有機JAS認証事業者リスト（国内）
認証業者名

平成30年4月4日更新
認証事業者住所

認証に係る事業所名称及び所在地

業種別

農林物資の
種類

認証日

認証番号

小分け業者

有機農産物

2006/4/20

060420-001

輸入業者

有機加工食品

2006/5/2

010522-001

小分け業者

有機農産物

2006/5/26

010414-002

ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部
静岡支店

静岡県静岡市駿河区栗原3-1

・ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部 静岡支店：静岡県静岡市駿河区栗原3-1

丸源エフピージェー株式会社

東京都墨田区立花4-7-8

・丸源エフピージェー株式会社：東京都墨田区立花4-7-8
その他省略。問い合わせください。

ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部
東京支店

埼玉県八潮市大字2-476

・ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部 東京支店：埼玉県八潮市大字2-476
・ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部 東京支店 寄居加工センター：
埼玉県大里郡寄居町大字用土貉久保5536-16

エスビー食品株式会社

東京都板橋区宮本町38-8 板橋スパイスセンター

・エスビー食品株式会社スパイスセンター：東京都板橋区宮本町38-8
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2006/5/26

050425-001

株式会社ミトク

東京都港区芝5-29-14 田町日工ビル

・株式会社ミトク：東京都港区芝5-29-14 田町日工ビル
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機農産物

2006/6/7

010511-001

株式会社ミトク

東京都港区芝5-29-14 田町日工ビル

・株式会社ミトク：東京都港区芝5-29-14 田町日工ビル
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2006/6/7

010511-001

ヒガシマル醤油株式会社

兵庫県たつの市龍野町富永100-3

・ヒガシマル醤油株式会社：兵庫県たつの市龍野町富永100-3

生産行程管理者

有機加工食品

2006/7/14

060714-001

丸紅株式会社 飲料原料部

東京都中央区日本橋二丁目7番1号

・丸紅株式会社 飲料原料部：東京都中央区日本橋二丁目7番1号
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2006/7/24

020527-001

ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部
福岡支店

福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-2-1

・ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部 福岡支店：福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-2-1

小分け業者

有機農産物

2006/7/25

010621-001

ヤマサ醤油株式会社

千葉県銚子市新生町2-10-1

・ヤマサ醤油株式会社：千葉県銚子市新生町2-10-1
その他省略。問い合わせください。

生産行程管理者

有機加工食品

2006/8/3

010201-001

東京食品産業株式会社

栃木県佐野市並木町358番地

・東京食品産業株式会社 佐野工場：栃木県佐野市並木町358番地

小分け業者

有機加工食品

2006/8/3

050714-001

東京食品産業株式会社

栃木県佐野市並木町358番地

・東京食品産業株式会社 佐野工場：栃木県佐野市並木町358番地

生産行程管理者

有機加工食品

2006/8/3

050713-001

名古屋バナナ加工株式会社

愛知県北名古屋鍜治ヶ一色高塚24-1

・名古屋バナナ加工株式会社：愛知県北名古屋鍜治ヶ一色高塚24-1

小分け業者

有機農産物

2006/8/9

060809-001

ヤマキ醸造株式会社

埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原955

・ヤマキ醸造株式会社：埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原955、847-1
その他省略。問い合わせください。

生産行程管理者

有機加工食品

2006/8/21

060821-001

株式会社日本アグリプロモート

東京都東村山市栄町2-8-6丸鈴ビル4F

・株式会社日本アグリプロモート 加工センター：東京都東村山市久米川町1-3-2
・株式会社日本アグリプロモート 東村山第2センター：東京都東村山市久米川町1-13-30

小分け業者

有機農産物

2006/8/31

010509-001

東京ヨーロッパ貿易株式会社

神奈川県横浜市西区北幸2-9-30
横浜西口加藤ビル5階

・東京ヨーロッパ貿易株式会社：神奈川県横浜市西区北幸2-9-30 横浜西口加藤ビル5階
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2006/9/6

060906-001

高橋ソース株式会社

埼玉県本庄市下野堂604-7

・高橋ソース株式会社本社工場：埼玉県本庄市下野堂604-7
・高橋ソース株式会社物流センター：埼玉県本庄市下野堂618-1
・高橋ソース株式会社春日倉庫：埼玉県本庄市東台4-2-5

生産行程管理者

有機加工食品

2006/9/26

010618-001
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小分け業者

有機加工食品

2006/9/26

040213-001

高橋ソース株式会社

埼玉県本庄市下野堂604-7

・高橋ソース株式会社本社工場：埼玉県本庄市下野堂604-7
・高橋ソース株式会社物流センター：埼玉県本庄市下野堂618-1
・高橋ソース株式会社春日倉庫：埼玉県本庄市東台4-2-5

ベイシン貿易株式会社

東京都中央区日本橋3丁目1番地2号
NTA日本橋ビル6階

・ベイシン貿易株式会社：東京都中央区日本橋3丁目1番地2号 NTA日本橋ビル6階
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機農産物

2006/9/27

031110-001

大鳳商事株式会社

東京都中央区銀座3-4-1

・大鳳商事株式会社：東京都中央区銀座3-4-1
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機農産物

2006/10/3

010421-001

株式会社OGURA

秋田県大館市比内町扇田字倉下5-1

・株式会社OGURA：秋田県大館市比内町扇田字倉下5-1

生産行程管理者

有機加工食品

2006/10/10

011114-001

日本デルモンテ株式会社 群馬工場

群馬県沼田市清水町3748

・日本デルモンテ株式会社 群馬工場：群馬県沼田市清水町3748
・日本通運株式会社前橋支店 前橋ロジスティクス事業所：群馬県佐波郡玉村町箱石405

生産行程管理者

有機加工食品

2006/10/24

010219-002

・有限会社豆太郎 本庄工場：埼玉県本庄市寿3-3-16
その他省略。問い合わせください。

生産行程管理者

有機加工食品

2006/11/2

061102-002

生産行程管理者

有機加工食品

2006/11/16

010423-001

輸入業者

有機加工食品

2006/11/17

031002-001

有限会社豆太郎 本庄工場

埼玉県本庄市寿3-3-16

大分醤油協業組合

大分県臼杵市望月1500番地

・大分醤油協業組合：大分県臼杵市望月1500番地

日本デルモンテ株式会社

東京都港区西新橋2-1-1

・日本デルモンテ株式会社：東京都港区西新橋2-1-1
その他省略。問い合わせください。

会津天宝醸造株式会社

福島県会津若松市大町1-1-24

・会津天宝醸造株式会社神指工場：福島県会津若松市神指町東城戸202

生産行程管理者

有機加工食品

2006/11/24

010330-001

日本デルモンテ株式会社 長野工場

長野県千曲市桜堂485

・日本デルモンテ株式会社 長野工場：長野県千曲市桜堂485
その他省略。問い合わせください。

生産行程管理者

有機加工食品

2006/12/6

010219-003

ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部
札幌支店

北海道小樽市銭函5-50-9

・ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部 札幌支店：北海道小樽市銭函5-50-9

小分け業者

有機農産物

2006/12/6

031118-001

仙台味噌醤油株式会社

宮城県仙台市若林区古城1-5-1

・仙台味噌醤油株式会社 わさび沢工場：宮城県大崎市松山金谷字山葵沢東6-1

生産行程管理者

有機加工食品

2006/12/19

010419-001

イシダフーズ株式会社

三重県伊賀市安場字東赤坂1459番地7

・イシダフーズ株式会社：三重県伊賀市安場字東赤坂1459番地7

小分け業者

有機加工食品

2007/1/15

021122-001

西田精麦株式会社

熊本県八代市新港町2-3-4

・西田精麦株式会社：熊本県八代市新港町2-3-4

小分け業者

有機農産物

2007/1/22

070124-002

ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部
名古屋支店

愛知県あま市甚目寺八尻96番地

・ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部 名古屋支店：愛知県あま市甚目寺八尻96番地

小分け業者

有機農産物

2007/1/22

070122-001

西田精麦株式会社

熊本県八代市新港町2-3-4

・西田精麦株式会社：熊本県八代市新港町2-3-4

生産行程管理者

有機加工食品

2007/1/22

070124-001

長工醤油味噌協同組合

長崎県長崎市西坂町2-7

・長工醤油味噌協同組合：長崎県大村市溝陸町815

生産行程管理者

有機加工食品

2007/2/19

010409-001

大分みそ協業組合

大分県臼杵市大字市浜783番地

・大分みそ協業組合：大分県臼杵市大字市浜783番地

生産行程管理者

有機加工食品

2007/2/19

010423-004
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小分け業者

有機農産物

2007/4/2

010430-001

生産行程管理者

有機加工食品

2007/7/5

070705-001

ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部
関西支店

兵庫県西宮市鳴尾浜3-5-8

・ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部 関西支店：兵庫県西宮市鳴尾浜3-5-8

株式会社セゾンファクトリー

山形県東置賜郡高畠町大字元和田1566

・株式会社セゾンファクトリー 本社工場1号館：山形県東置賜郡高畠町大字元和田1566

サミット製油株式会社

千葉県千葉市美浜区新港３８番地

・サミット製油株式会社：千葉県千葉市美浜区新港38番地

小分け業者

有機加工食品

2008/8/11

010213-001

丸本酒造株式会社

岡山県浅口市鴨方町本庄2485番地

・丸本酒造株式会社：岡山県浅口市鴨方町本庄2485番地

生産行程管理者

有機加工食品

2009/2/10

090210-002

丸本酒造株式会社

岡山県浅口市鴨方町本庄2485番地

ほ場省略。お問い合わせください。

生産行程管理者

有機農産物

2009/2/10

090210-001

丸源エフピージェー株式会社

東京都墨田区立花4-7-8

・丸源エフピージェー株式会社：東京都墨田区立花4-7-8
・横浜冷凍株式会社 大黒物流センター：神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭15-1

輸入業者

有機農産物

2009/2/25

090225-001

株式会社ボレイ

神奈川県横浜市港北区岸根町544-1

・株式会社ボレイ：神奈川県横浜市港北区岸根町544-1

輸入業者

有機加工食品

2009/4/22

090422-001

キッコーマン食品株式会社

千葉県野田市野田250

・キッコーマン食品株式会社 野田工場：千葉県野田市野田110
その他省略。問い合わせください。

生産行程管理者

有機加工食品

2007/1/10

010201-002

有限会社 はなのみ

長野県長野市稲田3-49-23

・有限会社はなのみ：長野県長野市稲田3-49-24

生産行程管理者 有機加工食品

2009/11/12

091112-001

日本薬品開発株式会社

兵庫県伊丹市北伊丹7-98

・日本薬品開発株式会社：兵庫県伊丹市北伊丹7-98
・日本薬品開発株式会社 大分工場：大分県宇佐市四日市917‐1
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2010/1/13

100113-001

有限会社アトワ

宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-30

・有限会社アトワ： 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-30
・有限会社アトワ 一番町事務所：宮城県仙台市青葉区一番町1丁目7-20

輸入業者

有機加工食品

2010/11/30

101130-001

株式会社アルコインターナショナル

東京都大田区大森北1-11-1
柳原大森ビル702

・株式会社アルコインターナショナル：東京都大田区大森北1-11-1柳原大森ビル702
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機農産物

2008/7/23

080723-001

株式会社おさだ製茶

静岡県周智郡森町森1146-1

・株式会社おさだ製茶 本社工場：静岡県周智郡森町森1146-1
・株式会社おさだ製茶 発酵茶工場：静岡県周智郡森町森267-1
・株式会社日茶包装 掛川営業所：静岡県掛川市本郷1410-23
・静パック有限会社 東新田工場：静岡県静岡市駿河区東新田4-7-20
・JA遠州中央香りの丘茶ピア：静岡県袋井市岡崎7157-1

生産行程管理者

有機加工食品

2011/9/30

110930-001

日本トランスシティ株式会社 運輸事業部
鹿島支店

茨城県神栖市柳川4123番地

・日本トランスシティ株式会社 運輸事業部 鹿島支店
・日本トランスシティ株式会社 神之池倉庫：茨城県神栖市東深芝22-9

小分け業者

有機農産物

2011/12/9

111209-001

マルセン砂川共同製茶組合

静岡県浜松市天竜区春野町砂川407-1

・マルセン砂川共同製茶組合：静岡県浜松市天竜区春野町砂川407-1
・高塚共同倉庫：静岡県浜松市天竜区春野町砂川360-2
ほ場：お問い合わせ下さい。

生産行程管理者

有機農産物

2012/5/8

120508-001

株式会社九州コーケン

静岡県静岡市清水区八坂北2丁目18 番26 号

・株式会社九州コーケン：静岡県静岡市清水区八坂北2丁目18番26号

小分け業者

有機加工食品

2012/6/19

120619-001
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有機加工食品

2010/8/23

100823-002

2012/8/27

120827-001

デイリーフーズ株式会社 長野工場

長野県埴科郡坂城町上平1434

・デイリーフーズ株式会社 長野工場：長野県埴科郡坂城町上平1434
・諏訪冷蔵株式会社：長野県上田市秋和305-3

生産行程管理者

タルゴジャポン株式会社

東京都千代田区一番町19番地

・タルゴジャポン株式会社：東京都千代田区一番町19番地
・株式会社T.J 三郷センター内工場：埼玉県三郷市高州1丁目149番地

輸入業者

髙橋製麺株式会社

埼玉県鴻巣市笠原2620 番地

・髙橋製麺株式会社：埼玉県鴻巣市笠原2620 番地
・髙橋製麺株式会社：埼玉県鴻巣市笠原2611 番地

生産行程管理者

有機加工食品

2012/11/13

121113-001

ミデコグループ株式会社

東京都港区新橋5-25-1

・ミデコグループ株式会社：東京都港区新橋5-25-1
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2013/6/10

130610-001

株式会社アルマテラ

東京都港区南青山4-17-9

・株式会社アルマテラ：東京都港区南青山4-17-9
・株式会社アルマテラ 町田倉庫：東京都町田市つくし野1-28-1-F

輸入業者

有機加工食品

2013/8/26

130826-001

センナリ株式会社

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地2683-25

・センナリ株式会社：広島県広島市安佐北区安佐町大字久地2683-25

生産行程管理者

有機加工食品

2013/9/2

130902-001

天鷹酒造株式会社

栃木県大田原市蛭畑2166

ほ場省略。お問い合わせください

生産行程管理者

有機農産物

2014/1/30

140130-001

天鷹酒造株式会社

栃木県大田原市蛭畑2166

・天鷹酒造株式会社：栃木県大田原市蛭畑2166
・唐辛子乾燥施設（伊藤渡氏納屋）：栃木県大田原市大神604-35

生産行程管理者

有機加工食品

2014/1/30

140130-002

アンブロシア株式会社

神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1

・アンブロシア株式会社：神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2014/2/17

140217-001

株式会社セゾンファクトリー

山形県東置賜郡高畠町大字元和田1566

・株式会社セゾンファクトリー 本社工場1号館：山形県東置賜郡高畠町大字元和田1566

小分け業者

有機加工食品

2014/8/19

140819-001

東京セントラルトレーディング株式会社

東京都中央区勝どき6-3

・東京セントラルトレーディング株式会社：東京都中央区勝どき6-3
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2014/11/6

141106-001

株式会社セレスコ・マーケティング

神奈川県横浜市西区高島2-12-6
ヨコハマジャスト1号館4D

・株式会社セレスコ・マーケティング：神奈川県横浜市西区高島2-12-6 ヨコハマジャスト1号館4D
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機農産物

2014/11/17

141117-001

株式会社フローラ・ハウス

東京都千代田区九段北1-14-21-6F

・株式会社フローラ・ハウス：東京都千代田区九段北1-14-21-6F
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2015/2/23

150223-001

大野醤油醸造協業組合

石川県金沢市大野町4丁目甲18-6

・大野醤油醸造協業組合：石川県金沢市大野町4丁目甲18-6

生産行程管理者

有機加工食品

2015/5/8

150508-001

株式会社アルコインターナショナル

東京都大田区大森北1-11-1
柳原大森ビル702

・築地市場内 青果定温倉庫：東京都中央区築地5-2-1
その他省略。問い合わせください。

小分け業者

有機農産物

2015/7/8

080723-002

丸全昭和運輸株式会社
鹿島支店 鹿島大豆センター営業所

茨城県神栖市東深芝22-8

・丸全昭和運輸株式会社 鹿島支店 鹿島大豆センター営業所：茨城県神栖市東深芝22-8

小分け業者

有機農産物

2015/7/9

150709-001

有限会社エム・ディー・エス

茨城県結城郡八千代町平塚2028

・有限会社エム・ディー・エス：茨城県結城郡八千代町平塚2028

小分け業者

有機加工食品

2015/7/14

150714-001

有限会社キムラ加工

静岡県島田市牧之原302-2

・有限会社キムラ加工：静岡県島田市牧之原302-2
その他省略。問い合わせください。

小分け業者

有機加工食品

2015/9/2

150902-001
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生産行程管理者

有機加工食品

2015/9/3

150903-001

小分け業者

有機農産物

2015/11/16

151116-001

生産行程管理者

有機加工食品

2015/12/21

151221-001

輸入業者

有機加工食品

2016/1/19

160119-001

ヤマキ醸造株式会社（豆庵豆腐工房）

埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原955

・ヤマキ醸造株式会社（豆庵豆腐工房）：埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原955

株式会社ちばとみさと

千葉県富里市十倉280-9

・株式会社ちばとみさと第三パッケージ場：千葉県富里市七栄865-1
その他省略。問い合わせください。

株式会社澤口農園製茶工場

静岡県藤枝市八幡599-2

・株式会社澤口農園製茶工場 仕上加工場：静岡県藤枝市八幡599-2
その他省略。問い合わせください。

株式会社ティーグレース

神奈川県藤沢市片瀬山3-25-4

・株式会社ティーグレース：神奈川県藤沢市片瀬山3-25-4
その他省略。問い合わせください。

株式会社サラダコスモ 信州工場

長野県駒ヶ根市赤穂330-33

・株式会社サラダコスモ 信州第1工場：長野県駒ヶ根市赤穂497
その他省略。問い合わせください。

生産行程管理者

有機農産物

2016/2/24

160224-001

株式会社味食研

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水72-1

・株式会社味食研：愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水72-1

生産行程管理者

有機加工食品

2016/3/2

160301-001

ヤマキ醸造株式会社

埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原955

・ヤマキ醸造株式会社 美食創彩館：埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原847-1

小分け業者

有機加工食品

2016/5/20

060821-002

ネキシラ株式会社

東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル

・ネキシラ株式会社：東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2016/6/27

160627-001

ユニバーサルトレーディング株式会社

埼玉県川口市領家2-16-26

・ユニバーサルトレーディング株式会社：埼玉県川口市領家2-16-26

輸入業者

有機加工食品

2016/8/24

160824-001

株式会社サラダコスモ 信州工場

長野県駒ヶ根市赤穂330-33

・株式会社サラダコスモ 信州工場：長野県駒ヶ根市赤穂330-33

小分け業者

有機農産物

2016/8/30

160224-003

株式会社サラダコスモ 信州工場

長野県駒ヶ根市赤穂330-33

・株式会社サラダコスモ 信州工場：長野県駒ヶ根市赤穂330-33

生産行程管理者

有機加工食品

2016/8/30

160224-002

有限会社中津川サラダ農園

岐阜県中津川市駒場1944

・有限会社中津川サラダ農園：岐阜県中津川市駒場1944

生産行程管理者

有機農産物

2016/8/31

160831-001

株式会社グリーンプロセス戸田事業所

埼玉県戸田市美女木1138

・株式会社グリーンプロセス：埼玉県戸田市美女木1138

小分け業者

有機農産物

2016/10/18

150512-001

株式会社壱番屋

愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号

・株式会社壱番屋 愛知工場：愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号

生産行程管理者

有機加工食品

2016/11/4

161104-001

Upperleft株式会社

東京都渋谷区恵比寿1-15-9-403

・Upperleft株式会社：東京都渋谷区恵比寿1-15-9-403
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機農産物

2016/12/12

161212-001

Upperleft株式会社

東京都渋谷区恵比寿1-15-9-403

・Upperleft株式会社：東京都渋谷区恵比寿1-15-9-403
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機加工食品

2016/12/12

161212-001

有限会社アトワ

宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-30

・有限会社アトワ： 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-30
・有限会社アトワ 一番町事務所：宮城県仙台市青葉区一番町1丁目7-20

輸入業者

有機農産物

2016/12/19

101130-001

株式会社ローゼルスター

大阪市北区梅田2丁目6番20号 パシフィックマーク
ス西梅田4F

・株式会社結の草／兵庫県西宮市甲子園浜田町3－13

小分け業者

有機加工食品

2017/1/27

170127-001
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株式会社味食研

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水72-1

・株式会社味食研：愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水72-1

小分け業者

有機農産物

2017/1/30

160301-002

株式会社味食研

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水72-1

・株式会社味食研：愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字志水72-1

小分け業者

有機加工食品

2017/1/30

160301-003

有限会社農業生産法人 市川農場

北海道旭川市西神楽3線8号

・有限会社農業生産法人 市川農場：北海道旭川市西神楽3線8号

生産行程管理者

有機農産物

2017/1/23

170123-001

株式会社カイタックインターナショナル

東京都目黒区東山1-8-14

・株式会社カイタックインターナショナル：東京都目黒区東山1-8-14

輸入業者

有機加工食品

2017/3/6

170306-001

株式会社サラダコスモ

岐阜県中津川市千旦林1-15

・株式会社サラダコスモ：岐阜県中津川市千旦林1-15
その他省略。問い合わせください。

輸入業者

有機農産物

2017/3/30

170330-001

ナチュラルオーガニック株式会社

東京都府中市八幡町3-17-15

・ナチュラルオーガニック株式会社：東京都府中市八幡町3-17-15

輸入業者

有機加工食品

2017/6/28

170628-001

株式会社アルマテラ

東京都港区南青山4-17-9

・株式会社アルマテラ：東京都港区南青山4-17-9
その他省略。問い合わせください。

小分け業者

有機加工食品

2017/8/18

130826-002

サンシーズ株式会社

神奈川県足柄上郡中井町井ノ口2927-34

・サンシーズ株式会社：神奈川県足柄上郡中井町井ノ口2927-34

小分け業者

有機加工食品

2017/10/3

171003-001

ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部
東京支店 仙台加工センター

宮城県仙台市宮城野区中野寺前69-9

・ANAフーズ株式会社 生鮮食品本部
東京支店 仙台加工センター：宮城県仙台市宮城野区中野寺前69-9

小分け業者

有機農産物

2017/12/4

171206-001

レッドブル・ジャパン株式会社

東京都渋谷区1-3-3 ヒューリック青山第二ビル

・レッドブル・ジャパン株式会社：東京都渋谷区1-3-3 ヒューリック青山第二ビル
その他省略。問い合わせください

輸入業者

有機加工食品

2017/12/19

171219-001

株式会社ピー・エス・インターナショナル

東京都港区芝浦３－１４－６ バリュー芝浦ビルヂン
・株式会社ピー・エス・インターナショナル：東京都港区芝浦3-14-6 バリュー芝浦ビルヂング5Ｆ
グ５Ｆ

輸入業者

有機加工食品

2018/1/30

180130-001

株式会社サラダコスモ

岐阜県中津川市千旦林1-15

輸入業者

有機加工食品

2018/3/13

170330-001

・株式会社サラダコスモ：岐阜県中津川市千旦林1-15
その他省略。問い合わせください。
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