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一般社団法人オーガニック認証センター 
〒650-0011 神戸市中央区下山手通 5-5-16 

TEL 078-366-5128    FAX 078-366-5129 

E-mail：annai@organic-cert.or.jp 

http://organic-cert.or.jp/ 



申請・検査(調査)手数料 

有機 JAS 認定には申請料と検査(調査)料が必要です 

・初年度    認定申請料＋検査料 （初めての有機 JAS 申請を検査する） 

・２年目以降  確認申請料＋確認調査料 （既に認定された事項を確認調査する） 

 

・法人とは   ○○会社・○○法人・○○組合等、法律の規定によって成立している存在。申請時に謄本の 

提出が必要。 

・グループとは ○○グループ・会等の任意の集まり。 

 

有機農産物の生産行程管理者        

個 人                           

手数料名 内   訳 金  額 (円) 

申請料 

圃場面積 0.5ha 以下 32,000＋税 

0.5ha を超え 1ha 以下 37,000＋税 

以降、面積が 0.5ha 増加する毎に加算  5,000＋税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 18,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

法 人   

申請料 

圃場面積 1ha 以下 65,000＋税 

1ha を超え 1.5ha 以下 70,000＋税 

以降、面積が 0.5ha 増加するごとに加算  5,000＋税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 23,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

グループ    

申請料 法人と同様 法人と同様 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 

（生産者ごと） 

23,000＋税 

＋生産者 2 人目より 

6,000＋税×生産者人数 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

*1 土休日の検査または、平日 17 時以降に検査を開始する場合、調査料は 2 割増とする。 

  (ただし検査員が指定した場合、割増はしない。) 

*2 検査員の交通費は実費と、移動時間 1 時間あたり 500 円＋税。 

  1)原則として公共交通機関を使用。自家用車を使用する場合は、職務に必要な走行距離に対し 30 円＋税で計算 

する。 

2)宿泊費の上限は 10,000 円＋税とする。  



有機加工食品の生産行程管理者  

個 人                         

手数料名 内   訳 金  額 (円) 

申請料  55,000＋税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 24,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

法 人    

申請料  85,000＋税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 29,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

 

事業所を一体認定する場合（加工場 2カ所目以降、1カ所につき以下の料金が発生します） 

申請料  28,000+税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 17,000+税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

検査が 1日を超える場合 (上記手数料に加えて、以下の手数料が発生します) 

個 人 

追加 

検査・調査料   

*1 

調査時間が 3 時間以内 

(検査結果報告書は全日で 1 部) 

12,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 ＋600/10 分＋税 

2 部以上の報告書作成費 11,000＋税/部 

法 人 

追加 

検査・調査料   

*1 

調査時間が 3 時間以内 

(検査結果報告書は全日で 1 部) 

17,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

2 部以上の報告書作成費 11,000＋税/部 

*1 土休日の検査または、平日 17 時以降に検査を開始する場合、調査料は 2 割増とする。 

  (ただし検査員が指定した場合は割増はしない。) 

*2 検査員の交通費は実費と、移動時間 1 時間あたり 500 円＋税。 

  1)原則として公共交通機関を使用。自家用車を使用する場合は、職務に必要な走行距離に対し 30 円＋税で計算 

する。 

2)宿泊費の上限は 10,000 円＋税とする。 

 



小分け業者  

個 人                             

手数料名 内   訳 金  額 (円) 

申請料*3  32,000＋税 

検査・調査料   

*1 

調査時間が 3 時間以内 18,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

法 人    

申請料*3  65,000＋税 

検査・調査料   

*1 

調査時間が 3 時間以内 23,000＋税 

+検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

 

倉庫業者を一体認定する場合（倉庫 2カ所目以降、1カ所につき以下の料金が発生します） 

申請料  21,000+税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 12,000+税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

検査が 1日を超える場合(上記手数料に加えて、以下の手数料が発生します) 

個 人 

追加 

検査・調査料   

*1 

調査時間が 3 時間以内 

(検査結果報告書は全日で 1 部) 

6,000＋税 

+検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

2 部以上の報告書作成費 11,000＋税/部 

法 人 

追加 

検査・調査料   

*1 

調査時間が 3 時間以内 

(検査結果報告書は全日で 1 部) 

12,000＋税 

+検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

2 部以上の報告書作成費 11,000＋税/部 

*1 土休日の検査または、平日 17 時以降に検査を開始する場合、調査料は 2 割増とする。 

 (ただし検査員が指定した場合、割増はしない。) 

*2 検査員の交通費は実費と、移動時間 1 時間あたり 500 円＋税。 

  1)原則として公共交通機関を使用。自家用車を使用する場合は、職務に必要な走行距離に対し 30 円＋税で計算 

する。 

2)宿泊費の上限は 10,000 円＋税とする。 

*3 同一申請者が、①有機農産物生産工程管理者②有機加工食品生産工程管理者③小分け業者の 3 種類の申請を同

時に行う場合、小分け業者のみ申請料を 2 割引きする。  



輸入業者  

個 人                         

手数料名 内   訳 金  額 (円) 

申請料  55,000＋税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 24,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

法 人    

申請料  85,000＋税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 29,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

 

倉庫業者を一体認定する場合（倉庫 2カ所目以降、1カ所につき以下の料金が発生します） 

申請料  28,000+税 

検査・調査料  

*1 

調査時間が 3 時間以内 17,000+税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

検査が 1日を超える場合 (上記手数料に加えて、以下の手数料が発生します) 

個 人 

追加 

検査・調査料   

*1 

調査時間が 3 時間以内 

(検査結果報告書は全日で 1 部) 

12,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 ＋600/10 分＋税 

2 部以上の報告書作成費 11,000＋税/部 

法 人 

追加 

検査・調査料   

*1 

調査時間が 3 時間以内 

(検査結果報告書は全日で 1 部) 

17,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

2 部以上の報告書作成費 11,000＋税/部 

*1 土休日の検査または、平日 17 時以降に検査を開始する場合、調査料は 2 割増とする。 

  (ただし検査員が指定した場合は割増はしない。) 

*2 検査員の交通費は実費と、移動時間 1 時間あたり 500 円＋税。 

  1)原則として公共交通機関を使用。自家用車を使用する場合は、職務に必要な走行距離に対し 30 円＋税で計算 

する。 

2)宿泊費の上限は 10,000 円＋税とする。 



変更申請・臨時調査手数料 

 

有機農産物の生産行程管理者 手数料は個人・法人・グループすべて同じ               

手数料名 内   訳 金  額 (円) 

申請料 

確認証のみの変更（責任者変更等） 2,000＋税 

変更・臨時調査書類確認料 

(0.5ha 以下の面積追加を含む) 

7,000＋税 

 

以降、面積が 0.5ha 増加するごとに加算   ＋5,000＋税 

調査料*1 

調査時間が 1 時間以内 

調査時間が 2 時間以内 

調査時間が 3 時間以内 

8,000＋税 

15,000＋税 

22,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

有機加工食品の生産行程管理者 手数料は個人・法人同じ               

申請料 
確認証のみの変更（責任者変更等） 2,000＋税 

変更・臨時調査書類確認料 9,000＋税 

調査料*1 

調査時間が 1 時間以内 

調査時間が 2 時間以内 

調査時間が 3 時間以内 

10,000＋税 

19,000＋税 

28,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

小分け業者 手数料は個人・法人同じ               

申請料 
確認証のみの変更（責任者変更等） 2,000＋税 

変更・臨時調査書類確認料 7,000＋税 

調査料*1 

調査時間が 1 時間以内 

調査時間が 2 時間以内 

調査時間が 3 時間以内 

8,000＋税 

15,000＋税 

22,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 400/10 分＋税 

輸入業者 手数料は個人・法人同じ 

申請料 
確認証のみの変更（責任者変更等） 2,000＋税 

変更・臨時調査書類確認料 9,000＋税 

調査料*1 

調査時間が 1 時間以内 

調査時間が 2 時間以内 

調査時間が 3 時間以内 

10,000＋税 

19,000＋税 

28,000＋税 

＋検査員交通費*2 

3 時間を超える場合は 10 分単位で加算 600/10 分＋税 

  



*1 土休日の検査または、平日 17 時以降に検査を開始する場合、調査料は 2 割増とする。 

  (ただし検査員が指定した場合、割増はしない。) 

*2 検査員の交通費は実費と、移動時間 1 時間あたり 500 円＋税。 

  1)原則として公共交通機関を使用。自家用車を使用する場合は、職務に必要な走行距離に対し 30 円＋税で 

計算する。 

2)宿泊費の上限は 10,000 円＋税とする。 

 

 

 

 

その他手数料 

 

英文書類作成手数料                         

名 称 内   訳 金  額 (円) 

 認定証・ 

確認証 

当法人発行の認定証・確認証 2,000＋税 

同一内容で 2 通目以降 1,000＋税/通 

検査証明書 当法人で検査したもの 2,000＋税 

 

 

有機 JAS マークシール  

名 称 様  式 金  額 (円) 

大サイズ 
１シート（18 片） 

普通紙 １片サイズ W70ｍｍ×H42ｍｍ  
150＋税 

小サイズ 
１シート（27 片） 

耐水紙 １片サイズ W56ｍｍ×H25ｍｍ  
250＋税 

 

 

有機 JAS 認定圃場看板 

 A3 サイズ（W426mm×H303mm）厚めラミネート仕上げ     500 円＋税（送料別途） 

  ＊圃場ごとに、認定事業者名・認定番号・生産行程管理責任者・圃場所在地・圃場番号・圃場面積・ 

認定日を入れて作成します。 

 

 

当法人の財務諸表等の交付手数料   1,000 円＋税 

 

 

 

  



認定手数料の請求とお支払について 

請求は申請書受理時と検査終了後の、２回に分けて行います 

申請書受理時・・・・・申請料の請求 

検査終了後・・・・・・検査・調査料の請求 

＊変更等で実地検査をしない場合は、申請料のみの請求。 

 

支払期限と方法 

請求書到着後 10日以内にお振込みください。振込手数料はご負担をお願いします。 

   振込先   ゆうちょ銀行     記号番号   00980-4-165073 

口座名義   ｼﾔ) ｵｰｶﾞﾆｯｸﾆﾝｼｮｳｾﾝﾀｰ 

一般社団法人 オーガニック認証センター 

 

尼崎信用金庫  神戸支店（店番号 049）     普通預金 No. 4047708 

三井住友銀行  神戸営業所（店番号 500）   普通預金 No. 9667198  

口座名義   ｲﾂﾊﾟﾝｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ  ｵｰｶﾞﾆﾂｸﾆﾝｼﾖｳｾﾝﾀｰ 

一般社団法人 オーガニック認証センター 

 

 

 

 

 

 

 

申請書は郵便または宅配便で送付してください。  

FAX・ E メールでの受付はしていません。  
 

 


