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現在: 2022/4/30

No. (1) 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所
(2) 認証に係る農林物

資の種類

(3) 認証に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当

該流通行程における生産業者等の氏名若しくは名称及び住所
(4) 認証番号

(5) 認証の年月

日
(6) 認証分類

1 野口オーガニックファーム (宮崎県えびの市大字東長江浦888番地) 有機農産物 野口オーガニックファーム (宮崎県えびの市大字東長江浦888番地) FFJP1244 2007/12/10 生産行程管理者

2 中尾製茶工場 (鹿児島県姶良郡湧水町川西3089-38) 有機農産物 中尾製茶工場 (鹿児島県姶良郡湧水町川西3089-38) FFJP1268 2007/12/10 生産行程管理者

3 碓井園 (静岡県藤枝市谷稲葉703) 有機農産物 碓井園 (静岡県藤枝市谷稲葉703) FFJP1322 2007/2/28 生産行程管理者

4 葉っピイ向島園 (静岡県藤枝市瀬戸ノ谷5077) 有機農産物 葉っピイ向島園 (静岡県藤枝市瀬戸ノ谷5077) FFJP1748 2014/2/6 生産行程管理者

5 しあわせ野菜畑 (静岡県掛川市上西郷2454) 有機農産物 しあわせ野菜畑 (静岡県掛川市上西郷2454) FFJP1757 2014/11/10 生産行程管理者

6 薬糧開発株式会社 (神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号) 有機農産物 薬糧開発株式会社 (神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号) FFJP1794 2015/12/16 生産行程管理者

7 小島農園 (愛知県弥富市五斗山4-16) 有機農産物 小島農園 (愛知県弥富市五斗山4-16) FFJP9016 2018/3/2 生産行程管理者

8 石坂産業株式会社 (埼玉県入間郡三芳町上富緑1589-2) 有機農産物 石坂産業株式会社 (埼玉県入間郡三芳町上富緑1589-2) FFJP9101 2019/3/28 生産行程管理者

9 松商エンタープライズ (鹿児島県霧島市国分向花町4丁目14-206) 有機農産物 松商エンタープライズ (鹿児島県霧島市国分向花町4丁目14-206) GFJP1005 2007/10/4 生産行程管理者

10 自然のわ研究会 (静岡県島田市金谷猪土居3769-3) 有機農産物 自然のわ研究会 (静岡県島田市金谷猪土居3769-3) GFJP1140 2007/3/16 生産行程管理者

11 井ヶ田有機栽培グループ (宮崎県日南市北郷町郷之原乙2341-1) 有機農産物 井ヶ田有機栽培グループ (宮崎県日南市北郷町郷之原乙2341-1) GFJP9043 2017/5/2 生産行程管理者

12 株式会社オーカワ (奈良県吉野郡下市町栃本1-1) 有機加工食品 株式会社オーカワ (奈良県吉野郡下市町栃本1-1) GMJP1030 2006/12/14 生産行程管理者

13 正田醤油株式会社 (群馬県館林市栄町3-1) 有機加工食品 正田醤油株式会社 (群馬県館林市栄町3-1) GMJP1053 2007/4/4 生産行程管理者

14 東京アライドコーヒーロースターズ株式会社 (神奈川県横浜市都筑区佐江戸町157) 有機加工食品 東京アライドコーヒーロースターズ株式会社 (神奈川県横浜市都筑区佐江戸町157) GMJP1070 2006/3/29 生産行程管理者

15 三本珈琲株式会社 (神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1) 有機加工食品 三本珈琲株式会社 (神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1) GMJP1097-01 2006/3/30 生産行程管理者

16 三本珈琲株式会社 (神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1) 有機加工食品 三本珈琲株式会社 (神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1) GMJP1097-02 2007/5/1 生産行程管理者

17 三本珈琲株式会社 (神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1) 有機加工食品 三本珈琲株式会社 (神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1) GMJP1097-03 2007/5/1 生産行程管理者

18 有限会社有機コーヒー (福岡県遠賀郡水巻町下二西3-7-16) 有機加工食品 有限会社有機コーヒー (福岡県遠賀郡水巻町下二西3-7-16) GMJP1106 2006/4/13 生産行程管理者

19 株式会社アルプス (長野県塩尻市塩尻町260) 有機加工食品 株式会社アルプス (長野県塩尻市塩尻町260) GMJP1129 2007/2/15 生産行程管理者

20 七福醸造株式会社 (愛知県碧南市山神町2-7) 有機加工食品 七福醸造株式会社 (愛知県碧南市山神町2-7) GMJP1216 2006/11/6 生産行程管理者

21 ちば醤油株式会社 (千葉県香取市木内1208) 有機加工食品 ちば醤油株式会社 (千葉県香取市木内1208) GMJP1231 2006/6/5 生産行程管理者

22 井ヶ田有機栽培グループ (宮崎県日南市北郷町郷之原乙2341-1) 有機加工食品 井ヶ田有機栽培グループ (宮崎県日南市北郷町郷之原乙2341-1) GMJP9041 2017/5/2 生産行程管理者

23 高鍋商事株式会社 (大阪府大阪市福島区海老江6丁目2番20号)
有機農産物及び有機加

工食品
高鍋商事株式会社 (大阪府大阪市福島区海老江6丁目2番20号) HIJP1044 2007/1/30 輸入業者

24 薬糧開発株式会社 (神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号) 有機加工食品 薬糧開発株式会社 (神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号) HIJP1086 2006/10/5 輸入業者

25 大真グループ (東京都多摩市山王下1丁目13番19号) 有機加工食品 大真グループ (東京都多摩市山王下1丁目13番19号) HIJP1099 2006/3/31 輸入業者

26 武陽食品グループ (東京都千代田区丸の内3-4-1) 有機農産物 武陽食品グループ (東京都千代田区丸の内3-4-1) HIJP1101 2006/4/3 輸入業者
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27 ビオカグループ (長野県長野市信州新町水内3381) 有機加工食品 ビオカグループ (長野県長野市信州新町水内3381) HIJP1123 2007/1/30 輸入業者

28 ヴォークスグループ (東京都中央区八丁堀2-7-1　)
有機農産物及び有機加

工食品
ヴォークスグループ (東京都中央区八丁堀2-7-1　) HIJP1133 2006/11/21 輸入業者

29 雄山株式会社グループ (兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-6) 有機加工食品 雄山株式会社グループ (兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-6) HIJP1138 2006/4/18 輸入業者

30 日仏貿易グループ (東京都千代田区霞が関三丁目6番7号DF霞ヶ関プレイス)
有機農産物及び有機加

工食品
日仏貿易グループ (東京都千代田区霞が関三丁目6番7号DF霞ヶ関プレイス) HIJP1149 2006/4/3 輸入業者

31 センチュリートレーディンググループ (東京都新宿区新宿3丁目17番17号) 有機加工食品 センチュリートレーディンググループ (東京都新宿区新宿3丁目17番17号) HIJP1157 2006/5/24 輸入業者

32 ファームランドグループ (東京都渋谷区千駄ヶ谷3-53-3アリスバニービル) 有機加工食品 ファームランドグループ (東京都渋谷区千駄ヶ谷3-53-3アリスバニービル) HIJP1205 2007/4/18 輸入業者

33 豊田通商グループ (東京都港区港南2-3-13)
有機農産物及び有機加

工食品
豊田通商グループ (東京都港区港南2-3-13) HIJP1275 2006/12/14 輸入業者

34 伊藤忠商事株式会社 (東京都港区北青山2-5-1) 有機加工食品 伊藤忠商事株式会社 (東京都港区北青山2-5-1) HIJP1286 2006/4/21 輸入業者

35 ヴェレダ・ジャパングループ (愛知県名古屋市中区錦1-6-5名古屋錦シティビル2Ｆ) 有機加工食品 ヴェレダ・ジャパングループ (愛知県名古屋市中区錦1-6-5名古屋錦シティビル2Ｆ) HIJP1406 2006/4/21 輸入業者

36 株式会社鈴商 (東京都新宿区荒木町23番地) 有機加工食品 株式会社鈴商 (東京都新宿区荒木町23番地) HIJP1412 2006/4/3 輸入業者

37
株式会社アールケーエンタープライズ (東京都新宿区西新宿6-6-2ヒルトン東京地下1

階)
有機加工食品

株式会社アールケーエンタープライズ (東京都新宿区西新宿6-6-2ヒルトン東京地下1

階)
HIJP1415 2006/5/24 輸入業者

38 株式会社KOB (東京都日野市南平2-19-9) 有機加工食品 株式会社KOB (東京都日野市南平2-19-9) HIJP1485 2006/9/11 輸入業者

39
株式会社イル・プルー・シュル・ラ・ セーヌ企画 (東京都渋谷区恵比寿西1-16-8彰和ビ

ル2)

有機農産物及び有機加

工食品

株式会社イル・プルー・シュル・ラ・ セーヌ企画 (東京都渋谷区恵比寿西1-16-8彰和ビ

ル2)
HIJP1530 2007/6/26 輸入業者

40 ケイアンドヨシックス株式会社 (神奈川県横浜市神奈川区台町7番地2) 有機加工食品 ケイアンドヨシックス株式会社 (神奈川県横浜市神奈川区台町7番地2) HIJP1573 2008/5/19 輸入業者

41
住商フーズ株式会社 (東京都千代田区一ツ橋1-2-2住友商事竹橋ビル 13階 

)

有機農産物及び有機加

工食品

住商フーズ株式会社 (東京都千代田区一ツ橋1-2-2住友商事竹橋ビル 13階 

)
HIJP1580 2006/5/24 輸入業者

42 グローバルプロセシンググループ (埼玉県さいたま市南区内谷4-10-8-108) 有機農産物 グローバルプロセシンググループ (埼玉県さいたま市南区内谷4-10-8-108) HIJP1606 2009/4/1 輸入業者

43 JGTオーガニックグループ (東京都渋谷区桜丘町24-4東武富士ビル)
有機農産物及び有機加

工食品
JGTオーガニックグループ (東京都渋谷区桜丘町24-4東武富士ビル) HIJP1685 2011/10/24 輸入業者

44 キュリオスオーガニックグループ (東京都渋谷区桜丘町24-4東武富士ビル)
有機農産物及び有機加

工食品
キュリオスオーガニックグループ (東京都渋谷区桜丘町24-4東武富士ビル) HIJP1696 2011/12/26 輸入業者

45 株式会社おもちゃ箱 (東京都大田区田園調布南26丁目12番)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社おもちゃ箱 (東京都大田区田園調布南26丁目12番) HIJP1708 2012/8/21 輸入業者

46 アスプルンドグループ (東京都港区三田3丁目13番16号三田43MTビル5F)
有機農産物及び有機加

工食品
アスプルンドグループ (東京都港区三田3丁目13番16号三田43MTビル5F) HIJP1709 2012/10/26 輸入業者

47 株式会社アシストバルールグループ (大阪府大阪市中央区南本町2丁目2番3号)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社アシストバルールグループ (大阪府大阪市中央区南本町2丁目2番3号) HIJP1710 2012/12/6 輸入業者

48
株式会社ヒロインターナショナル (東京都渋谷区渋谷2丁目16番5号宮益坂プレイス渋

谷3F)

有機農産物及び有機加

工食品

株式会社ヒロインターナショナル (東京都渋谷区渋谷2丁目16番5号宮益坂プレイス渋

谷3F)
HIJP1712 2012/12/6 輸入業者

49
プレマ株式会社グループ (京都府京都市中京区三条通猪熊西入御供町308プレマヴィ

レッジ京都三条)

有機農産物及び有機加

工食品

プレマ株式会社グループ (京都府京都市中京区三条通猪熊西入御供町308プレマヴィ

レッジ京都三条)
HIJP1714 2012/12/20 輸入業者

50 アリサン有限会社 (埼玉県日高市高麗本郷185-2)
有機農産物及び有機加

工食品
アリサン有限会社 (埼玉県日高市高麗本郷185-2) HIJP1716 2013/3/1 輸入業者

51 エディフィック株式会社 (神奈川県横浜市磯子区森三丁目21-18)
有機農産物及び有機加

工食品
エディフィック株式会社 (神奈川県横浜市磯子区森三丁目21-18) HIJP1719 2013/1/16 輸入業者

52 アリエルトレーディンググループ (東京都渋谷区神宮前3-35-8　ハニービル青山3F)
有機農産物及び有機加

工食品
アリエルトレーディンググループ (東京都渋谷区神宮前3-35-8　ハニービル青山3F) HIJP1728 2013/6/26 輸入業者
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53 バーネットトレードグループ (東京都中央区八丁堀3丁目28番14号飯田ビル4F)
有機農産物及び有機加

工食品
バーネットトレードグループ (東京都中央区八丁堀3丁目28番14号飯田ビル4F) HIJP1734 2013/10/21 輸入業者

54 株式会社ナッシュ (栃木県宇都宮市元今泉2丁目37-9)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社ナッシュ (栃木県宇都宮市元今泉2丁目37-9) HIJP1746 2008/2/4 輸入業者

55 メディエンス株式会社 (東京都中央区日本橋室町1-6-3山本ビル別館7F)
有機農産物及び有機加

工食品
メディエンス株式会社 (東京都中央区日本橋室町1-6-3山本ビル別館7F) HIJP1752 2014/4/24 輸入業者

56 カリス成城グループ (東京都世田谷区成城6丁目15番15号)
有機農産物及び有機加

工食品
カリス成城グループ (東京都世田谷区成城6丁目15番15号) HIJP1760 2015/11/25 輸入業者

57 ユニークグループ (東京都目黒区中目黒1-6-5グレース中目黒B棟102)
有機農産物及び有機加

工食品
ユニークグループ (東京都目黒区中目黒1-6-5グレース中目黒B棟102) HIJP1762 2014/9/25 輸入業者

58 株式会社クロンティップグループ (東京都豊島区目白4-31-22,B1)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社クロンティップグループ (東京都豊島区目白4-31-22,B1) HIJP1763 2014/8/4 輸入業者

59 株式会社ニュー・エイジ・トレーディング (東京都世田谷区北沢3丁目5番地9)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社ニュー・エイジ・トレーディング (東京都世田谷区北沢3丁目5番地9) HIJP1776 2015/9/24 輸入業者

60 八基通商株式会社 (東京都文京区関口1-24-6 104)
有機農産物及び有機加

工食品
八基通商株式会社 (東京都文京区関口1-24-6 104) HIJP1784 2015/5/18 輸入業者

61 キャナグループ (神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86-1関内マークビル5F)
有機農産物及び有機加

工食品
キャナグループ (神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86-1関内マークビル5F) HIJP1785 2015/6/30 輸入業者

62 株式会社エリナグループ (東京都港区東新橋1-9-2汐留住友ビル18階)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社エリナグループ (東京都港区東新橋1-9-2汐留住友ビル18階) HIJP1786 2015/12/7 輸入業者

63 株式会社創健社グループ (神奈川県横浜市神奈川区片倉二丁目37番11号)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社創健社グループ (神奈川県横浜市神奈川区片倉二丁目37番11号) HIJP1787 2015/10/26 輸入業者

64 株式会社サンワ (群馬県前橋市元総社町521-7)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社サンワ (群馬県前橋市元総社町521-7) HIJP1788 2016/1/7 輸入業者

65
エイチティーインターナショナル株式会社グループ (神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁

目3番5号クイーンズタワーC棟8階)
有機農産物

エイチティーインターナショナル株式会社グループ (神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁

目3番5号クイーンズタワーC棟8階)
HIJP1793 2016/1/20 輸入業者

66
三五インターナショナル株式会社グループ (東京都渋谷区広尾5丁目17番6号河上ビル

2F)

有機農産物及び有機加

工食品

三五インターナショナル株式会社グループ (東京都渋谷区広尾5丁目17番6号河上ビル

2F)
HIJP9024 2017/12/6 輸入業者

67 キャンベルジャパングループ (東京都渋谷区広尾5丁目8番14号10F)
有機農産物及び有機加

工食品
キャンベルジャパングループ (東京都渋谷区広尾5丁目8番14号10F) HIJP9032 2017/8/22 輸入業者

68
株式会社リブインコンフォートグループ (東京都渋谷区千駄ヶ谷5-17-14MSD20ビル　

2階)

有機農産物及び有機加

工食品

株式会社リブインコンフォートグループ (東京都渋谷区千駄ヶ谷5-17-14MSD20ビル　

2階)
HIJP9033 2017/6/13 輸入業者

69 ジャパンソルト株式会社 (東京都中央区京橋1-1-1八重洲ダイビル5F)
有機農産物及び有機加

工食品
ジャパンソルト株式会社 (東京都中央区京橋1-1-1八重洲ダイビル5F) HIJP9036 2018/10/23 輸入業者

70 カネカ食品株式会社 (東京都新宿区西五軒町13番１号) 有機加工食品 カネカ食品株式会社 (東京都新宿区西五軒町13番１号) HIJP9048 2017/10/10 輸入業者

71 株式会社グリーンフィールドプロジェクト (神奈川県厚木市鳶尾4丁目1-12)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社グリーンフィールドプロジェクト (神奈川県厚木市鳶尾4丁目1-12) HIJP9088 2018/6/11 輸入業者

72 ネスレ日本株式会社 (兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号ネスレハウス) 有機加工食品 ネスレ日本株式会社 (兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号ネスレハウス) HIJP9104 2018/7/5 輸入業者

73 興新物産株式会社 (東京都千代田区猿楽町2丁目2番3号NSビル6階)
有機農産物及び有機加

工食品
興新物産株式会社 (東京都千代田区猿楽町2丁目2番3号NSビル6階) HIJP9114 2019/6/5 輸入業者

74 ヴェスティ フーズ ジャパン株式会社 (神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地)
有機農産物及び有機加

工食品
ヴェスティ フーズ ジャパン株式会社 (神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地) HIJP9169 2019/11/10 輸入業者

75
株式会社オールラウンドティーカンパニーグループ (東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿

ガーデンプレイスタワー18階)

有機農産物及び有機加

工食品

株式会社オールラウンドティーカンパニーグループ (東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿

ガーデンプレイスタワー18階)
HIJP9174 2019/10/17 輸入業者

76 株式会社国太楼 (埼玉県所沢市東所沢和田2-1-11) 有機加工食品 株式会社国太楼 (埼玉県所沢市東所沢和田2-1-11) HWJP1011 2007/1/30 小分け業者

77 東洋ナッツ食品株式会社グループ (兵庫県神戸市東灘区深江浜町30番地) 有機加工食品 東洋ナッツ食品株式会社グループ (兵庫県神戸市東灘区深江浜町30番地) HWJP1147 2007/2/15 小分け業者

78 株式会社ヤマリ (三重県四日市市日永東3丁目14番31号) 有機農産物 株式会社ヤマリ (三重県四日市市日永東3丁目14番31号) HWJP1220 2006/8/4 小分け業者
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79 正田醤油株式会社 (群馬県館林市栄町3-1) 有機加工食品 正田醤油株式会社 (群馬県館林市栄町3-1) HWJP1273 2007/4/4 小分け業者

80 クラウンフーヅ株式会社 (神奈川県横浜市金沢区福浦2-1-4) 有機加工食品 クラウンフーヅ株式会社 (神奈川県横浜市金沢区福浦2-1-4) HWJP1280 2006/8/11 小分け業者

81 株式会社ユニフルーティージャパン　東日本加工場 (東京都大田区東海6-3-2) 有機農産物 株式会社ユニフルーティージャパン　東日本加工場 (東京都大田区東海6-3-2) HWJP1301 2006/11/6 小分け業者

82
株式会社ヒロインターナショナル (東京都渋谷区渋谷2丁目16番5号宮益坂プレイス渋

谷3F)
有機農産物

株式会社ヒロインターナショナル (東京都渋谷区渋谷2丁目16番5号宮益坂プレイス渋

谷3F)
HWJP1313 2008/11/13 小分け業者

83 ノースイ食品株式会社グループ (大阪府大阪市此花区桜島3丁目2番17号) 有機加工食品 ノースイ食品株式会社グループ (大阪府大阪市此花区桜島3丁目2番17号) HWJP1314 2006/12/14 小分け業者

84 三本珈琲株式会社 仙台総合工場 (宮城県黒川郡大和町吉岡東3-2-26) 有機加工食品 三本珈琲株式会社 仙台総合工場 (宮城県黒川郡大和町吉岡東3-2-26) HWJP1334 2007/4/18 小分け業者

85 徳島バナナ株式会社 (徳島県徳島市北沖洲4丁目1-38　)
有機農産物及び有機加

工食品
徳島バナナ株式会社 (徳島県徳島市北沖洲4丁目1-38　) HWJP1345 2006/12/14 小分け業者

86 株式会社宇治森徳 (大阪府松原市三宅西5丁目716-3) 有機加工食品 株式会社宇治森徳 (大阪府松原市三宅西5丁目716-3) HWJP1352 2006/4/19 小分け業者

87 株式会社松孝 (東京都大田区東海3-6-4) 有機農産物 株式会社松孝 (東京都大田区東海3-6-4) HWJP1365 2006/5/24 小分け業者

88 株式会社新井園本店 (埼玉県所沢市三ヶ島五丁目1536番地) 有機加工食品 株式会社新井園本店 (埼玉県所沢市三ヶ島五丁目1536番地) HWJP1369 2006/11/6 小分け業者

89
株式会社フリゴ　北港物流センター (大阪府大阪市此花区北港白津1丁目7番地11

号)

有機農産物及び有機加

工食品

株式会社フリゴ　北港物流センター (大阪府大阪市此花区北港白津1丁目7番地11

号)
HWJP1390 2006/11/30 小分け業者

90 太田油脂株式会社 (愛知県岡崎市福岡町字下荒追28) 有機加工食品 太田油脂株式会社 (愛知県岡崎市福岡町字下荒追28) HWJP1424 2006/7/25 小分け業者

91 株式会社ナルミヤ　 (神奈川県相模原市中央区田名塩田1-15-1) 有機加工食品 株式会社ナルミヤ　 (神奈川県相模原市中央区田名塩田1-15-1) HWJP1429 2006/10/20 小分け業者

92 株式会社ソーキ (東京都国立市北1-10-3)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社ソーキ (東京都国立市北1-10-3) HWJP1431 2006/10/20 小分け業者

93 株式会社スミフルプロセスネットワーク (兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目1079-2) 有機農産物 株式会社スミフルプロセスネットワーク (兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目1079-2) HWJP1484 2007/5/1 小分け業者

94
株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス (東京都中野区中央1丁目38番1号住友中野坂

上ビル15階)
有機農産物

株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス (東京都中野区中央1丁目38番1号住友中野坂

上ビル15階)
HWJP1535 2007/9/25 小分け業者

95 有限会社有機コーヒー (福岡県遠賀郡水巻町下二西3-7-16)
有機農産物及び有機加

工食品
有限会社有機コーヒー (福岡県遠賀郡水巻町下二西3-7-16) HWJP1564 2008/6/6 小分け業者

96 はたの包装株式会社 (千葉県佐倉市下志津846-1)
有機農産物及び有機加

工食品
はたの包装株式会社 (千葉県佐倉市下志津846-1) HWJP1574 2008/5/19 小分け業者

97
株式会社ニチレイフーズグループ (東京都中央区築地六丁目19-20ニチレイ東銀座ビ

ル)
有機加工食品

株式会社ニチレイフーズグループ (東京都中央区築地六丁目19-20ニチレイ東銀座ビ

ル)
HWJP1576 2008/4/1 小分け業者

98
株式会社ローヤル小分けグループ② (京都府京都市下京区中堂寺南町130番地2京

都青果センター内)
有機農産物

株式会社ローヤル小分けグループ② (京都府京都市下京区中堂寺南町130番地2京

都青果センター内)
HWJP1619 2009/6/8 小分け業者

99
株式会社ファーマインド (東京都千代田区神田和泉町1住友商事神田和泉町ビル7

階)
有機農産物

株式会社ファーマインド (東京都千代田区神田和泉町1住友商事神田和泉町ビル7

階)
HWJP1637 2015/8/19 小分け業者

100 日仏貿易グループ (東京都千代田区霞が関三丁目6番7号DF霞ヶ関プレイス)
有機農産物及び有機加

工食品
日仏貿易グループ (東京都千代田区霞が関三丁目6番7号DF霞ヶ関プレイス) HWJP1648 2010/5/11 小分け業者

101 株式会社波里 (栃木県佐野市村上町903)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社波里 (栃木県佐野市村上町903) HWJP1655 2010/5/11 小分け業者

102
有限会社日の原商店パッケージセンター　サンフィールド (茨城県つくば市谷田部1155-

2)
有機農産物

有限会社日の原商店パッケージセンター　サンフィールド (茨城県つくば市谷田部1155-

2)
HWJP1669 2011/4/18 小分け業者

103 富士倉庫株式会社 (神奈川県横浜市中区新山下2丁目12番6号) 有機飼料 富士倉庫株式会社 (神奈川県横浜市中区新山下2丁目12番6号) HWJP1694 2011/12/26 小分け業者

104 鈴ヤ商事株式会社 (埼玉県坂戸市大字青木673番地)
有機農産物及び有機加

工食品
鈴ヤ商事株式会社 (埼玉県坂戸市大字青木673番地) HWJP1695 2012/4/24 小分け業者
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105 セントライ青果株式会社 (愛知県西春日井郡豊山町豊場八反107)
有機農産物及び有機加

工食品
セントライ青果株式会社 (愛知県西春日井郡豊山町豊場八反107) HWJP1697 2022/4/22 小分け業者

106 株式会社グレースフィールド (愛知県名古屋市天白区元八事3丁目352番地)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社グレースフィールド (愛知県名古屋市天白区元八事3丁目352番地) HWJP1698 2012/3/8 小分け業者

107
株式会社MIND (神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭15番1ユニエックス大黒物流セン

ター4階)

有機農産物及び有機加

工食品

株式会社MIND (神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭15番1ユニエックス大黒物流セン

ター4階)
HWJP1701 2012/8/15 小分け業者

108 アリサン有限会社 (埼玉県日高市高麗本郷185-2)
有機農産物及び有機加

工食品
アリサン有限会社 (埼玉県日高市高麗本郷185-2) HWJP1715 2013/3/1 小分け業者

109
株式会社ペリカン　騎西工場 (埼玉県桶川市下日出谷西3丁目2番1号株式会社藤

城運輸倉庫2F)

有機農産物及び有機加

工食品

株式会社ペリカン　騎西工場 (埼玉県桶川市下日出谷西3丁目2番1号株式会社藤

城運輸倉庫2F)
HWJP1732 2013/12/27 小分け業者

110 アクセスフレッシュ加工株式会社 (神奈川県横浜市金沢区鳥浜町6-6) 有機農産物 アクセスフレッシュ加工株式会社 (神奈川県横浜市金沢区鳥浜町6-6) HWJP1743 2014/1/1 小分け業者

111 アクセスフレッシュ加工株式会社 (神奈川県横浜市金沢区鳥浜町6-6) 有機農産物 アクセスフレッシュ加工株式会社 (神奈川県横浜市金沢区鳥浜町6-6) HWJP1744 2014/1/1 小分け業者

112 特定非営利活動法人アルコイリス (千葉県松戸市下矢切72番地)
有機農産物及び有機加

工食品
特定非営利活動法人アルコイリス (千葉県松戸市下矢切72番地) HWJP1751 2014/8/21 小分け業者

113 株式会社ひかわ (島根県出雲市斐川町直江2620-2)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社ひかわ (島根県出雲市斐川町直江2620-2) HWJP1755 2014/4/7 小分け業者

114 株式会社カリス成城 (東京都世田谷区成城6丁目15番15号)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社カリス成城 (東京都世田谷区成城6丁目15番15号) HWJP1768 2015/12/14 小分け業者

115 株式会社兵食グループ (兵庫県神戸市中央区小野浜町9番96号)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社兵食グループ (兵庫県神戸市中央区小野浜町9番96号) HWJP1769 2014/11/6 小分け業者

116 有限会社上田玄米茶屋 (奈良県橿原市小槻町347番地)
有機農産物及び有機加

工食品
有限会社上田玄米茶屋 (奈良県橿原市小槻町347番地) HWJP1773 2014/11/19 小分け業者

117
株式会社ヒロインターナショナル小分けグループ② (東京都渋谷区渋谷2丁目16番5号

宮益坂プレイス渋谷3F)
有機農産物

株式会社ヒロインターナショナル小分けグループ② (東京都渋谷区渋谷2丁目16番5号

宮益坂プレイス渋谷3F)
HWJP1779 2015/4/1 小分け業者

118 富士倉庫株式会社 (神奈川県横浜市中区新山下2丁目12番6号) 有機飼料 富士倉庫株式会社 (神奈川県横浜市中区新山下2丁目12番6号) HWJP1781 2015/4/1 小分け業者

119 株式会社大治 (東京都大田区東海3-2-6大田市場内)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社大治 (東京都大田区東海3-2-6大田市場内) HWJP1782 2015/9/4 小分け業者

120 株式会社ファームステーション (東京都大田区東海3丁目9番5号　船昌) 有機農産物 株式会社ファームステーション (東京都大田区東海3丁目9番5号　船昌) HWJP1796 2017/3/22 小分け業者

121 株式会社キャメル珈琲 (東京都世田谷区代田2丁目31番8号) 有機加工食品 株式会社キャメル珈琲 (東京都世田谷区代田2丁目31番8号) HWJP1799 2016/3/11 小分け業者

122 株式会社陶和 (東京都府中市白糸台三丁目37番地の4)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社陶和 (東京都府中市白糸台三丁目37番地の4) HWJP1802 2017/2/8 小分け業者

123 ジャパンソルト株式会社グループ (東京都中央区京橋1-1-1八重洲ダイビル5F)
有機農産物及び有機加

工食品
ジャパンソルト株式会社グループ (東京都中央区京橋1-1-1八重洲ダイビル5F) HWJP1811 2016/10/31 小分け業者

124 バブルスター株式会社 (神奈川県大和市代官1-15-15)
有機農産物及び有機加

工食品
バブルスター株式会社 (神奈川県大和市代官1-15-15) HWJP1813 2016/9/27 小分け業者

125 株式会社センコー技研 (岐阜県本巣市十四条115番地) 有機農産物 株式会社センコー技研 (岐阜県本巣市十四条115番地) HWJP9021 2017/6/8 小分け業者

126
日本埠頭倉庫株式会社　大黒FAZ事業所 (神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭22番

地YCC)
有機加工食品

日本埠頭倉庫株式会社　大黒FAZ事業所 (神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭22番

地YCC)
HWJP9023 2017/3/22 小分け業者

127
株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス (東京都中野区中央1丁目38番1号住友中野坂

上ビル15階)
有機農産物

株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス (東京都中野区中央1丁目38番1号住友中野坂

上ビル15階)
HWJP9067 2018/5/28 小分け業者

128 Natural Vana Mount　株式会社 (山梨県甲斐市竜王新町1772-19)
有機農産物及び有機加

工食品
Natural Vana Mount　株式会社 (山梨県甲斐市竜王新町1772-19) HWJP9078 2018/11/1 小分け業者

129 三本珈琲株式会社 (神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1)
有機農産物及び有機加

工食品
三本珈琲株式会社 (神奈川県鎌倉市岩瀬1137-1) HWJP9084 2018/1/17 小分け業者

130 株式会社グリーンフィールドプロジェクト (神奈川県厚木市鳶尾4丁目1-12)
有機農産物及び有機加

工食品
株式会社グリーンフィールドプロジェクト (神奈川県厚木市鳶尾4丁目1-12) HWJP9089 2018/6/11 小分け業者
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131 パシフィック東京株式会社 (千葉県市川市中国分1-9-10)
有機農産物及び有機加

工食品
パシフィック東京株式会社 (千葉県市川市中国分1-9-10) HWJP9111 2018/8/8 小分け業者

132
フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社 (東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE

恵比寿南2階)
有機農産物

フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社 (東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE

恵比寿南2階)
HWJP9115 2019/2/4 小分け業者

133
フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社 (東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE

恵比寿南2階)
有機農産物

フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社 (東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE

恵比寿南2階)
HWJP9116 2019/1/22 小分け業者

134
フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社 (東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE

恵比寿南2階)
有機農産物

フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社 (東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE

恵比寿南2階)
HWJP9117 2019/1/22 小分け業者

135 株式会社ユニーク (東京都目黒区中目黒1-6-5グレース中目黒B棟102) 有機加工食品 株式会社ユニーク (東京都目黒区中目黒1-6-5グレース中目黒B棟102) HWJP9119 2019/2/4 小分け業者

136
株式会社オールラウンドティーカンパニーグループ (東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿

ガーデンプレイスタワー18階)

有機農産物及び有機加

工食品

株式会社オールラウンドティーカンパニーグループ (東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿

ガーデンプレイスタワー18階)
HWJP9173 2019/10/17 小分け業者

137 マルマン株式会社 (長野県飯田市大通2-217) 有機加工食品 マルマン株式会社 (長野県飯田市大通2-217) MPJP1001 2006/5/24 生産行程管理者

138 株式会社ヤマリ (三重県四日市市日永東3丁目14番31号) 有機加工食品 株式会社ヤマリ (三重県四日市市日永東3丁目14番31号) MPJP1020 2006/8/4 生産行程管理者

139 株式会社丸菱 岡山工場 (岡山県新見市大佐小阪部1421) 有機加工食品 株式会社丸菱 岡山工場 (岡山県新見市大佐小阪部1421) MPJP1027 2006/11/10 生産行程管理者

140 宮崎県農協果汁株式会社 (宮崎県児湯郡川南町大字川南20016-3) 有機加工食品 宮崎県農協果汁株式会社 (宮崎県児湯郡川南町大字川南20016-3) MPJP1034 2006/11/6 生産行程管理者

141 株式会社たかはたファーム (山形県東置賜郡高畠町大字入生田100) 有機加工食品 株式会社たかはたファーム (山形県東置賜郡高畠町大字入生田100) MPJP1035 2006/10/20 生産行程管理者

142 UCC上島珈琲株式会社　富士工場 (静岡県富士市増川51-1) 有機加工食品 UCC上島珈琲株式会社　富士工場 (静岡県富士市増川51-1) MPJP1037 2007/4/18 生産行程管理者

143 クラウンフーヅ株式会社 (神奈川県横浜市金沢区福浦2-1-4) 有機加工食品 クラウンフーヅ株式会社 (神奈川県横浜市金沢区福浦2-1-4) MPJP1046 2006/8/11 生産行程管理者

144 株式会社ひかわ (島根県出雲市斐川町直江2620-2) 有機加工食品 株式会社ひかわ (島根県出雲市斐川町直江2620-2) MPJP1057 2007/5/10 生産行程管理者

145 株式会社マルウ海野商店 (静岡県静岡市駿河区西島737-1) 有機加工食品 株式会社マルウ海野商店 (静岡県静岡市駿河区西島737-1) MPJP1060 2007/3/23 生産行程管理者

146 株式会社向井珍味堂 (大阪府大阪市平野区加美西1丁目12-18) 有機加工食品 株式会社向井珍味堂 (大阪府大阪市平野区加美西1丁目12-18) MPJP1068 2007/3/22 生産行程管理者

147 永倉精麦株式会社 (静岡県駿東郡長泉町東野50-18) 有機加工食品 永倉精麦株式会社 (静岡県駿東郡長泉町東野50-18) MPJP1081 2006/11/30 生産行程管理者

148 UCC上島珈琲株式会社 北関東工場 (埼玉県熊谷市万吉2643-17) 有機加工食品 UCC上島珈琲株式会社 北関東工場 (埼玉県熊谷市万吉2643-17) MPJP1090 2006/12/14 生産行程管理者

149 株式会社大隈製茶 (福岡県八女市津江301-2) 有機加工食品 株式会社大隈製茶 (福岡県八女市津江301-2) MPJP1092 2008/3/31 生産行程管理者

150 盛田株式会社 (愛知県常滑市小鈴谷字亀井戸21-1番地) 有機加工食品 盛田株式会社 (愛知県常滑市小鈴谷字亀井戸21-1番地) MPJP1096 2007/5/10 生産行程管理者

151 大高醤油株式会社 (千葉県山武市富田540) 有機加工食品 大高醤油株式会社 (千葉県山武市富田540) MPJP1103 2006/10/5 生産行程管理者

152 UCC上島珈琲株式会社   兵庫工場 (兵庫県たつの市揖保町揖保中220-1) 有機加工食品 UCC上島珈琲株式会社   兵庫工場 (兵庫県たつの市揖保町揖保中220-1) MPJP1107 2007/5/1 生産行程管理者

153
株式会社トッパンパッケージングサービス袖ケ浦ビバレッジ工場 (千葉県袖ケ浦市川原井

480-1)
有機加工食品

株式会社トッパンパッケージングサービス袖ケ浦ビバレッジ工場 (千葉県袖ケ浦市川原井

480-1)
MPJP1145 2006/3/31 生産行程管理者

154 井ヶ田製茶株式会社 (宮城県仙台市青葉区大町2丁目7番23号) 有機加工食品 井ヶ田製茶株式会社 (宮城県仙台市青葉区大町2丁目7番23号) MPJP1158 2006/3/31 生産行程管理者

155 錦町農産加工グループ (山口県岩国市錦町府谷131番地) 有機加工食品 錦町農産加工グループ (山口県岩国市錦町府谷131番地) MPJP1159 2007/7/11 生産行程管理者

156 ゴールドパック株式会社　あずみ野工場 (長野県安曇野市堀金烏川1984-1) 有機加工食品 ゴールドパック株式会社　あずみ野工場 (長野県安曇野市堀金烏川1984-1) MPJP1198 2006/5/24 生産行程管理者
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157 株式会社国太楼 (埼玉県所沢市東所沢和田2-1-11) 有機加工食品 株式会社国太楼 (埼玉県所沢市東所沢和田2-1-11) MPJP1207 2007/1/30 生産行程管理者

158 株式会社セイコー珈琲 (広島県呉市阿賀中央6丁目3-3) 有機加工食品 株式会社セイコー珈琲 (広島県呉市阿賀中央6丁目3-3) MPJP1210 2006/5/29 生産行程管理者

159 齊藤コーヒー株式会社 (愛知県名古屋市西区中小田井三丁目86番地) 有機加工食品 齊藤コーヒー株式会社 (愛知県名古屋市西区中小田井三丁目86番地) MPJP1221 2007/4/4 生産行程管理者

160 株式会社寺部食品 (愛知県豊川市蔵子7丁目16-6) 有機加工食品 株式会社寺部食品 (愛知県豊川市蔵子7丁目16-6) MPJP1253 2006/4/18 生産行程管理者

161 ミエハク工業株式会社 (三重県津市一身田中野78番地の1) 有機加工食品 ミエハク工業株式会社 (三重県津市一身田中野78番地の1) MPJP1330 2007/3/20 生産行程管理者

162 自然のわ研究会 (静岡県島田市金谷猪土居3769-3) 有機加工食品 自然のわ研究会 (静岡県島田市金谷猪土居3769-3) MPJP1333 2006/4/21 生産行程管理者

163
UCC上島珈琲株式会社　六甲アイランド工場 (兵庫県神戸市東灘区向洋町西2丁目

4番)
有機加工食品

UCC上島珈琲株式会社　六甲アイランド工場 (兵庫県神戸市東灘区向洋町西2丁目

4番)
MPJP1338 2006/6/30 生産行程管理者

164 雄山株式会社 (兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-6) 有機加工食品 雄山株式会社 (兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-6) MPJP1350 2006/4/18 生産行程管理者

165 UCC上島珈琲株式会社　名古屋工場 (愛知県海部郡飛島村東浜1-4-2) 有機加工食品 UCC上島珈琲株式会社　名古屋工場 (愛知県海部郡飛島村東浜1-4-2) MPJP1367 2006/4/20 生産行程管理者

166 株式会社桃翠園 (島根県出雲市斐川町上直江1482) 有機加工食品 株式会社桃翠園 (島根県出雲市斐川町上直江1482) MPJP1423 2007/3/20 生産行程管理者

167 日本果実加工株式会社 白河工場 (福島県白河市東深仁井田字道山2-4) 有機加工食品 日本果実加工株式会社 白河工場 (福島県白河市東深仁井田字道山2-4) MPJP1428 2006/10/13 生産行程管理者

168 株式会社豆紀 (和歌山県和歌山市岩橋620) 有機加工食品 株式会社豆紀 (和歌山県和歌山市岩橋620) MPJP1444 2007/2/15 生産行程管理者

169 佐々木製茶株式会社 (静岡県掛川市上内田350) 有機加工食品 佐々木製茶株式会社 (静岡県掛川市上内田350) MPJP1449 2007/5/1 生産行程管理者

170 UCC上島珈琲株式会社　大阪工場 (大阪府高槻市辻子3-1-3) 有機加工食品 UCC上島珈琲株式会社　大阪工場 (大阪府高槻市辻子3-1-3) MPJP1461 2006/5/24 生産行程管理者

171 高梨乳業株式会社グループ (神奈川県横浜市旭区本宿町5番地) 有機加工食品 高梨乳業株式会社グループ (神奈川県横浜市旭区本宿町5番地) MPJP1496 2007/2/8 生産行程管理者

172 サクラ食品工業株式会社 (大阪府吹田市江坂町一丁目13番21号) 有機加工食品 サクラ食品工業株式会社 (大阪府吹田市江坂町一丁目13番21号) MPJP1515 2007/2/20 生産行程管理者

173 株式会社日本キャンパック　赤城工場 (群馬県前橋市粕川町室沢1171) 有機加工食品 株式会社日本キャンパック　赤城工場 (群馬県前橋市粕川町室沢1171) MPJP1540 2007/8/30 生産行程管理者

174 株式会社日本キャンパック　利根川工場 (群馬県邑楽郡明和町矢島900-1) 有機加工食品 株式会社日本キャンパック　利根川工場 (群馬県邑楽郡明和町矢島900-1) MPJP1558 2007/12/10 生産行程管理者

175 オシキリ食品株式会社 (北海道江別市工栄町5番7) 有機加工食品 オシキリ食品株式会社 (北海道江別市工栄町5番7) MPJP1567 2008/2/4 生産行程管理者

176 株式会社タスク (長野県長野市信州新町水内3381) 有機加工食品 株式会社タスク (長野県長野市信州新町水内3381) MPJP1594 2009/1/13 生産行程管理者

177 株式会社ウエシマコーヒー (東京都目黒区原町1-1-1) 有機加工食品 株式会社ウエシマコーヒー (東京都目黒区原町1-1-1) MPJP1605 2009/4/15 生産行程管理者

178 有限会社想庵 (岡山県岡山市東区瀬戸町万富314-2) 有機加工食品 有限会社想庵 (岡山県岡山市東区瀬戸町万富314-2) MPJP1615 2009/5/1 生産行程管理者

179 株式会社センコー技研 (岐阜県本巣市十四条115番地) 有機加工食品 株式会社センコー技研 (岐阜県本巣市十四条115番地) MPJP1617 2009/8/6 生産行程管理者

180 株式会社本目浅吉商店 (静岡県静岡市葵区安西3丁目65) 有機加工食品 株式会社本目浅吉商店 (静岡県静岡市葵区安西3丁目65) MPJP1641 2010/3/26 生産行程管理者

181 オシキリ食品株式会社 (北海道江別市工栄町5番7) 有機加工食品 オシキリ食品株式会社 (北海道江別市工栄町5番7) MPJP1647 2010/2/22 生産行程管理者

182 株式会社波里 (栃木県佐野市村上町903) 有機加工食品 株式会社波里 (栃木県佐野市村上町903) MPJP1654 2010/5/11 生産行程管理者
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183 株式会社えひめ飲料　茨城工場 (茨城県常陸太田市岡田町2112) 有機加工食品 株式会社えひめ飲料　茨城工場 (茨城県常陸太田市岡田町2112) MPJP1664 2011/1/25 生産行程管理者

184 大近フーズ株式会社　卯乃家工場 (大阪府大阪市此花区伝法5丁目4番22号) 有機加工食品 大近フーズ株式会社　卯乃家工場 (大阪府大阪市此花区伝法5丁目4番22号) MPJP1667 2011/1/31 生産行程管理者

185 株式会社リーフル (東京都杉並区阿佐ヶ谷南1丁目8番5号) 有機加工食品 株式会社リーフル (東京都杉並区阿佐ヶ谷南1丁目8番5号) MPJP1681 2011/12/26 生産行程管理者

186
株式会社MIND (神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭15番1ユニエックス大黒物流セン

ター4階)
有機加工食品

株式会社MIND (神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭15番1ユニエックス大黒物流セン

ター4階)
MPJP1700 2019/10/17 生産行程管理者

187 株式会社キャメル珈琲 (東京都世田谷区代田2丁目31番8号) 有機加工食品 株式会社キャメル珈琲 (東京都世田谷区代田2丁目31番8号) MPJP1702 2012/6/6 生産行程管理者

188
株式会社フリゴ　北港物流センター (大阪府大阪市此花区北港白津1丁目7番地11

号)
有機加工食品

株式会社フリゴ　北港物流センター (大阪府大阪市此花区北港白津1丁目7番地11

号)
MPJP1711 2012/11/14 生産行程管理者

189 シーシーエスコーヒー株式会社 (愛知県名古屋市千種区千種二丁目16番17号) 有機加工食品 シーシーエスコーヒー株式会社 (愛知県名古屋市千種区千種二丁目16番17号) MPJP1717 2013/2/21 生産行程管理者

190 薬糧開発株式会社　セントラルキッチン (東京都大田区東糀谷1丁目5番地13号) 有機加工食品 薬糧開発株式会社　セントラルキッチン (東京都大田区東糀谷1丁目5番地13号) MPJP1721 2013/3/8 生産行程管理者

191 盛田株式会社　福井工場 (福井県丹生郡越前町佐々生32番地4号) 有機加工食品 盛田株式会社　福井工場 (福井県丹生郡越前町佐々生32番地4号) MPJP1722 2013/4/1 生産行程管理者

192 株式会社まるやす (三重県四日市市水沢町4980番地) 有機加工食品 株式会社まるやす (三重県四日市市水沢町4980番地) MPJP1740 2014/2/28 生産行程管理者

193 正田フーズ株式会社 (栃木県佐野市町谷町2945番地) 有機加工食品 正田フーズ株式会社 (栃木県佐野市町谷町2945番地) MPJP1741 2014/10/14 生産行程管理者

194 葉っピイ向島園株式会社 (静岡県藤枝市瀬戸ノ谷5077) 有機加工食品 葉っピイ向島園株式会社 (静岡県藤枝市瀬戸ノ谷5077) MPJP1749 2014/2/6 生産行程管理者

195 長野興農株式会社 (長野県長野市差出南1-11-1) 有機加工食品 長野興農株式会社 (長野県長野市差出南1-11-1) MPJP1759 2014/7/10 生産行程管理者

196 株式会社西村番茶屋本店 (京都府宇治市伊勢田町毛語115) 有機加工食品 株式会社西村番茶屋本店 (京都府宇治市伊勢田町毛語115) MPJP1764 2014/9/25 生産行程管理者

197 株式会社カリス成城 (東京都世田谷区成城6丁目15番15号) 有機加工食品 株式会社カリス成城 (東京都世田谷区成城6丁目15番15号) MPJP1767 2015/12/14 生産行程管理者

198 有限会社上田玄米茶屋 (奈良県橿原市小槻町347番地) 有機加工食品 有限会社上田玄米茶屋 (奈良県橿原市小槻町347番地) MPJP1772 2014/11/19 生産行程管理者

199 サンミール株式会社 (岐阜県各務原市那加西市場町3丁目87番地) 有機加工食品 サンミール株式会社 (岐阜県各務原市那加西市場町3丁目87番地) MPJP1777 2015/2/2 生産行程管理者

200 大塚製茶株式会社 (静岡県掛川市大野1638) 有機加工食品 大塚製茶株式会社 (静岡県掛川市大野1638) MPJP1783 2015/10/14 生産行程管理者

201 コーミ株式会社 (愛知県名古屋市東区芳野1丁目9番3号) 有機加工食品 コーミ株式会社 (愛知県名古屋市東区芳野1丁目9番3号) MPJP1809 2016/7/6 生産行程管理者

202 株式会社リオ (千葉県木更津市祇園2-24-18) 有機加工食品 株式会社リオ (千葉県木更津市祇園2-24-18) MPJP9015 2017/4/12 生産行程管理者

203 東京フード株式会社 (茨城県坂東市矢作2840番地) 有機加工食品 東京フード株式会社 (茨城県坂東市矢作2840番地) MPJP9017 2017/4/5 生産行程管理者

204 大井川農業協同組合　茶業部　茶加工課　藤枝工場 (静岡県藤枝市堀の内848) 有機加工食品 大井川農業協同組合　茶業部　茶加工課　藤枝工場 (静岡県藤枝市堀の内848) MPJP9029 2017/4/5 生産行程管理者

205 株式会社ユニマットキャラバン (東京都港区南青山2-12-14ユニマット青山ビル7F) 有機加工食品 株式会社ユニマットキャラバン (東京都港区南青山2-12-14ユニマット青山ビル7F) MPJP9075 2018/1/26 生産行程管理者

206 Natural Vana Mount　株式会社 (山梨県甲斐市竜王新町1772-19) 有機加工食品 Natural Vana Mount　株式会社 (山梨県甲斐市竜王新町1772-19) MPJP9079 2018/11/1 生産行程管理者

207
株式会社ライフドリンクカンパニー知覧工場 (鹿児島県南九州市知覧町永里石坂之上

4000-3)
有機加工食品

株式会社ライフドリンクカンパニー知覧工場 (鹿児島県南九州市知覧町永里石坂之上

4000-3)
MPJP9135 2019/3/29 生産行程管理者

208 バーチグループ (東京都港区南青山2丁目2-15-942) 有機加工食品 バーチグループ (東京都港区南青山2丁目2-15-942) HIJP9203 2020/1/10 輸入業者
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209 掛川中央茶業株式会社 (静岡県掛川市上内田1362-2) 有機農産物 掛川中央茶業株式会社 (静岡県掛川市上内田1362-2) FFJP9181 2020/1/10 生産行程管理者

210 株式会社ロジメック (東京都江東区有明1丁目3番地5号) 有機加工食品 株式会社ロジメック (東京都江東区有明1丁目3番地5号) HWJP9207 2020/2/7 小分け業者

211 株式会社ニチレイフーズ (東京都中央区築地六丁目19-20ニチレイ東銀座ビル) 有機加工食品 株式会社ニチレイフーズ (東京都中央区築地六丁目19-20ニチレイ東銀座ビル) HIJP9202 2020/1/29 輸入業者

212 佐々木製茶株式会社 (静岡県掛川市上内田350) 有機加工食品 佐々木製茶株式会社 (静岡県掛川市上内田350) MPJP9153 2020/4/3 生産行程管理者

213 フジトレーディング株式会社 (大阪府大阪市福島区福島4-8-28FJビル)
有機農産物及び有機加

工食品
フジトレーディング株式会社 (大阪府大阪市福島区福島4-8-28FJビル) HIJP9226 2020/8/9 輸入業者

214
Wismettacフーズ株式会社 (東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号日本橋室町

三井タワー15階)
有機加工食品

Wismettacフーズ株式会社 (東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号日本橋室町

三井タワー15階)
HIJP9227 2020/8/26 輸入業者

215 山陽商事株式会社 (静岡県菊川市嶺田547-1) 有機加工食品 山陽商事株式会社 (静岡県菊川市嶺田547-1) MPJP9199 2020/8/9 生産行程管理者

216 株式会社ハイピース (福井県丹生郡越前町佐々生32-4) 有機加工食品 株式会社ハイピース (福井県丹生郡越前町佐々生32-4) MPJP9233 2020/8/25 生産行程管理者

217 株式会社ジャルダン・シュクレ (神奈川県横浜市金沢区福浦2-9-8) 有機加工食品 株式会社ジャルダン・シュクレ (神奈川県横浜市金沢区福浦2-9-8) MPJP9220 2020/9/1 生産行程管理者

218 株式会社スミフルプロセスネットワーク (兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目1079-2) 有機農産物 株式会社スミフルプロセスネットワーク (兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目1079-2) HWJP9238 2020/12/11 小分け業者

219 株式会社ノヴァ (埼玉県北本市中丸9丁目20番地) 有機農産物 株式会社ノヴァ (埼玉県北本市中丸9丁目20番地) FFJP9234 2021/2/23 生産行程管理者

220
株式会社Tokyo Tea Trading (東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ

27階)
有機加工食品

株式会社Tokyo Tea Trading (東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ

27階)
MPJP9241 2021/2/10 生産行程管理者

221 株式会社ソーキ (東京都国立市北1-10-3) 有機加工食品 株式会社ソーキ (東京都国立市北1-10-3) MPJP9242 2021/2/24 生産行程管理者

222 株式会社隆祥房 (愛知県名古屋市南区豊4丁目19番19号) 有機加工食品 株式会社隆祥房 (愛知県名古屋市南区豊4丁目19番19号) MPJP9244 2021/4/23 生産行程管理者

223 株式会社ティーレックス (大阪府大阪市中央区本町2丁目3番14号船場旭ビル5階) 有機加工食品 株式会社ティーレックス (大阪府大阪市中央区本町2丁目3番14号船場旭ビル5階) HIJP9249 2021/4/29 輸入業者

224
株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス (東京都中野区中央1丁目38番1号住友中野坂

上ビル15階)
有機農産物

株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス (東京都中野区中央1丁目38番1号住友中野坂

上ビル15階)
HWJP9256 2021/5/5 小分け業者

225 杉田製茶 (静岡県牧之原市和田67) 有機農産物 杉田製茶 (静岡県牧之原市和田67) FFJP9262 2021/5/20 生産行程管理者

226 杉田製茶 (静岡県牧之原市和田67) 有機加工食品 杉田製茶 (静岡県牧之原市和田67) TMJP9263 2021/5/20 生産行程管理者

227 芳商物流株式会社 (東京都大田区東海1丁目3番6号プロロジスパーク東京太田5F) 有機農産物 芳商物流株式会社 (東京都大田区東海1丁目3番6号プロロジスパーク東京太田5F) HWJP9268 2021/10/26 小分け業者

228 スターティス株式会社 (東京都港区南青山1-9-12ブランシェ南青山1階) 有機加工食品 スターティス株式会社 (東京都港区南青山1-9-12ブランシェ南青山1階) HWJP9266 2021/10/6 小分け業者

229 スターティス株式会社 (東京都港区南青山1-9-12ブランシェ南青山1階) 有機加工食品 スターティス株式会社 (東京都港区南青山1-9-12ブランシェ南青山1階) HIJP9267 2021/10/5 輸入業者

230 株式会社 lohas beans (東京都港区南青山5-8-10萬楽庵ビルⅡ 3階) 有機加工食品 株式会社 lohas beans (東京都港区南青山5-8-10萬楽庵ビルⅡ 3階) MPJP9255 2022/1/13 生産行程管理者

231
Wismettacフーズ株式会社 (東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号日本橋室町

三井タワー15階)
有機加工食品

Wismettacフーズ株式会社 (東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号日本橋室町

三井タワー15階)
HWJP9274 2022/1/25 小分け業者

232 Meg Beauté Tokyo (東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609)
有機農産物及び有機加

工食品
Meg Beauté Tokyo (東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609) HIJP9275 2022/2/16 輸入業者

233 株式会社 交洋 (三重県四日市市新正五丁目4番19号) 有機加工食品 株式会社 交洋 (三重県四日市市新正五丁目4番19号) HIJP9276 2022/3/3 輸入業者
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