
和歌山有機認証協会 　

認定事業者一覧　　（認定にかかるほ場・事業所・施設等が複数の場合、この個々についての記述を省略しています。お知りになりたい方は直接本協会宛ご照会ください。)

（２０１６年２月９日更新）

有機農産物の生産行程管理者
認定番号 氏名または名称 住　　　　所 認定年月日 認定ほ場の名称又はほ場数および面積 認定ほ場の住所
0010-01 かつらぎ町有機栽培実践グループ柿生産グループ 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町２１６０ 2006年8月2日 ２ほ場        　　　　　　　　　48a 詳細は本協会にご照会ください
0011-01 かつらぎ町有機栽培実践グループキウイ生産グループ 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町２１６０ 2013年4月3日 ３ほ場　　　　　　　　　　　　　30a 詳細は本協会にご照会ください
0011-02 三尾農園 和歌山県日高郡南部町東岩代２２８ 2006年12月6日 ６ほ場 　　　　　　　　　　　  168a 詳細は本協会にご照会ください
0101-01 丸惣グループ 和歌山県田辺市古尾１４－８ 2007年4月4日 ７ほ場                         255.9a 詳細は本協会にご照会ください
0102-01 和歌山有機の会 和歌山県海南市下津町方９８５ 2007年6月6日 １０ほ場                       210a 詳細は本協会にご照会ください
0104-03 アンジー農園 和歌山県紀の川市下丹生谷１７９ 2006年6月7日 ５ほ場                          26a 詳細は本協会にご照会ください
0105-04 かつらぎ町有機栽培実践グループ梅生産グループ 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町２１６０ 2007年6月6日 １８ほ場                       434.6a 詳細は本協会にご照会ください
0203-01A 有本農園 和歌山県日高郡みなべ町清川１６０９ 2007年2月7日 ３ほ場                         100a　 詳細は本協会にご照会ください
0201-02A 農業生産法人竹内農園株式会社 和歌山県田辺市上三栖５９３ 2014年1月7日 ３ほ場                          82.8a 和歌山県田辺市上秋津３１１９－１
0208-01 紀ノ川農協キウイフルーツ部会有機部会 和歌山県紀の川市平野９２７ 2006年12月6日 ２５ほ場                       546a 詳細は本協会にご照会ください
0305-01 松本農園 和歌山県伊都郡かつらぎ町背ノ山２６８ 2006年10月4日 ７ほ場                       　187a 詳細は本協会にご照会ください
0411-01 有限会社阪急泉南グリーンファーム 大阪府泉南市幡代２０１２ 2006年8月2日 １７ほ場                        87.33a 詳細は本協会にご照会ください
0808-01 農業生産法人株式会社濱田農園 和歌山県田辺市上芳養４９６４ 2008年10月8日 ２ほ場                         130a 詳細は本協会にご照会ください
0904-01 田辺印の会 和歌山県田辺市高雄三丁目２２番１９号 2009年6月3日 ６５ほ場                      1797a 詳細は本協会にご照会ください
0907-01 北山振興株式会社 和歌山県東牟婁郡北山村大沼８７ 2012年4月2日 有機じゃばら園                  29a 和歌山県東牟婁郡北山村竹原７９１
1006-01 ＮＰＯ法人南高梅の会 和歌山県日高郡みなべ町芝２２２－１ 2010年8月4日 日向菜農園　　　　　　　 　　　 14a 和歌山県田辺市上芳養千福１３２、１３３
1104-01A ㈲紀州高田果園 和歌山県日高郡みなべ町晩稲８４９ 2011年6月1日 ４ほ場　　　　　　　 　　　　  768a 詳細は本協会にご照会ください
1110-01A 上野農園 大阪府堺市中区深井畑山町１６８－１ 2011年12月7日 ６ほ場　　　　　　　　　　　　　40a 詳細は本協会にご照会ください
1112-01A バン株式会社 徳島県徳島市雑賀町西開１１－２ 2012年2月1日 飯尾農園　　　　　　　　　　　　30a 徳島県阿南市福井町貝谷２０４
1110-02 紀ノ川農協 有機部会 和歌山県紀の川市平野９２７ 2012年4月4日 ８ほ場　　　　　　　　　　　 　138.2a 詳細は本協会にご照会ください
1304-01A ㈲深見梅店 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田２４８３－１ 2013月6月5日 ２ほ場　　　　 　　　　　　　　144.98a 詳細は本協会にご照会ください
1306-01 シャローム木村農園 和歌山県紀の川市下丹生谷６８ 2013年10月2日 ５ほ場　　　　　　　　　　　　　60a 詳細は本協会にご照会ください
1308-01 片岡農園 和歌山県岩出市水栖１１－２－３０１ 2013年10月2日 ３ほ場　　　　 　　　　　　　 　69.53a 詳細は本協会にご照会ください
1405-01 イベファーム 和歌山県海南市下津町小南４１７－２ 2014年10月1日 ５ほ場　　　　　　　　　　　　　77a 詳細は本協会にご照会ください
1409-01 てるうさ農園 大阪府堺市北区宮本町５７ 2014年12月3日 うめ　　　　　　　　　　　　　　 6.61a 大阪府岸和田市尾生町２５５９－１
1503-01 紀州やさい 和歌山県岩出市根来４３８－２ 2015年4月1日 ２ほ場　　　　 　　　　　　　 　33.7a 詳細は本協会にご照会ください
1504-01 根圏活力農法研究所 滋賀県野洲市須原２２５ 2015年6月3日 ２９ほ場　　　　　　　　　　 　878.84a 詳細は本協会にご照会ください
1511-01 堀農園 和歌山県和歌山市小人町南ノ丁２２ 2016年2月3日 １ほ場　　　　　　　　　　　　　20.08a 和歌山県海南市小野田字駒ヶ谷１４４７-１

有機農産物の小分け業者
認定番号 氏名または名称 住　　　　所 認定年月日 認定事業所の名称 認定事業所の住所
0109-03 阪南青果株式会社 大阪府泉佐野市日根野４３５０ 2006年12月6日 阪南青果株式会社本社工場 大阪府泉佐野市日根野４３５０
0309-02 株式会社サンライズ 和歌山県和歌山市湊１１０６－１９ 2006年10月4日 和歌山流通センター 和歌山県和歌山市湊１１０６－１９
0309-03 株式会社太陽 大阪市生野区田島６－１５－３３ 2006年10月4日 ２箇所 詳細は本協会にご照会ください
0312-01 株式会社イリグチ 奈良県大和郡山市新町９１９－１ 2007年4月4日 株式会社イリグチ矢田山精米所 奈良県大和郡山市矢田山町６０－６
0602-01 株式会社マルマサフード 大阪府大阪市平野区平野馬場１－１２－１５ 2007年4月4日 関西物流第１センター 大阪府大阪市平野区平野馬場１－１２－１５
0805-01 未来産業 和歌山県紀の川市尾崎９９－１ 2008年8月6日 未来産業 和歌山県紀の川市尾崎９９－１
0810-01 株式会社京都勇代 京都市伏見区横大路天王前２７－３ 2008年11月13日 株式会社京都勇代 京都市伏見区横大路天王前２７－３
0807-01 三星製薬株式会社 奈良県御所市１５３番地 2008年10月8日 三星製薬株式会社 奈良県御所市１５３番地
0411-01C 有限会社阪急泉南グリーンファーム 大阪府泉南市幡代２０１２ 2013年4月3日 泉南 大阪府泉南市幡代２０１２
1504-02 株式会社イノウエ 大阪府貝塚市三ツ松１６９０-１ 2015年6月3日 株式会社イノウエ 大阪府貝塚市三ツ松１６９０-１
1507-01B ㈱インフィニティ 大阪府堺市南区大庭寺６１７－１ 2015年8月5日 深坂倉庫 大阪府堺市中区深坂１－２２－２
1601-01 東洋ライス株式会社 和歌山県和歌山市黒田１２ 2016年2月3日 和歌山工場 和歌山県和歌山市黒田１２

有機加工食品の生産行程管理者
認定番号 氏名または名称 住　　　　所 認定年月日 認定事業所の名称 認定事業所の住所
0011-03 三尾農園 和歌山県日高郡みなべ町東岩代２２８ 2006年12月6日 三尾農園加工場 和歌山県日高郡みなべ町東岩代２２８
0101-02 株式会社丸惣 和歌山県田辺市古尾１４－８ 2007年4月4日 ５箇所 詳細は本協会にご照会ください
0203-01B 有本農園 和歌山県日高郡みなべ町清川１６０９ 2007年2月7日 有本農園加工場 和歌山県日高郡みなべ町清川１６０９
0201-02B 農業生産法人竹内農園株式会社 和歌山県田辺市上三栖５９３ 2014年1月7日 ２箇所 詳細は本協会にご照会ください
0303-02A 丸長水産株式会社マルチョウフーズ 和歌山県田辺市文里２丁目３４－１ 2007年4月4日 丸長水産株式会社マルチョウフーズ 和歌山県田辺市文里２丁目３４－１
0308-01 株式会社丸勝園 宮崎県都城市太郎坊町１９８１－１ 2006年12月6日 ４箇所 詳細は本協会にご照会ください
0409-01 有限会社コバタ総合研究所 奈良県五條市二見3丁目5番9号 2006年12月6日 有限会社コバタ総合研究所 奈良県五條市二見3丁目5番9号
0409-03 松本農園 和歌山県伊都郡かつらぎ町背ノ山２６８ 2006年12月6日 松本農園加工場 和歌山県伊都郡かつらぎ町背ノ山２６８
0306-01 サカイキャニング株式会社 和歌山県橋本市高野口町小田５３０ 2007年6月6日 ７箇所 詳細は本協会にご照会ください
0104-04Ａ 株式会社清水一芳園 大阪府大阪市福島区吉野３丁目２番４９号 2006年6月7日 株式会社清水一芳園 大阪府大阪市福島区吉野３丁目２番４９号
0610-01 プラム食品株式会社 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬１４７４－１ 2006年12月6日 プラム食品本社工場 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬１４７４－１



0702-01 白銀オーガニック 奈良県五條市西吉野町奥谷１８９７ 2007年4月26日 ２箇所 詳細は本協会にご照会ください
0703-01 吉野加工所 奈良県吉野郡下市町広橋２５９－１ 2007年6月6日 吉野加工所 奈良県吉野郡下市町広橋２５９－１
1012-01 株式会社梅屋 和歌山県田辺市文里１－１２－１４ 2011年2月2日 株式会社梅屋 和歌山県田辺市文里１－１２－１４
1102-01 農業生産法人 株式会社 濱田農園　 和歌山県田辺市上芳養４９６４ 2011年6月1日 濱田農園梅干加工所 和歌山県田辺市上芳養４９６４
1112-01B バン株式会社 徳島県徳島市雑賀町西開１１－２ 2012年2月1日 バン(株)福井工場 徳島県阿南市福井町中内４１－３
1202-01 社会福祉法人 一麦会 ソーシャルファームもぎたて 和歌山県紀の川市平野９２７ 2012年4月4日 もぎたて農産加工所 和歌山県紀の川市平野９２７
1104-01B ㈲紀州高田果園 和歌山県日高郡みなべ町晩稲８４９ 2012年6月6日 ６箇所 詳細は本協会にご照会ください
1304-01B ㈲深見梅店 和歌山県西牟婁郡上富田町岩田２４８３－１ 2013年6月5日 ２箇所 詳細は本協会にご照会ください
1410-01A 株式会社モリカワ 和歌山県田辺市文里２－３５－４９ 2014年12月3日 株式会社モリカワ 和歌山県田辺市文里２－３５－４９
1412-01 ハルナジョイパック株式会社 和歌山県海南市七山７１１－１ 2015年2月4日 ３箇所 和歌山県海南市七山７１１－１
1507-01A ㈱インフィニティ 大阪府堺市南区大庭寺６１７－１ 2015年8月5日 ２箇所 詳細は本協会にご照会ください。

有機加工食品の小分け業者
認定番号 氏名または名称 住　　　　所 認定年月日 認定事業所の名称 認定事業所の住所
0209-02 不二食品株式会社 大阪府大阪市福島区玉川4丁目2番11号 2006年10月4日 不二食品株式会社 大阪府大阪市福島区玉川4丁目2番11号
0303-02B 丸長水産株式会社マルチョウフーズ 和歌山県田辺市文里２丁目３４－１ 2007年4月4日 丸長水産株式会社マルチョウフーズ 和歌山県田辺市文里２丁目３４－１
0409-01 有限会社コバタ総合研究所 奈良県五條市二見3丁目5番9号 2006年12月6日 有限会社コバタ総合研究所 奈良県五條市二見3丁目5番9号
0807-01 三星製薬株式会社 奈良県御所市１５３番地 2008年10月8日 三星製薬株式会社 奈良県御所市１５３番地
0104-04Ｂ 株式会社清水一芳園 大阪府大阪市福島区吉野３丁目２番４９号 2008年12月3日 （株）清水一芳園 大阪府大阪市福島区吉野３丁目２番４９号
1311-01 特定非営利活動法人 JIPPO 京都府京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町 2013年12月9日 JIPPO事務所 京都府京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町
1410-01B 株式会社モリカワ 和歌山県田辺市文里２－３５－４９ 2014年12月3日 株式会社モリカワ 和歌山県田辺市文里２－３５－４９
1504-03 株式会社濱田 和歌山県田辺市上芳養３９１ 2015年6月3日 濱田本社工場 和歌山県田辺市上芳養３９１
1507-01B ㈱インフィニティ 大阪府堺市南区大庭寺６１７－１ 2015年8月5日 深坂倉庫 大阪府堺市中区深坂１－２２－２

地鶏肉の生産行程管理者
認定番号 氏名または名称 住　　　　所 認定年月日 認定施設の名称 認定施設の住所
C0310-01 株式会社ヤマモト 京都府亀岡市保津町上火無６６－２ 2007年8月3日 ２箇所 詳細は本協会にご照会ください
C0409-01 中央食鶏株式会社 京都府京都市下京区梅小路東中町１０４－３ 2006年7月4日 ２箇所 詳細は本協会にご照会ください

以下は、格付の業務を廃止されました

認定区分：有機農産物の生産行程管理者
元認定番号 氏名または名称 住　　　　所 廃業年月日 認定していた事業所の名称 認定していた事業所の住所
1108-01 邦 オーガニックファーム 和歌山県日高郡印南町島田３１２６－５０ 2015年6月3日 ３ほ場　　　　　　　　　　　　  39.48a 詳細は本協会にご照会ください
0407-01 岩武果樹園 和歌山県有田郡有田川町小川１７１８ 2015年8月5日 奥の谷有機                       7a 和歌山県有田郡有田川町赤岩１６５５

認定区分：有機加工食品の生産行程管理者
元認定番号 氏名または名称 住　　　　所 廃業年月日 認定していた事業所の名称 認定していた事業所の住所
1110-01B 上野農園 大阪府堺市中区深井畑山町１６８－１ 2015年12月2日 焙煎所 大阪府堺市中区深井畑山町１６８－１
0202-01 三和薬品工業株式会社 大阪府東大阪市東石切町５－１－２０ 2016年2月3日 三和薬品工業株式会社　第一第二工場 大阪府東大阪市東石切町５－１－２０


