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1認 定 春 子 生産025号

晨林物奇の種類 有機晨産物

認か れた生産行程管理者

住所スは所在地

分敷市下庄576

民名スは名称

庄地EX蕪晨薬研究会

4ι思たされたは場のふ子、所在地及び面積

認 定年 月 日 千 咸 19年 4月 17日

変え年月日 千戌24年 9月 10日

社団法人 岡出県晨

理事長 坂  |レ |

ほ場春子 ほ場調誕 所在地 面積

35 10734a
ほ場の各筆調言は長衝
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1認 定 ふ 号 生産025号

晨林オ″合の種類 おかやま有機無晨薬晨産物

認定された生産行程管理者

住所スは所在地

分敷市下庄576

氏名スは名称

庄地区無晨率研究会

4認き れたは場の各号、所在地及び面積

柔定年 月日 千 戌 19年

変更年月日 千 茂 24年

社団法人 岡出県

理事長 坂  |

4月 17ロ

9月 10日

ほ場ふ号 ほ場数 所在地 面積

35 10734a
ほ場の各‐i調言は票衝



塩 田 源 一 生産02卜 001-01号

塩 E8源 一 生産025-001-02号

塩 田 源一 生産025-001埒 3号

ほ場通し

塩 田 源 一 生産025■ 001-04号

塩 田 源デ 生産02詳 001-o5号

山崎 典男 生産025-002Ю l号

山崎 典男 生産025-002-02号 露警萎晏1鶴

`:::18

山崎 典男 生産025-002→ 3号

山崎 典男 生産02卜 002-04号

山崎 典男 生産025=002-05号

山崎 典男 生産025‐ 002-06号

山崎 典男 生産025-002-07号 悪稿甕棗1費:夕 llP

山崎 典男 生産025-002つ 8号

山崎 典男 生産025Ю 02二〇9号 13.3a  倉敷市下庄206

山崎 典男 生産025-002-10号

山崎 典男 生産02卜 00卜 11号

山崎 典男 生産025-002-12号

山崎 典男 生産025-002-13号

山崎 典男 生産025-002-14号 57.la  倉敷T下庄4491

山崎 典男 生産025-002-15号

山崎 典男 生産025-002-16号

山崎 典男 生産025-002-17号

山崎 典男
.生

産02卜 002-18号

津島 昭二 生産025-003→ 1号

津島 昭二 生産025-003二 〇2号

津島 昭二 生産025-003-03号

津島 昭二 生産025-003-04号

津島 昭二 生産025-003-05号

津島 昭二 生産02卜 003-06号

津島 昭二 生産025-003→ 7号

31 
山崎 典男 生産025-002-19号 馴讐像船どo19        :

32 山崎 典男 生産025-002-20号

33‐  山 崎 典 男           生産025-002-21号        55.3a  倉敷市下庄445-1                 倉敷市下庄446-1           倉敷市下庄446-2            追加(機03D

34 
山崎 典男 生産025-002-22号

35 ‐山崎 典男 生産025-002-23号

36 
山崎 典男 生産02卜 002-24号

山崎 典男 生産025-002-25号

山崎 典男 生産025-002-26号

山崎 典男 生産025-002-27号

山崎 典男 生産025-002-28号

山崎 典男 生産025-002-29号

山崎 典男 生産025-002-30号

山崎 典男 生産025-002-31号

山崎 典男 生産025-002-32号

山崎 典男 生産025-002-33号

山崎 典男 生産025-002-34号

山崎 典男 生産025-002-35号

山崎 典男 生産025-002二 36号 48.4a  曾穀需土棗:8811

山崎 典男 生産025-002-37号

山崎 典男 生産025-002-38号

山崎 典男 生産025-002-39号

津島 昭二 生産02卜 003→ 8号

津島 昭二 生産025-003-09号 26.9a  倉敷市+東 1234-1

山崎 典男 生産025-002-40号

山崎 典男 生産025・ 002-41号 41.7a  倉敷市上東355-1

津島 昭二 生産025-003■ 10号

山崎 典男 生産02卜 00242号 33.Oa  倉敷市下庄90-1

山崎 典男 生産025-002-43号

山崎 典男 生産025-002-44号

面積合計   lo73.4a


