飲食料品 JAS事業所一覧
認定を受けた者の氏名又は名称

平成29年12月1日
住

所

認定に係る農林物資の種類

異性化液糖及び
砂糖混合異性化液糖

認定に係る工場､事業所の名称

所

在

地

認定年月日

認定番号

王子コーンスターチ株式会社

東京都中央区銀座四丁目７番５号

王子コーンスターチ株式会社 北海道工場

北海道砂川市豊沼町１番地

平成18年9月8日

0005

昭和産業株式会社 鹿島工場

茨城県神栖市東深芝６番地

〃

昭和産業株式会社 鹿島工場

茨城県神栖市東深芝６番地

平成19年2月14日

0002

王子コーンスターチ株式会社

東京都中央区銀座四丁目７番５号

〃

王子コーンスターチ株式会社 千葉工場

千葉県市原市八幡海岸通９番地

平成18年9月8日

0011

群栄化学工業株式会社

群馬県高崎市宿大類町７００

〃

群栄化学工業株式会社

群馬県高崎市宿大類町７００

平成19年8月22日

0008

加藤化学株式会社

愛知県知多郡美浜町大字河和上前田１８

〃

加藤化学株式会社 本社工場

愛知県知多郡美浜町大字河和上前田１８

平成18年11月17日

0014

三重化糧株式会社

三重県三重郡川越町高松６１５

〃

三重化糧株式会社 本社工場

三重県三重郡川越町高松６１５

平成18年12月1日

0025

日本食品化工株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目６番５号

〃

日本食品化工株式会社 富士工場

静岡県富士市田島３０番地

平成18年12月27日

0023

東洋化学株式会社

三重県三重郡川越町高松８２０

〃

東洋化学株式会社 本社工場

三重県三重郡川越町高松８２０

平成18年10月17日

0009

サンエイ糖化株式会社

愛知県知多市北浜町２４番地の５

〃

サンエイ糖化株式会社 本社工場

愛知県知多市北浜町２４番地の５

平成18年12月1日

0039

敷島スターチ株式会社

三重県鈴鹿市長太栄町５丁目５番１号

〃

敷島スターチ株式会社 鈴鹿工場

三重県鈴鹿市長太栄町５丁目５番１号

平成18年10月17日

0016

三和澱粉工業株式会社

奈良県橿原市雲梯町５９４番地

〃

三和澱粉工業株式会社

奈良県橿原市雲梯町５９４番地

平成18年12月27日

0021

日本食品化工株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目６番５号

〃

日本食品化工株式会社 水島工場

岡山県倉敷市児島塩生２７６７番地２５

平成19年1月17日

0010

株式会社サナス

鹿児島市南栄３丁目２０番地

〃

株式会社サナス 本社工場

鹿児島市南栄３丁目２０番地

平成19年3月14日

0030

日本コーンスターチ株式会社

〃

日本コーンスターチ株式会社 衣浦事業所

愛知県碧南市玉津浦町１番地

平成25年7月1日

0052

昭和産業株式会社 鹿島工場

東京都港区赤坂１丁目１１番４４号
茨城県神栖市東深芝６番地

ぶどう糖

昭和産業株式会社 鹿島工場

茨城県神栖市東深芝６番地

平成19年2月14日

0003

サンエイ糖化株式会社

愛知県知多市北浜町２４番地の５

〃

サンエイ糖化株式会社 本社工場

愛知県知多市北浜町２４番地の５

平成18年12月1日

0040

日本食品化工株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目６番５号

〃

日本食品化工株式会社富士工場

静岡県富士市田島３０番地

平成18年12月27日

0024

加藤化学株式会社

愛知県知多郡美浜町大字河和上前田１８

〃

加藤化学株式会社 本社工場

愛知県知多郡美浜町大字河和上前田１８

平成18年11月17日

0027

サンエイ糖化株式会社

愛知県知多市北浜町２４番地の５

〃

サンエイ糖化株式会社 第二工場

愛知県知多市北浜町２４－１３

平成22年4月1日

0050

株式会社サナス

鹿児島市南栄３丁目２０番地

〃

株式会社サナス 本社工場

鹿児島市南栄３丁目２０番地

平成19年3月14日

0031

マ・マーマカロニ株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地３２番地２

マ・マーマカロニ株式会社 宇都宮工場

栃木県宇都宮市平出工業団地３２番地２

平成19年3月14日

0033

オーマイ株式会社

神奈川県厚木市緑ヶ丘５丁目１番２号

〃

オーマイ株式会社 厚木工場

神奈川県厚木市緑ヶ丘５丁目１番２号

平成19年3月9日

0041

昭和産業株式会社 船橋工場

千葉県船橋市日の出２丁目２０番地２号

〃

昭和産業株式会社 船橋工場

千葉県船橋市日の出２－２０－２

平成19年2月6日

0042

株式会社コルノマカロニ

東京都練馬区石神井町４丁目３番２号

〃

株式会社コルノマカロニ プロダクトセンター 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉６８６

平成19年3月29日

0034

赤城食品株式会社

群馬県太田市台之郷町１１１５番地

〃

赤城食品株式会社 本社工場

群馬県太田市台之郷町１１１５番地

平成18年6月22日

0006

日本製麻株式会社

富山県砺波市三島町１１番１８号

〃

日本製麻株式会社 食品事業部北陸工場

富山県砺波市下中３番地３

平成18年8月31日

0013

オーマイ株式会社

神奈川県厚木市緑ヶ丘５丁目１番２号

〃

オーマイ株式会社 加古川工場

兵庫県加古川市平岡町高畑８３０の１

平成18年12月1日

0020

奥本製粉株式会社

大阪府貝塚市港１５番地

〃

奥本製粉株式会社 パスタ工場

大阪府貝塚市港１５番地

平成18年11月2日

0015

はごろもフーズ株式会社

静岡県静岡市清水区島崎町１５１番地

〃

はごろもフーズ株式会社 富士山パスタプラント 静岡県静岡市清水区島崎町１５１番１号

平成23年12月20日

0051

昭和産業株式会社

東京都千代田区内神田２丁目２番１号

植物性たん白

昭和産業株式会社 鹿島工場

茨城県神栖市東深芝６番地

平成19年3月29日

0035

株式会社新進

東京都千代田区外神田一丁目１８番１９号

〃

株式会社新進 総社工場

群馬県前橋市高井町１丁目６番地

平成18年8月23日

0045

日清オイリオグループ株式会社 東京都中央区新川１丁目２３番１号

〃

日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場 神奈川県横浜市磯子区新森町１番地

平成19年10月1日

0029

長田産業株式会社

兵庫県宍粟市山崎町千本屋２１５

〃

長田産業株式会社 本社工場

兵庫県宍粟市山崎町千本屋２１５

平成19年3月9日

0036

不二製油株式会社

大阪府泉佐野市住吉町１番地

〃

不二製油株式会社 阪南事業所

大阪府泉佐野市住吉町１番地

平成19年1月17日

0038

マカロニ類

事業所変更 （ 変更前 ）
日本澱粉工業株式会

鹿児島市南栄３丁目２０番地

異性化液糖及び
砂糖混合異性化液糖

日本澱粉工業株式会社 本社工場

鹿児島市南栄３丁目２０番地

平成19年3月14日

0030

日本澱粉工業株式会社

鹿児島市南栄３丁目２０番地

ぶどう糖

日本澱粉工業株式会社 本社工場

鹿児島市南栄３丁目２０番地

平成19年3月14日

0031

廃 止 事 業 所
認定年月日

認定番号

廃止月日

吉林不二蛋白有限公司

中華人民共和国吉林省松原市前郭县郭尔罗斯大路7399号

植物性たん白

吉林不二蛋白有限公司 前郭蛋白工場

中華人民共和国吉林省松原市前郭县尔斯大路７３９９号

平成19年1月10日

0048

平成29年8月31日

不二製油株式会社

大阪府泉佐野市住吉町１番地

植物性たん白

不二製油株式会社 堺工場

大阪府堺市西区築港新町３丁－３７番地

平成19年2月28日

0037

平成29年9月30日

株式会社横尾商店

兵庫県たつの市神岡町大住寺４３８－１

植物性たん白

株式会社横尾商店 植物たん白工場

兵庫県たつの市神岡町東觜崎３００－１

平成19年4月16日

0017

平成29年11月30日

認定を受けた者の氏名又は名称

住

所

認定に係る農林物資の種類

認定に係る工場､事業所の名称

所

在

地

