
自治体別の承認施設一覧 （平成２７年３月２５日現在）

自治体 食品群 施設名 施設所在地 食品の単位

茨城県 乳 いばらく乳業株式会社 茨城県水戸市笠原町1414番地 牛乳（牛乳）

茨城県 乳 いばらく乳業株式会社 茨城県水戸市笠原町1414番地 加工乳（加工乳、成分調整牛乳）

茨城県 乳 トモヱ乳業株式会社本社工場 茨城県古河市下辺見1955番地 牛乳（牛乳）

茨城県 乳 茨城乳業株式会社 茨城県石岡市東田中字新田1187-1 牛乳（牛乳）

茨城県 乳 関東乳業株式会社 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町120番地 牛乳（牛乳）

茨城県 乳製品 オハヨー乳業株式会社関東第一工場 茨城県鉾田市上沢1011-2 発酵乳

茨城県 乳製品 カゴメ株式会社茨城工場 茨城県小美玉市羽鳥２６５２番地 乳酸菌飲料

茨城県 乳製品 茨城グリコ株式会社 茨城県常陸大宮市工業団地653 アイスクリーム

茨城県 乳製品 株式会社明治守谷工場 茨城県守谷市野木崎3456 発酵乳

茨城県 乳製品 株式会社ヤクルト本社茨城工場 茨城県猿島郡五霞町大字川妻1232番地の2 乳酸菌飲料

茨城県 乳製品 関東乳業株式会社 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町120番地 乳飲料

茨城県 清涼飲料水 株式会社えひめ飲料茨城工場 茨城県常陸太田市岡田町2112番地 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

茨城県 清涼飲料水 株式会社全農ハイパック本社第１工場 茨城県常総市内守谷町4365番地1 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

茨城県 清涼飲料水 株式会社えひめ飲料茨城工場 茨城県常陸太田市岡田町2112番地 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌））

茨城県 清涼飲料水 カゴメ株式会社茨城工場 茨城県小美玉市羽鳥2652番地 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

茨城県 食肉製品 サンバーグ株式会社第１工場 茨城県猿島郡境町大字西泉田字海道向1436番の1 加熱後包装食肉製品

茨城県 食肉製品 プリマハム株式会社茨城工場 茨城県土浦市中向原635 包装後加熱食肉製品

茨城県 食肉製品 プリマハム株式会社茨城工場 茨城県土浦市中向原635 加熱後包装食肉製品

茨城県 食肉製品 浅草ハム株式会社関東工場 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壷644-52 加熱後包装食肉製品

茨城県 食肉製品 日本ハムファクトリー株式会社茨城工場 茨城県筑西市みどり町２丁目１番１ 包装後加熱食肉製品

茨城県 食肉製品 日本ハムファクトリー株式会社茨城工場 茨城県筑西市みどり町２丁目１番１ 加熱後包装食肉製品

茨城県 魚肉練り製品 株式会社スギヨ関東工場 茨城県坂東市幸神平27番1 その他の魚肉練り製品

茨城県 魚肉練り製品 株式会社丸善茨城工場 茨城県笠間市旭町５３６－３ その他の魚肉練り製品

茨城県 魚肉練り製品 株式会社丸善美野里工場 茨城県小美玉市堅倉1638-6 魚肉ハム・ソーセージ

茨城県 魚肉練り製品 株式会社丸善美野里工場 茨城県小美玉市堅倉1638-6 特殊包装かまぼこ

茨城県 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 株式会社ダイショー関東工場 茨城県小美玉市西郷地1689 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融）

茨城県 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 光和デリカ株式会社第一工場 茨城県神栖市波崎6437 缶詰食品

栃木県 乳 新生酪農株式会社栃木工場 栃木県那須塩原市下野田４６６－１ 牛乳（牛乳）

栃木県 乳 那須グリコ乳業株式会社 栃木県那須塩原市下厚崎２４７番地 牛乳（牛乳）

栃木県 乳 両毛酪農業協同組合 栃木県足利市山川町96番地7 牛乳（牛乳）

栃木県 乳 両毛酪農業協同組合 栃木県足利市山川町96番地7 加工乳（加工乳）

栃木県 乳 栃木乳業株式会社 栃木県栃木市大平町川連432番地 牛乳（牛乳）

栃木県 乳 栃木乳業株式会社 栃木県栃木市大平町川連432番地 加工乳（加工乳、成分調整牛乳）

栃木県 乳製品 那須グリコ乳業株式会社 栃木県那須塩原市下厚崎２４７番地 発酵乳

栃木県 乳製品 フタバ食品株式会社喜連川工場 栃木県さくら市喜連川3286番地 アイスクリーム

栃木県 清涼飲料水 カゴメ株式会社那須工場紙パックライン 栃木県那須塩原市西富山３０番地 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

栃木県 清涼飲料水 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀関東工場 栃木県下野市下石橋561番地 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

栃木県 清涼飲料水 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀関東工場 栃木県下野市下石橋561番地 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

栃木県 食肉製品 那須高原ハム株式会社 栃木県那須塩原市上大塚新田３３－３ 加熱後包装食肉製品

栃木県 食肉製品 滝沢ハム株式会社泉川工場 栃木県栃木市泉川町556 加熱後包装食肉製品

栃木県 食肉製品 滝沢ハム株式会社泉川工場 栃木県栃木市泉川町556 包装後加熱食肉製品

栃木県 食肉製品 丸大食品株式会社関東工場 栃木県下野市下石橋545 加熱後包装食肉製品

宇都宮市 乳 栃木明治牛乳株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地5番地3 牛乳（牛乳）

宇都宮市 乳 栃酪乳業株式会社 栃木県宇都宮市東町76番地 牛乳（牛乳）

宇都宮市 乳製品 栃木明治牛乳株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地5番地3 乳飲料

宇都宮市 清涼飲料水 丸源飲料工業株式会社宇都宮工場 栃木県宇都宮市平出工業団地45-11 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 乳製品 カルピス株式会社群馬工場 群馬県館林市大新田町166番地 乳酸菌飲料

群馬県 乳製品 株式会社明治群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町1741番地1号 アイスクリーム

群馬県 清涼飲料水 株式会社日本キャンパック利根川工場 群馬県邑楽郡明和町矢島900-1 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 サントリープロダクツ株式会社榛名工場 群馬県渋川市半田200番 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

群馬県 清涼飲料水 サントリープロダクツ株式会社榛名工場 群馬県渋川市半田200番 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 三和缶詰株式会社群馬工場 群馬県伊勢崎市北千木町1410-1 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 ジェーシーボトリング株式会社渋川工場 群馬県渋川市半田２４７０番地 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

群馬県 清涼飲料水 ジェーシーボトリング株式会社渋川工場 群馬県渋川市半田２４７０番地 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 日本デルモンテ株式会社群馬工場 群馬県沼田市清水町3748番地 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社群馬工場 群馬県伊勢崎市境東新井１３０１－１ その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

群馬県 清涼飲料水 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社群馬工場 群馬県伊勢崎市境東新井１３０１－１ その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 カルピス株式会社群馬工場 群馬県館林市大新田町166番地 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

群馬県 清涼飲料水 カルピス株式会社群馬工場 群馬県館林市大新田町166番地 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 株式会社日本キャンパック群馬第２工場 群馬県邑楽郡明和町矢島1028 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

群馬県 清涼飲料水 株式会社日本キャンパック群馬第２工場 群馬県邑楽郡明和町矢島1028 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 株式会社日本キャンパック群馬第３工場 群馬県邑楽郡明和町矢島1230 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

群馬県 清涼飲料水 株式会社日本キャンパック群馬第３工場 群馬県邑楽郡明和町矢島1230 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

高崎市 乳 榛名酪農業協同組合連合会牛乳工場 群馬県高崎市小八木町307-3 牛乳（牛乳）

高崎市 乳 榛名酪農業協同組合連合会牛乳工場 群馬県高崎市小八木町307-3 加工乳（加工乳、成分調整牛乳）

高崎市 乳 榛名酪農業協同組合連合会牛乳工場 群馬県高崎市小八木町307-3 脱脂乳（低脂肪牛乳、無脂肪牛乳）

高崎市 乳製品 クラシエフーズ株式会社新町工場 群馬県高崎市新町2330番地 アイスクリーム

高崎市 乳製品 榛名酪農業協同組合連合会デザート工場 群馬県高崎市足門町25-1 発酵乳

高崎市 乳製品 ハーゲンダッツジャパン株式会社群馬工場 群馬県高崎市新町1306番地 アイスクリーム

高崎市 乳製品 高梨乳業株式会社群馬工場 群馬県高崎市新町1306番地 発酵乳

高崎市 乳製品 高梨乳業株式会社北関東工場 群馬県高崎市新町2330-29 アイスクリーム

高崎市 乳製品 高梨乳業株式会社北関東工場 群馬県高崎市新町2330-29 発酵乳

高崎市 乳製品 榛名酪農業協同組合連合会牛乳工場 群馬県高崎市小八木町307-3 乳飲料

高崎市 乳製品 日本ルナ株式会社関東工場 群馬県高崎市矢島町１６０番地 発酵乳

高崎市 清涼飲料水 ハルナファクトリー株式会社ハルナプラント 群馬県高崎市足門町39の1 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

高崎市 食肉製品 ＪＡ高崎ハム株式会社高崎工場 群馬県高崎市八幡原町722番地5 包装後加熱食肉製品

高崎市 食肉製品 ＪＡ高崎ハム株式会社高崎工場 群馬県高崎市八幡原町722番地5 加熱後包装食肉製品

前橋市 乳 群馬牛乳協業組合 群馬県前橋市飯土井町426番地の2 牛乳（牛乳）

前橋市 乳製品 群馬牛乳協業組合 群馬県前橋市飯土井町426番地の2 乳飲料

前橋市 乳製品 群馬牛乳協業組合 群馬県前橋市飯土井町426番地の2 発酵乳

埼玉県 乳 キリンチルドビバレッジ株式会社 埼玉県狭山市大字上広瀬１２５４番地 牛乳（牛乳）

埼玉県 乳 西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市野々宮145番地 脱脂乳（低脂肪牛乳）

埼玉県 乳 株式会社明治戸田工場 埼玉県戸田市川岸1丁目2番地26号 牛乳（牛乳）

埼玉県 乳 株式会社明治戸田工場 埼玉県戸田市川岸1丁目2番地26号 加工乳（加工乳）

埼玉県 乳 森乳業株式会社 埼玉県行田市富士見町1の3の2 牛乳（牛乳）

埼玉県 乳 森乳業株式会社 埼玉県行田市富士見町1の3の2 加工乳（加工乳）

埼玉県 乳 西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市野々宮145番地 牛乳（牛乳）

埼玉県 乳 西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市野々宮145番地 加工乳（加工乳）

埼玉県 乳製品 キリンチルドビバレッジ株式会社 埼玉県狭山市大字上広瀬１２５４番地 乳飲料

埼玉県 乳製品 小岩井乳業株式会社東京工場 埼玉県狭山市大字上広瀬1254番地 発酵乳

埼玉県 乳製品 森乳業株式会社 埼玉県行田市富士見町１の３の２ 乳飲料

埼玉県 乳製品 株式会社明治戸田工場 埼玉県戸田市川岸1丁目2番地26号 発酵乳

埼玉県 乳製品 株式会社明治戸田工場 埼玉県戸田市川岸1丁目2番地26号 乳飲料

埼玉県 乳製品 キムラヤ乳業株式会社 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町274-1 アイスクリーム

埼玉県 乳製品 西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市野々宮145番地 乳飲料

埼玉県 乳製品 赤城乳業株式会社本社工場 埼玉県深谷市上柴町東2丁目27番地1 アイスクリーム



自治体 食品群 施設名 施設所在地 食品の単位

埼玉県 清涼飲料水 株式会社コスモフーズ埼玉神川工場 埼玉県児玉郡神川町大字二ノ宮105 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

埼玉県 清涼飲料水 日本ペプシコーラ製造株式会社 埼玉県羽生市大沼2-74 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

埼玉県 清涼飲料水 日本ペプシコーラ製造株式会社 埼玉県羽生市大沼2-74 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌）

埼玉県 食肉製品 米久かがやき株式会社華工場 埼玉県深谷市白草台１５６５－１５ 加熱後包装食肉製品

埼玉県 食肉製品 トーチクハム株式会社埼玉工場 埼玉県比企郡川島町大字戸守500 加熱後包装食肉製品

埼玉県 食肉製品 トーチクハム株式会社埼玉工場 埼玉県比企郡川島町大字戸守500 包装後加熱食肉製品

埼玉県 食肉製品 株式会社デリフレッシュフーズ 埼玉県本庄市新井600 包装後加熱食肉製品

埼玉県 食肉製品 株式会社デリフレッシュフーズ 埼玉県本庄市新井600 加熱後包装食肉製品

埼玉県 食肉製品 株式会社中西ハム本社工場 埼玉県熊谷市万吉2685番地-1 加熱後包装食肉製品

埼玉県 食肉製品 株式会社中西ハム本社工場 埼玉県熊谷市万吉2685番地-1 包装後加熱食肉製品

埼玉県 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 三島食品株式会社関東工場 埼玉県坂戸市千代田5丁目4-30 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融）

さいたま市 乳製品 株式会社ロッテ浦和工場 埼玉県さいたま市南区沼影3-1-1 アイスクリーム

さいたま市 清涼飲料水 高田製薬株式会社大宮工場 埼玉県さいたま市西区宮前町203番1 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

千葉県 乳 興真乳業株式会社千葉工場 千葉県八千代市大和田新田130番地 牛乳（牛乳）

千葉県 乳 雪印メグミルク株式会社野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾字平井256-1 牛乳（牛乳）

千葉県 乳 古谷乳業株式会社成田工場 千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1-16 牛乳（牛乳）

千葉県 乳 古谷乳業株式会社成田工場 千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1-16 加工乳（加工乳）

千葉県 乳 新生酪農株式会社千葉工場 千葉県長生郡睦沢町上市場２３０１番地 牛乳（牛乳）

千葉県 乳製品 グリコ千葉アイスクリーム株式会社 千葉県野田市蕃昌10番地 アイスクリーム

千葉県 乳製品 株式会社千葉ヤクルト工場 千葉県四街道市和田166番地 乳酸菌飲料

千葉県 乳製品 古谷乳業株式会社成田工場 千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1-16 乳飲料

千葉県 清涼飲料水 コープ果汁株式会社 千葉県富里市立沢新田172-1 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

千葉県 清涼飲料水 ジャパンフーズ株式会社 千葉県長生郡長柄町皿木203番地1号 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

千葉県 清涼飲料水 ジャパンフーズ株式会社 千葉県長生郡長柄町皿木203番地1号 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌）

千葉県 清涼飲料水 ジャパンフーズ株式会社 千葉県長生郡長柄町皿木203番地1号 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

千葉県 清涼飲料水 ジャパンフーズ株式会社 千葉県長生郡長柄町皿木203番地1号 ミネラルウォーター類

千葉県 魚肉練り製品 株式会社紀文食品東京工場 千葉県印旛郡栄町矢口神明2-1-1 その他の魚肉練り製品

柏市 食肉製品 伊藤ハム株式会社東京工場 千葉県柏市根戸1-3 包装後加熱食肉製品

柏市 食肉製品 伊藤ハム株式会社東京工場 千葉県柏市根戸1-3 加熱後包装食肉製品

千葉市 乳 千葉酪農農業協同組合 千葉県千葉市若葉区富田町1033番地1 牛乳（牛乳）

船橋市 乳 協同乳業株式会社千葉工場 千葉県船橋市習志野4-10-1 牛乳（牛乳）

船橋市 乳製品 協同乳業株式会社千葉工場 千葉県船橋市習志野4-10-1 乳飲料

東京都 乳 協同乳業株式会社東京工場 東京都西多摩郡日の出町平井20-1 牛乳（牛乳）

東京都 乳 東京グリコ乳業株式会社 東京都昭島市武蔵野2丁目１４番１号 牛乳（牛乳）

東京都 乳 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4丁目515番地 牛乳（牛乳）

東京都 乳 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4丁目515番地 脱脂乳（低脂肪牛乳）

東京都 乳製品 東京グリコ乳業株式会社 東京都昭島市武蔵野2丁目１４番１号 乳飲料

東京都 乳製品 東京グリコ乳業株式会社 東京都昭島市武蔵野2丁目１４番１号 発酵乳

東京都 乳製品 東京グリコ乳業株式会社 東京都昭島市武蔵野2丁目１４番１号 乳酸菌飲料

東京都 乳製品 株式会社ロッテアイス日野工場 東京都日野市日野753 アイスクリーム

東京都 乳製品 協同乳業株式会社東京工場 東京都西多摩郡日の出町平井20-1 乳飲料

東京都 乳製品 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4丁目515番地 乳飲料

東京都 乳製品 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4丁目515番地 乳酸菌飲料

東京都 清涼飲料水 サントリー食品工業株式会社多摩川工場 東京都稲城市大丸2271番地 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

東京都 清涼飲料水 サントリー食品工業株式会社多摩川工場 東京都稲城市大丸2271番地 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

東京都 清涼飲料水 サントリー食品工業株式会社多摩川工場 東京都稲城市大丸2271番地 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌）

葛飾区 乳 森永乳業株式会社東京工場 東京都葛飾区奥戸一丁目29番1号 牛乳（牛乳）

葛飾区 乳 森永乳業株式会社東京工場 東京都葛飾区奥戸一丁目29番1号 脱脂乳（低脂肪牛乳）

葛飾区 乳製品 森永乳業株式会社東京工場 東京都葛飾区奥戸一丁目29番1号 乳酸菌飲料

品川区 食肉製品 大和食品工業株式会社 東京都品川区東品川3-2-16 加熱後包装食肉製品

港区 食肉製品 日進畜産工業株式会社本社工場 東京都港区東麻布3-10-5 加熱後包装食肉製品

八王子市 魚肉練り製品 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第一工場（カニ棒フレーク工場） 東京都八王子市北野町559番地6 特殊包装かまぼこ

八王子市 魚肉練り製品 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第一工場（カニ棒フレーク工場） 東京都八王子市北野町559番地6 その他の魚肉練り製品

八王子市 魚肉練り製品 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第一工場（ちくわ工場） 東京都八王子市北野町５５９番地６ その他の魚肉練り製品

八王子市 魚肉練り製品 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第二工場（ソーセージ工場） 東京都八王子市北野町559番地6 魚肉ハム・ソーセージ

神奈川県 乳 雪印メグミルク株式会社海老名工場 神奈川県海老名市中新田５－２６－１ 牛乳（牛乳）

神奈川県 乳 横浜乳業株式会社 神奈川県綾瀬市吉岡東3丁目6番1号 牛乳（牛乳）

神奈川県 乳 株式会社明治神奈川工場 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目8番1号 牛乳（牛乳）

神奈川県 乳 足柄乳業株式会社 神奈川県足柄上郡中井町岩倉字上ノ原270番地-1 加工乳（加工乳）

神奈川県 乳 足柄乳業株式会社 神奈川県足柄上郡中井町岩倉字上ノ原270番地-1 牛乳（牛乳）

神奈川県 乳製品 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川県足柄上郡山北町岸716 乳飲料

神奈川県 乳製品 横浜乳業株式会社 神奈川県綾瀬市吉岡東3丁目6番1号 発酵乳

神奈川県 乳製品 横浜乳業株式会社 神奈川県綾瀬市吉岡東3丁目6番1号 乳飲料

神奈川県 乳製品 株式会社明治神奈川工場 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目8番1号 発酵乳

神奈川県 乳製品 株式会社明治神奈川工場 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目8番1号 乳飲料

神奈川県 乳製品 足柄乳業株式会社 神奈川県足柄上郡中井町岩倉字上ノ原270番地-1 乳飲料

神奈川県 清涼飲料水 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川県足柄上郡山北町岸716 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

神奈川県 清涼飲料水 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川県足柄上郡山北町岸716 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

神奈川県 清涼飲料水 株式会社えひめ飲料東京工場 神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目18番2号 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌）

神奈川県 清涼飲料水 株式会社えひめ飲料東京工場 神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目18番2号 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

神奈川県 清涼飲料水 株式会社えひめ飲料東京工場 神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目18番2号 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

神奈川県 清涼飲料水 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川県足柄上郡山北町岸716 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌）

神奈川県 清涼飲料水 キリンビバレッジ株式会社湘南工場 神奈川県高座郡寒川町倉見1620 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

神奈川県 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 株式会社中村屋食品工場 神奈川県海老名市東柏ヶ谷4-4-1 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融）

川崎市 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 味の素株式会社川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融）

藤沢市 乳 近藤乳業株式会社 神奈川県藤沢市川名2丁目6番10号 牛乳（牛乳）

藤沢市 乳 近藤乳業株式会社 神奈川県藤沢市川名2丁目6番10号 加工乳（加工乳）

藤沢市 乳製品 中沢フーズ株式会社湘南工場 神奈川県藤沢市遠藤2023-16 クリーム

横浜市 乳 株式会社雪印こどもの国牧場 神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地 牛乳（特別牛乳）

横浜市 乳 高梨乳業株式会社横浜工場 神奈川県横浜市旭区本宿町5番地 牛乳（牛乳）

横浜市 乳 高梨乳業株式会社横浜工場 神奈川県横浜市旭区本宿町5番地 加工乳（加工乳、成分調整牛乳）

横浜市 乳 高梨乳業株式会社横浜工場 神奈川県横浜市旭区本宿町5番地 脱脂乳（低脂肪牛乳）

横浜市 乳製品 高梨乳業株式会社横浜工場 神奈川県横浜市旭区本宿町5番地 乳飲料

山梨県 乳製品 熊本県果実農業協同組合連合会白州工場 山梨県北杜市白州町下教来石14-2 乳飲料

山梨県 清涼飲料水 熊本県果実農業協同組合連合会白州工場 山梨県北杜市白州町下教来石14-2 ミネラルウォーター類

山梨県 清涼飲料水 サントリープロダクツ株式会社天然水南アルプス白州工場 山梨県北杜市白州町大字鳥原字向林2913番地の1他67筆 ミネラルウォーター類

山梨県 清涼飲料水 熊本県果実農業協同組合連合会白州工場 山梨県北杜市白州町下教来石14-2 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野県 乳 信州ミルクランド株式会社あづみ野工場 長野県松本市梓川倭3862-1 牛乳（牛乳）

長野県 乳 新生酪農株式会社安曇野工場 長野県安曇野市三郷温8563番地 牛乳（牛乳）

長野県 乳 八ヶ岳乳業株式会社茅野工場 長野県茅野市ちの172番地 牛乳（牛乳）

長野県 乳製品 八ヶ岳乳業株式会社茅野工場 長野県茅野市ちの172番地 発酵乳

長野県 乳製品 八ヶ岳乳業株式会社茅野工場 長野県茅野市ちの172番地 乳飲料

長野県 清涼飲料水 株式会社あづみ野ビバレッジ 長野県北安曇郡松川村７０６４番地２００ ミネラルウォーター類

長野県 清涼飲料水 株式会社長野サンヨーフーズ 長野県千曲市大字上山田3813番地 原料用果汁

長野県 清涼飲料水 ゴールドパック株式会社あずみ野工場 長野県安曇野市堀金烏川1984-1 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野県 清涼飲料水 ゴールドパック株式会社あずみ野工場 長野県安曇野市堀金烏川1984-1 ミネラルウォーター類

長野県 清涼飲料水 ゴールドパック株式会社あずみ野工場 長野県安曇野市堀金烏川1984-1 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

長野県 清涼飲料水 ゴールドパック株式会社松本工場 長野県松本市双葉12-63 原料用果汁



自治体 食品群 施設名 施設所在地 食品の単位

長野県 清涼飲料水 ゴールドパック株式会社松本工場 長野県松本市双葉12-63 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野県 清涼飲料水 信州ビバレッジ株式会社 長野県松本市大字今井字中道6691 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

長野県 清涼飲料水 信州ビバレッジ株式会社 長野県松本市大字今井字中道6691 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野県 清涼飲料水 東京アート株式会社あづみ野工場 長野県安曇野市穂高有明７３７８－６ ミネラルウォーター類

長野県 清涼飲料水 カゴメ株式会社富士見工場 長野県諏訪郡富士見町富士見2150 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野県 清涼飲料水 丸善食品工業株式会社須坂工場 長野県須坂市大字小河原字松川4062-3 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野県 清涼飲料水 丸善食品工業株式会社須坂工場 長野県須坂市大字小河原字松川4062-3 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌）

長野県 清涼飲料水 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 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野県 清涼飲料水 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 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

長野県 食肉製品 信州ハム株式会社上田工場 長野県上田市下塩尻950 包装後加熱食肉製品

長野県 食肉製品 信州ハム株式会社上田工場 長野県上田市下塩尻950 加熱後包装食肉製品

長野県 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 エスビー食品株式会社上田工場 長野県上田市大字下塩尻字戸隠田546番地 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融）

長野市 乳 長野牛乳株式会社 長野県長野市稲里町田牧1548番地 牛乳（牛乳）

長野市 乳製品 長野牛乳株式会社 長野県長野市稲里町田牧1548番地 乳飲料

長野市 清涼飲料水 壽高原食品株式会社豊野工場 長野県長野市豊野町浅野1899-1 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野市 清涼飲料水 壽高原食品株式会社豊野工場 長野県長野市豊野町浅野1899-1 原料用果汁

長野市 清涼飲料水 長野興農株式会社川中島工場 長野県長野市青木島町綱島765-2 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）

長野市 清涼飲料水 長野興農株式会社長野工場第３工場 長野県長野市差出南1丁目11番1号 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌）

新潟県 乳 農事組合法人出雲崎酪農組合 新潟県三島郡出雲崎町大字大門２６０番地１１ 牛乳（牛乳）

新潟県 乳 農事組合法人出雲崎酪農組合 新潟県三島郡出雲崎町大字大門２６０番地１１ 加工乳（加工乳）

新潟県 乳製品 農事組合法人出雲崎酪農組合 新潟県三島郡出雲崎町大字大門２６０番地１１ 発酵乳

新潟県 乳製品 農事組合法人出雲崎酪農組合 新潟県三島郡出雲崎町大字大門２６０番地１１ 乳飲料

新潟県 清涼飲料水 テーブルマーク株式会社新潟魚沼工場 新潟県南魚沼市長崎813番地3 ミネラルウォーター類

新潟県 食肉製品 丸大食品株式会社新潟工場 新潟県上越市大潟区土底浜1779番地3 加熱後包装食肉製品

新潟市 乳 株式会社塚田牛乳 新潟県新潟市江南区木津工業団地2番1号 牛乳（牛乳）

新潟市 乳 新潟県農協乳業株式会社 新潟県新潟市西蒲区称名918番地 牛乳（牛乳）

新潟市 乳 新潟県農協乳業株式会社 新潟県新潟市西蒲区称名918番地 加工乳（加工乳）

新潟市 乳製品 新潟県農協乳業株式会社 新潟県新潟市西蒲区称名918番地 乳飲料

新潟市 魚肉練り製品 一正蒲鉾株式会社本社工場 新潟県新潟市東区津島屋7丁目77号 その他の魚肉練り製品

新潟市 魚肉練り製品 伏見蒲鉾株式会社本社工場 新潟県新潟市北区新崎699番地12 その他の魚肉練り製品

新潟市 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 一正蒲鉾株式会社東港工場 新潟県新潟市北区白勢町97-4 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融）


