認証事業者名簿（有機食品）

平成29年12月1日

1．有機農産物生産行程管理者
生産行程管理者
（組織名称）
1

自然農法剣淵生産組合

生産農家
（生産行程管理担当者）

認証年月日

認証登録番号

電話番号

FAX番号

上川郡剣淵町西岡町４８３番地

平成18年8月18日

第14005号－01

0165-34-3266

0165-34-3266

名寄市智恵文７線北４

平成24年4月19日

第１4005号－06

0165-48-2708

0165-48-2708

（＊）柳澤 繁雄

上川郡剣淵町西岡町１２４５番地

平成18年8月18日

第13013号－01

0165-34-3303

0165-34-3303

森武 佑太

上川郡剣淵町西町22番12ー1号

平成18年8月18日

第13013号－0３

0165-34-3322

0165-34-3322

児玉 博通

上川郡剣淵町西岡町１４３４番地

平成18年8月18日

第13013号－0５

0165-34-3261

0165-34-3261

杉島

上川郡剣淵町東町１１７６番地

平成18年8月18日

第13013号－0２

0165-34-3172

0165-34-3172

小笠原貴洋

上川郡剣淵町東町3448番地

平成20年7月8日

第13013号－0６

0165-34-3179

0165-34-3179

桜井 祥史

上川郡剣淵町西岡町1251番地

平成20年7月8日

第13013号－0７

0165-34-3277

0165-34-3277

（＊）鴻野 勝義
山口

2

畑のがんこもの組合

渉

智

住

所

3

磯川 久夫

（＊）磯川 久夫

上川郡剣淵町東町１３６４番地

平成19年5月25日

第19001号－01

0165-34-3199

0165-34-3199

4

池田伊三男

（＊）池田伊三男

上川郡剣淵町南桜町３５番地

平成18年8月18日

第15013号－01

0165-34-3385

0165-34-3385

5

木村 正幸

（＊）木村 正幸

上川郡剣淵町南桜町２０２５番地

平成18年8月18日

第15010号－01

0164-34-3360

0165-34-3360

6

安田

（＊）安田

上川郡剣淵町南桜町５２５番地

平成18年8月18日

第15012号－01

0165-34-3405

0165-34-3405

7

木下 芳美

（＊）木下 芳美

上川郡剣淵町旭町６２８番地

平成18年8月18日

第15014号－01

0165-34-3628

0165-34-3628

8

砂田 良人

（＊）砂田 良人

上川郡剣淵町南桜町１１４番地

平成18年8月18日

第15009号－01

0165-34-3406

0165-34-3406

9

江口 敏邦

（＊）江口 敏邦

上川郡剣淵町南桜町１７６番地

平成24年4月18日

第15015号－01

0165-34-3402

0165-34-3402

10

西原の里健康農場

（＊）阿南 汐見

上川郡剣淵町西原町2639番地 北の杜舎

平成18年8月18日

第15017号－01

0165-34-2466

0165-34-3733

（＊）高橋

上川郡剣淵町屯田町１７５６番地

平成24年4月18日

第17001号－01

0165-34-3351

0165-34-3351

11

高橋

盛

徹

盛

徹

12

（有）北海道ファーム

（＊）馬場 崇典

三笠市大里２４５番地１９

平成18年8月18日

第13006号－01

01267-4-4300

01267-4-4301

13

池田 良英

（＊）池田 良英

上川郡新得町上佐幌西１線１１

平成18年5月25日

第18003号－01

0156-64-5544

0156-64-5544

14

白瀬 善美

（＊）白瀬 善美

茅部郡森町字尾白内１０４８

平成18年5月25日

第18005号－01

01374-2-3304

01374-2-3304

15

上島 孝治

（＊）上島 孝治

深川市音江町字稲田1349

平成18年8月18日

第16002号－01

0164-25-2458

0164-25-2458

（＊）八巻 健造

網走市字栄８５－４

平成21年6月23日

第17004号－01

0152-46-3119

0152-46-3159

二階堂順一

北見市上ところ６０３

平成21年6月23日

第17004号－02

0157-39-3325

0157-39-3338

16 オホーツクオーガニック生産
組合

1

17

北竜町自然農法米生産組合
（＊）渡辺

巌

佐藤

稔

雨竜郡北竜町字恵岱別１９－１

平成25年7月9日

第13008号－01

0164-34-3710

0164-34-3710

黄倉 正泰

雨竜郡北竜町字和５７－３２

平成18年8月18日

第13008号－03

0164-34-3552

0164-34-3552

土居 健一

雨竜郡北竜町字西川３１－１

平成18年8月18日

第13008号－05

0164-34-2618

0164-34-2618

18

新篠津つちから農場(株）

（＊）中村 好伸

石狩郡新篠津村第３７線北２４番地

平成25年6月30日

第13003号－01

0126-39-3976

0126-39-3976

19

（有）サンユー農産

（＊）金子 和史

余市郡仁木町東町８丁目６０番地

平成18年8月18日

第14001号－01

0135-32-3216

20

中本 正雄

（＊）中本 正雄

岩内郡共和町西老古美１８５

平成18年8月18日

第15007号－01

0135-62-5661

21

金丸農園

（＊）金丸 公雄

夕張郡栗山町字桜山３６５

平成18年8月18日

第15001号－01

01237-2-4781

0.135-48-5061
0185-45-2138
0135-62-5661
01237-2-4781

（＊）大垣 堯雄

天塩郡遠別町字北浜 （有）ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑえんべつ

平成18年8月18日

第15006号－02

01632-7-2527

01632-7-3034

天塩郡遠別町字本町５丁目 ㈲ｻﾝｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ

平成18年8月18日

第15006号－03

01632-7-3820

01632-7-3820

空知郡中富良野町東１０線北９号

平成24年6月7日

第15004号－02

0167-44-3883

0167-44-3883

22

株式会社遠別産業振興公社

野村 孝司
23

坂本

孝

（＊）坂本

孝

24

株式会社 大金
（＊）金田 道従

坂本 勝之

雨竜郡幌加内町字下幌加内

平成29年11月22日

第13015号－06

0165-35-3211

0165-35-3212

25

クローバの会

（＊）浅野 晃彦

旭川市神居町西丘７番地４号

平成18年8月18日

第13004号－01

0166-72-2011

0166-72-2011

26

佐竹 国広

（＊）佐竹 国広

上川郡東川町東４号北９番地

平成18年8月18日

第14004号－01

0166-82-4163

0166-82-4163

27

大河内 隆

（＊）大河内 隆

上川郡剣淵町旭町１１７０番地

平成18年8月18日

第15008号－01

0165-34-3654

0165-34-3654

28

株式会社大地のＭEGUMI

（＊）福田 英信

網走郡大空町女満別日進306番地

平成18年8月18日

第13001号－01

0152-74-2167

0152-74-3181

29

いずみ農園

（＊）泉

帯広市西１０条北３丁目３

平成18年8月18日

第14006号－02

0155-35-5072

0155-35-5072

30

北海道立農業大学校

中川郡本別町西仙美里２５番地１

平成18年8月18日

第16001号－01

0156-24-2121

0156-24-2421

31

小路 恵子

（＊）小路 恵子

勇払郡安平町追分旭８３４

平成18年5月25日

第18002号－01

0145-25-2524

0145-25-2524

32

長縄 芳夫

（＊）長縄 芳夫

夕張郡由仁町本町２９３番地

平成18年5月25日

第18001号－01

0123-83-3080

0123-83-3080

33 北海道岩見沢農業高等学校

（＊）大西 千尋

岩見沢市並木町1-5

平成19年12月25日

第19008号－01

0126-22-0130

0126-22-5362

34

公益財団法人農業・環境・健
康研究所 名寄研究農場

（＊）清水 幸一

名寄市智恵文７線北２番地

平成25年4月1日

第20006号－01

01654-8-2722

01654-8-2810

35

長谷川 憲冶

（＊）長谷川憲冶

上川郡剣淵町西岡町１９７０番地

平成21年7月1日

第21002号－01

0165-34-3436

0165-34-3436

36

有限会社矢作農場

（＊）矢作 芳信

網走郡津別町字岩富59番地

平成22年6月11日

第22002号－01

0152-76-3794

0152-76-3794

37 またたびＦaｒｍ（俣野利一郎）

（＊）俣野利一郎

勇払郡安平町追分旭７９４番地２

平成23年6月6日

第23001号－01

0145-25-2635

0145-25-2635

38

菅野 昌寛

（＊）菅野 昌寛

上川郡当麻町伊香牛１区

平成23年6月5日

第23002号－01

0166-84-4859

0166-84-4859

39

オーガニック北斗

（＊）檜山 雅一

石狩郡当別町蕨岱５６８４

平成24年7月3日

第23004号－02

0133-23-4312

0133-23-4307

（＊）古谷

吉広
司

2

40

(株)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ初山別

（＊）武田 弘樹

苫前郡初山別村字初山別９３番地の２

平成24年10月1日

第24004号－01

0164-67-2250

0164-67-2510

41

麻田農園

（＊）麻田 信二

夕張郡長沼町東４線北１３

平成26年5月13日

第26001号－01

0123-89-2806

0123-89-2806

42

石川

（＊）石川

剛

網走郡津別町字高台２４９番地

平成26年5月13日

第26004号－01

0152-76-4659

0152-76-4659

剛

43

株式会社池知建設

（＊）進藤 治美

北見市常呂町字常呂３２２番地

平成26年5月30日

第26003号－01

0152-63-2201

0152-63-2202

44

北海道真狩高等学校

（＊）愛澤 謙太

虻田郡真狩村字光６番地

平成26年6月5日

第26002号－01

0136-45-2357

0136-45-3514

45

こころ自然農園

（＊）反町 貴志

勇払郡安平町追分豊栄１９７番地

平成26年7月18日

第26005号－01

0145-25-2447

0145-25-2447

46

彦一本舗株式会社

（＊）豊島 匡孝

旭川市東鷹栖東２条２丁目137－373

平成26年8月21日

第26007号－01

0166-57-0526

0166-57-3501

47

ハラハチファーム

（＊）中村

勇払郡安平町安平３１７

平成27年4月10日

第25001号－01

0145-23-2213

0145-23-2213

48

渡辺 慎平

（＊）渡辺 慎平

上川郡清水町字美蔓16番地

平成27年9月16日

第27001号－01

0156-62-5203

0156-62-5203

（＊）滝本 和彦

余市郡赤井川村字池田278

平成28年5月11日

第28001号ー01

0135-34-7855

0135-34-7855

白戸 清美

余市郡赤井川村字池田94―1

平成28年5月11日

第28001号ー02

0135-35-3708

原口一和夫

余市郡赤井川村字赤井川324―2

平成28年5月11日

第28001号ー03

0135-34-7828

新見 孝男

余市郡赤井川村字赤井川13―8

平成28年5月11日

第28001号ー04

0135-34-7318

0135-34-7318

岩本

繁

余市郡赤井川村字赤井川314―1

平成28年5月11日

第28001号ー05

0135-34-7850

0135-34-7850

関根 光一

余市郡赤井川村字赤井川212―3

平成28年5月11日

第28001号ー06

0135-34-6232

0135-34-6232

武田 信一

余市郡赤井川村字日ノ出89―2

平成28年5月11日

第28001号ー07

0135-34-7888

0135-34-7888

能登 貴紀

余市郡赤井川村字日ノ出45―1

平成28年5月11日

第28001号ー08

0135-34-6360

0135-34-6360

川原 浩己

余市郡赤井川村字赤井川324―2

平成28年5月11日

第28001号ー09

名寄市字緑丘3番地3

平成28年8月9日

第28002号ー01

01654ー2ー4192

01654ー2ー4192

勇払郡安平町追分豊栄448

平成29年5月17日

第29001号－01

090-6215－5865

011－351－2636

49 カルデラオーガニック倶楽部

欣

50

北海道名寄産業高等学校

（＊）高橋 英明

51

ＲｏｏＴ Ｆａｒｍ

（＊）新戸部 久典

52

川合 裕二

（＊）川合 裕二

夕張郡栗山町字三日月95番地

平成29年6月23日

第29002号－01

0123－72－4617

0123－72－4617

（＊）作田

岩見沢市北村幌達布5180－20

平成29年7月13日

第29003号－01

0126－26－6339

0126－26－6340

53

株式会社 オーガニック
ファーム北村

清

（＊）は生産行程管理責任者

廃止された事業者
株式会社 大金
（＊）金田 道従

山田

孝

旭川市西神楽１線３０号

平成29年11月22日

（＊）は生産行程管理責任者

3

２．有機飼料生産行程管理者
生産行程管理者
(組織名称）

生産農家
（生産行程管理担当者）

1

農業生産法人(株) 牧家

若林 雅彦

2

えこりん村株式会社

3

近藤 弘和

認証年月日

認証登録番号

電話番号

FAX番号

伊達市乾町２０１－２９２

平成19年5月25日

第G19003号

0142-25-3302

0142-25-6670

（＊）太内 哲也

恵庭市牧場２４１－２

平成23年6月13日

第G23003号－01

0123-34-7800

0123-35-2603

（＊）近藤 弘和

網走郡津別町活汲５７

平成23年9月20日

第G23006号－01

0152-76-3613

0152-76-1269

4 株式会社大地のＭＥＧＵＭＩ

（＊）福田 英信

網走郡大空町女満別日進３０６

平成26年9月19日

第G26009号－01

0152-74-2190

0152-74-4967

5

（＊）石川

網走郡津別町字高台２４９番地

平成27年9月30日

第G27003号－01

0152-76-4659

0152-76-4659

（＊）柳澤 繁雄

上川郡剣淵町西岡町１２４５番地

平成29年11月1日

第G20002号－05

0165-34-3303

0165-34-3303

森武 佑太

上川郡剣淵町西町22番12ー1号

平成29年11月1日

第G20002号－07

0165-34-3322

0165-34-3322

児玉 博通

上川郡剣淵町西岡町１４３４番地

平成29年11月1日

第G20002号－08

0165-34-3261

0165-34-3261

杉島

上川郡剣淵町東町１１７６番地

平成29年11月1日

第G20002号－06

0165-34-3172

0165-34-3172

小笠原貴洋

上川郡剣淵町東町3448番地

平成29年11月1日

第G20002号－09

0165-34-3179

0165-34-3179

桜井 祥史

上川郡剣淵町西岡町1251番地

平成29年11月1日

第G20002号－10

0165-34-3277

0165-34-3277

石川

剛

6

畑のがんこもの組合

剛

智

住

所

（＊）は生産行程管理責任者

廃止された事業者
有限会社矢作農場

（＊）矢作 芳信

網走郡津別町字岩富59番地

平成29年3月21日

（＊）は生産行程管理責任者

4

3．有機畜産物生産行程管理者
生産行程管理者
（組織名称）
1 津別有機酪農研究会

生産農家
（生産行程管理担当者）

住所

認証年月日

電話番号

FAX番号

第TS18016号－01

0152-76-1241

0152-76-1241

第TS18016号－02

0152-76-1298

0152-76-1298

（＊）山田 耕太

網走郡津別町字最上２２―１

石川 賢一

網走郡津別町共和２２９―２

今井 順司

網走郡津別町字東岡１３５―４

第TS18016号－03

0152-76-3511

0152-76-1157

清野 久平

網走郡津別町字東岡

第TS18016号－05

0152-76-3883

0152-76-1159

伊藤 優英
(株)北海道畜産公社
北見事業所

平成18年5月25日

網走郡大空町東藻琴千草７２番地1

平成20年11月26日

第TS18016号－06

0152-66-2221

0152-66-2222

柏葉 宏樹

網走郡津別町字布川２０

平成24年1月17日

第TS18016号－08

0152-77-2068

0152-77-2068

清野 友浩

網走郡「津別町字東岡２５０－９

平成24年1月17日

第TS18016号－07

0152-76-3468

0152-76-3468

松木 憲賀

網走郡津別町字東岡218

平成28年3月28日

第TS18016号－10

0152-76-3558

0152-76-3558

施設：網走郡津別町達美１８４－１

平成26年12月1日

第TS18016号－09

0152-76-3322

0152-76-3594

網走郡津別町字大通り３３番地

平成20年11月26日

第TS18016号

0152-76-3322

0152-76-4933

滝口 功隆
（有限会社だいち）
津別町農業協同組合

（＊）は生産行程管理責任者

廃止された事業者
津別有機酪農研究会

認証登録番号

後藤 憲司

網走郡津別町字高台１５

平成29年3月31日

5

４．有機農産物小分け業者

1
2
3

氏名・名称

小分け責任者

（有）丸富ライスパーラー

松岡 活廣
林

北ひびき農業協同組合
剣淵基幹支所
株式会社北印
北見営業所

認証年月日

認証登録番号

電話番号

FAX番号

札幌市北区北２８条西６丁目２－８

平成18年8月18日

第13003号

011-727-0103

011-716-0103

上川郡剣淵町仲町36番5号

平成18年8月18日

第R17006号

0165-34-2011

0165-34-2241

向井 正充

北見市南町2丁目5番地20

平成18年8月18日

第R16009号

0157-23-3101

0157-23-3102

金田 道従

旭川市豊岡２条３丁目３－１４

平成18年8月18日

第R17010号

0166-31-4036

0166-34-7050

渡辺

雨竜郡北竜町字和３６番地３

平成18年8月18日

第R17011号

0164-34-2211

0164-34-2216

亨

住

所

4

株式会社 大金

5

ＪＡきたそらち北竜支所

6

北海道有機農業協同組合

渡辺 克也

札幌市東区北３６条東２２丁目４－２１

平成20年8月28日

第R18012号

011-522-6226

011-788-0177

7

米内青果株式会社

米内 哲夫

札幌市中央区北12条西20丁目2-2 中央卸売市場内

平成18年5月25日

第R18013号

011-621-7860

011-621-7878

8

長谷部商事株式会社

篠田 昌広

石狩市新港西１丁目７７４番地

平成19年6月1日

第R19004号

0133-73-8810

9

十勝清水町農業協同組合

佐藤 拓也

上川郡清水町南２条１丁目８番地

平成23年9月5日

第R23005号

10 剣淵・生命を育てる大地の会

木村 ともえ

上川郡剣淵町仲町40番1号

平成24年9月3日

第R24003号

0133-73-8737
0156-62-2131
（0156-63-2521）
0165-34-2996

11

佐藤 一彦

旭川市東鷹栖東２条２丁目

平成25年7月9日

第R25003号

0166-57-0526

0166-57-3501

時國

江別市東野幌町44-1
コープさっぽろ江別物流センターＤ棟内

平成26年8月1日

第R26006号

011-391-3131

011-391-3135

札幌市西区発寒4条1丁目8ー1ー608

平成28年9月14日

第R28003号

011-664-6300

011-664-6300

平成28年12月14日

第R28005号

011-212-1421

011-212-1422

認証年月日

認証登録番号

電話番号

FAX番号

平成18年8月18日

第R17010号

0166-31-4036

0166-34-7050

彦一本舗株式会社

株式会社ワタリ
札幌農産センター
特定非営利活動法人農業応
13
援団あぐりびれっじ
12

14

株式会社マカリイ

巌

佑

中田 尚志
梅田 高正

札幌市中央区南18条西16丁目2ｰ20

0156-62-4714
0165-34-2489

５．有機加工食品小分け業者

1

氏名・名称

小分け責任者

株式会社 大金

金田 道従

住

所

旭川市豊岡２条３丁目３－１４

6

６．有機加工食品生産行程管理者
生産行程管理者
（組織名称）

生産行程管理
責任者

株式会社 大金

金田 道従

2 株式会社 明治 札幌工場
3

1

国産生薬株式会社

4 株式会社 大金（幌加内町）

住所

認証年月日

認証登録番号

電話番号

FAX番号

旭川市豊岡２条３丁目３－１４

平成18年8月18日

第K17012号

0166-31-4036

0166-34-7050

長縄 匡宏

札幌市白石区東札幌1条３丁目５－５０

平成23年4月1日

第K18014号

011-831-4171

011-823-4399

白井 清太

名寄市大橋116番地

平成28年10月14日

第K28004号

01654-3-3443

01654-3-1833

金田 道従

雨竜郡幌加内町字下幌加内

平成29年11月22日

第K29004号

0165-35-3211

0165-35-3212

7

