
国際フェアトレード認証　認証・登録組織一覧 2021年1月28日現在

取引先名 Web サイト 役割 FLOCERT認証産品 認証産品 ライセンス産品 海外認証製品取扱産品

東洋棉花株式会社 https://www.toyocotton.co.jp/index.html 輸入 繊維

株式会社　マール http://www.mar-corp.com 輸入 生鮮果物

兼松株式会社 http://www.kanematsu.co.jp/ 輸入 コーヒー

伊藤忠商事株式会社 https://www.itochu.co.jp/ja/ 輸入 コーヒー

株式会社MCアグリアライアンス https://mc-agrialliance.com/corporate/ 輸入 コーヒー

住商フーズ株式会社 https://www.scfoods.co.jp 輸入 コーヒー

信友株式会社 http://www.shinatomo.co.jp 製造 繊維

豊島株式会社 www.orgabits.com 卸 繊維

小計 計数 8

株式会社立花商店 http://www.tachibana-grp.co.jp 輸入; ライセンシー カカオ カカオ

ワタル株式会社 http://www.wataru.co.jp/ 輸入; ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社フラワーオークション ジャパン http://www.faj.co.jp/ 輸入; ライセンシー 花 花

エスビー食品株式会社 http://www.sbfoods.co.jp/index.html 輸入; ライセンシー スパイス・ハーブ、ハーブティー スパイス・ハーブ、ハーブティー

石光商事株式会社 http://www.ishimitsu.co.jp/ 輸入; ライセンシー 茶; スパイス・ハーブ、ハーブティー 茶; スパイス・ハーブ、ハーブティー

豊田通商株式会社 http://www.toyota-tsusho.com/ 製造; 卸; ライセンシー 繊維 繊維

小計 計数 6

一般社団法人わかちあいプロジェクト http://www.wakachiai.com/
輸入; 製造; 卸; ライセン

シー

; ; ; 
ブ、ハーブティー; 蜂蜜; ナッツ; オイ

ルシード・油脂果実; 加工果物・野

菜; サトウキビ糖; 野菜（豆類・じゃ

がいも等を含む）; 繊維; スポーツ

ボール

; ; ; 
ブ、ハーブティー; 蜂蜜; ナッツ; オイ

ルシード・油脂果実; 加工果物・野

菜; サトウキビ糖; 野菜（豆類・じゃ

がいも等を含む）; 繊維; スポーツ

ボール

カカオ; 砂糖; バナナ;
ワイン

生活協同組合コープさっぽろ http://www.coop-sapporo.or.jp ライセンシー コーヒー カカオ

小計 計数 2

第一コーヒー株式会社

輸入; 製造; 卸; ライセン

シー コーヒー; 茶 コーヒー; 茶

有限会社マカイバリジャパン http://www.makaibari.co.jp/shopping/tea/fairtrade.html
輸入; 製造; 卸; ライセン

シー 茶 茶

神戸紅茶株式会社 http://www.kobetea.co.jp/
輸入; 製造; 卸; ライセン

シー 茶 茶

ジャパン・ティー・トレーディング株式会社 http://japan-tea-trading.co.jp 輸入; 製造; ライセンシー 茶 茶

株式会社デコラージュ http://www.decollage.co.jp/ 輸入; 製造; ライセンシー 茶; スパイス・ハーブ、ハーブティー 茶; スパイス・ハーブ、ハーブティー

有限会社中村植物園 輸入; 製造; ライセンシー

コーヒー; 茶; カカオ; スパイス・ハー

ブ、ハーブティー; オイルシード・油

脂果実; 加工果物・野菜

コーヒー; 茶; カカオ; スパイス・ハー

ブ、ハーブティー; オイルシード・油

脂果実; 加工果物・野菜

ボルカフェ株式会社 https://volcafe.co.jp/ 輸入; 卸 コーヒー

株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ https://fairtradecottoninitiative.com/ 製造; 卸; ライセンシー 繊維 繊維 コットン

株式会社飯島産業 http://www.iijima-f.co.jp/ 製造; 卸; ライセンシー 繊維 繊維

UCC上島珈琲株式会社 http://www.ucc.co.jp/index.html 製造; 卸; ライセンシー コーヒー コーヒー

齊藤コーヒー株式会社 http://www.saitou-coffee.co.jp/ 製造; 卸; ライセンシー コーヒー コーヒー

三本珈琲株式会社 http://www.mmc-coffee.co.jp/ 製造; 卸; ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社アートコーヒー https://www.artcoffee.co.jp/ 製造; 卸; ライセンシー コーヒー コーヒー

ダートコーヒー株式会社（金沢） http://www.dartcoffee.co.jp 製造; 卸; ライセンシー コーヒー コーヒー

イオントップバリュ株式会社 https://www.topvalu.net
製造; ライセンシー; ライセ

ンシー（FSP) カカオ

コーヒー; カカオ; 加工果物・野菜; サ
トウキビ糖; 繊維

豊通ファッションエクスプレス株式会社 http://www.toyotsufashionexpress.com/ 製造; ライセンシー 繊維 繊維

九鬼産業株式会社 http://www.kuki-info.co.jp/ 製造; ライセンシー オイルシード・油脂果実 オイルシード・油脂果実

キーコーヒー株式会社 http://www.keycoffee.co.jp/index.html 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

倉敷紡績株式会社 http://www.kurabo.co.jp/ 製造; ライセンシー 繊維 繊維

味の素AGF株式会社 http://www.agf.co.jp/ 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社コーヒー乃川島 http://www.kawashimacoffee.co.jp 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

ホットマン株式会社 https://hotman.co.jp/ 製造; ライセンシー 繊維 繊維

FLJ認証組織; 海外認証製品取扱組織

FLJ認証組織

FLJ認証組織; FLO-CERT認証組織

ステータス   ↓

FLO-CERT認証組織
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ワルツ株式会社 http://www.waltz.co.jp/index.html 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

片岡物産株式会社 https://www.kataoka.com 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

森永製菓株式会社 http://www.morinaga.co.jp 製造; ライセンシー カカオ カカオ

キャピタル株式会社 http://www.capital-coffee.co.jp 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

福助株式会社 http://www.fukuske.com 製造; ライセンシー 繊維 繊維

株式会社キャメル珈琲 https://camelcoffee.jp/overview/ 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー; カカオ

株式会社ユニカフェ http://www.unicafe.com/home.html 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社トーホー http://www.to-ho.co.jp/coffee/trade/index.html 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

小川珈琲株式会社 http://www.oc-ogawa.co.jp/ 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社タナカバナナ http://www.tanakaseika.co.jp/ 製造; ライセンシー 生鮮果物 生鮮果物

株式会社ヒロインターナショナル http://www.naturalhero.co.jp/index.html 製造; ライセンシー 生鮮果物 生鮮果物

株式会社丹後 https://www.tango-imabari.jp/ 製造; ライセンシー 繊維 繊維

進和珈琲株式会社 http://www.shinwacoffee.co.jp/ 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

第一紡績株式会社 http://www.ichibo.co.jp/ 製造; ライセンシー 繊維 繊維

ダートコーヒー株式会社（和歌山） http://www.dart-coffee.com 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

シーシーエスコーヒー株式会社 http://www.ccscoffee.co.jp 製造; ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社モンロワール https://www.monloire.co.jp/ 製造; ライセンシー カカオ カカオ

株式会社FABRIC TOKYO https://corp.fabric-tokyo.com/ 製造; ライセンシー 繊維 繊維

壷内タオル株式会社 www.plantia.co.jp 製造; ライセンシー 繊維 繊維

株式会社クラウン製菓 http://www.crown-seika.co.jp 製造; ライセンシー カカオ カカオ

株式会社真誠 https://www.shinsei-ip.ne.jp/ 製造; ライセンシー オイルシード・油脂果実 オイルシード・油脂果実

共栄フーズ株式会社 http://www.kyoeiseicha.co.jp/ 製造 コーヒー

東京食品産業株式会社 https://ts-foods.co.jp 製造 スパイス・ハーブ、ハーブティー

大東カカオ株式会社 http://www.daitocacao.com/index2.html 製造 カカオ

株式会社国太楼 http://www.kunitaro.co.jp/ 製造 コーヒー

社会福祉法人江戸川菜の花の会 http://www.edogawa-nanohana.or.jp 小規模ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社Asante http://www.africa-flower.com 小規模ライセンシー 花

一般社団法人トランシード・グループ http://transeed.jp/about 小規模ライセンシー コーヒー コーヒー

社会福祉法人めだかすとりぃむ　すいーつばたけ http://www.medakafamily.jp 小規模ライセンシー カカオ; サトウキビ糖 カカオ; サトウキビ糖

POPLIFE CO. ポップライフカンパニー http://www.popcoffees.com/ 小規模ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社　ethicafe http://www.ethicafe.co.jp/ 小規模ライセンシー コーヒー コーヒー

有限会社ひぐち http://cafe-higuchi.jp 小規模ライセンシー コーヒー コーヒー

Amrita株式会社 http://amritabse.com/ 小規模ライセンシー 茶; スパイス・ハーブ、ハーブティー 茶; スパイス・ハーブ、ハーブティー

株式会社マックスドナ 小規模ライセンシー

カカオ; スパイス・ハーブ、ハーブ

ティー; 蜂蜜

カカオ; スパイス・ハーブ、ハーブ

ティー; 蜂蜜

株式会社スバストラジャパン https://www.suvastrajapan.com/about-us 小規模ライセンシー 繊維

株式会社ガーデンバール＆コーヒージャパン http://coffeejapan.net/#wrapper 小規模ライセンシー コーヒー コーヒー

イシガキコーポレーション http://ishigaki-coffee.com 小規模ライセンシー コーヒー コーヒー

株式会社福市 http://www.love-sense.jp/ 小規模ライセンシー 繊維 繊維

日の出毛織株式会社 http://hinode-keori.sakura.ne.jp/ 小規模ライセンシー 繊維 繊維

特定非営利活動法人樹林館 http://kirinkan.world.coocan.jp/ 小規模ライセンシー サトウキビ糖 サトウキビ糖

The Moksha Japan株式会社 www.mokshajapan.jp 小規模ライセンシー 茶

双日食料株式会社 http://www.sojitz-foods.com/ 卸 カカオ

TBユニファッション株式会社 http://www.tb-unifashion.com/ ライセンシー 繊維

NuZeeJAPAN株式会社 http://nuzeejapan.com ライセンシー コーヒー

フェアトレードカンパニー株式会社 www.peopletree.co.jp ライセンシー 繊維

日本生活協同組合連合会 http://jccu.coop/ ライセンシー コーヒー; 茶; 繊維

日本ヒルスコーヒー株式会社 www.hills-coffee.co.jp ライセンシー コーヒー

株式会社ノヴァ http://www.nova-organic.co.jp/index.htm ライセンシー 茶

共栄製茶株式会社 http://www.kyoeiseicha.co.jp/ ライセンシー コーヒー

株式会社阪神トレーディング http://www.hanshin-trading.co.jp/ ライセンシー 花
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帝人フロンティア株式会社 https://www2.teijin-frontier.com/ ライセンシー 繊維

株式会社チチカカ http://www.titicaca.co.jp/ ライセンシー 繊維

株式会社トレードワークス https://www.tradeworks.co.jp/ ライセンシー 繊維

有限会社シサム工房 www.sisam.jp ライセンシー 繊維

小計 計数 76

イオンリテール株式会社 http://www.aeonretail.jp/company/ カカオ

八基通商株式会社 http://www.yatsumoto.co.jp カカオ

ケイアンドヨシックス株式会社 info@k-yoshics.oc.jp カカオ

株式会社AMADEUS http://jp.dallmayr.com/ コーヒー

日本ニュートゥリー株式会社 http://www.newtree.com/ カカオ

株式会社成城石井 http://www.seijoishii.co.jp/company/ コーヒー; カカオ

株式会社リーラ http://www.leela-japan.com/ コットン

株式会社むそう商事 http://www.muso-intl.co.jp/ カカオ

日仏貿易株式会社 http://www.nbkk.co.jp/ カカオ

合同会社西友 http://www.seiyu.co.jp/ コーヒー; ワイン

株式会社ライン http://www.line-co.com/ コットン

タスマンインターナショナル株式会社 https://tasman-inter.net/ コットン

株式会社イレブンインターナショナル http://www.cig-jp.com ワイン

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 https://www.starbucks.co.jp コーヒー

東京ヨーロッパ貿易株式会社 http://www.seijoishii.co.jp/ 砂糖

モンテ物産株式会社 http://www.montebussan.co.jp/ コーヒー

株式会社ミトク http://www.mitoku.co.jp カカオ

フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン株式会社 https://www.classicfinefoods.jp/japan-home カカオ

有限会社ボーアンドボン https://beauandbon.webu.jp/aboutus.html 茶

株式会社シジシージャパン http://www.cgcjapan.co.jp 砂糖

ユニバーサルトレーディング株式会社 https://www.universal-trading.jp コーヒー

小計 計数 21

合計 計数 113

海外認証製品取扱組織


