市龙河北路88号 JE001114FA-0115-0 2007年2月8日

荣成市副食品有限公司 中国山东省荣成市龙河北路88号 外国生産行程管理者 有機加工食品 荣成市副食品有限公司 中国山东省荣成市龙河北路88号 JE001114PR-1039-0 2008年4月10日

河北栗源食品有限公司 中国河北省唐山市遵化市通华西街 外国生産行程管理者 有機農産物 河北栗源食品有限公司 中国河北省唐山市遵化市通华西街 JJ050607FA-0826-0 2007年9月13日

河北栗源食品有限公司 中国河北省唐山市遵化市通华西街 外国生産行程管理者 有機加工食品 河北栗源食品有限公司 中国河北省唐山市遵化市通华西街 JJ050607PR-0827-0 2007年9月13日

黑龙江省宝堂贸易有限公司 中国黑龙江哈尔滨市嵩山路31号 外国生産行程管理者 有機農産物 黑龙江省宝堂贸易有限公司 中国黑龙江哈尔滨市嵩山路31号  JH121113FA-1220-0 2015年11月13日

黑龙江省牡丹江农垦新都饲料有限公司兴凯分公司

中国黑龙江省鸡西市密山市八五一一农场东2-1区144

栋 外国生産行程管理者

有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程

を経たものに限る) 黑龙江省牡丹江农垦新都饲料有限公司兴凯分公司

中国黑龙江省鸡西市密山市八五一一农场东2-1区144

栋 JH170920TR-1492-1 2017年9月20日

云阳芸山农业开发有限公司 中国重庆市云阳县青龙街道滨江路599号1幢1-1-5 外国生産行程管理者 有機農産物 云阳芸山农业开发有限公司 中国重庆市云阳县青龙街道滨江路599号1幢1-1-5 JY191206FA-1689 2019年12月6日

云阳芸山农业开发有限公司 中国重庆市云阳县青龙街道滨江路599号1幢1-1-5 外国生産行程管理者 有機加工食品 云阳芸山农业开发有限公司 中国重庆市云阳县青龙街道滨江路599号1幢1-1-5 JY191206PR-1690 2019年12月6日

四洲（河北）食品有限公司 （西院と東院） 中国河北省遵化市马兰峪镇 外国生産行程管理者 有機加工食品 四洲（河北）食品有限公司 （西院と東院） 中国河北省遵化市马兰峪镇 JS130726PR-1255-0 2013年7月26日

青龙满族自治县百峰贸易有限公司

中国河北省秦皇島市青龍満族自治県肖営子鎮五指山

村 外国生産行程管理者 有機農産物 青龙满族自治县百峰贸易有限公司

中国河北省秦皇島市青龍満族自治県肖営子鎮五指山

村 JM121113FA-1216-0 2012年11月13日

遵化市广汇食品有限公司 中国河北省遵化市石门镇周家村村东 外国生産行程管理者 有機農産物 遵化市广汇食品有限公司 中国河北省遵化市石门镇周家村村东 JJ191002FA-1670 2019年10月2日

遵化市广汇食品有限公司 河北省遵化市石门镇周家村村东 外国生産行程管理者 有機加工食品 遵化市广汇食品有限公司 河北省遵化市石门镇周家村村东 JJ191002PR-1671 2019年10月2日

承德神栗食品股份有限公司 中国河北省承德市宽城满族自治县宽城镇北局子村 外国生産行程管理者 有機農産物 承德神栗食品股份有限公司 中国河北省承德市宽城满族自治县宽城镇北局子村 JS080229FA-1037-0 2008年2月29日
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承德神栗食品股份有限公司 中国河北省承德市宽城满族自治县宽城镇北局子村 外国生産行程管理者 有機加工食品 承德神栗食品股份有限公司 中国河北省承德市宽城满族自治县宽城镇北局子村 JS080229PR-1038-0 2011年12月16日

内蒙古科沁万佳食品有限公司

中国内蒙古兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大

路11号 外国生産行程管理者 有機加工食品 内蒙古科沁万佳食品有限公司

中国内蒙古兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大

路11号 JM000710PR-1208-3 2012年9月28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号外国生産行程管理者 有機農産物 WJ-HR-1

哈日道卜農場

内蒙古興安盟科右中旗巴彦呼舒鎮哈日道卜嘎查 JM221218PR-1854 2022年12月18日

潍坊晟源和食品有限公司 中国山东省潍坊市安丘经济开发区黄山西街1号 外国生産行程管理者 有機農産物 潍坊晟源和食品有限公司 中国山东省潍坊市安丘经济开发区黄山西街1号 JW200310FA-1701 2020年3月10日

潍坊晟源和食品有限公司 中国山东省潍坊市安丘经济开发区黄山西街1号 外国生産行程管理者 有機加工食品 潍坊晟源和食品有限公司 中国山东省潍坊市安丘经济开发区黄山西街1号 JW200310PR-1702 2020年3月10日

苍梧六堡茶业有限公司 中国广西省梧州市苍梧县六堡镇大中村官营坪 外国生産行程管理者 有機農産物 苍梧六堡茶业有限公司 中国广西省梧州市苍梧县六堡镇大中村官营坪   JC170328FA-1445-0 2017年3月28日

苍梧六堡茶业有限公司 中国广西省梧州市苍梧县六堡镇大中村官营坪 外国生産行程管理者 有機加工食品 苍梧六堡茶业有限公司 中国广西省梧州市苍梧县六堡镇大中村官营坪 JC180511PR-1560-0 2018年5月11日

青龍満族自治県百峰貿易有限公司
中国河北省秦皇島市青龍満族自治県肖営子鎮五

指山村
外国生産行程管理者

有機農産物 01
河北省秦皇島市青龍満族自治県肖営子鎮王子店

村
JM121113FA-1216-1 2022年4月22日

泰安市栗欣源工贸有限公司 中国山东省泰安市岱岳区下港镇赵峪村 外国生産行程管理者 有機加工食品 泰安市栗欣源工贸有限公司 中国山东省泰安市岱岳区下港镇赵峪村 JK130326PR-1231-0 2013年3月26日

泰安市栗欣源工贸有限公司 中国山东省泰安市岱岳区下港镇赵峪村 外国生産行程管理者 有機農産物 泰安市栗欣源工贸有限公司 中国山东省泰安市岱岳区下港镇赵峪村 JT111028FA-1165-0 2011年10月28日

通化江達米業有限公司 中国吉林省通化市通化県西江鎮西江村 外国生産行程管理者 有機農産物 通化江達米業有限公司 中国吉林省通化市通化県西江鎮西江村 JT210403FA-1773 2021年4月3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室外国小分け業者 有機農産物 LQJ-1 黒龍江省濃江農場第一作業区 JD170920PC-1849 2022年12月2日

大连千世隆经贸有限公司

中国辽宁省大连市中山区友好路211号 商务特区1704

室 外国生産行程管理者 有機農産物 大连千世隆经贸有限公司

中国辽宁省大连市中山区友好路211号 商务特区1704

室 JD171027FA-1501-0 2017年10月27日

天津吉田号食品有限公司

中国天津市塘沽区塘沽海洋高新技術開発区黄山道51

号 外国小分け業者 有機農産物 天津吉田号食品有限公司

中国天津市塘沽区塘沽海洋高新技術開発区黄山道51

号 JY71022PC-0491-9 2007年4月17日

青岛朝日食品有限公司 中国山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处别家村西 外国生産行程管理者 有機農産物 青岛朝日食品有限公司 中国山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处别家村西 JT030828FA-0668-0 2007年2月8日

青岛朝日食品有限公司 中国山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处别家村西 外国生産行程管理者 有機加工食品 青岛朝日食品有限公司 中国山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处别家村西 JT030828PR-0669-0 2007年2月8日
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唐山华日美食品有限公司 中国河北省唐山市遵化市文化北路158号 外国生産行程管理者 有機農産物 唐山华日美食品有限公司 中国河北省唐山市遵化市文化北路158号 JT161111FA-1423-0 2016年11月11日

唐山华日美食品有限公司 中国河北省唐山市遵化市文化北路158号 外国生産行程管理者 有機加工食品 唐山华日美食品有限公司 中国河北省唐山市遵化市文化北路158号 JT161111PR-1424-0 2016年11月11日

唐山市美客多食品股份有限公司

中国河北省唐山市遵化市工业园区（堡子店遵京公路

北侧） 外国生産行程管理者 有機農産物 唐山市美客多食品股份有限公司

中国河北省唐山市遵化市工业园区（堡子店遵京公路

北侧） JK191122FA-1683 2019年11月22日

唐山市美客多食品股份有限公司

中国河北省唐山市遵化市工业园区（堡子店遵京公路

北侧） 外国生産行程管理者 有機加工食品 唐山市美客多食品股份有限公司

中国河北省唐山市遵化市工业园区（堡子店遵京公路

北侧） JK191122PR-1684 2019年11月22日

唐山珍珠甘栗食品有限公司 中国河北省遵化市文化北路158号 外国生産行程管理者 有機農産物 唐山珍珠甘栗食品有限公司 中国河北省遵化市文化北路158号 JT050930FA-0859-0 2007年1月26日

唐山珍珠甘栗食品有限公司 中国河北省遵化市文化北路158号 外国生産行程管理者 有機加工食品 唐山珍珠甘栗食品有限公司 中国河北省遵化市文化北路158号 JT050930PR-0860-0 2007年1月26日

唐山尚禾谷板栗发展有限公司 中国河北省唐山市迁西县白庙子乡翻鞍寨村南侧 外国生産行程管理者 有機農産物 唐山尚禾谷板栗发展有限公司 中国河北省唐山市迁西县白庙子乡翻鞍寨村南侧 JT210105FA-1759 2021年1月5日

唐山尚禾谷板栗发展有限公司 中国河北省唐山市迁西县白庙子乡翻鞍寨村南侧 外国生産行程管理者 有機加工食品 唐山尚禾谷板栗发展有限公司 中国河北省唐山市迁西县白庙子乡翻鞍寨村南侧 JT210105PR-1760 2021年1月5日

唐山本物食品有限公司 中国河北省唐山市迁西县东荒峪镇大寨村西南 外国生産行程管理者 有機農産物 唐山本物食品有限公司 中国河北省唐山市迁西县东荒峪镇大寨村西南 JT160226FA-1376-0 2016年2月26日

唐山本物食品有限公司 中国河北省唐山市迁西县东荒峪镇大寨村西南 外国生産行程管理者 有機加工食品 唐山本物食品有限公司 中国河北省唐山市迁西县东荒峪镇大寨村西南 JT160226PR-1377-0 2016年2月26日

福建哈龙峰茶业有限公司 中国福建省漳州市华安県仙都镇市后村市上88号 外国生産行程管理者 有機農産物 福建哈龙峰茶业有限公司 中国福建省漳州市华安県仙都镇市后村市上88号 JF151218FA-1361-0 2015年12月18日

福建哈龙峰茶业有限公司 中国福建省漳州市华安県仙都镇市后村市上88号 外国生産行程管理者 有機加工食品 福建哈龙峰茶业有限公司 中国福建省漳州市华安県仙都镇市后村市上88号 JF151218PR-1362-0 2015年12月18日

罗定市丰智昌顺科技有限公司 中国广东省云浮市罗定市沿江一路46号 外国生産行程管理者 有機農産物 罗定市丰智昌顺科技有限公司 中国广东省云浮市罗定市沿江一路46号 JR081024FA-1061-0 2008年10月24日

華池県甘農生物科学技術有限公司 甘粛省慶陽市華池県城南新区

外国生産行程管理者

有機農産物 華池県甘農生物科学技術有限公司 甘粛省慶陽市華池県城南新区 JH220326FA-1814 2022年3月26日

華池県甘農生物科学技術有限公司 甘粛省慶陽市華池県城南新区

外国生産行程管理者

有機加工食品 華池県甘農生物科学技術有限公司 甘粛省慶陽市華池県城南新区 JH220326PR-1815 2022年3月26日

(株)藍 鹿児島県南九州市頴娃町上別府3098 生産行程管理者 有機農産物 (株)藍 鹿児島県南九州市頴娃町上別府3098 JN010228FA-1381-2 2016年4月12日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(株)藍 鹿児島県南九州市頴娃町上別府3098 生産行程管理者 有機加工食品 (株)藍 鹿児島県南九州市頴娃町上別府3098 JN010228PR-1382-3 2016年3月15日

(株)アイエー・フーズ 群馬県富岡市南蛇井152 生産行程管理者 有機加工食品 (株)アイエー・フーズ 群馬県富岡市南蛇井152 JI190531PR-1650 2019年5月31日

あいづ有機農法生産組合 福島県会津若松市神指町榎木檀55 生産行程管理者 有機農産物 あいづ有機農法生産組合 福島県会津若松市神指町榎木檀55 JS000828FA-0153-34 2006年8月22日

青栁　浩史 栃木県真岡市小林131 生産行程管理者 有機農産物 青栁　浩史 栃木県真岡市小林131 JA171215FA-1529-0 2017年12月15日

イオントップバリュ㈱ 千葉県千葉市美浜区中瀬1-4イオンタワーアネックス 輸入業者 有機加工食品 イオントップバリュ㈱ 千葉県千葉市美浜区中瀬1-4イオンタワーアネックス JA140725TR-1304-0 2014年7月25日

イオントップバリュ㈱

千葉県千葉市美浜区中瀬1-4イ　オンタワーアネック

ス 輸入業者 有機農産物 イオントップバリュ㈱

千葉県千葉市美浜区中瀬1-4イ　オンタワーアネック

ス JA140725TR-1379-0 2016年3月16日

イオンフードサプライ(株)　南関東センター 千葉県習志野市芝園2-2-5 小分け業者 有機農産物 イオンフードサプライ(株)　南関東センター 千葉県習志野市芝園2-2-5 JA170908PC-1491-1 2017年9月8日

イオンフードサプライ㈱　中部センター 三重県桑名市多度町御衣野字金ヶ谷3646-1 小分け業者 有機農産物 イオンフードサプライ㈱　中部センター 三重県桑名市多度町御衣野字金ヶ谷3646-1 JA170908PC-1577-2 2018年9月4日

イオンフードサプライ㈱中部センター 愛知県一宮市明地南茱之木25-1 小分け業者 有機畜産物 イオンフードサプライ㈱中部センター 愛知県一宮市明地南茱之木25-1 JA220609PC-1829 2022年6月9日

イオンフードサプライ(株)　兵庫センター 兵庫県姫路市白浜町甲841-51 小分け業者 有機畜産物 イオンフードサプライ(株)　兵庫センター 兵庫県姫路市白浜町甲841-51 JA220724PC-1833 2022年7月24日

イオンフードサプライ㈱　長泉センター 静岡県駿東郡長泉町上長窪359 認証小分け業者 有機農産物 イオンフードサプライ㈱　長泉センター 静岡県駿東郡長泉町上長窪359 JA220812PC-1835 2022年8月12日

イオンアグリ創造(株)　日高農場 埼玉県日高市田波目174 生産行程管理者 有機農産物 イオンアグリ創造(株)　日高農場 埼玉県日高市田波目174 JA170117FA-1433-1 2017年1月17日

イオン商品調達(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 輸入業者 有機加工食品 イオン商品調達(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 JI201029TR-1747 2020年10月29日

イオン商品調達(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 輸入業者 有機農産物 イオン商品調達(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 JI210314TR-1769 2021年3月14日

赤城自然栽培組合 群馬県利根郡昭和村赤城原844-15 生産行程管理者 有機農産物 赤城自然栽培組合 群馬県利根郡昭和村赤城原844-15 JG001027FA-0114-2 2007年6月29日

秋場　知徳 北海道北見市東相内町760-2 生産行程管理者 有機農産物 秋場　知徳 北海道北見市東相内町760-2 JA181126FA-1592-0 2018年11月26日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

アクツフーズ㈱ 福島県石川郡古殿町竹貫字千足52 生産行程管理者 有機加工食品 アクツフーズ㈱ 福島県石川郡古殿町竹貫字千足52 JA090915PR-1087-0 2009年9月15日

(有)アグリカンパニー 宮崎県日南市平野4299 生産行程管理者 有機農産物 (有)アグリカンパニー 宮崎県日南市平野4299 JK130910FA-1263-1 2013年9月10日

㈱AgLiBright 兵庫県多可郡多可町中区坂本46番地 生産行程管理者 有機農産物 ㈱AgLiBright 兵庫県多可郡多可町中区坂本46番地 JA201112FA-1752 2020年11月12日

農事組合法人　東町自然有機農法 茨城県稲敷市清久島226-3 生産行程管理者 有機農産物 農事組合法人　東町自然有機農法 茨城県稲敷市清久島226-3 JA020910FA-0562-0 2006年9月19日

あづま食品(株)栃木工場 栃木県宇都宮市下田原町3480-1 生産行程管理者 有機加工食品 あづま食品(株)栃木工場 栃木県宇都宮市下田原町3480-1 JA181221PR-1612-0 2018年12月21日

あづま食品㈱栃木工場 栃木県宇都宮市下田原町3480-2 外国格付表示業者 有機加工食品 あづま食品㈱栃木工場 栃木県宇都宮市下田原町3480-1 JA181221FG-1867 2023年1月30日

あづま食品㈱　三重工場 三重県いなべ市藤原町篠立3387-23 生産行程管理者 有機加工食品 あづま食品㈱　三重工場 三重県いなべ市藤原町篠立3387-23 JA181221PR-1613-0 2018年12月21日

(株)アルトス　高岡本社工場 静岡県藤枝市高岡4-6-6 生産行程管理者 有機加工食品 (株)アルトス　高岡本社工場 静岡県藤枝市高岡4-6-6 JY90222PR-0276-1 2007年5月15日

アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 輸入業者 有機加工食品 アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 JA061102TR-0931-0 2006年11月2日

アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 輸入業者 有機農産物 アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 JA061102TR-1150-0 2011年6月2日

アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 小分け業者 有機加工食品 アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 JA061102PC-0930-0 2006年11月2日

アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 小分け業者 有機農産物 アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 JA061102PC-1149-0 2011年6月2日

アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 生産行程管理者 有機加工食品 アルファフードスタッフ　株式会社 愛知県名古屋市西区名駅2-27-39 JA061102PR-1030-0 2008年2月29日

㈱池上商店 石川県金沢市松寺町カ146 小分け業者 有機農産物 ㈱池上商店 石川県金沢市松寺町カ146 JI091218PC-1106-0 2009年12月18日

池田　周一郎（池田農園） 宮崎県小林市南西方5256-1 生産行程管理者 有機農産物 池田　周一郎（池田農園） 宮崎県小林市南西方5256-1 JI200331FA-1714 2020年3月31日

(有)池谷 東京都あきる野市乙津170 生産行程管理者 有機加工食品 (有)池谷 東京都あきる野市乙津170 JI030221PR-0605-0 2007年4月12日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(有)池田柚華園 高知県安芸郡北川村加茂314 生産行程管理者 有機農産物 (有)池田柚華園 高知県安芸郡北川村加茂314 JI010322FA-1416-0 2016年9月21日

(有)池田柚華園 高知県安芸郡北川村加茂314 生産行程管理者 有機加工食品 (有)池田柚華園 高知県安芸郡北川村加茂314 JI010322PR-0391-0 2006年9月29日

石井 光司 山形県鶴岡市添川字池苗代77 生産行程管理者 有機農産物 石井 光司 山形県鶴岡市添川字池苗代77 JA70417FA-1048-13 2008年4月25日

石川　哲雄 愛知県豊田市豊栄町9-48 生産行程管理者 有機加工食品 石川　哲雄 愛知県豊田市豊栄町9-48 JI040527PR-0734-0 2008年7月25日

石川 哲雄 愛知県豊田市豊栄町9-48 生産行程管理者 有機農産物 No.1 愛知県豊田市和合町田螺池355 JI040527FA-1858

イチビキ㈱　第一工場 愛知県豊川市御油町美世賜210 生産行程管理者 有機加工食品 イチビキ㈱　第一工場 愛知県豊川市御油町美世賜210 JI000612PR-0166-0 2007年4月26日

イチビキ㈱　第二工場 愛知県東海市高横須賀町烏帽子35-1 生産行程管理者 有機加工食品 イチビキ㈱　第二工場 愛知県東海市高横須賀町烏帽子35-1 JI000612-PR0167-0 2007年2月8日

イチビキ㈱　第三工場 愛知県豊橋市花田町字斉藤1 生産行程管理者 有機加工食品 イチビキ㈱　第三工場 愛知県豊橋市花田町字斉藤1 JI000612-PR0168-0 2007年4月26日

㈱イトピー　本社工場 愛知県名古屋市西区天塚町3-44 小分け業者 有機加工食品 ㈱イトピー　本社工場 愛知県名古屋市西区天塚町3-44 JI020115PC-0481-0 2006年12月7日

稲垣製茶㈱ 三重県四日市市日永5-2-21 生産行程管理者 有機加工食品 稲垣製茶㈱ 三重県四日市市日永5-2-21 JI001122PR-0576-0 2006年7月28日

稲垣製茶㈱ 三重県四日市市日永5-2-21 小分け業者 有機加工食品 稲垣製茶㈱ 三重県四日市市日永5-2-21 JI150915PC-1352-0 2015年9月15日

稲葉ピーナツ㈱ 岐阜県岐阜市六条大溝4-2-5 小分け業者 有機農産物 稲葉ピーナツ㈱ 岐阜県岐阜市六条大溝4-2-5 JI000925PC-1180-0 2012年7月10日

稲葉ピーナツ㈱ 岐阜県岐阜市六条大溝4-2-5 小分け業者 有機加工食品 稲葉ピーナツ㈱ 岐阜県岐阜市六条大溝4-2-5 JI000925PC-0064-0 2007年5月15日

稲葉ピーナツ㈱ 岐阜県岐阜市六条大溝4-2-5 生産行程管理者 有機加工食品 稲葉ピーナツ㈱ 岐阜県岐阜市六条大溝4-2-5 JI000925PR-0063-0 2007年5月15日

井村　辰二郎 石川県金沢市八田町東9番地 生産行程管理者 有機農産物 S083 金沢 石川県金沢市湖南町83 JI001010FA-0069-0 2007年9月13日

株式会社 岩月屋 愛知県あま市木折戸井田23 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社 岩月屋 愛知県あま市木折戸井田23 JI170810PR-1484-0 2017年8月10日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

植垣米菓㈱ 兵庫県加古川市平岡町高畑520-10 生産行程管理者 有機加工食品 植垣米菓㈱ 兵庫県加古川市平岡町高畑520-10 JU010202PR-0269-0 2007年1月11日

㈱宇治香園　本社工場 京都府木津川市山城町上狛西下60 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱宇治香園　本社工場 京都府木津川市山城町上狛西下60 JU990319PR-0086-0 2007年2月8日

内田　達也 神奈川県平塚市諏訪町12-15 生産行程管理者 有機農産物 内田　達也 神奈川県平塚市諏訪町12-15 JU200712FA-1719 2020年7月12日

(株)ウメケン　富山工場 富山県富山市婦中町板倉532-1 生産行程管理者 有機加工食品 (株)ウメケン　富山工場 富山県富山市婦中町板倉532-1 JU041207PR-0820-0 2006年11月2日

遠藤　道太郎 北海道広尾郡大樹町大樹274 生産行程管理者 有機農産物 遠藤道太郎　1 北海道広尾郡大樹町大樹339-1、340-1、341 JE140624FA-1300-0 2014年6月24日

遠藤　道太郎 北海道広尾郡大樹町大樹274 生産行程管理者 有機加工食品 遠藤　道太郎（つちの実） 北海道広尾郡大樹町大樹274 JE140912PR-1310-0 2014年9月12日

㈱遠藤製餡　東村山工場 東京都東村山市久米川町5-36-5 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱遠藤製餡　東村山工場 東京都東村山市久米川町5-36-5 JE000912-PR0024-0 2006年12月15日

柏原　誠 千葉県山武郡芝山町小池2556-6 生産行程管理者 有機農産物 圃場1-1 千葉県香取郡多古町林字金成台1527 JS000828FA-0869-56 2007年2月8日

粕谷商店 千葉県八街市沖渡677-6 小分け業者 有機農産物 粕谷商店 千葉県八街市沖渡677-6  JS000828-PC0226-46 2007年6月29日

粕谷商店 千葉県八街市沖渡677-6 小分け業者 有機加工食品 粕谷商店 千葉県八街市沖渡677-6 JK090821PC-1084-0 2009年8月21日

片桐　拓也 北海道常呂郡訓子府町高園119-1 生産行程管理者 有機農産物 片桐　拓也 北海道常呂郡訓子府町高園119-1 JK201216FA-1756 2020年12月16日

㈱えいこく屋 愛知県名古屋市千種区山門町2-58 小分け業者 有機加工食品 ㈱えいこく屋 愛知県名古屋市千種区山門町2-58 JE030731PC-0647-0 2007年3月30日

㈱えいこく屋 愛知県名古屋市千種区山門町2-58 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱えいこく屋 愛知県名古屋市千種区山門町2-58 JE030731PR-0646-0 2007年3月30日

エイチ・ホルスタイン㈱ 東京都千代田区九段南2-4-11 輸入業者 有機加工食品 エイチ・ホルスタイン㈱ 東京都千代田区九段南2-4-11 JH191008TR-1669 2019年10月8日

エコロジーファーム㈱ 東京都大田区東海3-7-4大田丸ヱ農産ビル4F 小分け業者 有機農産物 エコロジーファーム㈱ 東京都大田区東海3-7-4大田丸ヱ農産ビル4F JE200925PC-1731 2020年9月25日

エコロジーファーム㈱ 東京都大田区東海3-7-4大田丸ヱ農産ビル4F 小分け業者 有機加工食品 太田パッケージセンター 東京都大田区東海3-6-3サンエバラビル２F JE200925PC-1831 2022年6月29日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

S・Tecフーズ㈱古河ファクトリー 茨城県古河市下大野1572-59 生産行程管理者 有機加工食品 S・Tecフーズ㈱古河ファクトリー 茨城県古河市下大野1572-59 JS170310PR-1438-1 2017年3月10日

S・Tecフーズ㈱つくばファクトリー 茨城県土浦市本郷20-1 生産行程管理者 有機加工食品 S・Tecフーズ㈱つくばファクトリー 茨城県土浦市本郷20-1 JS170310PR-1437-0 2017年3月10日

㈱エム・シー・フーズ

東京都文京区小石川1-1-1　文京ガーデンゲートタ

ワー10階 輸入業者 有機加工食品 ㈱エム・シー・フーズ

東京都文京区小石川1-1-1　文京ガーデンゲートタ

ワー10階 JM201025TR-1746 2020年10月25日

(株)エム・ティ農産セットセンター 愛知県津島市高台寺町字新開1-6 小分け業者 有機農産物 (株)エム・ティ農産セットセンター 愛知県津島市高台寺町字新開1-6 JM170818PC-1486-0 2017年8月18日

近江製茶(株) 滋賀県甲賀市土山町前野504 生産行程管理者 有機加工食品 近江製茶(株) 滋賀県甲賀市土山町前野504 JO010731PR-0408-0 2007年2月23日

大石　春樹 宮崎県都城市都原町7638-2 生産行程管理者 有機農産物 ユメカオリ 宮崎県都城市都原町　7634、7635、7636 JO160412FA-1385-0 2016年4月12日

大石　春樹 宮崎県都城市都原町7638-2 生産行程管理者 有機加工食品 大石製茶園 宮崎県都城市都原町7637 JO200331PR-1709 2020年3月31日

㈱大泉工場 埼玉県川口市領家5-4-1 輸入業者 有機加工食品 ㈱大泉工場 埼玉県川口市領家5-4-1 JO181026TR-1686 2019年12月6日

㈱大泉工場 埼玉県川口市領家5-4-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱大泉工場 埼玉県川口市領家5-4-1 JO220609PR-1828 2022年6月9日

㈱大泉工場 埼玉県川口市領家5-4-1 小分け業者 有機加工食品 ㈱大泉工場 埼玉県川口市領家5-4-1 JO210827PC-1785 2021年8月27日

大谷　勝美 奈良県奈良市大慈仙町1103 生産行程管理者 有機農産物 大谷　勝美 奈良県奈良市大慈仙町1103 JO171117FA-1512-0 2017年11月17日

大谷　勝美 奈良県奈良市大慈仙町1103 生産行程管理者 有機加工食品 大谷　勝美 奈良県奈良市大慈仙町1103 JO171117PR-1513-0 2017年11月17日

大谷 晴美 千葉県香取郡多古町喜多502-1 生産行程管理者 有機農産物 大谷 晴美 千葉県香取郡多古町喜多502-1 JK020910FA-0673-5 2007年3月30日

(有)大地牧場 千葉県夷隅市御宿町上布施2696 生産行程管理者 有機畜産物 (有)大地牧場 千葉県夷隅市御宿町上布施2696 JT170913AN-1490-1 2017年9月13日

大西　智久 宮崎県宮崎市高岡町浦之名4907-29 生産行程管理者 有機農産物 大西　智久 宮崎県宮崎市高岡町浦之名4907-29 JO170602FA-1469-0 2017年6月2日

大野　正純 愛媛県伊予市中山町出渕3番耕地693 生産行程管理者 有機農産物 ホダ場-仮伏せ 愛媛県伊予市中山町出渕3番耕地693 JO170328FA-1717 2017年3月28日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

大野　正純 愛媛県伊予市中山町出渕3番耕地693 生産行程管理者 有機加工食品 倉庫 愛媛県伊予市中山町出渕3番耕地693 JO170328PR-1718 2017年3月28日

(株)岡三食品 岡山県岡山市東区西大寺新地360-8 生産行程管理者 有機加工食品 (株)岡三食品 岡山県岡山市東区西大寺新地360-8 JO080725PR-1050-0 2008年7月25日

小川珈琲　株式会社　京都工場 京都府京都市右京区西京極北庄境町20 生産行程管理者 有機加工食品 小川珈琲　株式会社　京都工場 京都府京都市右京区西京極北庄境町20  JO010131PR-0288-0 2019年6月28日

小川珈琲　株式会社 京都府京都市右京区西京極北庄境町75 小分け業者 有機農産物 小川珈琲　株式会社 京都府京都市右京区西京極北庄境町75 JO010131PC-1767 2021年3月1日

(株)オキノ 愛知県長久手市平地7 生産行程管理者 有機加工食品 (株)オキノ 愛知県長久手市平地7 JO010130PR-0184-0 2007年4月12日

株式会社 小栗農園 静岡県牧之原市新庄2090-3,4 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社 小栗農園 静岡県牧之原市新庄2090-3,4 JO070629PR-0995-0 2007年6月29日

(有)オハラ 徳島県徳島市山城西1-7 生産行程管理者 有機加工食品 (有)オハラ 徳島県徳島市山城西1-7 JO150428PR-1335-0 2015年4月28日

加賀味噌食品工業協業組合 石川県白山市倉部町1080 生産行程管理者 有機加工食品 加賀味噌食品工業協業組合 石川県白山市倉部町1080 JK090323PR-1075-0 2009年3月23日

加賀味噌食品工業協業組合 石川県白山市倉部町1080 外国格付表示業者 有機加工食品 加賀味噌食品工業協業組合 石川県白山市倉部町1080 JK230212FG-1871 2023年2月12日

香川 賢三 東京都中央区銀座3-12-18新岩間ビル1F 輸入業者 有機加工食品 香川 賢三 東京都中央区銀座3-12-18新岩間ビル1F JK120911TR-1207-0 2012年9月11日

柿茶本舗有限会社 香川県坂出市江尻町1220 生産行程管理者 有機加工食品 柿茶本舗有限会社 香川県坂出市江尻町1220 JK190823PR-1661 2019年8月23日

柿茶本舗有限会社 香川県坂出市江尻町1220 生産行程管理者 有機農産物 柿茶本舗有限会社 香川県坂出市江尻町1220 JS181207FA-1608-0 2018年12月7日

株式会社かぐらの里 宮崎県西都市銀鏡490 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社かぐらの里 宮崎県西都市銀鏡490 JK200125PR-1695 2020年1月28日

株式会社かぐらの里 宮崎県西都市銀鏡490 生産行程管理者 有機農産物 株式会社かぐらの里 宮崎県西都市銀鏡490 JK200128FA-1694 2020年1月28日

梯　浩尚 宮崎県児湯郡川南町川南1320-8 生産行程管理者 有機農産物 ヤブキタ１号園 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３１９－１ JK150420FA-1333-0 2015年4月20日

㈱果香　山形工場 山形県寒河江市中央工業団地15-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱果香　山形工場 山形県寒河江市中央工業団地15-1 JK010817PR-0423-0 2007年4月26日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

門田　勇介 宮崎県児湯郡都農町川北1140-53 生産行程管理者 有機農産物 1-A 宮崎県児湯郡都農町川北1140-53 JK170425FA-1453-0 2017年4月25日

門田　勇介 宮崎県児湯郡都農町川北1140-53 生産行程管理者 有機加工食品 門田　勇介 宮崎県児湯郡都農町川北1140-53 JK170425PR-1635-0 2019年3月29日

(株)カナエシーエスパック 大阪府大阪市都島区高倉町3-14-13 小分け業者 有機加工食品 (株)カナエシーエスパック 大阪府大阪市都島区高倉町3-14-13 JK070312PC-0959-0 2015年7月31日

(株)カナエシーエスパック 大阪府大阪市都島区高倉町3-14-13 小分け業者 有機農産物 (株)カナエシーエスパック 大阪府大阪市都島区高倉町3-14-13 JK070312PC-1471-0 2017年6月14日

株式会社　金沢大地 石川県金沢市八田町東9番地 小分け業者 有機農産物 株式会社　金沢大地 石川県金沢市八田町東9番地 JK120821PC-1200-0 2012年8月21日

株式会社　金沢大地 石川県金沢市八田町東9番地 小分け業者 有機加工食品 株式会社　金沢大地 石川県金沢市八田町東9番地 JK120821PC-1201-0 2012年8月21日

株式会社　金沢大地 石川県金沢市八田町東9番地 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社　金沢大地 石川県金沢市八田町東9番地 JK120821PR-1199-0 2012年8月21日

株式会社　金沢大地 石川県金沢市八田町東9番地 輸入業者 有機加工食品 株式会社　金沢大地 石川県金沢市八田町東9番地 JK201030TR-1748 2020年10月30日

(株)カネス製茶 静岡県島田市牛尾834-1 小分け業者 有機加工食品 (株)カネス製茶 静岡県島田市牛尾834-1 JK180410PC-1554-0 2018年4月10日

(株)カネス製茶 静岡県島田市牛尾834-1 生産行程管理者 有機加工食品 (株)カネス製茶 静岡県島田市牛尾834-1 JK180410PR-1555-0 2018年4月10日

㈱かねはち茶園 静岡県静岡市葵区北番町130 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱かねはち茶園 静岡県静岡市葵区北番町130 JK170721PR-1480-0 2017年7月21日

㈱かねも 静岡県掛川市掛川70 生産行程管理者 有機農産物 ㈱かねも 静岡県掛川市掛川70 JK050426FA-1215-0 2012年10月26日

㈱かねも 静岡県掛川市掛川70 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱かねも 静岡県掛川市掛川70 JK050426PR-0817-0 2006年12月7日

JA加美よつば有機米生産部会

宮城県加美郡加美町字矢越220（JA加美よつば営農セ

ンター内） 生産行程管理者 有機農産物 JA加美よつば有機米生産部会

宮城県加美郡加美町字矢越220（JA加美よつば営農セ

ンター内） JJ070928FA-1283-0 2007年9月28日

株式会社 カメタニ 奈良県山辺郡山添村勝原1687 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社 カメタニ 奈良県山辺郡山添村勝原1687 JK180626PR-1567-0 2018年6月26日

加茂有機米生産組合 新潟県加茂市大字矢立新田521番地 生産行程管理者 有機農産物 加茂有機米生産組合 新潟県加茂市加茂新田7802 JK010205FA-0497-0 2006年12月15日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(有)カリテ・エ・プリ
大阪府大阪市西区江戸堀1-10-11マルイト江戸

堀ビル301
輸入業者

有機加工食品

(有)カリテ・エ・プリ
大阪府大阪市西区江戸堀1-10-11マルイト江戸

堀ビル301
JQ120321TR-1187-0

㈱川越屋　千葉工場 千葉県山武郡横芝光町屋形3660 小分け業者 有機加工食品 ㈱川越屋　千葉工場 千葉県山武郡横芝光町屋形3660 JK030227PC-0601-0 2007年1月26日

㈱川越屋　千葉工場 千葉県山武郡横芝光町屋形3660 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱川越屋　千葉工場 千葉県山武郡横芝光町屋形3660 JK030227PR-0642-0 2007年1月26日

川西倉庫(株)　名古屋支店　金城営業所 愛知県名古屋市港区金城ふ頭1丁目-1 小分け業者 有機農産物 川西倉庫(株)　名古屋支店　金城営業所 愛知県名古屋市港区金城ふ頭1丁目-1 JK011221PC-0487-0 2006年8月10日

川西倉庫(株)　名古屋支店　金城営業所 愛知県名古屋市港区金城ふ頭1丁目-1 小分け業者 有機加工食品 川西倉庫(株)　名古屋支店　金城営業所 愛知県名古屋市港区金城ふ頭1丁目-1 JK011221PC-0906-0 2006年8月10日

川西倉庫㈱ 京浜支店 大黒営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭 15 小分け業者 有機農産物 川西倉庫㈱ 京浜支店 大黒営業所 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭 15 JK020425PC-0648-1 2016年7月29日

川西倉庫㈱京浜支店ベイブリッジ営業所
神奈川県横浜市本牧ふ頭7番地173(本牧ふ頭A突

堤内)
小分け業者 有機農産物 川西倉庫㈱京浜支店ベイブリッジ営業所

神奈川県横浜市本牧ふ頭7番地173(本牧ふ頭A突

堤内)
JK220411PC-1817 2022年3月28日

川西倉庫(株)　神戸支店　兵庫突堤営業所 兵庫県神戸市兵庫区築地町6-23　兵庫第二突堤構内 小分け業者 有機加工食品 川西倉庫(株)　神戸支店　兵庫突堤営業所 兵庫県神戸市兵庫区築地町6-23　兵庫第二突堤構内 JK020611PC-0946-0 2007年1月11日

川西倉庫(株)　神戸支店　第五突堤営業所 兵庫県神戸市中央区小野浜町5-41　第五突堤営業所 小分け業者 有機加工食品 川西倉庫(株)　神戸支店　第五突堤営業所 兵庫県神戸市中央区小野浜町5-41　第五突堤営業所 JK020611PC-0947-1 2007年1月11日

川西倉庫(株)　神戸支店　兵庫突堤営業所 兵庫県神戸市兵庫区築地町6-23　兵庫第二突堤構内 小分け業者 有機農産物 川西倉庫(株)　神戸支店　兵庫突堤営業所 兵庫県神戸市兵庫区築地町6-23　兵庫第二突堤構内 JK020611PC-1598-0 2018年12月14日

川西倉庫(株)　神戸支店　第五突堤営業所 兵庫県神戸市中央区小野浜町5-41　第五突堤営業所 小分け業者 有機農産物 川西倉庫(株)　神戸支店　第五突堤営業所 兵庫県神戸市中央区小野浜町5-41　第五突堤営業所 JK020611PC-1599-1 2018年12月14日

河野　悟 宮崎県児湯郡都農町川北5479 生産行程管理者 有機農産物 １ 竹浜上サエ 宮崎県児湯郡川南町下の原7468 JK170414FA-1452-0 2017年4月14日

河野　悟 宮崎県児湯郡都農町川北5479 生産行程管理者 有機加工食品 河野茶園茶工場 宮崎県児湯郡都農町川北1093-2 JK170414PR-1633-0 2019年3月29日

㈱川原製茶 三重県多気郡多気町丹生1786 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱川原製茶 三重県多気郡多気町丹生1786 JK041109PR-0767-0 2007年4月12日

神戸 隆介 群馬県甘楽郡下仁田町川井67-1 生産行程管理者 有機農産物 神戸 隆介 群馬県甘楽郡下仁田町川井67-1 JK100405FA-1119-1 2010年7月23日

神戸　隆介 群馬県甘楽郡下仁田町川井67-1 生産行程管理者 有機加工食品 神戸　隆介（神戸万吉商店） 群馬県甘楽郡下仁田町川井67-1 JK100405PR-1111-0 2018年8月21日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(株)北田源七商店 奈良県天理市蔵之庄町415-1 生産行程管理者 有機加工食品 (株)北田源七商店 奈良県天理市蔵之庄町415-1 JK180330PR-1549-0 2018年3月30日

木野物産㈱ 東京都中央区新川1-3-17　新川三幸ビル601 輸入業者 有機農産物 木野物産㈱ 東京都中央区新川1-3-17　新川三幸ビル601 JK181221TR-1609-0 2018年12月21日

木野物産㈱ 東京都中央区新川1-3-17　新川三幸ビル601 輸入業者 有機加工食品 木野物産㈱ 東京都中央区新川1-3-17　新川三幸ビル601 JK181221TR-1715 2020年3月31日

岐阜県しょうゆ協業組合 岐阜県恵那市武並町竹折451 生産行程管理者 有機加工食品 岐阜県しょうゆ協業組合 岐阜県恵那市武並町竹折451 JG070417PR-0169-0 2007年4月17日

共栄製茶㈱　宇治東山工場 京都府宇治市小倉町東山34 生産行程管理者 有機加工食品 共栄製茶㈱　宇治東山工場 京都府宇治市小倉町東山34  JK970407PR-0229-0 2007年4月17日

共栄フーズ株式会社　京都工場 京都府久世郡久御山町市田石橋5 生産行程管理者 有機加工食品 共栄フーズ株式会社　京都工場 京都府久世郡久御山町市田石橋5 JE020308PR-0498-0 2007年6月19日

クオリテックファーマ (株)　滋賀工場 滋賀県野洲市三上2195-1 生産行程管理者 有機加工食品 クオリテックファーマ (株)　滋賀工場 滋賀県野洲市三上2195-1 JM130823PR-1261-0 2015年10月27日

㈱久保養蜂園 大阪府和泉市九鬼町601 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱久保養蜂園 大阪府和泉市九鬼町601 JK010213PR-1032-0 2008年3月13日

くらぶち草の会 群馬県高崎市倉渕町権田5344-185 生産行程管理者 有機農産物 くらぶち草の会 群馬県高崎市倉渕町権田5344-185 JK050426FA-0824-0 2007年2月8日

グリンリーフ㈱ 群馬県利根郡昭和村赤城原844-12 生産行程管理者 有機加工食品 グリンリーフ㈱ 群馬県利根郡昭和村赤城原844-12 JG001027PR-0112-0 2007年3月20日

久留木　勉 宮崎県小林市南西方6247-139 生産行程管理者 有機農産物 1号園 宮崎県小林市南西方6247 JK180328FA-1547-0 2018年3月28日

㈱黒木本店 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋 776 生産行程管理者 有機農産物 ㈱黒木本店　甦る大地の会 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋 776 JK050405FA-0792-0 2006年9月14日

㈱健菜堂

富山県富山市今市560 四方チャレンジ・ミニ企業団

地　M-8号棟 小分け業者 有機農産物 ㈱健菜堂

富山県富山市今市560 四方チャレンジ・ミニ企業団

地　M-8号棟 JK200405PC-1711 2020年4月5日

㈱健菜堂

富山県富山市今市560 四方チャレンジ・ミニ企業団

地　M-8号棟 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱健菜堂

富山県富山市今市560 四方チャレンジ・ミニ企業団

地　M-8号棟 JK200405PR-1710 2020年4月5日

(有)小磯製茶 鹿児島県南九州市頴娃町上別府3098 生産行程管理者 有機農産物 (有)小磯製茶 鹿児島県南九州市頴娃町上別府3098 JK160209FA-1380-0 2016年2月9日

(有)小磯製茶 鹿児島県南九州市頴娃町上別府3098 生産行程管理者 有機加工食品 (有)小磯製茶 鹿児島県南九州市頴娃町上別府3098 JK160209PR-1467-0 2017年6月2日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(株)香嘉園 愛知県西尾市西浅井町西田39 生産行程管理者 有機加工食品 (株)香嘉園 愛知県西尾市西浅井町西田39 JK180306PR-1544-0 2018年3月6日

(名)河原酢造 福井県大野市吉8-25 生産行程管理者 有機加工食品 (名)河原酢造 福井県大野市吉8-25 JK011113PR-0452-0 2006年6月15日

(名)河原酢造 福井県大野市吉8-25 生産行程管理者 有機農産物 (名)河原酢造 福井県大野市吉8-25 JK130726FA-1257-0 2013年7月26日

神戸紅茶㈱ 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町16-2 生産行程管理者 有機加工食品 神戸紅茶㈱ 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町16-2 JS010214PR-0607-0 2006年6月15日

小浦　武士（小浦製茶） 宮崎県宮崎市高岡町浦之名字茶屋原　5084-4 生産行程管理者 有機農産物 小浦　武士（小浦製茶） 宮崎県宮崎市高岡町浦之名字茶屋原　5084-4 JK160412FA-1383-0 2016年4月12日

㈱珈琲実験室 東京都八王子市大和田町2-19-11 小分け業者 有機農産物 ㈱珈琲実験室 東京都八王子市大和田町2-19-11 JK010228PC-1723 2020年7月20日

㈱珈琲実験室 東京都八王子市大和田町2-19-11 小分け業者 有機加工食品 ㈱珈琲実験室 東京都八王子市大和田町2-19-11 JK010228PC-1724 2020年7月20日

㈱珈琲実験室 東京都八王子市大和田町2-19-11 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱珈琲実験室 東京都八王子市大和田町2-19-11 JK010228PR-0326-0 2007年5月25日

(株)コーヒー乃川島 焙煎工場 静岡県静岡市葵区上土2-19-10 生産行程管理者 有機加工食品 (株)コーヒー乃川島 焙煎工場 静岡県静岡市葵区上土2-19-10 JC121214PR-1222-0 2012年12月14日

㈱コーワ 千葉県千葉市稲毛区園生町1339-1 小分け業者 有機加工食品 ㈱コーワ 千葉県千葉市稲毛区園生町1339-1 JK151005PC-1353-0 2015年10月5日

腰岡　大聖 奈良県宇陀市大宇陀東平尾48 生産行程管理者 有機農産物 腰岡　大聖 奈良県宇陀市大宇陀東平尾48 JK150311FA-1328-0 2015年3月11日

㈱コムズライヴリ　高石工場 大阪府高石市高師浜丁4-15 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱コムズライヴリ　高石工場 大阪府高石市高師浜丁4-15 JK011127PR-1058-0 2008年10月7日

小西製薬㈱ 高井田工場 大阪府東大阪市高井田本通2-5-26 生産行程管理者 有機加工食品 小西製薬㈱ 高井田工場 大阪府東大阪市高井田本通2-5-26 JK080703PR-1051-0 2006年10月27日

齋藤　芳明 群馬県富岡市南後箇1717 生産行程管理者 有機農産物 齋藤 芳明 1 群馬県富岡市南後箇野々平甲2022-2023 JS000828-FA0151-32 2007年10月19日

齋藤　芳明 群馬県富岡市南後箇1717 生産行程管理者 有機加工食品 齋藤　芳明（自然農法富岡生産組合） 群馬県富岡市南後箇1717 JS000828PR-1105-61 2009年12月8日

坂金製菓(株)　熊本工場 熊本県阿蘇郡西原村大字布田2084-1 生産行程管理者 有機加工食品 坂金製菓(株)　熊本工場 熊本県阿蘇郡西原村大字布田2084-1 JS200808PR-1725 2020年8月8日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

坂本　建吾 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所715番地 生産行程管理者 有機農産物 坂本　建吾 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所715番地 JS200620FA-1716 2020年6月20日

農事組合法人　坂本営農組合 兵庫県多可郡多可町中区坂本512-5 生産行程管理者 有機農産物 農事組合法人　坂本営農組合 兵庫県多可郡多可町中区坂本512-5 JF090915FA-1132-2 2010年11月4日

佐藤 和也 宮城県加美郡加美町長清水南雷屋敷35 生産行程管理者 有機農産物 佐藤 和也 宮城県加美郡加美町長清水南雷屋敷35  JS070412FA-1282-0 2007年4月12日

佐藤宣幸 千葉県富里市十倉588-4 生産行程管理者 有機農産物 2 千葉県富里市十倉字実の口212-6,7,12,13,14,40,144 JS170117FA-1434-0 2017年1月17日

佐藤食品工業(株) 愛知県小牧市堀の内4-154 生産行程管理者 有機加工食品 佐藤食品工業(株) 愛知県小牧市堀の内4-154 JS181016PR-1585-0 2018年10月16日

佐藤食品工業(有) 鹿児島県日置市伊集院町中川1019-1 生産行程管理者 有機加工食品 佐藤食品工業(有) 鹿児島県日置市伊集院町中川1019-1 JA181221PR-1648-3 2019年5月14日

株式会社真田　京丹後工場 京都府京丹後市大宮町森本小字大谷4051-3 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社真田　京丹後工場 京都府京丹後市大宮町森本小字大谷4051-3 JS200221PR-1699 2020年2月21日

㈲佐野ファーム 静岡県周智郡森町谷中33番地 生産行程管理者 有機農産物 ㈲佐野ファーム 静岡県周智郡森町谷中33番地 JS000828FA-0148-0 2007年11月29日

サンエッジ(株) 愛知県小牧市小木東2-104 小分け業者 有機農産物 サンエッジ(株) 愛知県小牧市小木東2-104 JS100603PC-1114-0 2010年6月3日

㈱サン・クロレラ　足寄工場 北海道足寄郡足寄町下愛冠1-4 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱サン・クロレラ　足寄工場 北海道足寄郡足寄町下愛冠1-4  JS130628PR-1251-0 2015年8月28日

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通1-572-1 生産行程管理者 有機加工食品 サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通1-572-1 JS010130PR-0335-0 2006年12月15日

農事組合法人　さんぶ野菜ネットワーク 千葉県山武市埴谷1881-1 生産行程管理者 有機農産物 農事組合法人　さんぶ野菜ネットワーク 千葉県山武市埴谷1881-1 JS061215FA-0941-0 2006年12月15日

サンブライト(株) 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 輸入業者 有機加工食品 サンブライト(株) 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4 JS190305TR-1627-0 2019年3月5日

㈱三洋産業 大分県別府市富士見町7-2 小分け業者 有機加工食品 ㈱三洋産業 大分県別府市富士見町7-2 JS010322PC-0865-0 2007年10月26日

㈱三洋産業 大分県別府市富士見町7-2 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱三洋産業 大分県別府市富士見町7-2 JS010322PR-0327-0 2007年10月26日

三和罐詰㈱　天童工場 山形県天童市清池東1-4-1 生産行程管理者 有機加工食品 三和罐詰㈱　天童工場 山形県天童市清池東1-4-1 JS150311PR-1323-0 2015年3月11日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

三和罐詰㈱　本社工場 山形県東村山郡中山町長崎229-2 生産行程管理者 有機加工食品 三和罐詰㈱　本社工場 山形県東村山郡中山町長崎229-2 JS171225PR-1531-0 2017年12月22日

㈱ジーエスフード 大阪工場 大阪府東大阪市鴻池徳庵町7-49 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱ジーエスフード 大阪工場 大阪府東大阪市鴻池徳庵町7-49 JG010322PR-0270-0 2007年4月26日

㈱ジーエスフード　和歌山工場 和歌山県紀の川市桃山町調月1758-11 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱ジーエスフード　和歌山工場 和歌山県紀の川市桃山町調月1758-11 JG010322PR-0271-1 2007年4月17日

株式会社 GNS 福島県二本松市安達ヶ原5-254-12 小分け業者 有機農産物 株式会社 GNS 福島県二本松市安達ヶ原5-254-12 JG111115PC-1168-0 2011年11月15日

株式会社 GNS 福島県二本松市安達ヶ原5-254-12 小分け業者 有機加工食品 株式会社 GNS 福島県二本松市安達ヶ原5-254-12 JG111115PC-1221-0 2012年12月7日

株式会社 GNS 福島県二本松市安達ヶ原5-254-12 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社 GNS 福島県二本松市安達ヶ原5-254-12 JG111115PR-1167-0 2011年11月15日

㈱シーエフシージャパン　東京営業所 東京都中央区入船3-1-5 輸入業者 有機加工食品 ㈱シーエフシージャパン　東京営業所 東京都中央区入船3-1-5 JC150311TR-1322-0 2015年3月11日

農業生産法人　(有)四位農園 宮崎県小林市野尻町三ケ野山3028 生産行程管理者 有機農産物 農業生産法人　(有)四位農園 宮崎県小林市野尻町三ケ野山3028 JS170516FA-1463-0 2017年5月16日

農業生産法人　(有)四位農園 宮崎県小林市野尻町三ケ野山3028 生産行程管理者 有機加工食品 農業生産法人　(有)四位農園茶工場 宮崎県小林市野尻町東麓中尾2819-8 JS170516PR-1830 2022年6月24日

㈱静岡茶園 静岡県静岡市駿河区池田370-3 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱静岡茶園 静岡県静岡市駿河区池田370-3 JS160428PR-1393-0 2016年4月28日

㈱静岡茶通信直販センター 静岡県掛川市遊家780 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱静岡茶通信直販センター 静岡県掛川市遊家780 JS201002PR-1742 2020年10月2日

静パック(有)　中原本社工場 静岡県静岡市駿河区中原713 生産行程管理者 有機加工食品 静パック(有)　中原本社工場 静岡県静岡市駿河区中原713   JS031023PR-1192-0 2012年5月25日

静パック(有)　新富工場 静岡県静岡市葵区新富町3-23-10 生産行程管理者 有機加工食品 静パック(有)　新富工場 静岡県静岡市葵区新富町3-23-10 JS031023PR-1115-1 2010年4月23日

静パック(有)　東新田工場 静岡県静岡市駿河区東新田4-7-20 生産行程管理者 有機加工食品 静パック(有)　東新田工場 静岡県静岡市駿河区東新田4-7-20 JS031023PR-0991-0 2007年5月15日

静パック(有)　富士工場 静岡県富士市厚原175-51 生産行程管理者 有機加工食品 静パック(有)　富士工場 静岡県富士市厚原175-51 JS031023PR-1372-0 2016年2月9日

㈱自然農法販売協同機構 千葉県八街市八街へ199-205 小分け業者 有機農産物 ㈱自然農法販売協同機構 千葉県八街市八街へ199-205 JS000828PC-0221-41 2007年5月15日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

㈱自然農法販売協同機構 千葉県八街市八街へ199-205 小分け業者 有機加工食品 ㈱自然農法販売協同機構 千葉県八街市八街へ199-205 JS000828PC-1007-57 2007年9月28日

㈱島醸　本社工場 香川県小豆郡小豆島町西村甲250-2 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱島醸　本社工場 香川県小豆郡小豆島町西村甲250-2 JM80202PR-0252-1 2006年9月29日

島根県農業協同組合　雲南地区本部　仁多加工所 島根県仁多郡奥出雲町三沢1947-8 生産行程管理者 有機加工食品 島根県農業協同組合　雲南地区本部　仁多加工所 島根県仁多郡奥出雲町三沢1947-8 JM80408PR-1354-20 2015年10月9日

㈱四万十アロエ 高知県四万十市西土佐江川4091-1 生産行程管理者 有機農産物 ㈱四万十アロエ 高知県四万十市西土佐江川4091-1 JH010322FA-0359-2 2006年11月24日

㈱四万十アロエ 高知県四万十市西土佐江川4091-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱四万十アロエ 高知県四万十市西土佐江川4091-1 JH010322PR-0358-1 2006年9月19日

下山　修弘 千葉県成田市西三里塚251-24 生産行程管理者 有機農産物 下山　修弘 千葉県成田市西三里塚251-24 JS210314FA-1768 2021年3月14日

上越フーズ㈱ 兵庫県佐用郡佐用町真宗607-1 生産行程管理者 有機農産物 上越フーズ㈱ 兵庫県佐用郡佐用町真宗607-1 JJ120126FA-1202-0 2012年8月7日

上越フーズ㈱ 兵庫県佐用郡佐用町真宗607-1 生産行程管理者 有機加工食品 上越フーズ㈱ 兵庫県佐用郡佐用町真宗607-1 JJ120126PR-1181-0 2012年1月26日

㈱常照園 岡山県岡山市北区大内田828-3 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱常照園 岡山県岡山市北区大内田828-3   JJ000515PR-1140-0 2011年2月15日

㈱松南園 愛媛県松山市小坂5-9-6 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱松南園 愛媛県松山市小坂5-9-6 JS010202PR-0623-0 2006年11月2日

㈱松北園茶店 京都府宇治市木幡東中8 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱松北園茶店 京都府宇治市木幡東中8  JS90401PR-0200-0 2006年9月29日

(有)菅谷食品 青梅工場 東京都青梅市友田町1-1010-1 生産行程管理者 有機加工食品 (有)菅谷食品 青梅工場 東京都青梅市友田町1-1010-1 JS010228PR-0305-0 2007年1月11日

杉田与次兵衛商店(有) 広島県尾道市栗原町6345 生産行程管理者 有機加工食品 杉田与次兵衛商店(有) 広島県尾道市栗原町6345 JS020115PR-0480-0 2007年1月16日

杉本 長成 京都府相楽郡和束町園下出35 生産行程管理者 有機農産物 杉本 長成 京都府相楽郡和束町園下出35 JS001124FA-0048-0 2006年7月28日

杉本製茶(株) 静岡県島田市横岡242-1 生産行程管理者 有機加工食品 杉本製茶(株) 静岡県島田市横岡242-1 JS120911PR-1302-0 2014年7月8日

鈴木　康之 静岡県島田市金谷東2-30-8 生産行程管理者 有機加工食品 鈴木　康之（丸久　鈴木久吉商店） 静岡県島田市金谷東2-30-8 JS140214PR-1279-0 2014年2月14日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

城田　安幸 青森県弘前市旭ケ丘2-4-42 生産行程管理者 有機農産物 城田　安幸 青森県弘前市旭ケ丘2-4-42 JS141111FA-1313-0 2014年11月11日

水源茶業組合 熊本県菊池市原3468 生産行程管理者 有機農産物 水源茶業組合 熊本県菊池市原3468 JY81030FA-0055-1 2006年6月15日

鈴与㈱　回漕営業部 静岡県静岡市入船町11-1 小分け業者 有機加工食品 鈴与㈱　回漕営業部 静岡県静岡市入船町11-1 JA140725PC-1455-1 2017年4月25日

㈱角谷文治郎商店 愛知県碧南市西浜町6-3 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱角谷文治郎商店 愛知県碧南市西浜町6-3  JS000626PR-0062-0 2012年4月17日

株式会社　するが加工 静岡県御前崎市白羽5519-17 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社　するが加工 静岡県御前崎市白羽5519-17 JS170707PR-1476-0 2017年7月7日

㈱精華堂霰総本舗　宮城工場 宮城県大崎市古川清水字新田65-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱精華堂霰総本舗　宮城工場 宮城県大崎市古川清水字新田65-1 JS010412PR-0314-0 2007年11月20日

セフコフーズ㈱ 茨城県龍ケ崎市向陽台1-1-1 生産行程管理者 有機加工食品 セフコフーズ㈱ 茨城県龍ケ崎市向陽台1-1-1 JS160708PR-1571-0 2018年7月10日

(有)仙台青果流通センター 宮城県仙台市若林区卸町3-4-5 小分け業者 有機農産物 (有)仙台青果流通センター 宮城県仙台市若林区卸町3-4-5 JM030610PC-1659-1 2019年7月23日

(株)ゼンヤクノー 鳥取県鳥取市賀露町4001 生産行程管理者 有機加工食品 (株)ゼンヤクノー 鳥取県鳥取市賀露町4001 JZ190514PR-1649 2019年5月14日

㈱辻利一本店　宇治田原工場 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷長通63 小分け業者 有機加工食品 ㈱辻利一本店　宇治田原工場 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷長通63 JT000229PC-0818-0 2007年6月7日

大信実業㈱ 東京都中央区京橋1-6-12京橋イーサスビル7F 輸入業者 有機加工食品 大信実業㈱ 東京都中央区京橋1-6-12京橋イーサスビル7F JT170516TR-1460-0 2017年5月16日

大信実業㈱ 東京都中央区京橋1-6-12京橋イーサスビル7F 輸入業者 有機農産物 大信実業㈱ 東京都中央区京橋1-6-12京橋イーサスビル7F JT170516TR-1461-0 2017年5月16日

㈱マルヤナギ小倉屋 兵庫県神戸市東灘区御影塚町4-9-21 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱マルヤナギ小倉屋 兵庫県神戸市東灘区御影塚町4-9-21 JO150630PR-1341-0 2015年6月30日

株式会社大洋ロジスティックパートナー 京都府久世郡久御山町市田北浦57-1 小分け業者 有機加工食品 株式会社大洋ロジスティックパートナー 京都府久世郡久御山町市田北浦57-1 JT150630PC-1342-0 2015年6月30日

株式会社大洋ロジスティックパートナー 京都府久世郡久御山町市田北浦57-1 小分け業者 有機農産物 株式会社大洋ロジスティックパートナー 京都府久世郡久御山町市田北浦57-1 JT150630PC-1654 2019年6月24日

高木　靖寛 宮崎県児湯郡川南町川南 26221 生産行程管理者 有機農産物 東園 宮崎県児湯郡川南町大字川南 26225 JT040106FA-0695-0 2006年5月26日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

高砂珈琲(株) 磐田工場 静岡県磐田市下万能525-1 生産行程管理者 有機加工食品 高砂珈琲(株) 磐田工場 静岡県磐田市下万能525-1 JT000122PR-0259-0 2006年11月14日

タカノ珈琲　株式会社 埼玉県川口市中青木2-3-40 生産行程管理者 有機加工食品 タカノ珈琲　株式会社 埼玉県川口市中青木2-3-40 JT090724PR-1080-0 2009年7月24日

㈱髙橋製茶 大分県臼杵市野津町八里合1407 生産行程管理者 有機農産物 ㈱髙橋製茶 大分県臼杵市野津町八里合1407 JT050617FA-0829-0 2006年11月2日

㈱髙橋製茶 大分県臼杵市野津町八里合1407 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱髙橋製茶 大分県臼杵市野津町八里合1407 JT050617PR-0830-0 2006年11月2日

㈱タカハシ乳業 群馬県前橋市総社町高井49 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱タカハシ乳業 群馬県前橋市総社町高井49 JT080115PR-1028-0 2008年1月15日

高畠ワイン有機ぶどう研究会 山形県東置賜郡高畠町糠野目2700-1 生産行程管理者 有機農産物 高畠ワイン有機ぶどう研究会 山形県東置賜郡高畠町糠野目2700-1 JT040924FA-0755-0 2006年9月29日

竹沢製茶㈱ 本社工場 静岡県静岡市葵区北番町61-2 生産行程管理者 有機加工食品 竹沢製茶㈱ 本社工場 静岡県静岡市葵区北番町61-2 JT010322PR-0355-0 2007年5月15日

タケサン　株式会社 香川県小豆郡小豆島町安田甲103-1 生産行程管理者 有機加工食品 タケサン　株式会社 香川県小豆郡小豆島町安田甲103-1 JT031111PR-0683-0 2006年12月22日

農事組合法人　田河内茶業共同組合 静岡県浜松市天竜区春野町田河内334-1 生産行程管理者 有機農産物 農事組合法人　田河内茶業共同組合 静岡県浜松市天竜区春野町田河内334-1 JT011211FA-0468-0 2007年4月12日

農事組合法人　田河内茶業共同組合 静岡県浜松市天竜区春野町田河内334-1 生産行程管理者 有機加工食品 農事組合法人　田河内茶業共同組合 静岡県浜松市天竜区春野町田河内334-1 JT011211PR-0517-0 2007年2月8日

㈱タチバナ産業　加須工場 埼玉県加須市鴻茎3201-4 小分け業者 有機加工食品 ㈱タチバナ産業　加須工場 埼玉県加須市鴻茎3201-4 JT150311PC-1325-0 2015年3月11日

㈱タツマ 静岡県静岡市清水区木の下町327-3 生産行程管理者 有機農産物 ㈱タツマ 静岡県静岡市清水区木の下町327-3 JT011113FA-1729 2020年8月1日

㈱タツマ 静岡県静岡市清水区木の下町327-3 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱タツマ 静岡県静岡市清水区木の下町327-3 JT011113PR-1730 2020年8月1日

(株)田村靖一商店 群馬県甘楽郡南牧村小沢1207 生産行程管理者 有機加工食品 (株)田村靖一商店 群馬県甘楽郡南牧村小沢1207 JT001027PR-0111-0 2006年8月22日

田山 美穂 熊本県球磨郡錦町一武4358 生産行程管理者 有機農産物 田山 美穂 熊本県球磨郡錦町一武4358 JH010130FA-1172-0 2011年11月25日

千葉　康伸 神奈川県愛甲郡愛川町角田3001-1 生産行程管理者 有機農産物 千葉　康伸 神奈川県愛甲郡愛川町角田3001-1 JC190514FA-1647 2019年5月14日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

㈱チバマリア 千葉県館山市館山1414-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱チバマリア 千葉県館山市館山1414-1 JT210122PR-1766 2021年1月22日

㈱チバマリア 千葉県館山市館山1414-1 生産行程管理者 有機農産物 マリア農場笠名 千葉県館山市笠名浜1554 JT210129FA-1765 2021年1月29日

(株)茶三代一 島根県出雲市長浜町729-6 生産行程管理者 有機加工食品 (株)茶三代一 島根県出雲市長浜町729-6 JC990827PR-1151-0 2011年6月2日

㈱Cha茶Family 奈良県奈良市柳生町1477-1 生産行程管理者 有機農産物 ㈱Cha茶Family 奈良県奈良市柳生町1477-1 JC170414FA-1449-0 2017年4月14日

㈱茶通亭 静岡県沼津市大諏訪556 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱茶通亭 静岡県沼津市大諏訪556 JC000825PR-0353-0 2007年5月25日

㈱茶通亭 静岡県沼津市大諏訪555 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱茶通亭 静岡県沼津市大諏訪555 JC000825PR-1869 2023年2月3日

株式会社　中央牧草センター 千葉県四街道市大日2206-1 生産行程管理者

有機飼料(調製又は選別の工程のみを経た

ものに限る, 調製又は選別の工程以外の工

程を経たものに限る) 株式会社　中央牧草センター 千葉県四街道市大日2206-1 JC180807FE-1576-0 2018年8月7日

中国醤油醸造協同組合 広島県東広島市河内町中河内190-1 生産行程管理者 有機加工食品(有機農産物加工食品) 中国醤油醸造協同組合 広島県東広島市河内町中河内190-1 JC010213PR-0298-0 2007年6月19日

長木 節次 奈良県宇陀市榛原榛見が丘1-7-1アーバヒルM101 生産行程管理者 有機農産物 長木 節次 奈良県宇陀市榛原榛見が丘1-7-1アーバヒルM101 JC120629FA-1195-0 2012年6月29日

㈱辻利一本店　宇治田原工場 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷長通63 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱辻利一本店　宇治田原工場 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷長通63 JT000229PR-0106-0 2007年6月7日

椿　幸久 千葉県匝瑳市内山1171 生産行程管理者 有機農産物 金原 千葉県匝瑳市金原855-1 JT190322FA-1632 2019年3月22日

㈱椿き家 広島県三原市南方3丁目12番1号 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱椿き家 広島県三原市南方3丁目12番1号 JT090821PR-1083-0 2009年8月21日

TKオーガニック(株) 群馬県高崎市棟高町787-23 小分け業者 有機加工食品 TKオーガニック(株) 群馬県高崎市棟高町787-23 JH010322PC-0533-0 2006年8月22日

TKオーガニック(株) 群馬県高崎市棟高町787-23 生産行程管理者 有機加工食品 TKオーガニック(株) 群馬県高崎市棟高町787-23 JH010322PR-0357-0 2006年8月22日

TK製薬(株)　大宮工場 埼玉県さいたま市見沼区片柳412-1 生産行程管理者 有機加工食品 TK製薬(株)　大宮工場 埼玉県さいたま市見沼区片柳412-1 JT200927PR-1732 2020年9月27日

(株)テクノパック 静岡県袋井市新池字上川原1393-1 生産行程管理者 有機加工食品 (株)テクノパック 静岡県袋井市新池字上川原1393-1 JT190412PR-1640 2019年4月12日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

㈱テクノパック 静岡県袋井市新池字上川原1393-1 外国格付表示業者 有機加工食品 株式会社テクノパック工場 静岡県袋井市新池字上川原1393-1 JT190412FG-1860 2022年12月26日

有限会社 手のべ陣川 長崎県南島原市北有馬町己564-1 生産行程管理者 有機加工食品 有限会社 手のべ陣川 長崎県南島原市北有馬町己564-1 JJ010322PR-0741-0 2007年2月8日

寺岡有機醸造㈱ 広島県福山市神村町3685-1 生産行程管理者 有機加工食品 寺岡有機醸造㈱ 広島県福山市神村町3685-1 JR991020PR-0255-0 2006年10月27日

寺田　賢昌 三重県度会郡度会町上久具131-1 生産行程管理者 有機農産物 寺田　賢昌 三重県度会郡度会町上久具131-1 JT170414FA-1450-0 2017年4月14日

寺田　賢昌 三重県度会郡度会町上久具131-1 生産行程管理者 有機加工食品 寺田　賢昌 三重県度会郡度会町上久具131-1 JT170414PR-1634 2019年3月29日

（株）田伝むし 宮城県石巻市和渕字清水93-1 生産行程管理者 有機農産物 （株）田伝むし 宮城県石巻市和渕字清水93-1 JD161216FA-1430-0 2016年12月16日

(株)ドゥーサンタン 静岡県島田市島115-1 生産行程管理者 有機加工食品 (株)ドゥーサンタン 静岡県島田市島115-1 JD050812PR-0988-0 2007年3月20日

東京シティ商事 株式会社 東京都江東区豊洲6-3-1　豊洲市場5街区青果棟 小分け業者 有機農産物 東京シティ商事 株式会社 東京都江東区豊洲6-3-1　豊洲市場5街区青果棟 JT190903PC-1662 2019年9月3日

㈱長良園 岐阜県岐阜市北鶉4-30 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱長良園 岐阜県岐阜市北鶉4-30 JN190305PR-1626-0 2019年3月5日

㈱トミヤコーヒー 静岡県沼津市一本松上原81-2 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱トミヤコーヒー 静岡県沼津市一本松上原81-2 JT161226PR-1431-0 2016年12月26日

トレーディア(株)　京浜支店 城南島物流センター 東京都大田区城南島7-2-2 小分け業者 有機農産物 トレーディア(株)　京浜支店 城南島物流センター 東京都大田区城南島7-2-2 JT090108PC-1069-0 2009年1月8日

㈱トレテス 兵庫県宝塚市川面5-6-5-502 輸入業者 有機加工食品 ㈱トレテス 兵庫県宝塚市川面5-6-5-502 JT191122TR-1680 2019年11月26日

㈱トレテス 兵庫県宝塚市川面5-6-5-502 小分け業者 有機加工食品 ㈱トレテス 兵庫県宝塚市川面5-6-5-502 JT221204PC-1852

(株)仲井玄米茶屋 京都府京田辺市草内上り立1番地 生産行程管理者 有機加工食品 (株)仲井玄米茶屋 京都府京田辺市草内上り立1番地 JN010228PR-1011-0 2007年9月28日

(有)中井製茶場 京都府相楽郡和束町中市場14-1 生産行程管理者 有機加工食品 (有)中井製茶場 京都府相楽郡和束町中市場14-1  JN70725PR-0101-0 2006年7月6日

有限会社中井製茶場 京都府相楽郡和束町中市場14-1 生産行程管理者 有機農産物 有限会社中井製茶場 京都府相楽郡和束町中市場14-1 JN70725FA-1651 2019年5月31日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

中尾　勝典 福岡県八女市立花町下辺春3992 生産行程管理者 有機農産物 中尾勝典　唐見 福岡県八女市立花町下辺春深野3367 JY81030FA-1442-6 2017年3月28日

中川食品(株) 福岡県北九州市小倉南区長野本町4-11-1 生産行程管理者 有機加工食品 中川食品(株) 福岡県北九州市小倉南区長野本町4-11-1 JN010229PR-0325-0 2007年1月16日

農事組合法人　ながさき南部生産組合 長崎県南島原市北有馬町戊2465-1 生産行程管理者 有機農産物 農事組合法人　ながさき南部生産組合 長崎県南島原市北有馬町戊2465-1 JG010314FA-0290-1 2006年4月28日

(有)永田茶園 京都府城陽市長池北清水92-12 生産行程管理者 有機農産物 (有)永田茶園 京都府城陽市長池北清水92-12 JN951221FA-0245-2 2007年4月12日

有限会社永田茶園 京都府綴喜郡宇治田原町立川小字金井谷19－8 生産行程管理者 有機加工食品 (有)永田茶園 第一工場 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷上西谷42 JN951221PR-0243-0 2007年2月8日

有限会社永田茶園 京都府綴喜郡宇治田原町立川小字金井谷19－8 外国格付表示業者 有機加工食品 (有)永田茶園 第二工場 京都府綴喜郡宇治田原町立川小字金井谷19－8 JN951221FG-1868

中西　亮介 高知県高知市春野町弘岡中325-2 生産行程管理者 有機農産物 1番　弘岡 高知県高知市春野町弘岡上池ノ尻76,779-1 JN200221FA-1700 2020年2月21日

ながの農業協同組合みゆき酒米部会 長野県飯山市飯山3567 生産行程管理者 有機農産物 ながの農業協同組合みゆき酒米部会 長野県飯山市飯山3567 JF090915FA-1130-1 2010年10月29日

中村　稔 三重県度会郡度会町上久具237-1 生産行程管理者 有機農産物 中村　稔 三重県度会郡度会町上久具237-1 JN140513FA-1292-0 2014年5月13日

中村　稔 三重県度会郡度会町上久具237-1 生産行程管理者 有機加工食品 中村　稔 三重県度会郡度会町上久具237-1 JN140513PR-1291-0 2014年5月13日

中村製粉㈱ 静岡県浜松市中区和合町1210 生産行程管理者 有機加工食品 中村製粉㈱ 静岡県浜松市中区和合町1210 JN060810PR-0909-0 2006年8月10日

ネオナチュラル母袋有機農場

愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-10明治安田生命今

池内山ビル8F 生産行程管理者 有機農産物 ネオナチュラル母袋有機農場

愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-10明治安田生命今

池内山ビル8F JN130402FA-1268-4 2013年9月27日

ネオナチュラル母袋有機農場

愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-10明治安田生命今

池内山ビル8F 生産行程管理者 有機加工食品 ネオナチュラル母袋有機農場

愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-10明治安田生命今

池内山ビル8F JN130402PR-1269-5 2013年9月27日

㈱ネオロジスティクス 鳳APOC 大阪府堺市西区鶴田町28-7 小分け業者 有機農産物 ㈱ネオロジスティクス 鳳APOC 大阪府堺市西区鶴田町28-7 JM80408PC-0774-17 2007年3月8日

㈱ネオロジスティクス 鳳APOC 大阪府堺市西区鶴田町28-7 小分け業者 有機加工食品 ㈱ネオロジスティクス 鳳APOC 大阪府堺市西区鶴田町28-7 JM80408PC-0960-18 2007年3月8日

バイオアイ(株) 大阪府大阪市西区立売堀1-9-23 輸入業者 有機加工食品 バイオアイ(株) 大阪府大阪市西区立売堀1-9-23 JB190205TR-1622-0 2019年2月5日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(有)ナチュラルパックス 東京都八王子市下恩方町350-20 生産行程管理者 有機加工食品 (有)ナチュラルパックス 東京都八王子市下恩方町350-20  JN171117PR-1510-0 2017年11月17日

自然農法成田生産組合 千葉県富里市高松415-11 生産行程管理者 有機農産物 自然農法成田生産組合 千葉県富里市高松415-11 JN000828FA-0128-0 2007年1月26日

成瀬　三郎 岐阜県瑞浪市南小田町1-95 生産行程管理者 有機農産物 成瀬三郎1号 岐阜県瑞浪市日吉町5579 JN060822FA-1297-0 2006年8月22日

成瀬　三郎 岐阜県瑞浪市南小田町1-95 生産行程管理者 有機加工食品 成瀬農場　荒茶工場 岐阜県瑞浪市日吉町5579-7番地 JN140422PR-1298-0 2014年4月22日

(有）西製茶工場 鹿児島県霧島市牧園町万膳798 生産行程管理者 有機農産物 (有）西製茶工場 鹿児島県霧島市牧園町万膳798 JN010228FA-0986-0 2007年4月26日

(有）西製茶工場 鹿児島県霧島市牧園町万膳798 生産行程管理者 有機加工食品 (有）西製茶工場 鹿児島県霧島市牧園町万膳798 JN010228PR-1078-0 2009年4月26日

㈱西村幸太郎商店 京都府京田辺市普賢寺打垣内 17 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱西村幸太郎商店 京都府京田辺市普賢寺打垣内 17 JN040624PR-0737-0 2007年8月10日

日新化工(株)　船橋工場 千葉県船橋市高瀬町21-9 生産行程管理者 有機加工食品 日新化工(株)　船橋工場 千葉県船橋市高瀬町21-9 JN91018PR-0287-0 2006年12月7日

日本オリゴ㈱ 富山県南砺市泉沢588 生産行程管理者 有機加工食品 日本オリゴ㈱ 富山県南砺市泉沢588 JU041207PR-1289-1 2014年4月11日

日本農産㈱ 静岡県浜松市北区根洗町240 生産行程管理者 有機農産物 日本農産㈱ 静岡県浜松市北区根洗町240 JN071120FA-1019-0 2007年11月20日

日本農産㈱ 静岡県浜松市北区根洗町240 生産行程管理者 有機加工食品 日本農産㈱ 静岡県浜松市北区根洗町240 JN071120PR-1020-0 2007年11月20日

日本粉末薬品(株)  枚岡工場 大阪府東大阪市宝町13-36 生産行程管理者 有機加工食品 日本粉末薬品(株)  枚岡工場 大阪府東大阪市宝町13-36 JN040210PR-0756-0 2006年11月2日

日本粉末薬品(株) 加納工場 大阪府東大阪市加納4-13-28 生産行程管理者 有機加工食品 日本粉末薬品(株) 加納工場 大阪府東大阪市加納4-13-28 JN150915PR-1351-0 2015年9月15日

東日本産業㈱ 岩手県紫波郡紫波町犬渕字谷地田116-7 生産行程管理者 有機加工食品 東日本産業㈱ 岩手県紫波郡紫波町犬渕字谷地田116-7 JH030212PR-0597-0 2007年2月23日

東日本ハルカ㈱ 宮城県仙台市泉区泉中央4-28-2 生産行程管理者 有機農産物 東日本ハルカ㈱ 宮城県仙台市泉区泉中央4-28-2 JH200810FA-1726 2020年8月10日

東日本ハルカ㈱ 宮城県仙台市泉区泉中央4-28-2 生産行程管理者 有機加工食品 東日本ハルカ㈱ 宮城県仙台市泉区泉中央4-28-2 JH200810PR-1727 2020年8月10日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

富士山茶㈱ 静岡県沼津市石川821-1 生産行程管理者 有機農産物 富士山茶㈱ 静岡県沼津市石川821-1 JF180921FA-1580-0 2018年9月21日

不二選別工業㈱ 茨城県行方市内宿1593-1 小分け業者 有機農産物 不二選別工業㈱ 茨城県行方市内宿1593-1 JE000912PC-0025-1 2006年12月22日

増田　真梨 東京都葛飾区青戸5-31-2-703 小分け業者 有機加工食品 増田　真梨 東京都葛飾区青戸5-31-2-703 JM181026PC-1586-0 2018年10月26日

桝田屋食品㈱ 長野県飯山市大字瑞穂4196 小分け業者 有機加工食品 桝田屋食品㈱ 長野県飯山市大字瑞穂4196 JM060914PC-1495-0 2017年10月6日

パシフィック洋行株式会社 東京都中央区八丁堀2-21-6　八丁堀NFビル7階 輸入業者 有機加工食品 パシフィック洋行株式会社 東京都中央区八丁堀2-21-6　八丁堀NFビル7階 JP060615TR-900-0 2006年6月15日

合資会社 八丁味噌 愛知県岡崎市八帖町往還通69 生産行程管理者 有機加工食品 合資会社 八丁味噌 愛知県岡崎市八帖町往還通69 JH010120PR-0356-0 2006年12月22日

ハマヤ(株)　伊丹工場 兵庫県伊丹市東有岡5‐20 生産行程管理者 有機加工食品 ハマヤ(株)　伊丹工場 兵庫県伊丹市東有岡5‐20 JH010322PR-0306-0 2007年2月23日

ハマヤ(株)　茨木工場 大阪府茨木市横江2‐2‐4 生産行程管理者 有機加工食品 ハマヤ(株)　茨木工場 大阪府茨木市横江2‐2‐4 JH010322PR-0307-0 2007年2月23日

ハマヤ(株)　関西工場 兵庫県伊丹市東有岡3-233 生産行程管理者 有機加工食品 ハマヤ(株)　関西工場 兵庫県伊丹市東有岡3-233 JH010322PR-0811-0 2006年12月22日

ハマヤ(株)　四国工場 徳島県徳島市東沖洲2‐26‐16 生産行程管理者 有機加工食品 ハマヤ(株)　四国工場 徳島県徳島市東沖洲2‐26‐16 JH010322PR-0308-0 2007年5月25日

ハマヤ(株)　湘南工場 神奈川県平塚市堤町3-10 生産行程管理者 有機加工食品 ハマヤ(株)　湘南工場 神奈川県平塚市堤町3-10 JH010322PR-1581-0 2018年9月21日

林　公彦 三重県多気郡大台町栃原字本郷255 生産行程管理者 有機農産物

荒茶製造施設

三重県多気郡大台町栃原275 JY000626FA-1508-0 2017年10月27日

林　公彦 三重県多気郡大台町栃原字本郷275 生産行程管理者 有機加工食品

やまりん製茶 三重県多気郡大台町栃原275

JY000626PR-1509-0 2017年10月27日

林 嘉人 京都府相楽郡和束町杣田下杣田74 生産行程管理者 有機農産物 林 嘉人 京都府相楽郡和束町杣田下杣田74 JH040422FA-1763 2020年12月29日

林 嘉人 京都府相楽郡和束町杣田下杣田74 生産行程管理者 有機加工食品 林 嘉人 京都府相楽郡和束町杣田下杣田74 JH201229PR-1764 2020年12月29日

原泉茶業　有機栽培茶生葉組合 静岡県掛川市大和田10-1 生産行程管理者 有機農産物 原泉茶業　有機栽培茶生葉組合 静岡県掛川市大和田10-1 JH170328FA-1446-0 2017年3月28日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

原泉農園（㈱丸中　中根園） 静岡県掛川市孕石57 生産行程管理者 有機農産物 原泉農園（㈱丸中　中根園） 静岡県掛川市孕石57 JH190412FA-1638 2019年4月12日

原泉農園（㈱丸中　中根園） 静岡県掛川市孕石57 生産行程管理者 有機加工食品 原泉農園（㈱丸中　中根園） 静岡県掛川市孕石57 JH190412PR-1639 2019年4月12日

原島　政司 福岡県八女市黒木町北大淵6338 生産行程管理者 有機農産物 原島政司　無田 福岡県八女市黒木町大渕7168 JH170328FA-1443-0 2015年6月12日

原島　政司 福岡県八女市黒木町北大淵6338 生産行程管理者 有機加工食品 発酵茶加工場 福岡県八女市矢部村北矢部1743 JH170328PR-1444-0 2017年3月28日

㈱播磨園製茶 京都府綴喜郡宇治田原町奥山田川上152-1 生産行程管理者 有機農産物 ㈱播磨園製茶 京都府綴喜郡宇治田原町奥山田川上152-1 JH010130FA-0241-0 2006年7月6日

㈱播磨園製茶 京都府綴喜郡宇治田原町大字奥山田小字川上152-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱播磨園製茶 京都府綴喜郡宇治田原町大字奥山田小字川上152-1 JH010130PR-0242-0 2006年7月6日

東 浩一 石川県小松市矢田町イ24-3 生産行程管理者 有機農産物 東 浩一 石川県小松市矢田町イ24-3 JH100511FA-1112-0 2010年5月11日

ひかり味噌（株） 長野県諏訪郡下諏訪町4848-1 生産行程管理者 有機加工食品 ひかり味噌株式会社 長野県諏訪郡下諏訪町4848-1 JH001020PR-1826 2022年5月19日

ひかりグローバルサプライ㈱ 長野県諏訪郡下諏訪町西四王4848-1 輸入業者 有機農産物 ひかりグローバルサプライ㈱ 長野県諏訪郡下諏訪町西四王4848-1 JH191122TR-1681 2019年11月22日

ひかりグローバルサプライ㈱ 長野県諏訪郡下諏訪町西四王4848-1 輸入業者 有機加工食品 ひかりグローバルサプライ㈱ 長野県諏訪郡下諏訪町西四王4848-1 JH191122TR-1682 2019年11月22日

㈱ひしだいパックス 静岡県袋井市高尾2689-1 小分け業者 有機加工食品 ㈱ひしだいパックス 静岡県袋井市高尾2689-1 JH020419PC-0771-0 2007年9月18日

㈱菱和園 愛知県名古屋市緑区大高町子ノ年 12-2 小分け業者 有機加工食品 ㈱菱和園 愛知県名古屋市緑区大高町子ノ年 12-2 JH001122PC-0621-0 2016年3月15日

㈱菱和園 愛知県名古屋市緑区大高町子ノ年 12-2 小分け業者 有機農産物 ㈱菱和園 愛知県名古屋市緑区大高町子ノ年 12-2 JH001122PC-1106-0 2016年3月15日

㈱菱和園 愛知県名古屋市緑区大高町子ノ年12-2 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱菱和園 愛知県名古屋市緑区大高町子ノ年12-2 JH001122PR-0210-0 2006年12月15日

火乃国食品工業㈱ 熊本県宇城市小川町南小川454 小分け業者 有機加工食品 火乃国食品工業㈱ 熊本県宇城市小川町南小川454 JH030812PC-1782 2021年7月22日

日の出製粉 株式会社 熊本県宇城市小川町南小川 385 生産行程管理者 有機加工食品 日の出製粉 株式会社 熊本県宇城市小川町南小川 385 JH040825PR-0789-0 2007年1月26日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(株)平岡商店 静岡県静岡市葵区水道町5-3 生産行程管理者 有機加工食品 (株)平岡商店 静岡県静岡市葵区水道町5-3 JH130308PR-1228-0 2013年3月8日

株式会社ヒロコーヒー いながわ珈琲工房 兵庫県伊丹市北伊丹5-15-1 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社ヒロコーヒー いながわ珈琲工房 兵庫県伊丹市北伊丹5-15-1 JH011127PR-0716-0 2007年9月13日

㈱ファーマインド 東京都千代田区神田和泉町1　神田和泉町ビル7F 輸入業者 有機農産物 ㈱ファーマインド 東京都千代田区神田和泉町1　神田和泉町ビル7F JF190305TR-1628-0 2019年3月5日

㈱ファーマインド 八千代センター 千葉県八千代市大和田新田727 小分け業者 有機農産物 株式会社ファーマインド　八千代センター 千葉県八千代市大和田新田727 JF230112PC-1863

㈱ファーマインド　青海センター 東京都江東区青海4-7-12 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　青海センター 東京都江東区青海4-7-12 JF190712PC-1655 2019年7月9日

㈱ファーマインド　上尾センター 埼玉県上尾市西門前272 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　上尾センター 埼玉県上尾市西門前272 JF201006PC-1735-2 2020年10月6日

㈱ファーマインド　えびのセンター 宮崎県えびの市東川北字大丸566 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　えびのセンター 宮崎県えびの市東川北字大丸566 JF201006PC-1737-4 2020年10月6日

㈱ファーマインド　大館センター 秋田県大館市二井田字前田野5番64 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　大館センター 秋田県大館市二井田字前田野5番64 JF200327PC-1703-1 2020年3月27日

㈱ファーマインド　川崎センター 神奈川県川崎市川崎区扇町13-1 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　川崎センター 神奈川県川崎市川崎区扇町13-1 JF200327PC-1705-3 2020年3月27日

㈱ファーマインド　神戸センター 兵庫県神戸市中央区港島6丁目9-4 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　神戸センター 兵庫県神戸市中央区港島6丁目9-4 JF200327PC-1707-5 2020年3月27日

㈱ファーマインド　郡山センター 福島県郡山市大槻町字向原206 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　郡山センター 福島県郡山市大槻町字向原206 JF200327PC-1704-2 2020年3月27日

㈱ファーマインド　札幌センター 北海道札幌市東区東雁来9条3丁目2番20号 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　札幌センター 北海道札幌市東区東雁来9条3丁目2番20号 JF201006PC-1734-1 2020年10月6日

㈱ファーマインド　名古屋センター 愛知県名古屋市港区空見町37-1 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　名古屋センター 愛知県名古屋市港区空見町37-1 JF200327PC-1706-4 2020年3月27日

㈱ファーマインド　広島センター 広島県広島市西区草津港1-6-33 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　広島センター 広島県広島市西区草津港1-6-33 JF200327PC-1708-6 2020年3月30日

㈱ファーマインド　福岡センター 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2-2-7 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド　福岡センター 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2-2-7 JF201006PC-1736-3 2020年10月6日

㈱ファーマインド千葉センター 千葉県千葉市若葉区更科町2558 小分け業者 有機農産物 ㈱ファーマインド千葉センター 千葉県千葉市若葉区更科町2558 JF211126PC-1796 2022年11月26日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

株式会社　冨貴食研 大阪府茨木市東太田1-2-1 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社　冨貴食研 大阪府茨木市東太田1-2-1 JF100401PR-1396-0 2016年5月17日

㈱福寿園　山城工場 京都府木津川市山城町上狛東作り道11 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱福寿園　山城工場 京都府木津川市山城町上狛東作り道11 JF001010PR-0173-0 2006年9月19日

福田龍(株)　奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 小分け業者 有機農産物 福田龍(株)　奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 JF050705PC-0658-0 2007年1月26日

福田龍(株)　奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 小分け業者 有機加工食品 福田龍(株)　奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 JF050705PC-0954-0 2007年1月26日

福田龍(株) 大阪府大阪市北区西天満1丁目5番11号 輸入業者 有機農産物 福田龍(株)奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 JF201130TR-1843 2022年10月26日

福田龍(株) 大阪府大阪市北区西天満1丁目5番11号 輸入業者 有機加工食品 福田龍(株)奈良工場 奈良県御所市城山台166-21 JF201130TR-1844 2022年10月26日

㈱伏見屋　園部工場 京都府南丹市園部町高屋車田6 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱伏見屋　園部工場 京都府南丹市園部町高屋車田6 JF030204PR-0599-0 2006年11月14日

(株)藤本商店 京都府木津川市山城町上狛東石垣外6-2 生産行程管理者 有機加工食品 (株)藤本商店 京都府木津川市山城町上狛東石垣外6-2 JF110602PR-1148-0 2011年6月2日

藤原 貞三 静岡県浜松市天竜区春野町越木平323 生産行程管理者 有機農産物 藤原 貞三 静岡県浜松市天竜区春野町越木平323 JY010314FA-0374-1 2006年12月22日

布施田　雅浩（童仙房茶舗） 京都府相楽郡南山城村童仙房小玉129 生産行程管理者 有機農産物 布施田　雅浩（童仙房茶舗） 京都府相楽郡南山城村童仙房小玉129 JD001215FA-0284-0 2006年4月28日

布施田　雅浩（童仙房茶舗） 京都府相楽郡南山城村童仙房小玉129 生産行程管理者 有機加工食品 布施田　雅浩（童仙房茶舗） 京都府相楽郡南山城村童仙房小玉129 JD001215PR-0284-0 2006年4月28日

ブルドックソース㈱　鳩ヶ谷工場 埼玉県川口市三ツ和3-6-1 生産行程管理者 有機加工食品 ブルドックソース㈱　鳩ヶ谷工場 埼玉県川口市三ツ和3-6-1 JB00301K-0033-0 2006年7月6日

(有)豊後大分有機茶生産組合 大分県臼杵市野津町西畑3897-3 生産行程管理者 有機農産物 (有)豊後大分有機茶生産組合 大分県臼杵市野津町西畑3897-3  JB070619FA-1542-0 2007年6月19日

(有)豊後大分有機茶生産組合 大分県臼杵市野津町西畑4380 生産行程管理者 有機加工食品 (有)豊後大分有機茶生産組合 大分県臼杵市野津町西畑4380 JB070619PR-1543-0 2009年9月15日

㈱碧翆園 京都府城陽市中･中ノ郷51 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱碧翆園 京都府城陽市中･中ノ郷51 JH020131PR-0484-0 2007年5月15日

㈱芳香園 京都府城陽市長池北清水29 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱芳香園 京都府城陽市長池北清水29 JH171128PR-1517-0 2017年11月28日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(有)豊緑園 宮崎県児湯郡新富町大字日置5182-54 生産行程管理者 有機農産物 (有)豊緑園 宮崎県児湯郡新富町大字日置5182-54 JH160428FA-1391-0 2016年4月28日

㈲豊緑園 宮崎県児湯郡新富町日置5182-54 生産行程管理者 有機加工食品 仕上げ加工工場 宮崎県児湯郡新富町大字日置5182-54 JH230212PR-1870

(有)北総ベジタブル 千葉県山武郡芝山町菱田764 生産行程管理者 有機農産物 (有)北総ベジタブル 千葉県山武郡芝山町菱田764 JH061222FA-1311-0 2006年12月22日

星　進太郎 宮城県加美郡加美町城生字舘ノ内1-1 生産行程管理者 有機農産物 星　進太郎 宮城県加美郡加美町城生字舘ノ内1-1 JH080408FA-1658 2019年7月23日

㈱堀田勝太郎商店　白川工場 京都府宇治市白川鍋倉山41-8 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱堀田勝太郎商店　白川工場 京都府宇治市白川鍋倉山41-8 JH001106PR-1127-0 2010年9月17日

本山製茶㈱ 静岡県静岡市葵区与左衛門新田21 生産行程管理者 有機農産物 本山製茶㈱ 静岡県静岡市葵区与左衛門新田21 JH160209FA-1565-0 2018年6月5日

本山製茶㈱ 静岡県静岡市葵区与左衛門新田21 生産行程管理者 有機加工食品 本山製茶㈱ 静岡県静岡市葵区与左衛門新田21 JH160209PR-1370-0 2016年2月9日

前川　勝人 奈良県桜井市大字西之宮33-1 生産行程管理者 有機農産物 圃場番号1 奈良県宇陀市榛原上井足2530 JM120727FA-1197-0 2012年7月27日

マエカワテイスト㈱加西工場 兵庫県加西市繁昌町字森ガハナ甲903-29 生産行程管理者 有機加工食品 マエカワテイスト㈱加西工場 兵庫県加西市繁昌町字森ガハナ甲903-29 JM010628PR-0838-0 2006年8月22日

桝田屋食品㈱ 長野県飯山市大字瑞穂4196 生産行程管理者 有機加工食品 桝田屋食品㈱ 長野県飯山市大字瑞穂4196 JM060914PR-0913-0 2006年9月14日

㈱ますぶち園 岐阜県加茂郡白川町黒川1400 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱ますぶち園 岐阜県加茂郡白川町黒川1400 JM990320PR-0328-0 2006年8月22日

㈱マルモ森商店 静岡県静岡市葵区安西3-27 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱マルモ森商店 静岡県静岡市葵区安西3-27 JM190305PR-1631 2019年3月5日

㈱丸山園　静岡工場 静岡県静岡市駿河区丸子1-12-9 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱丸山園　静岡工場 静岡県静岡市駿河区丸子1-12-9 JM010213PR-0981-0 2007年3月30日

㈱マルヨシ近江茶 滋賀県甲賀市土山町大野2723 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱マルヨシ近江茶 滋賀県甲賀市土山町大野2723 JM151218PR-1363-0 2015年12月18日

㈱マルヨシ近江茶 滋賀県甲賀市土山町大野2723 生産行程管理者 有機農産物 ㈱マルヨシ近江茶 滋賀県甲賀市土山町大野2723 JM180330FA-1558-0 2018年3月30日

マンズワイン株式会社　小諸ワイナリー 長野県小諸市諸375 生産行程管理者 有機農産物 マンズワイン株式会社　小諸ワイナリー 長野県小諸市諸375 JM030523FA-1152-0 2011年6月24日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

三上　年 青森県弘前市宮地字沢田14-1 生産行程管理者 有機農産物 1 青森県弘前市大字宮地字菖富沢73,84 JS000828FA-1364-63 2016年1月19日

㈱松音商会 奈良県大和郡山市北郡山町63-2 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱松音商会 奈良県大和郡山市北郡山町63-2 JM010831PR-0426-0 2006年10月12日

(株)松倉 宮城県大崎市古川前田町4-6 生産行程管理者 有機加工食品 (株)松倉 宮城県大崎市古川前田町4-6 JM190924PR-1664 2019年9月24日

松下 芳春 静岡県掛川市満水181 生産行程管理者 有機農産物

松下芳春 1 　池の谷 静岡県掛川市満水字池の谷480-1

JM060222FA-0891-0 2007年5月25日

松下 芳春 静岡県掛川市満水181 生産行程管理者 有機加工食品

松下園製茶工場・冷蔵庫・粉砕加工所・松下園袋詰

め工場 静岡県掛川市満水181 JM060222PR-0892-0 2007年5月25日

松田産業㈱ 東京都新宿区西新宿1-26-2 小分け業者 有機加工食品 松田産業㈱ 東京都新宿区西新宿1-26-2 JM081128PC-1060-0 2008年11月28日

Matcha Organic Japan㈱ 静岡県島田市身成1476-2 生産行程管理者 有機農産物 MOJ　1-1　オリジ 静岡県島田市身成鍋島1687-1～1690-1 JM200331FA-1712 2020年3月31日

Matcha Organic Japan㈱ 静岡県島田市身成1476-2 生産行程管理者 有機加工食品 碾茶工場 静岡県島田市身成1474-2 JM200331PR-1713 2020年3月31日

松林　敏美（あおもり南部有機生産組合） 青森県上北郡おいらせ町浜道93-2 生産行程管理者 有機農産物 松林　敏美（あおもり南部有機生産組合） 青森県上北郡おいらせ町浜道93-2 JA001101FA-0146-0 2007年4月26日

松本 のぼる 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1052-340 生産行程管理者 有機畜産物 仔牛用パドック 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原1052-259 JT080115AN-1143-1 2011年3月25日

丸喜　友貴 奈良県宇陀市榛原区石田636-1 生産行程管理者 有機農産物 丸喜　友貴 奈良県宇陀市榛原区石田636-1 JM170310FA-1439-0 2017年3月10日

マルキン食品㈱　阿蘇工場 熊本県阿蘇郡西原村鳥子312-3 生産行程管理者 有機加工食品 マルキン食品㈱　阿蘇工場 熊本県阿蘇郡西原村鳥子312-3 JM010116PR-0831-0 2006年8月10日

株式会社 丸越 岩手県一関市花泉町金沢字運南田171-1 小分け業者 有機農産物 株式会社 丸越 岩手県一関市花泉町金沢字運南田171-1 JM021210PC-0578-0 2006年9月14日

株式会社 丸越 岩手県一関市花泉町金沢字運南田171-1 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社 丸越 岩手県一関市花泉町金沢字運南田171-1 JM021210PR-0810-0 2006年9月14日

(有)まる三小松原商店 新潟県新潟市北区下大谷内378-63 生産行程管理者 有機加工食品 (有)まる三小松原商店 新潟県新潟市北区下大谷内378-63 JM010817PR-0422-0 2007年8月10日

㈱純正食品マルシマ 広島県尾道市東尾道9-2 小分け業者 有機農産物 ㈱純正食品マルシマ 広島県尾道市東尾道9-2 JM80202PC-0922-0 2006年9月19日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

㈱純正食品マルシマ 広島県尾道市東尾道9-2 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱純正食品マルシマ 広島県尾道市東尾道9-2 JM80202PR-0250-0 2006年9月19日

丸島醤油㈱ 香川県小豆郡小豆島町神懸通甲881 生産行程管理者 有機加工食品 丸島醤油㈱ 香川県小豆郡小豆島町神懸通甲881 JM80202PR-0253-0 2006年9月29日

マルシン食品㈱ 新潟県新潟市西区寺尾東2-9-39 生産行程管理者 有機加工食品 マルシン食品㈱ 新潟県新潟市西区寺尾東2-9-39 JM061027PR-0934-0 2006年10月27日

丸善製茶㈱　丸子工場 静岡県静岡市駿河区丸子新田314 生産行程管理者 有機加工食品 丸善製茶㈱　丸子工場 静岡県静岡市駿河区丸子新田314 JM80518K-0175-0 2006年10月27日

丸福製茶㈱ 静岡県静岡市葵区若松町25 生産行程管理者 有機加工食品 丸福製茶㈱　本社工場 静岡県静岡市葵区若松町25 JM90501K-0234-0 2006年8月22日

丸福製茶㈱ 静岡県静岡市葵区若松町25 生産行程管理者 有機農産物 望月　政治No.1 静岡県静岡市葵区平野1338-1 JM220314FA-1811 2022年3月14日

㈱丸美屋　菊水工場 熊本県玉名郡和水町内田2211 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱丸美屋　菊水工場 熊本県玉名郡和水町内田2211 JM000928-PR0081-0 2006年8月10日

三喜屋珈琲㈱ 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁102-1 生産行程管理者 有機加工食品 三喜屋珈琲㈱ 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁102-1 JM191108PR-1678 2019年11月8日

森本　茂 宮崎県児湯郡川南町大字川南13140-2 生産行程管理者 有機農産物 1（牧内上） 宮崎県児湯郡都濃町川北尾下11442-42 JD010314FA-0369-0 2009年12月25日

森本　茂 宮崎県児湯郡川南町川南13140-2 生産行程管理者 有機加工食品 森本　茂（株式会社 太地園） 宮崎県児湯郡川南町川南13140-2 JD010314PR-0370-0 2009年12月25日

㈱ラプラン

愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-10　明治安田生命

今池内山ビル8F 輸入業者 有機加工食品 ㈱ラプラン 愛知県名古屋市昭和区元宮町4-46 JL160902TR-1414-0 2016年9月2日

㈱ラプラン

愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-10　明治安田生命

今池内山ビル8F 小分け業者 有機加工食品 ㈱ラプラン 愛知県名古屋市昭和区元宮町4-46 JL180710PC-1570-0 2018年7月10日

三井農林(株)　須玉工場 山梨県北杜市須玉町若神子4496-2 生産行程管理者 有機加工食品 三井農林(株)　須玉工場 山梨県北杜市須玉町若神子4496-2 JM001215PR-1620-1 2019年1月23日

三井農林(株)　藤枝工場 静岡県藤枝市宮原223-1 生産行程管理者 有機加工食品 三井農林(株)　藤枝工場 静岡県藤枝市宮原223-1  JM001215PR-0171-0 2010年7月13日

(株)ミツワ海老名 静岡県静岡市葵区辰起町10-13 生産行程管理者 有機加工食品 (株)ミツワ海老名 静岡県静岡市葵区辰起町10-13 JM090511PR-1079-0 2009年5月11日

南魚沼　有機の会 新潟県南魚沼市宮837 生産行程管理者 有機農産物 阿部　正太　1 新潟県南魚沼市欠之上萱場294-1 JM061114FA-1358-0 2006年11月14日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

宮古島亜熱帯有機農業生産組合 沖縄県宮古島市下地字来間65番地 生産行程管理者 有機農産物 宮古島亜熱帯有機農業生産組合 沖縄県宮古島市下地字来間65番地 JS000828FA-0145-26 2006年11月2日

宮古島亜熱帯有機農業生産組合 沖縄県宮古島市下地字来間65番地 生産行程管理者 有機加工食品 （有）楽園の果実

農産物処理加工施設

宮古島市下地字来間 259-2 JS000828PR-1850 2022年12月10日

社会福祉法人 三山黎明会 群馬県前橋市田口町177-3 小分け業者 有機農産物 社会福祉法人 三山黎明会 群馬県前橋市田口町177-3 JG001027PC-0888-3 2012年4月27日

㈱向井珍味堂 大阪府大阪市平野区加美西1-12-18 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱向井珍味堂 大阪府大阪市平野区加美西1-12-18 JY991005PR-0098-2 2006年11月24日

(株)むそう商事 大阪府大阪市中央区南新町1-3-8 小分け業者 有機加工食品 (株)むそう商事 大阪府大阪市中央区南新町1-3-8 JM980707PC-0950-0 2007年1月16日

(株)むそう商事 大阪府大阪市中央区南新町1-3-8 輸入業者 有機農産物 (株)むそう商事 大阪府大阪市中央区南新町1-3-8 JM980707TR-0010-0 2007年1月16日

(株)むそう商事 大阪府大阪市中央区南新町1-3-8 輸入業者 有機加工食品 (株)むそう商事 大阪府大阪市中央区南新町1-3-8 JM980707TR-0951-0 2007年1月16日

ムソー食品工業(株) 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山2750番地 生産行程管理者 有機加工食品 ムソー食品工業(株) 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山2750番地 JM020328PR-1014-0 2007年10月26日

茗広茶業 株式会社 静岡県静岡市葵区北番町117-4 生産行程管理者 有機加工食品 茗広茶業 株式会社 静岡県静岡市葵区北番町117-4 JM030513PR-0613-0 2006年9月19日

(有)メイリリィ 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央3-1 輸入業者 有機加工食品 (有)メイリリィ 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央3-1 JM160428TR-1392-0 2016年4月28日

メトロ㈱　山梨工場 山梨県南アルプス市下今諏訪907-10 生産行程管理者 有機加工食品 メトロ㈱　山梨工場 山梨県南アルプス市下今諏訪907-10 JM020611PR-0543-0 2007年2月8日

㈱野菜くらぶ 群馬県利根郡昭和村赤城原844-15 生産行程管理者 有機農産物 ㈱野菜くらぶ 群馬県利根郡昭和村赤城原844-15 JG001027FA-0112-0 2007年6月29日

(株)矢野園 京都府綴喜郡宇治田原町大字南小字並木3 生産行程管理者 有機加工食品 (株)矢野園 京都府綴喜郡宇治田原町大字南小字並木3 JY110419PR-1145-0 2011年4月19日

株式会社　薮崎園 静岡県藤枝市岡部町桂島1135-1 生産行程管理者 有機農産物 株式会社　薮崎園 静岡県藤枝市岡部町桂島1135-1 JY130809FA-1258-0 2013年8月9日

株式会社　薮崎園 静岡県藤枝市岡部町桂島1135-1 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社　薮崎園 静岡県藤枝市岡部町桂島1135-1 JY130809PR-1259-0 2013年8月9日

ヤマキ㈱ 愛媛県伊予市米湊1698-6 生産行程管理者 有機加工食品 ヤマキ㈱ 愛媛県伊予市米湊1698-6 JY070426PR-0983-0 2007年4月26日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

山口食品(株) 大阪府豊能郡豊能町余野532 生産行程管理者 有機加工食品 山口食品(株) 大阪府豊能郡豊能町余野532 JM80408PR-0459-12 2007年7月5日

有限会社　山口農園 奈良県宇陀市榛原大貝332 生産行程管理者 有機農産物 有限会社　山口農園 奈良県宇陀市榛原大貝332  JY001027-FA0062-0 2007年3月20日

山﨑 正志 茨城県坂東市勘助新田4422 生産行程管理者 有機農産物 山﨑 正志 茨城県坂東市勘助新田4422 JY000828-FA0066-0 2007年4月12日

山崎　喜春 山梨県上野原市鶴島921-5 生産行程管理者 有機農産物 山崎　喜春 山梨県上野原市鶴島921-5 JY210105FA-1762 2021年1月5日

㈱山城屋食品 京都府宇治市槇島町目川 21 小分け業者 有機農産物 ㈱山城屋食品 京都府宇治市槇島町目川 21 JY200129PC-1697 2020年1月29日

㈱山城屋食品 京都府宇治市槇島町目川 21 小分け業者 有機加工食品 ㈱山城屋食品 京都府宇治市槇島町目川 21 JY200129PC-1698 2020年1月29日

㈱ヤマダイフーズプロセシング 北海道小樽市銭函3-319-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱ヤマダイフーズプロセシング 北海道小樽市銭函3-319-1 JA181221PR-1601-2 2018年12月14日

大和まごころ会 奈良県五條市西吉野町奥谷1663 生産行程管理者 有機農産物 大和まごころ会 奈良県五條市西吉野町奥谷1663 JY110922FA-1163-0 2006年10月27日

大和まごころ会 奈良県五條市西吉野町奥谷1663 生産行程管理者 有機加工食品 大和まごころ会 奈良県五條市西吉野町奥谷1663 JY110922PR-1164-0 2006年10月27日

㈱ヤマヒサ 香川県小豆郡小豆島町安田甲243 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱ヤマヒサ 香川県小豆郡小豆島町安田甲243 JY981220PR-0072-0 2006年12月15日

株式会社　やまま満寿多園 静岡県御前崎市上朝比奈1687 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社　やまま満寿多園 静岡県御前崎市上朝比奈1687 JY130326PR-1233-0 2013年3月26日

㈱山本貢資商店 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 1-107-1 小分け業者 有機農産物 ㈱山本貢資商店 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 1-107-1 JY991005PC-0718-0 2006年12月7日

㈱山本貢資商店 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-107-1 小分け業者 有機加工食品 ㈱山本貢資商店 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-107-1 JY991005PC-0945-0 2006年12月7日

㈱山本貢資商店 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 1-107-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱山本貢資商店 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 1-107-1 JY991005PR-0717-0 2006年12月7日

山本珈琲株式会社　天理工場 奈良県天理市中之庄町458-1-1 生産行程管理者 有機加工食品 山本珈琲株式会社　天理工場 奈良県天理市中之庄町458-1-1  JY070719PR-0997-0 2017年6月2日

（資）山安 愛知県豊橋市大手町57 生産行程管理者 有機加工食品 （資）山安 愛知県豊橋市大手町57 JY010314PR-0373-0 2007年2月8日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

㈱八幡屋茶舗 静岡県周智郡森町天宮581-1 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱八幡屋茶舗 静岡県周智郡森町天宮581-1 JY150612PR-1340-0 2015年6月12日

株式会社　ユーハイム 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番4 輸入業者 有機加工食品 株式会社　ユーハイム 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目7番4 JY111115TR-1166-0 2011年11月9日

(株)ユニオンコーヒーロースターズ 大阪府茨木市豊原町6-10 小分け業者 有機加工食品 (株)ユニオンコーヒーロースターズ 大阪府茨木市豊原町6-10 JU010228PC-0567-0 2006年9月14日

(株)ユニオンコーヒーロースターズ 大阪府茨木市豊原町6-10 小分け業者 有機農産物 (株)ユニオンコーヒーロースターズ 大阪府茨木市豊原町6-10 JU010228PC-0911-0 2006年9月14日

(株)ユニオンコーヒーロースターズ 大阪府茨木市豊原町6-10 生産行程管理者 有機加工食品 (株)ユニオンコーヒーロースターズ 大阪府茨木市豊原町6-10 JU010228PR-0310-0 2006年8月28日

㈱吉田園 福岡県八女市黒木町本分1159-5 生産行程管理者 有機加工食品 ㈱吉田園 福岡県八女市黒木町本分1159-5 JY81030K-0054-0 2006年5月26日

株式会社　吉田号 東京都中央区八丁堀 1-11-6 輸入業者 有機農産物 株式会社　吉田号 東京都中央区八丁堀 1-11-6 JY040319TR-0710-0 2006年12月22日

株式会社　吉田号 東京都中央区八丁堀1-11-6 輸入業者 有機加工食品 株式会社　吉田号 東京都中央区八丁堀1-11-6 JY040319TR-0990-1 2006年12月22日

リボン食品製造株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-15-28 生産行程管理者 有機加工食品 リボン食品製造株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-15-28 JR020910PR-0559-0 2006年7月6日

㈱楼蘭 東京都八王子市椚田町1214-1 小分け業者 有機加工食品 ㈱楼蘭 東京都八王子市椚田町1214-1 JL060120PC-0877-0 2007年6月29日

渡辺　健一郎 群馬県利根郡昭和村糸井459 生産行程管理者 有機農産物 渡辺　健一郎 群馬県利根郡昭和村糸井459 JW130712FA-1253-0 2013年7月12日

ワルツ㈱コーヒーセンター 愛知県豊橋市問屋町8-2 生産行程管理者 有機加工食品 ワルツ㈱コーヒーセンター 愛知県豊橋市問屋町8-2 JW061010PR-0925-0 2006年10月10日

ビオセボン・ジャポン(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 輸入業者 有機農産物 鈴与株式会社市川物流センター 千葉県市川市二俣新町21-2　2階 JB191025TR-1674 2019年10月25日

ビオセボン・ジャポン(株) 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 輸入業者 有機加工食品 鈴与株式会社市川物流センター 千葉県市川市二俣新町21-2　2階 JB191025TR-1675 2019年10月25日

マルクラ食品(株) 岡山県倉敷市加須山273-3 生産行程管理者 有機加工食品 マルクラ食品 岡山県倉敷市加須山273-3 JM210516PR-1776 2021年5月16日

㈱ワイエス農業 千葉県八街市八街へ199-205 生産行程管理者 有機農産物 ㈱ワイエス農業 千葉県八街市八街へ199-205 JY210525FA-1777 2021年5月25日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

(株)一保堂茶舗 京都府京都市中京区寺町通二条上ル常盤木町52 生産行程管理者 有機加工食品 (株)一保堂茶舗 京都府京都市中京区寺町通二条上ル常盤木町52 JI210713PR-1779 2021年7月13日

(株)星めぐり社 東京都目黒区緑が丘1-21-2　林ビル1F 生産行程管理者 有機加工食品 (株)星めぐり社 東京都目黒区緑が丘1-21-2　林ビル1F JH220211PR-1810 2022年2月12日

㈱牛長 大阪府大阪市住之江区平林南1-1-20 小分け業者 有機畜産物 ㈱牛長 大阪府大阪市住之江区平林南1-1-20 JG220110PC-1804 2022年1月10日

株式会社バーネットトレード 東京都中央区八丁堀3-28-14　飯田ビル4F 輸入業者 有機農産物 株式会社バーネットトレード 東京都中央区八丁堀3-28-14　飯田ビル4F JB220113TR-1805 2022年1月13日

富士山茶㈱ 静岡県沼津市石川821-1 生産行程管理者 有機加工食品 富士山茶㈱ 静岡県沼津市石川821-1 JF220126PR-1809 2022年1月26日

太平納豆㈱ 東京都墨田区太平2-16-5 生産行程管理者 有機加工食品 太平納豆 東京都墨田区太平2-16-5 JT220203PR-1807 2022年2月3日

(株)正義園 宮崎県小林市北西方3559 生産行程管理者 有機農産物 池田　義輝（正義園） 宮崎県小林市北西方3559 JM220315FA-1812 2022年3月15日

(株)正義園 宮崎県小林市北西方3559 生産行程管理者 有機加工食品 池田　義輝（正義園） 宮崎県小林市北西方3559 JM220315PR-1813 2022年3月15日

(株)藤本商店南山城工場 京都府相楽郡南山城村田山割尾坂5-1 生産行程管理者 有機加工食品 (株)藤本商店南山城工場 京都府相楽郡南山城村田山割尾坂5-1 JF220325PR-1816 2022年3月25日

㈱栄農人 長野県諏訪郡富士見町落合9984-826 生産行程管理者 有機農産物 ㈱栄農人 長野県諏訪郡富士見町落合9984-826 JE220408FA-1821 2022年4月8日

株式会社かけがわ有機の郷 静岡県掛川市初馬2412-1 生産行程管理者 有機農産物 株式会社かけがわ有機の郷 静岡県掛川市初馬2412-1 JK220414FA-1819 2022年4月14日

株式会社かけがわ有機の郷 静岡県掛川市初馬2412-1 生産行程管理者 有機加工食品 株式会社かけがわ有機の郷 静岡県掛川市初馬2412-1 JK220414PR-1820 2022年4月14日

JAふじ伊豆富士宮有機栽培茶研究会 静岡県富士宮市外神163-1 生産行程管理者 有機農産物 JAふじ伊豆富士宮有機栽培茶研究会 静岡県富士宮市外神163-1 JF160412FA-1822 2022年5月30日

市崎貴之 青森県十和田市大字相坂小林1-2 生産行程管理者 有機農産物 市崎貴之 青森県十和田市大字相坂小林1-2 JI220808FA‐1834 2022年8月8日

鈴木高緒 静岡県伊豆市柏久保349-1 有機加工食品 生産行程管理者 MOMI COFFEE 静岡県伊豆市柏久保349-1 JS221002PR-1839 2022年10月2日

(株)十日町きのこパッケージセンター 新潟県十日町市高田町6丁目868-1 生産行程管理者 有機農産物 下条工場えのき生産事業部 新潟県十日町市下条1丁目981－4 JT220830FA-1836 2022年8月30日

双日食料(株) 東京都港区六本木3-1-1　六本木ティーキューブ16F 輸入業者 有機農産物 川西倉庫㈱　京浜支店　本牧営業所 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭3 JS221014TR-1840 2022年10月14日



有機JAS認証事業者(2023.2.20時点）

認証を受けたものの氏名 認証を受けたものの住所 認証区分名 農林物資種類 認証に係る工場・圃場の名称 認証に係る工場・圃場の住所 認証番号 認証日

北のオーガニックファーム株式会社 北海道江別市角山565-1 生産行程管理者 有機畜産物 本牛舎（成牛） 北海道江別市角山565-1 JK220607AN-1827 2022年6月7日

京屋酒造㈲ 宮崎県日南市油津2-3-2 生産行程管理者 有機加工食品 京屋酒造有限会社 桜ヶ丘製造場 宮崎県日南市大字平野4299番地 JK221130PR-1848 2022年11月30日

農事組合法人はるの逸究園 静岡県浜松市天竜区春野町石打松下441-1
生産行程管理者

有機農産物 藤原貞三

天与の緑

静岡県浜松市天竜区横道314-2（南側） JH221210FA-1851 2022年12月10日

堀込 聖 群馬県富岡市下高尾554-1 生産行程管理者 有機農産物 堀込 理 3 群馬県富岡市下高尾553 JM991105FA-1853 2022年12月20日

神﨑 辰哉 長野県安曇野市穂高有明8355-1 生産行程管理者 有機農産物 1-1 長野県安曇野市穂高牧1244 JK221222FA-1857 2022年12月22日

松本 浩毅 静岡県島田市切山1806-21 生産行程管理者 有機農産物 最明寺 静岡県金谷字中原3223 JM230113FA-1861 2023年1月13日

松本 浩毅 静岡県島田市切山1806-21 生産行程管理者 有機加工食品 緑茶工場 静岡県島田市切山1806-21 JM230113PR-1862 2023年1月13日

㈱LJフーズ 東京都中央区日本橋2-11-2 輸入業者 有機加工食品  ㈱二葉 東扇島冷凍物流センター     神奈川県川崎市川崎区東扇島22-2     JL230130TR-1866 2023年1月30日

学校法人鶴来学園 石川県白山市鶴来日吉町口130番地 認証方法取扱業者 有機料理を提供する飲食店等の管理方法 学校法人鶴来学園 石川県白山市鶴来日吉町口130番地 JT220113RE-1803 2022年1月13日

如意輪幼稚園 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎137 認証方法取扱業者 有機料理を提供する飲食店等の管理方法 如意輪幼稚園 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎137 JN191220RE-1801 2021年12月29日

茶茶園(株) 静岡県島田市中河996-1 生産行程管理者 有機加工食品 茶茶園㈱ 島田工場 静岡県島田市中河996-1 JC221114PR-1846 2022年11月14日

(株)カラーリングファーム 福岡県久留米市北野町鳥巣1280-1 生産行程管理者 有機農産物 団地北1 福岡県久留米市北野町高良字川向南2565番 JC210605FA-1778 2021年6月5日

人気酒造㈱ 福島県二本松市山田470 輸入業者 有機農産物 人気酒造㈱ 福島県二本松市山田470 JN221018TR-1841 2022年10月18日

PFC長野(株) 長野県長野市市場3-3 小分け業者 有機農産物 PFC長野(株) 長野県長野市市場3-3 JP201027PC-1845 2022年10月27日


