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認 す江
ta証ヤ請のありました下記ほ場並びにそのほ場由未の晨五物は、

」AS法 に規定する有機晨産物の日本晨林規格及び有機晨産物の

生産′憬 管理者の論 の技術的基準に迪合していると認証します。

1認 証 各 号 生産025子

2趙 合の動  有機晨産物

3認証された生産行程管理オ

住所人はF~4在地

分敷市下庄576
鯵 スは名称

庄地EXI黒農率研究会

4認証されたほ場の名称(ふ号)、 所在地及び面積

認証年月日 千茂19年 4月 17ロ

変え年月日 千咸30年 9月 13日
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1認 証 春 子 生産025号
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拗 命のオ動  おかやま有撫 晨業農産物

黒証された生産4子程管理オ

住所スは所在地

な敷市下庄576
鯵 スは名称

庄地区無農薬研究会

5認証年 月

変更年 月

ロ

　

ロ

千咸19年 4月 17日

千咸30年 9月 13日

岡出県赤磐市大ス缶
一般社団法人岡

理事長 そ

芥研究所
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生産者名    ほ場番 号 面積 変更履歴

1 塩 田 源 一 生産02500101号

2 塩 田 源
´ 生産02500卜 02号

3 塩 田 源   生産02500103号

4 塩 H]源 一  生産02500104号

5 塩 田 源
― 生産02500105号

6 111崎 典男  生産02500201け

7 山崎 典男  生産02500202号

8 山崎 典男  41産 02500203号 1287a  倉敷市 F片12041

9 山崎 典男  生産02500204号

lC 山崎 典男  生産02500205号

H 山崎 典男  生産02500206号

12[L崎 典男  生産02500207号

13 1111奇 典男 生産02500208号 2848a  倉敷市下庄821

14 山崎 典男  生産02500209け 1326a  倉敷市下l■ 206

15 山崎 りに男 生産02500210号

lC 山崎 典男  生産02500211号

17 111崎 典男  生産02500212号 37.62a  倉敷市下庄4671 倉敷 市 下圧 468

18 山崎 典男  生産02500213号

倉敷市下庄4511   倉敷市 ド庄 1́5}4 倉敷市下庄454119 山崎 典男  生産02500214号   5893a  倉敷市下庄1481 倉敷市下庄4191

2C 山崎 典男  生産02500215号

21 山崎 典 男  生産02500216号 7475a   倉敷市松島801 倉 敷市松島881 倉敷 市松 島891 倉 敷 市松 島911

22 山崎 典 男  生産02500217号

23 山崎 典男  生産02500218号

24 津島 昭「■ 生産02500301号

25 津島 昭二  生産02500302号

26 津島 昭 二  生産02500303号

27 津島 昭 二  生産02500304号

28 津島 昭il 生産02500305号 1874a  倉敷市上束921 倉敷市上東931 倉敷市上束941

29 津島 昭二  生産02500306号 1840a   岡山市北区吉備津2138

30 津島 昭 ll 生産02500307号 1230a  倉敷市 FFF100 1

31 山崎 典男  生産02500219号

32 山崎 典男  生産02500220号

33 山崎 典男  生産02500221号   106.69a 倉敷市下庄4431 倉敷市下圧.1432 倉敷市 ド庄4433   倉敷市下庄`1441 倉敷市下庄4451   倉敷市下庄4461

34 111崎 典男  生産02500222号

35 山崎 典男  生産02500223号

36 山崎 典男  生産02500224号

37 山崎 典男  化産02500225号

38 山崎 典男  生産02500226号

39 山崎 典男  生産02500227号

40 山崎 典男  生産02500228号

41 山崎 典男  生産02500229号

42 山崎 典男 生産02500230号 4152a  倉敷市上東8611 倉敷市上束8614 倉 敷 市 上 東863

43 山崎 典 男  生産02500231号

44 山崎 典男  生産02500232号

45 山崎 典男  `L産 02500233号

46 111崎 典男  生産02500234号   3443a 倉敷 市 下庄 1661 倉敷市下庄 1671

47 山崎 典男  生産o2500235号 7562a   倉敷 Hj ttl■ 7871 倉敷 市 下 |■ 788 倉敷 市 下 庄790

18 山崎 典男  生産025-00236号 4840a  倉敷市上東8861 倉敷 市 上東8871 倉敷市 上束8881 倉敷市上東8891

19 山崎 典男  生産02500237号

50 11崎 典男  生産02500238号   5396a 倉敷市 下庄5711   倉敷市 卜庄5721 倉敷 市 ド圧 5731 倉敷 市下圧5743

51 山崎 典男  生産02500239号   4740a 倉敷市上東8661   倉敷市上東8671 倉敷 市 L東8681

52 津島 目召■ 11産 02500308号

53 津島 昭 l 生産02500309号 2690a  倉敷市_11東 12341

54 津島 昭 i 生,=025-003-13号 4891a  倉敷 市上東130-1 倉敷市上東1311 倉敷市 L束 1321   倉敷市 L東 1336 倉敷市上東1338   倉敷市上東1344

55 津島 昭 l 生産02500314号 4172a   倉敷市 L東 3551 倉敷 市 上東3561

5C 津島 昭 二  生産02500310号 5061a  倉敷市下lF.141 倉敷 市
「

lt50 1    倉敷 市下圧502

57 山崎 典男  生産02500242号

58 山崎 典男  生産02500243号 3530a  倉敷市上東8611

59 1111奇 典男 生産0250q244号

6G 山崎 典 男  生 産 02500245号   4728a  倉敷市下1主 1951   倉敷市下l1196

62 津虐,ロイイし 生産02500312号

面i積合計   95012a

倉敷市千[11971   倉敷市 ド|[1981


