２０２１年度 認定企業・製品一覧
１０３社 ２２８製品
北海道

事業所名

所在地

電話番号

オシキリ食品 株式会社

北海道江別市工栄町5番地7

011-385-4451

【納豆】

黒豆 北見納豆 / 十勝納豆 / 十勝納豆小粒 / 十勝納豆ひきわり

北海道はまなす食品 株式会社
【納豆】
青森県

はまなす黒豆納豆 / 北海道産小粒納豆ゆきしずか

NPO法人 菜の花トラスト
【食用油】

岩手県

御なたね油 / 天日干しのなたね油

ヨンボフアクトリー

りんごのヘルシーチップス

合同会社 ダイセン創農

毎日がとまと曜日

有限会社 ドリームズファーム

ストレートトマトジュース / 毎日がとまと曜日濃縮トマトジュース

【果実・野菜ジュース】

粢納豆

国産鈴丸納豆

0242-23-1616

福島県南会津郡南会津町山口字村上812

0241-71-8688

茨城県常陸太田市大里町4137

0294-76-3333

栃木県足利市伊勢町4-9-6

0284-41-3855

/

北海道納豆

0277-73-3333

群馬県みどり市大間々町大間々2458-2

上州地粉田舎うどん / 上州地粉手振りうどん / 上州地粉手振りひやむぎ / 上州地粉手振りそうめん

【小麦粉】

上州地粉

有限会社 池田物産

埼玉県和光市白子3-18-17

【魚介・海藻類粉末】

【ミックス粉】

埼玉県戸田市本町1-5-7

048-441-3420

大豆粉と米粉のパンケーキミックス

【米・麦以外の粉類】
【米粉】

048-468-3271

だしパック鯛とまいたけ入り

みたけ食品工業 株式会社

千葉県

福島県会津若松市大町1-1-24

粢薬膳納豆

星野物産 株式会社
【麺】

埼玉県

/

株式会社 稲葉納豆工業所
【納豆】

群馬県

特別栽培コシヒカリ100％

南郷トマト100％ジュース夏秋

金砂郷食品 株式会社
【納豆】

栃木県

美味かめし

会津こしひかり味噌

株式会社 食農価値創造研究舎

茨城県

0235-33-4586

山形県鶴岡市馬町枇杷川原67

会津天宝醸造 株式会社
【みそ】

0187-49-8250

秋田県大仙市長野字高畑95-1道の駅なかせん(農産物処理加工施設)

【無菌化包装米飯・レトルト米飯（おかゆを含む）】
福島県

080-8216-1184

岩手県奥州市水沢秋葉町35番地3

【果実・野菜ジュース】
山形県

0175-31-0908

青森県むつ市田名部字下道 4

【その他乾燥野菜・果実】
秋田県

011-373-9311

北海道北広島市北の里56番地

金のきな粉 / 北海道丸大豆きな粉 / 国内産うぐいすきな粉

彩のかがやき米粉パウダー / 上新粉

磯部源治
【はちみつ】

千葉県館山市正木1312

090-1113-4159

千葉県香取市本矢作67-3

0478-79-7011

日本蜜蜂のはちみつ

株式会社 いっぷく堂

【その他乾燥野菜・果実】いっぷく堂のはるかさん / 干し芋SLISE（個包装）
【野菜・果物等ピューレ・ペースト類】 いもみつ
NPO法人 はぁもにぃ
【はちみつ】

千葉県千葉市緑区土気町1727-4

043-308-5925

はぁもにぃ養蜂部のはちみつ さとのはな / はぁもにぃ養蜂部のはちみつ からすざんしょう
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東京都

事業所名

所在地

電話番号

うつぼや池田食品 株式会社

東京都板橋区新河岸1-6-7

03-5398-8761

【魚介・海藻類粉末】

鰹節屋のだしパック

遠忠食品 株式会社
【漬物】

東京都中央区日本橋蛎殻町1-30-10宮島ﾋﾞﾙ

03-3666-3012

東京都練馬区中村２－２９－８

03-3999-2276

国産味付ザーサイ

糀屋三郎右衛門
【みそ】

白甘みそ / おふくろ自慢中辛 / おふくろ自慢甘口 / ふるさと自慢 / 米寿 / すずしろの里 / 有機京の里 / 京の里

湘南香料 株式会社
【果実・野菜ジュース】

sonomama

東洋ライス 株式会社

林檎のメッセージ

株式会社 井出トマト農園
【ケチャップ】

富山県

桃太郎トマトケチャップ

福井県

美乃氷見うどん

/

桃太郎トマトジュース

0467-52-0935

富山県南砺市下梨2074番地

0763-66-2678

富山県氷見市窪1971-5

0766-54-6645

有機みそ日本 / 有機白みそ / 有機麦みそ

社会福祉法人 くりのみ園

【その他乾燥野菜・果実】

0263-77-2919

長野県駒ヶ根市下平292-35

0265-82-3131

長野県長野市大字風間字下河原2180-1

026-221-3868

岐阜県岐阜市芋島2丁目2番22号

058-245-1217

岐阜県不破郡垂井町2154-1

0584-22-0722

日本国産

株式会社 芋慶
芋次郎

有限会社 春日養蜂場
【はちみつ】

春桜蜜

/

春の里山蜜

有限会社 萬里
【食用油】

/

初夏の里山蜜

/

夏の深山蜜

/

伊吹百草蜜

岐阜県高山市石浦町7-586

0577-57-7801

岐阜県高山市上切町378

0577-33-6216

飛騨生搾りえごま油

飛騨高山よしま農園

丸ごと赤かぶ漬（赤かぶ丸漬）

伊豆食文化公園 株式会社
【漬物】

長野県安曇野市三郷小倉529

国産いりごま黒50ｇ

株式会社 マルモ青木味噌醤油醸造場

【漬物】

026-247-6330

安曇野手打ちそば

株式会社 豊年屋

【みそ】

長野県上高井郡小布施町都住1238-2

くりのみの米こうじ味噌

【和そば】

【みそ】

0778-27-2111

福井県越前市杉崎町12-62

信州そば処山麓

静岡県

【果実・野菜ジュース】

美乃氷見うどん全粒粉

マルカワみそ 株式会社

【みそ】

岐阜県

0466-65-0719

五箇山堅豆腐

【みそ】
長野県

タニタ食堂の金芽米ごはん

浜降あられ（蜂蜜おかき）

株式会社 氷見うどん美濃屋
【麺】

/

茅ヶ崎市香川3ｰ29ｰ3

農業組合法人 五箇山特産組合
【豆腐】

金芽ロウカット玄米ごはん

神奈川県藤沢市宮原2420

有限会社 三河屋
【揚げ菓子】

03-3572-7550

中央区銀座5-10-13

【無菌化包装米飯・レトルト米飯（おかゆを含む）】
神奈川県

03-3953-4811

中野区江古田1-25-10

大根寒干し漬

静岡県伊豆市瓜生野202-1
【みそ】

ヤマヤ醤油 有限会社
【寺納豆（浜納豆）】

0558-74-3223

伊豆食の味噌

静岡県浜松市中区助信町15-1

053-461-0808

浜納豆
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愛知県

事業所名

所在地

電話番号

株式会社 石川商店

愛知県名古屋市西区長先町249-1

052-505-6146

【その他の和菓子】

伊豆産天草でつくったところてん（黒酢） / 伊豆産天草でつくったところてん（黒みつ）
伊豆産天草でつくったところてん（三杯酢）

合名会社 伊藤商店
【みそ】

傳右衛門みそ

【しょうゆ】

株式会社 金トビ志賀
【麺】

0569-73-0070

愛知県知多郡武豊町里中54
傳右衛門たまり

0533-69-3111

蒲郡市丸山町4番38号

金トビ名古屋きしめん / 金トビ国産きしめん / 金トビきぬあかり饂飩
金トビきぬあかり冷麦 / 金トビきぬあかり素麺

052-931-1456

愛知県名古屋市東区橦木町3-79
【豆腐】

消泡剤無添加おぼろ豆腐 / 消泡剤無添加もめん豆腐 / 消泡剤無添加絹こし豆腐 / 大寿

國松本店

【湯葉】

0532-52-5252

愛知県豊橋市船町125番地

【寺納豆（浜納豆）】

濱納豆物語 はまなっとう×青じそ生ふりかけ / 濱納豆

コジマフーズ 株式会社
【もち】

汲み上げ湯葉

052-821-8746

愛知県名古屋市南区呼続元町9-27

有機玄米もち / 有機玄米よもぎもち

【無菌化包装米飯・レトルト米飯（おかゆを含む)】 有機玄米ごはん / 有機玄米小豆ごはん / 有機発芽玄米おにぎり(プレーン）
小松屋商店
【こんにゃく】

壺押し生芋糸こんにゃく

佐藤醸造 株式会社
【みそ】

【みりん】

古式三河仕込

愛桜

手練り こんにゃく

愛知県あま市七宝町安松縣2743番地

052-444-2561

愛知県碧南市弥生町4-9

0566-41-0919

純米本みりん（３年熟成）

とうふ屋しろ
【豆腐】

すくい豆腐

【しょうゆ】

/

絹こし豆腐

宝山たまり

国産大豆

十水

八丁味噌

【油揚げ】

宝山味噌

薄あげ

0569-72-0030

吟醸

すり

愛知県稲沢市祖父江町祖父江居中177-1
日本みつばち自然の恵み

0564-21-0151

090-5853-9824

和

0564-27-3700

無添加生

愛知県北名古屋市井瀬木高畑24-2
北海道産たま富久良

伊勢製餡所 株式会社
【その他の和菓子】

はちみつ

愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地

有限会社 水上食品
【冷凍野菜・果物】

純米本みりん

銀袋

国産素材100% 熟成こうじ

【煮豆】

0568-21-0752

昆布煮豆

三重県伊勢市河崎１丁目１番２２号

0596-28-5543

おいしいしろあん

奥野食品 株式会社
【納豆】

木綿豆腐

愛桜

0561-83-5657

愛知県岡崎市八帖町字往還通69番地

マルサンアイ 株式会社
【みそ】

/

【みそ】

mamirika's
【はちみつ】

古式三河仕込

愛知県知多郡武豊町小迎51番地

合資会社 八丁味噌
【みそ】

/

愛知県瀬戸市石田町253

合名会社 中定商店

三重県松阪市大黒田町698-3

0598-21-2096

三重県鈴鹿市国分町633

059-374-0038

三重県桑名市能部字花貝戸４０１

0594-33-3710

菰野スーパーロマン

有限会社 カネスエ製麺所
【麺】

/

あいちの豆みそ

杉浦味淋 株式会社

三重県

0568-61-0029

愛知県犬山市南古券149番地

鈴鹿工場

三重の味うどん

株式会社 小杉食品
【納豆】

あおさのり納豆 / 国産小粒納豆 / 国産中粒納豆 / 日本の黒豆 / 都納豆

辻製油 株式会社
【果実・野菜ジュース】

三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1

0598-42-1711

目覚めのセミノール
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滋賀県

事業所名

所在地

電話番号

NPO法人 愛のまちエコ倶楽部

滋賀県東近江市妹町70

0749-46-8100

【食用油】

東近江産

菜たね油

淡海酢 有限会社
【酢】

【しょうゆ】

0740-36-0018

滋賀県愛知郡愛荘町東出229

0749-37-2719

京都府京都市右京区西京極北大入町132番地

075-311-7893

丸中醸造醤油

有限会社 久在屋
【豆腐】

まったりおぼろ / すっぴんやっこ / はんなりもめん

株式会社 津乃吉
【煮豆】

京都府京都市東山区新宮川町通五条上る田中町507-8

075-561-3845

京都府京都市東山区問屋町通五条下る上人町433

075-525-0008

黒豆煮

株式会社 半兵衛麸
【麸】
大阪府

滋賀県高島市勝野1403

淡海昔玄米 / 柿酢

丸中醤油 株式会社

京都府

「菜ばかり」

国内産 すきやき麸 / 国内産 おつゆ麸

小金屋食品 株式会社
【納豆】

【湯葉】

汲み上げゆば / 生平ゆば / 生小巻ゆば

大阪府大東市御領3-10-8

072-871-8456

糸物語 国産小粒 / 糸物語 国産大粒 / 糸物語 国産ひきわり / 糸物語国産美味 / 黄金納豆 / The・逸品納豆
なにわら納豆 / なにわら納豆～復活納豆職人金司の味～ / 本格納豆

兵庫県

株式会社 小田垣商店
【米・麦以外の粉類】

兵庫県産

キングフーズ 株式会社

丹波黒豆きな粉
兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目12番1号

【米・麦以外の粉類】

おいしいきな粉

株式会社 だいずデイズ

/

0797-51-7878

兵庫県宝塚市長尾町11-5
宝塚マロン / フローラ宝塚 / ジェンヌの花束 / メイフラワー / 春一番

前原製粉 株式会社
【米・麦以外の粉類】

兵庫県姫路市青山北3丁目10番1号

特栽（福岡）ひよくまる餅 300ｇ / 杵つき大まる餅600ｇ

【米粉】

「白山の恵み」石川米白玉粉160ｇ / 播州・義士印白玉粉200g

むらおか夢アグリ 株式会社

0796-80-254

奈良県五條市西吉野町八ﾂ川458

0747-34-0518

奈良県奈良市北京終町57

0742-22-2501

純柿酢

株式会社 井上本店
【しょうゆ】

イゲタ醤油

淡口 / イゲタ醤油

株式会社 ｴｰ･ｼﾞｰ･ｴﾌ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
【干しきのこ(干し椎茸以外)】

濃口

【みそ】

奈良県五條市相谷町728

五徳味噌 / 白味噌 万葉小町

0747-25-5530

乾燥明日香きくらげ黒スライス / 乾燥明日香きくらげ黒ホール / 乾燥明日香きくらげ白ホール

玉井製麺所
【麺】

兵庫県美方郡香美町村岡区原14-3

矢田川みそ

石井物産 株式会社
【酢】

079-266-0520

佐賀県産大豆きな粉100ｇ / 京都府産大豆使用京きな粉100g

【もち】

【みそ】

078-841-1001

スーパー発芽大豆50g

宝塚はちみつ
【はちみつ】

079-444-1157

丹波黒豆きな粉

兵庫県神戸市東灘区御影塚町4丁目9番21号

【蒸し豆・茹で豆】

奈良県

079-552-2369

兵庫県篠山市立町 9

奈良県桜井市三輪214

0744-43-2257

奈良県五條市五條1-7-18

0747-22-2143

ほんまもん 三輪素麺 芳醇

ナカコ将油 株式会社
【ぽん酢しょうゆ】

天然ぽん酢
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和歌山県

事業所名

所在地

電話番号

アミティ 有限会社

和歌山県紀の川市荒見764-4

0736-73-7016

【その他乾燥野菜・果実】

無燻蒸干し柿 たねなし

イクタ食品 株式会社
【梅干し・梅漬け】

【果実・野菜ジュース】

和歌山県有田郡広川町山本1503-1

090-8753-3510

和歌山県有田郡有田川町宮川129

0737-25-1315

完熟臼挽き赤山椒 / 手摘み臼挽き粉山椒 / 手摘み臼挽き粉山椒（袋入り）

山椒佃煮（濃口醤油） / 山椒佃煮（白醤油）

【なめ味噌】

山椒味噌 / 山椒味噌（辛口）

有限会社 紀州高田果園
【梅干し・梅漬け】

【梅干し・梅漬け】

紀州高田果園産

【その他乾燥野菜・果実】

山椒水煮

紀奥山椒

蔵

有機JAS認定

高田の梅

～くら～

【漬物】

乾燥粒（M)

0739-74-2113

昔ながらのしそ梅干し

和歌山県日高郡みなべ町西本庄278番地

株式会社 きたかわ商店
【その他の和菓子】

【野菜・山菜等水煮】

和歌山県日高郡みなべ町晩稲849

株式会社 紀州本庄うめよし

0739-74-2433

国産もみしそ

和歌山県和歌山市東紺屋町77

073-422-0518

北海粒あん / 伏虎最中

農業組合法人 古座川ゆず平井の里
【野菜・果実等の搾り汁】

和歌山県東牟婁郡古座川町平井469

和歌山県有田市宮原町新町275-1

【果実・野菜ジュース】

0735-77-0123

しぼりゆず

株式会社 早和果樹園

0737-88-7279

味こいしぼり

田村造酢 株式会社
【酢】

0739-72-2730

凛

かんじゃ山椒園

【佃煮】

和歌山県日高郡みなべ町山内1095-1
紀州産蔵出し梅干

オフィスナカムラ

【農産物粉末】

0739-74-2045

紀州産 梅肉 白

井上梅干食品 株式会社
【梅干し・梅漬け】

和歌山県日高郡みなべ町西本庄1325

和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺285

0736-22-0058

和歌山県日高郡みなべ町西岩代1204

0739-72-5105

柿酢

てらがき農園
【梅干し・梅漬け】

農薬を使用していない南高梅(昔梅）

有限会社 福梅本舗
【梅干し・梅漬け】

和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2497-36
梅仙人の白干梅

株式会社 松尾

/

しそ漬梅

和歌山県和歌山市北相生丁14番地

【果実・野菜ジュース】

みかんドライフルーツ

/

平核無柿ドライフルーツ
株式会社 丸惣

いちじくドライフルーツ
/

富有柿ドライフルーツ

和歌山県田辺市古尾14-8

0739-22-1155

和歌山県西牟婁郡白浜町矢田176番地

0739-52-2221

有機梅干

有限会社 ヤマイチ本店
【漬物】

073-423-9671

きわみみかんジュース

【その他乾燥野菜・果実】

【梅干し・梅漬け】

0739-43-0917

田舎らっきょ

【野菜・果実等ジャム類】
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島根県

事業所名

所在地

電話番号

有限会社 木村有機農園

島根県雲南市吉田町民谷544

0854-74-0717

島根県江津市都野津町2307-31

0855-53-0788

【麺】

田守り麺

丸麺

江津コンクリート工業 株式会社
【果実・野菜ジュース】

スパルタ生まれの笑ちゃんのトマトジュース

有限会社 森田醤油店

0854-54-1065

島根県仁多郡奥出雲町三成278

【だし醤油】

万能だし醤油

【ぽん酢しょうゆ】

手造りぽん酢

/

農薬不使用のゆずぽん酢

【しょうゆ】

有機国産丸大豆しょうゆ / 丸大豆しょうゆ うすくち / 丸大豆しょうゆ こいくち / 三年熟成生醬油 さいしこみ
むらげの醬 / 三年熟成醤油 さいしこみ / 国産丸大豆生しょうゆ

山口県

赤間醸造 株式会社
【みそ】

徳島県

山口県下関市武久町1-6-12

合同会社

赤間手づくり国産味噌

香川県

徳島県三好郡東みよし町加茂6020-3

企業組合

香川県小豆郡小豆島町安田甲２４３

有機しょう油

福岡県

大分県

0894-89-1663

福岡県福岡市博多区住吉3-5-15蔵

092-291-0606

長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578番地24

有限会社 二反田醤油店中津工場

0959-42-1560

【野菜・果実等ジャム類】
タイケイ製糖
【砂糖】

大分県中津市上宮永９５５－１

0979-22-2354

大分県由布市湯布院町川北948-11

0977-85-4859

三年完熟醤油

有限会社 由布院散歩道

純黒糖

福山黒酢 株式会社
【酢】

愛媛県西予市城川町遊子谷2370-1

五島手延うどん（国産小麦100％）

【しょうゆ】

鹿児島県

自社農園栽培オリーブ油

日本ミツバチの博多ハニー

株式会社 長崎五島うどん
【麺】

0879-82-0442

こどもケチャップ

合同会社 HALU
【はちみつ】

長崎県

【オリーブ油】

遊子川ザ・リコピンズ

【ケチャップ】

0120-946-862

法市の干し芋 ぽちいもセット / 法市の干し芋 やわらかぽちいも

株式会社 ヤマヒサ
【しょうゆ】

愛媛県

満願

ＴＵＮＡＧＵ

【その他乾燥野菜・果実】

083-254-2422

ネーブルジャム

/

かぼすジャム

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋190-12
【果実・野菜清涼飲料】

taikei.info@gmail.com

真きび酢

鹿児島県鹿児島市伊敷1丁目2-12

099-218-8345

桷志田 有機 / 伍年熟成 シェフの黒酢 / 十年熟成 天の調
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