
1.JAS認証工場一覧(2023年4月1日現在)

認証年月日
農林物資
の種類

会社名及び住所 工場名及び所在地
認証
番号

静岡ミツウロコフーズ株式会社 静岡工場

静岡県静岡市清水区庵原町34－1
静岡県静岡市清水区八木間町1667
－27

株式会社 日本キャンパック 岐阜工場

東京都千代田区丸の内２－２－２ 岐阜県岐阜市鶴田町３－７－５

アサヒビール株式会社 名古屋工場

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番１号
愛知県名古屋市守山区西川原町
318番

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社えびの工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 宮崎県えびの市東川北１３２１－１

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社広島工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 広島県三原市沼田西町惣定２４７

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社広島工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 広島県三原市沼田西町惣定２４７

和歌山ノーキョー食品工業株式会社 千葉工場第二

和歌山県和歌山市美園町５丁目１番
地の１

千葉県富里市高野字太木７００番地１

株式会社北潤ボトリング 株式会社北潤ボトリング

北海道千歳市上長都９３９番地２０ 北海道千歳市上長都９３９番地２０

株式会社北潤ボトリング 株式会社北潤ボトリング

北海道千歳市上長都９３９番地２０ 北海道千歳市上長都９３９番地２０

キンキサイン株式会社 徳島工場

兵庫県姫路市香寺町犬飼５２７－１
徳島県勝浦郡勝浦町大字生名字屋
敷５

2021年4月21日 炭酸飲料 ２４２

2021年3月25日 炭酸飲料 ２４１

２４０

2020年8月1日 炭酸飲料 ２３９

2019年4月1日 炭酸飲料 ２３８

2020年8月1日 果実飲料

2019年3月1日 炭酸飲料 ２３６

2019年3月1日 果実飲料 ２３７

2019年1月17日 果実飲料 ２３５

2021年7月1日 果実飲料 ２４３

2022年4月1日 炭酸飲料 ２４４



トーショービバレッジ株式会社 トーショービバレッジ株式会社

岐阜県岐阜市向加野１丁目２番２４号 岐阜県岐阜市向加野１丁目２番２４号

株式会社日本キャンパック 赤城工場

東京都千代田区丸の内二丁目２番２号群馬県前橋市粕川町室沢１１７１

アサヒ飲料株式会社 群馬工場

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番１号群馬県館林市大新田町１６６

アサヒ飲料株式会社 岡山工場

東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番１号岡山県総社市真壁８００番地

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社明石工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 兵庫県明石市大久保町西脇１５２

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社基山工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
佐賀県三養基郡基山町大字長野３
８０番地１６

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社基山工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
佐賀県三養基郡基山町大字長野３
８０番地１６

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社多摩工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 東京都東久留米市野火止１－２－９

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社多摩工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 東京都東久留米市野火止１－２－９

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社蔵王工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
宮城県刈田郡蔵王町宮字南川添１
－１

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社蔵王工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
宮城県刈田郡蔵王町宮字南川添１
－１

2019年1月1日 果実飲料 ２３４

2018年1月19日 炭酸飲料 ２３１

2018年1月1日 炭酸飲料 ２０２

2018年1月1日 炭酸飲料 ２０３

2018年1月1日 炭酸飲料 ２０４

2018年1月1日 炭酸飲料 ２０５

2018年1月1日 果実飲料 ２０６

2018年1月1日 炭酸飲料 ２０７

2018年1月1日 果実飲料 ２０８

2018年1月1日 炭酸飲料 ２０９

2018年1月1日 果実飲料 ２１０



コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社岩槻工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場二
丁目８－６

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社熊本工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
熊本県熊本市南区南高江三丁目５
番１号

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社熊本工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
熊本県熊本市南区南高江三丁目５
番１号

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社埼玉工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
埼玉県比企郡吉見町下細谷９４３
－１

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社埼玉工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
埼玉県比企郡吉見町下細谷９４３
－１

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社花巻工場

岩手県盛岡市中央通一丁目7番25号
朝日生命盛岡中央ビル8Ｆ

岩手県花巻市太田第２９地割２００
－１

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社花巻工場

岩手県盛岡市中央通一丁目7番25号
朝日生命盛岡中央ビル8Ｆ

岩手県花巻市太田第２９地割２００
－１

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社海老名工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 神奈川県海老名市上河内３３

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社京都工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
京都府久世郡久御山町田井新荒見
１２８

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社京都工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
京都府久世郡久御山町田井新荒見
１２８

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社小松工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
愛媛県西条市小松町妙口甲８０６
－１

2018年1月1日 炭酸飲料 ２１１

2018年1月1日 炭酸飲料 ２１２

2018年1月1日 果実飲料 ２１３

2018年1月1日 炭酸飲料 ２１４

2018年1月1日 果実飲料 ２１５

2018年1月1日 炭酸飲料 ２１６

2018年1月1日 果実飲料 ２１７

2018年1月1日 炭酸飲料 ２１８

2018年1月1日 炭酸飲料 ２１９

2018年1月1日 果実飲料 ２２０

2018年1月1日 炭酸飲料 ２２３



コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社小松工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
愛媛県西条市小松町妙口甲８０６
－１

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社茨城工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 茨城県土浦市東中貫町４－１

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社茨城工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号 茨城県土浦市東中貫町４－１

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社鳥栖工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
佐賀県鳥栖市轟木町二本松１６７０
－２

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社鳥栖工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
佐賀県鳥栖市轟木町二本松１６７０
－２

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社東海工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
愛知県東海市南柴田町トの割２６６
－１８

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社東海工場

東京都港区赤坂九丁目７番１号
愛知県東海市南柴田町トの割２６６
－１８

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 長野県千曲市大字寂蒔８８０番地

サントリープロダクツ株式会社 多摩川工場

東京都港区芝浦三丁目１番１号 東京都稲城市大丸２２７１番地

サントリープロダクツ株式会社 宇治川工場

東京都港区芝浦三丁目１番１号 京都府城陽市富野荒見田８０

サントリープロダクツ株式会社 羽生工場

東京都港区芝浦三丁目１番１号 埼玉県羽生市大沼２－７４

2018年1月1日 果実飲料 ２２４

2018年1月1日 炭酸飲料 ２２５

2018年1月1日 果実飲料 ２２６

2018年1月1日 炭酸飲料 ２２７

2018年1月1日 果実飲料 ２２８

１８０

2018年1月1日 炭酸飲料 ２２９

2018年1月1日 果実飲料 ２３０

2015年4月23日 炭酸飲料 １８２

2015年4月1日 炭酸飲料 １７９

2015年4月1日 炭酸飲料 １８１

2015年4月1日 炭酸飲料



ゴールドパック株式会社 恵庭工場

東京都品川区東品川4丁目13－14グ
ラスキューブ品川4階

北海道恵庭市戸磯５７３番地３９号

ゴールドパック株式会社 恵庭工場

東京都品川区東品川4丁目13－14グ
ラスキューブ品川4階

北海道恵庭市戸磯５７３番地３９号

丸善食品工業株式会社 富士小山工場

長野県千曲市大字寂蒔８８０番地 静岡県駿東郡小山町菅沼８８４－１

丸善食品工業株式会社 富士小山工場

長野県千曲市大字寂蒔８８０番地 静岡県駿東郡小山町菅沼８８４－１

株式会社　友桝飲料 小城工場

佐賀県小城市牛津町大字牛津８３４番地
佐賀県小城市小城町岩蔵２５７５－
３

株式会社　友桝飲料 小城工場

佐賀県小城市牛津町大字牛津８３４番地
佐賀県小城市小城町岩蔵２５７５－
３

丸善食品工業株式会社 須坂工場

長野県千曲市大字寂蒔８８０番地
長野県須坂市大字小河原４０６２－
３

日本果実工業株式会社 山口工場

山口県山口市仁保下郷１７７１番地 山口県山口市仁保下郷１７７１番地

日本果実工業株式会社 山口工場

山口県山口市仁保下郷１７７１番地 山口県山口市仁保下郷１７７１番地

株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 関東工場

佐賀県佐賀市浜町１０２０番地 栃木県下野市下石橋５６１

2014年3月1日 果実飲料 １７５

2014年3月1日 炭酸飲料 １７４

果実飲料 １６４

2013年4月25日 炭酸飲料 １６２

2013年12月9日

2011年6月22日 炭酸飲料 １５７

2012年4月6日 炭酸飲料 １６０

2012年4月6日 果実飲料 １６１

2011年4月1日 炭酸飲料 １５４

2011年4月1日 果実飲料 １５５

2010年6月17日 果実飲料 １５１



サントリープロダクツ株式会社 高砂工場

東京都港区芝浦三丁目１番１号 兵庫県高砂市荒井町新浜2-2-1

丸源飲料工業株式会社 宇都宮工場

東京都墨田区立花４丁目７番８号
栃木県宇都宮市平出工業団地４５
－１１

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 佐賀県鹿島市浜町１０２０番地

ジャパンフーズ株式会社 本社工場

千葉県長生郡長柄町皿木２０３番地１
千葉県長生郡長柄町皿木２０３番
地１

九星飲料工業株式会社 伊都工場

福岡県糸島市波多江字中川原１００番地
福岡県糸島市波多江字中川原１０
０番地

九星飲料工業株式会社 伊都工場

福岡県糸島市波多江字中川原１００番地
福岡県糸島市波多江字中川原１０
０番地

大東乳業株式会社 各務原工場

岐阜県各務原市松本町二丁目４６６番
岐阜県各務原市松本町二丁目４６
６番

大東乳業株式会社 各務原工場

岐阜県各務原市松本町二丁目４６６番
岐阜県各務原市松本町二丁目４６
６番

株式会社　ニッセー 第七工場

静岡県志太郡大井川町相川945-8 静岡県焼津市利右衛門1-1

株式会社　ニッセー 第２．５工場

静岡県志太郡大井川町相川945-8 静岡県焼津市下江留896-6

株式会社　ニッセー 第２．３．５．６工場

静岡県志太郡大井川町相川945-8 静岡県焼津市下江留896-6

2009年4月1日 炭酸飲料 １４４

2009年2月23日 果実飲料 １４１

果実飲料 １２９

2008年4月25日 炭酸飲料 １１６

2008年4月25日 炭酸飲料 １１７

2008年6月4日

2008年4月25日 果実飲料 １１８

2008年3月4日 炭酸飲料 １１２

2008年3月4日 果実飲料 １１３

2008年1月30日 果実飲料 １０７

2008年1月30日 炭酸飲料 １０８

2008年1月30日 果実飲料 １０９



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 佐賀県鹿島市浜町１０２０番地

株式会社 ふくれん 甘木工場

福岡県朝倉市柿原２２３番地 福岡県朝倉市柿原２２３番地

株式会社 ふくれん 甘木工場

福岡県朝倉市柿原２２３番地 福岡県朝倉市柿原２２３番地

株式会社　えひめ飲料 茨城工場

愛媛県松山市安城寺４７８番地 茨城県常陸太田市岡田町２１１２

株式会社コスモフーズ 埼玉神川工場

埼玉県さいたま市北区土呂町１－４６－９
埼玉県児玉郡神川町大字二ノ宮１
０５

株式会社コスモフーズ 埼玉神川工場

埼玉県さいたま市北区土呂町１－４６－９
埼玉県児玉郡神川町大字二ノ宮１
０５

神奈川柑橘果工株式会社 本社工場

神奈川県足柄上郡山北町岸７１６ 神奈川県足柄上郡山北町岸７１６

神奈川柑橘果工株式会社 本社工場

神奈川県足柄上郡山北町岸７１６ 神奈川県足柄上郡山北町岸７１６

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 長野県千曲市大字寂蒔８８０番地

株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 関東工場

佐賀県佐賀市浜町１０２０番地 栃木県下野市下石橋５６１

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
広島県東広島市志和町別府２０６１
－３

2007年12月10日 炭酸飲料 ０８６

2007年12月10日 炭酸飲料 ０８８

2007年12月10日 果実飲料 ０８９

2007年12月10日 果実飲料 ０９０

2007年10月24日 炭酸飲料 ０８３

2007年10月24日 炭酸飲料 ０８１

2007年10月24日

2007年10月24日 果実飲料 ０８４

2007年10月24日

2007年8月6日 炭酸飲料 ０７０

果実飲料 ０８２

果実飲料 ０８５

2007年8月6日 炭酸飲料 ０６９



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
広島県東広島市志和町別府２０６１
－３

三幸食品工業株式会社 本社工場

広島県東広島市安芸津町三津４２１５番地３
広島県東広島市安芸津町三津４２
１５番地３

株式会社小原 函館工場

北海道亀田郡七飯町中島２９－２ 北海道亀田郡七飯町中島２９－２

株式会社　えひめ飲料 東京工場

愛媛県松山市安城寺４７８番地
神奈川県厚木市緑ヶ丘５丁目１８番
２号

株式会社　えひめ飲料 東京工場

愛媛県松山市安城寺４７８番地
神奈川県厚木市緑ヶ丘５丁目１８番
２号

アシードブリュー株式会社 宇都宮飲料工場

広島県福山市箕島町５７２５－１ 栃木県下野市下石橋５６１

アシードブリュー株式会社 宇都宮飲料工場

広島県福山市箕島町５７２５－１ 栃木県下野市下石橋５６１

株式会社 神田食品研究所 新宿工場

東京都新宿区下宮比町２番２０号 東京都新宿区下宮比町２番２０号

ニック食品株式会社 本社工場

千葉県船橋市高瀬町２３番地 千葉県船橋市高瀬町２３番地

2007年8月6日 果実飲料 ０７１

2007年8月6日 炭酸飲料 ０７４

2007年8月6日 炭酸飲料 ０７７

2007年8月6日 炭酸飲料 ０７８

2007年8月6日 果実飲料 ０７９

2007年6月22日 炭酸飲料 ０６０

2007年6月22日 果実飲料 ０６１

果実飲料 ０６２

2007年6月22日 果実飲料 ０６３

2007年6月22日



大円食品工業株式会社 本社工場

兵庫県神崎郡福崎町西治字拝尾８６２番地２３
兵庫県神崎郡福崎町西治字拝尾８
６２番地２３

大円食品工業株式会社 本社工場

兵庫県神崎郡福崎町西治字拝尾８６２番地２３
兵庫県神崎郡福崎町西治字拝尾８
６２番地２３

北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社札幌工場

北海道札幌市清田区清田一条一丁目２番１号
北海道札幌市清田区清田一条一丁
目２番１号

北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社札幌工場

北海道札幌市清田区清田一条一丁目２番１号
北海道札幌市清田区清田一条一丁
目２番１号

株式会社ヨーグルトン乳業 本社工場

大分県由布市挾間町篠原３９８－６ 大分県由布市挾間町篠原３９８－６

アサヒ飲料株式会社 明石工場

東京都墨田区吾妻橋１－２３－１ 兵庫県明石市二見町南二見１－３３

アサヒビール株式会社 茨城工場

東京都墨田区吾妻橋１－２３－１ 茨城県守谷市緑１丁目１番地１

北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社 砺波工場

富山県高岡市内島３５５０番地 富山県砺波市東保１２０１番地の１

北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社 砺波工場

富山県高岡市内島３５５０番地 富山県砺波市東保１２０１番地の１

株式会社トンボ飲料 株式会社トンボ飲料

富山県富山市下赤江町１丁目６番３４号
富山県富山市下赤江町１丁目６番
３４号

2007年4月23日 果実飲料 ０５２

2007年4月23日 果実飲料 ０４４

2007年4月23日 果実飲料

2007年4月23日 炭酸飲料 ０４３

０５１

０２８

2007年3月27日 果実飲料 ０２９

2007年4月23日 炭酸飲料 ０５０

2007年4月23日 炭酸飲料 ０５３

０５７2007年4月23日 炭酸飲料

2007年3月27日 炭酸飲料

2007年3月27日 炭酸飲料 ０３６



株式会社トンボ飲料 株式会社トンボ飲料

富山県富山市下赤江町１丁目６番３４号
富山県富山市下赤江町１丁目６番
３４号

株式会社アルプス 株式会社アルプス

長野県塩尻市大字塩尻町２６０番地
長野県塩尻市大字塩尻町２６０番
地

沖縄ボトラーズ株式会社 沖縄ボトラーズ株式会社

沖縄県国頭郡本部町字伊豆味１６３
沖縄県国頭郡本部町字伊豆味１６
３

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 浦添工場

沖縄県浦添市伊祖５丁目１４番１号 沖縄県浦添市伊祖５丁目１４番１号

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 浦添工場

沖縄県浦添市伊祖５丁目１４番１号 沖縄県浦添市伊祖５丁目１４番１号

丸善食品工業株式会社 須坂工場

長野県千曲市大字寂蒔８８０番地
長野県須坂市大字小河原４０６２－
３

日本アスパラガス株式会社 千歳工場

北海道岩内郡岩内町字野束２２－３ 北海道千歳市北信濃８６４－６

山形食品株式会社 本社工場

山形県南陽市漆山１１７６番地１ 山形県南陽市漆山１１７６番地１

和歌山県農業協同組合連合会 海南食品工場

和歌山県和歌山市美園町5丁目1番地の1和歌山県海南市日方新浜１２９４

富士ボトリング株式会社 本社工場

神奈川県足柄上郡大井町西大井９０１
神奈川県足柄上郡大井町西大井９
０１

富士ボトリング株式会社 本社工場

神奈川県足柄上郡大井町西大井９０１神奈川県足柄上郡大井町西大井９０１

2007年3月27日 果実飲料 ０３７

炭酸飲料 ０２１

０２７

2007年2月19日 果実飲料 ０１４

2007年2月19日 果実飲料

2007年2月19日

2007年2月19日 果実飲料 ０２２

2007年2月19日

炭酸飲料 ００５

2006年11月29日 炭酸飲料 ００１

０１９

2006年12月15日 炭酸飲料 ００７

果実飲料

2006年11月29日 果実飲料 ００６

2006年11月29日 炭酸飲料 ００４

2006年11月29日



２．ＪＡＳ廃止認証工場（2023年4月１日以降）

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
熊本県熊本市東区小山町１８４６番
地

日本アスパラガス株式会社 岩内工場

北海道岩内郡岩内町字野束２２－３
北海道岩内郡岩内町字野束２２－
３

日本アスパラガス株式会社 岩内工場

北海道岩内郡岩内町字野束２２－３
北海道岩内郡岩内町字野束２２－
３

熊本県果実農業協同組合連合会 白州工場

熊本県熊本市小山町１８４６番地 山梨県北杜市白州町下教来石14-2

2023年2月28日 果実飲料

2022年11月16日 炭酸飲料

2022年11月16日 果実飲料

2022年6月4日 炭酸飲料


