一般社団法人 日本果汁協会のJAS認証事業者一覧
Ⅰ認証に係る農林物資の種類 ： 果実飲料
日本農林規格等に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）第１０条第１項の規定に基づき認証した製造
業者等及び第３０条第１項の規定に基づき認証した外国製造業者等を、同施行規則第４６条第１項第４号
の認証事業者の認証等に係る公表に関する基準に基づき公表します。

認証を受けた者の氏名又は名称及び住所

1. 株式会社ヒロシマ・コープ

広島県三原市本郷南7丁目8番1号
2. 湘南香料株式会社

東京都中野区江古田1丁目25番10号
3. 壽高原食品株式会社

長野県千曲市大字戸倉1465-1
4. 山形食品株式会社

山形県南陽市漆山1176番地1
5. 青森県りんごジュース株式会社

青森県黒石市相野178-2
6. 長野興農株式会社

長野県長野市差出南一丁目11番1号
7. 株式会社全農ハイパック

茨城県常総市内守谷町4365番地1
8. 丸善食品工業株式会社

長野県千曲市大字寂蒔880番地
9. 株式会社えひめ飲料

愛媛県松山市安城寺町478番地
10. 長野興農株式会社

長野県長野市差出南一丁目11番1号
11. 全国農業協同組合連合会

東京都千代田区大手町一丁目3番1号
12. 和歌山県農業協同組合連合会

和歌山県和歌山市美園町5丁目1番地の1

認証に係る工場、ほ場又は事業所の名称
及び所在地

認 証 年 月 日
認 証 番 号

株式会社ヒロシマ・コープ

2006年7月11日

広島県三原市本郷南7丁目8番1号
湘南香料株式会社 秋田工場

2006年8月10日

秋田県雄勝郡羽後町新町字馬の峰9-3
壽高原食品株式会社 豊野工場

第5号
2006年8月31日

長野県長野市豊野町浅野1899-1

第7号

山形食品株式会社

2006年10月24日

山形県南陽市漆山1176番地1
青森県りんごジュース株式会社

第3号

第8号
本社工場

青森県黒石市相野178-2
長野興農株式会社 長野工場
長野県長野市差出南一丁目11番1号

株式会社全農ハイパック

2006年11月10日
第9号
2006年11月10日
第10号

2006年11月15日

茨城県常総市内守谷町4365番地1

第12号

丸善食品工業株式会社 須坂工場

2006年11月21日

長野県須坂市大字小河原4062-3
株式会社えひめ飲料 松山工場
愛媛県松山市安城寺町240-1
長野興農株式会社 川中島工場
長野県長野市青木島町綱島765-2
全国農業協同組合連合会長崎県本部 大村果
汁工場
長崎県大村市富の原2丁目704番地

和歌山県農業協同組合連合会 桃山食品工場
和歌山県紀の川市桃山町調月980

第13号
2006年11月21日
第14号
2006年11月21日
第15号
2006年12月5日
第18号

2006年12月15日
第21号

認証に係る工場、ほ場又は事業所の名称
及び所在地

認 証 年 月 日
認 証 番 号

13. 青森県農村工業農業協同組合連合会

青森県農村工業農業協同組合連合会

2006年12月15日

青森県弘前市大字外瀬二丁目2番地1

青森県弘前市大字外瀬二丁目2番地1

第23号

認証を受けた者の氏名又は名称及び住所

14. 中野ＢＣ株式会社

和歌山県海南市藤白758-45
15. 三和缶詰株式会社

山形県東村山郡中山町大字長崎229-2
16. 宝積飲料株式会社

広島県東広島市志和町別府2061-3
17. 静岡ジェイエイフーズ株式会社

静岡県静岡市清水区庵原町34-1
18. 株式会社西日本キャンパック

岐阜県岐阜市鶴田町3-7-5
19. 株式会社えひめ飲料

愛媛県松山市安城寺町478番地
20. 株式会社ふくれん

福岡県朝倉市柿原223番地
21. 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀

佐賀県鹿島市浜町1020番地
22. 株式会社ニッセー

静岡県焼津市相川945-8
23. 株式会社ニッセー

静岡県焼津市相川945-8
24. カゴメ株式会社

愛知県名古屋市中区錦3丁目14-15
25. 株式会社ジェイエイフーズおおいた

大分県杵築市大字本庄1453番地の1
26. 株式会社えひめ飲料

愛媛県松山市安城寺町478番地

中野ＢＣ株式会社富士食研事業部
和歌山県海南市藤白758-45
三和缶詰株式会社 天童工場
山形県天童市清池東一丁目4番1号

宝積飲料株式会社 志和工場
広島県東広島市志和町別府2061-3
静岡ジェイエイフーズ株式会社 興津工場
静岡県静岡市清水区八木間町1667-27
株式会社西日本キャンパック
岐阜県岐阜市鶴田町3-7-5
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
株式会社ふくれん 甘木工場
福岡県朝倉市柿原223番地

株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 関東工場
栃木県下野市下石橋561番地
株式会社ニッセー
静岡県焼津市下江留896-6

2006年12月15日
第24号
2007年1月10日
第29号

2007年2月8日
第33号
2007年2月15日
第34号
2007年3月12日
第38号
2007年3月27日
第40号
2007年4月4日
第41号

2007年4月4日
第42号
2007年5月2日
第47号

株式会社ニッセー 第七工場

2007年5月2日

静岡県焼津市利右衛門1の1

第48号

カゴメ株式会社 那須工場
栃木県那須塩原市西富山30
株式会社ジェイエイフーズおおいた
大分県杵築市大字本庄1453番地の1
株式会社えひめ飲料 東京工場
神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目18番2号

2007年6月27日
第51号
2007年8月6日
第55号
2007年8月13日
第56号

認証を受けた者の氏名又は名称及び住所

27. 建昌食品股份有限公司

嘉義縣義竹郷義竹工業區義工一路2-1號
28. 神奈川柑橘果工株式会社

神奈川県足柄上郡山北町岸716
29. アサヒ飲料株式会社

東京都墨田区吾妻橋1-23-1
30. 株式会社果香

東京都大田区山王2-5-10
31. 株式会社ﾄｯﾊﾟﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

東京都台東区台東1-5-1
32. 森乳業株式会社

埼玉県行田市富士見町1-3-2
33. 日本果実加工株式会社

千葉県船橋市新高根2丁目20番12号
34. 青森アップルジュウス株式会社

青森県つがる市森田町山田千歳9番地3
35. 日本果実加工株式会社

青森県弘前市大字泉野四丁目14番地1
36. 青森リンゴ加工株式会社

青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字中村井28
番地10
37. 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
38. ジャパンフーズ株式会社

千葉県長生郡長柄町皿木203番地1
39. 近藤乳業株式会社

神奈川県藤沢市川名2丁目6番10号
40. 熊本県果実農業協同組合連合会

熊本県熊本市小山町1846

認証に係る工場、ほ場又は事業所の名称
及び所在地

認 証 年 月 日
認 証 番 号

建昌食品股份有限公司

2007年8月13日

嘉義縣義竹郷義竹工業區義工一路2-1號
神奈川柑橘果工株式会社
神奈川県足柄上郡山北町岸716
アサヒ飲料株式会社 明石工場
兵庫県明石市二見町南二見1-33

株式会社果香 山形工場
山形県寒河江市中央工業団地15-1
株式会社ﾄｯﾊﾟﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 袖ヶ浦ﾋﾞﾊﾞ
ﾚｯｼﾞ工場
千葉県袖ヶ浦市川原井480-1
森乳業株式会社
埼玉県行田市富士見町1-3-2
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番地4
青森アップルジュウス株式会社 工場
青森県つがる市森田町山田扇の田2-8

日本果実加工株式会社
青森県弘前市大字泉野四丁目14番地1
青森リンゴ加工株式会社
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字中村井48番
プラム食品株式会社 本社工場
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬1474-1
ジャパンフーズ株式会社
千葉県長生郡長柄町皿木203番地1
近藤乳業株式会社 湘南工場
神奈川県藤沢市川名2丁目6番10号
熊本県果実農業協同組合連合会 白州工場
山梨県北杜市白州町下教来石14-2

第59号
2007年8月21日
第60号
2007年9月4日
第61号

2007年9月19日
第62号
2007年10月17日
第64号
2007年10月17日
第65号
2007年11月2日
第66号
2007年11月20日
第67号

2007年11月20日
第68号
2007年11月20日
第69号
2007年12月11日
第71号
2007年12月27日
第72号
2007年12月27日
第73号
2008年1月9日
第74号

認証を受けた者の氏名又は名称及び住所

41. カゴメ株式会社

愛知県名古屋市中区錦3丁目14-15
42. 紀州食品株式会社

和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田585
43. 株式会社スギショーテクニカルフーズ

静岡県駿東郡長泉町南一色908-55
44. 熊本県果実農業協同組合連合会

熊本県熊本市東区小山町1846番地
45. 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀

佐賀県鹿島市浜町1020番地
46. 丸菱食品株式会社

山形県寒河江市赤田65の1
47. 株式会社コスモフーズ

埼玉県さいたま市北区土呂町1－46－9
48. 日本アスパラガス株式会社

北海道岩内郡岩内町字野束22番地3
49. 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番地3
50. 不二家飲料果実株式会社

福島県伊達市下川原28番地
51. 株式会社ホテイフーズコーポレーション

静岡県静岡市清水区蒲原四丁目26番6号
52. 磐田物産株式会社

静岡県磐田市国府台104番地の6
53. 古谷乳業株式会社

千葉県千葉市中央区千葉港7-1
54. 丸善食品工業株式会社

長野県千曲市大字寂蒔880番地

認証に係る工場、ほ場又は事業所の名称
及び所在地

認 証 年 月 日
認 証 番 号

カゴメ株式会社 富士見工場

2008年1月9日

長野県諏訪郡富士見町富士見2150
紀州食品株式会社
和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田585
株式会社スギショーテクニカルフーズ
静岡県駿東郡長泉町南一色908-55

熊本県果実農業協同組合連合会 熊本工場
熊本県熊本市東区小山町1846番地
株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 鹿島工場
佐賀県鹿島市浜町1020番地
丸菱食品株式会社
山形県寒河江市赤田65の1
株式会社コスモフーズ 埼玉神川工場
埼玉県児玉郡神川町大字二ノ宮105
日本アスパラガス株式会社 岩内工場

第75号
2008年1月11日
第78号
2008年2月14日
第79号

2008年2月14日
第80号
2008年2月14日
第81号
2008年2月18日
第83号
2008年2月25日
第84号
2008年3月7日

北海道岩内郡岩内町字野束22番地3

第85号

宮崎県農協果汁株式会社 本社工場

2008年3月24日

宮崎県児湯郡川南町大字川南20016番地３
不二家飲料果実株式会社
福島県伊達市下川原28番地
株式会社ホテイフーズコーポレーション 富士川
工場
静岡県富士市南松野2500番地
磐田物産株式会社 大須賀工場
静岡県掛川市大渕12865
古谷乳業株式会社 成田工場
千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1-16
丸善食品工業株式会社 本社工場
長野県千曲市大字寂蒔880番地

第87号
2008年5月7日
第90号
2008年6月3日
第91号
2008年7月2日
第92号
2008年7月7日
第93号
2008年7月11日
第95号

認証を受けた者の氏名又は名称及び住所

55. 南海果工株式会社

和歌山県日高郡日高川町大字土生1181番地
56. ゴールドパック株式会社

東京都品川区東品川4丁目13番14号
57. ゴールドパック株式会社

東京都品川区東品川4丁目13番14号
58. 興真乳業株式会社

東京都文京区向丘1－1－15ﾌｧﾐｰﾙﾋﾙｽﾞ本郷
東大前203
59. 株式会社福田農場

熊本県水俣市陳内2525
60. 沖縄総合農産加工株式会社

沖縄県国頭郡東村字平良459-1
61. 日本果実工業株式会社

山口県山口市仁保下郷1771番
62. 日本果実工業株式会社

山口県山口市仁保下郷1771番
63. 長野興農株式会社

長野県長野市差出南一丁目11番1号
64. ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

愛知県名古屋市中区栄三丁目27番1号
65. ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

愛知県名古屋市中区栄三丁目27番1号
66. 大東乳業株式会社

岐阜県各務原市松本町2丁目466番地
67. ゴールドパック株式会社

東京都品川区東品川4丁目13番14号
68. サントリープロダクツ株式会社

東京都中央区京橋3-1-1 東京ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ

認証に係る工場、ほ場又は事業所の名称
及び所在地

認 証 年 月 日
認 証 番 号

南海果工株式会社

2008年7月15日

和歌山県日高郡日高川町大字土生1181番地
ゴールドパック株式会社 松本工場
長野県松本市双葉12番63号
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

興真乳業株式会社 千葉工場
千葉県八千代市大和田新田130番地
株式会社福田農場
熊本県水俣市陳内2525
沖縄総合農産加工株式会社 東工場
沖縄県国頭郡東村字慶佐次718-4
日本果実工業株式会社 萩工場

第96号
2008年7月30日
第98号
2008年7月30日
第99号

2008年7月30日
第100号
2009年2月18日
第103号
2009年8月24日
第105号
2011年4月1日

山口県萩市大字椿東3082番地の2

第108号

日本果実工業株式会社 山口工場

2011年4月1日

山口県山口市仁保下郷1771番

長野興農株式会社 須坂工場
長野県須坂市大字野辺2067番地
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社群馬
工場
群馬県伊勢崎市境東新井１３０１－１
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社名古
屋工場
愛知県北名古屋市熊之庄十二社66-3
大東乳業株式会社 各務原工場
岐阜県各務原市松本町2丁目466番地
ゴールドパック株式会社 青森工場
青森県弘前市清水2-1-1
サントリープロダクツ株式会社 宇治川工場
京都府城陽市富野荒見田80

第109号

2012年3月28日
第112号
2013年1月1日
第113号
2013年1月1日
第114号
2014年1月27日
第115号
2014年3月1日
第116号
2015年4月1日
第117号

認証を受けた者の氏名又は名称及び住所

69. サントリープロダクツ株式会社

東京都中央区京橋3-1-1 東京ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ
70. 日本デルモンテ株式会社

群馬県沼田市清水町3748番地
71. 株式会社ＹＣＬ

静岡県焼津市小屋敷466
72. アサヒ飲料株式会社

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番1号
73. アサヒ飲料株式会社

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番1号
74. 和歌山ノーキョー食品工業株式会社

和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の1

認証に係る工場、ほ場又は事業所の名称
及び所在地

認 証 年 月 日
認 証 番 号

サントリープロダクツ株式会社 多摩川工場

2015年11月11日

東京都稲城市大丸2271
日本デルモンテ株式会社 長野工場
長野県千曲市桜堂485番地
株式会社ＹＣＬ
静岡県焼津市小屋敷466

アサヒ飲料株式会社 岡山工場
岡山県総社市真壁800番地
アサヒ飲料株式会社 群馬工場
群馬県館林市大新田町166番地
和歌山ノーキョー食品工業株式会社 千葉工場
第一
千葉県富里市立沢新田字南太木172番地1

第118号
2016年4月1日
第121号
2016年11月1日
第122号

2018年1月1日
第123号
2018年1月1日
第124号
2019年4月1日
第125号

格付に関する業務を廃止した認証事業者の
氏名又は名称及び住所

廃止に係る工場、ほ場又は事業所の名称
及び住所

株式会社えひめフーズ

株式会社えひめフーズ 八幡浜工場

愛媛県八幡浜市保内町喜木2-78-1

愛媛県八幡浜市保内町喜木2-78-1

静岡ジェイエイフーズ株式会社

静岡ジェイエイフーズ株式会社 庵原工場

静岡県静岡市清水区庵原町34-1

静岡県静岡市清水区庵原町34-1

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社 茨城工場

愛知県名古屋市中区錦3丁目14-15

茨城県小美玉市羽鳥2652

株式会社明治屋食品工場

株式会社明治屋食品工場

大阪府茨木市西河原3-1-13

大阪府茨木市西河原3-1-13

コープ果汁株式会社

コープ果汁株式会社

千葉県富里市立沢新田172-1

千葉県富里市立沢新田172-1

信州ビバレッジ株式会社

信州ビバレッジ株式会社

長野県松本市大字今井字中道6691

長野県松本市大字今井字中道6691

佳美食品工業股份有限公司

佳美食品工業股份有限公司

台中市大里區大衛路56號

台中市大里區大衛路56號

廃止の年月日※
認

証

番

号

2018年3月31日
第89号
2018年6月1日
第44号
2018年8月21日
第50号

2019年3月31日
第16号
2019年3月31日
第6号
2019年5月31日
第106号
2019年6月11日
第57号
※直近の1年分を掲載

Ⅱ認証に係る農林物資の種類 ： 有機加工食品(果実飲料）
日本農林規格等に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）第１０条第2項の規定に基づき認証した生産
工程管理者を、同施行規則第４６条第１項第４号の認証事業者の認証等に係る公表に関する基準に基づ
き公表します。

認証を受けた者の氏名又は名称及び住所

認証に係る工場、ほ場又は事業所の名称
及び所在地

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 名
古屋工場

愛知県名古屋市中区栄三丁目27番1号

愛知県北名古屋市熊之庄十二社66-3

株式会社トッパンパッケージングサービス

株式会社トッパンパッケージングサービス 宮田
工場

東京都台東区台東１丁目５番１号

福岡県宮若市四郎丸240番31

認 証 年 月 日
認

証

番

号

2016年7月19日
第Ｏ－２号

2018年1月16日
第Ｏ－３号

