
 

 
 

 
 
 
 
 
 

6 食品衛生課関係 
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青森県 　（１施設、１食品群、１品目）

施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1
ニッカウヰスキー株式会社弘前工
場

青森県弘前市大字栄町２－１ 清涼飲料水
その他の清涼飲料水（密
栓・密封後殺菌）

岩手県 　（10施設、12食品群、19品目）

施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1 小岩井乳業株式会社小岩井工場 岩手県岩手郡雫石町丸谷地３６－１ 乳、乳製品
牛乳、加工乳、脱脂乳、
乳飲料

2 高梨乳業株式会社岩手工場 岩手県岩手郡葛巻町江刈１４－２１８－１ 乳 牛乳、加工乳

3 奥中山高原農協乳業株式会社 岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子１３１１－３ 乳、乳製品 牛乳、乳飲料

4 不二家乳業株式会社 岩手県一関市大東町播沢字沼田２７ 乳 牛乳

5 イワテ・プリミート株式会社 岩手県紫波郡紫波町星山字間野村６７－５ 食肉製品
加熱後包装食肉製品
包装後加熱食肉製品

6 株式会社岩手畜産流通センター 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地１２０ 食肉製品 特定加熱食肉製品

7 銀河フーズ株式会社花巻工場 岩手県花巻市南川原町１９１ 食肉製品
加熱後包装食肉製品
乾燥食肉製品

8 株式会社岩手ヤクルト工場 岩手県北上市相去町大松沢１－４５ 乳製品 乳酸菌飲料

9 全国酪農業組合連合会北福岡工場 岩手県二戸市石切所字杉の沢１－２ 乳製品 脱脂粉乳

10 株式会社湯田牛乳公社 岩手県和賀郡西和賀町小繁沢５５－１３８ 乳 牛乳、加工乳、脱脂乳

宮城県 　（６施設、７食品群、10品目）

施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1 みちのくミルク株式会社本社工場 宮城県大崎市岩出山下野目字八幡前６０－１ 乳 牛乳

2 東北グリコ乳業株式会社 宮城県加美郡加美町米泉字西原１ 乳 牛乳

3 株式会社明治　東北工場 宮城県黒川郡大和町松坂平３－１ 乳、乳製品 牛乳、乳飲料、発酵乳

4 伊藤ハムデイリー株式会社 宮城県栗原郡高清水町字来光沢２０番地 食肉製品
加熱後包装食肉製品、
包装後加熱食肉製品、
乾燥食肉製品

5 株式会社阿部蒲鉾店泉工場 宮城県仙台市泉区明通４－１０ 魚肉練り製品 その他の魚肉練製品

6 東北森永乳業株式会社仙台工場 宮城県仙台市宮城野区１－１－９ 乳 牛乳

秋田県 　（２施設、２食品群、２品目）

施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1
株式会社鳥海高原ユースパーク花
立牧場工房ミルジー

秋田県由利本荘市矢島町城内字花立６０ 乳 牛乳

2 東北森永乳業株式会社秋田工場 秋田県大館市岩瀬字上軽石野３８－１ 乳 牛乳

（１)　総合衛生管理製造過程による食品の製造等の承認施設○○○○○○
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山形県 　（11施設、11食品群、11品目）

施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1 城西牛乳株式会社 山形県山形市城西町3丁目１－５ 乳 牛乳

2 株式会社ヤガイ本社工場 山形県山形市富神台８ 食肉製品 加熱後包装食肉製品

3 株式会社ヤガイ山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 食肉製品 乾燥食肉製品

4 東北日本ハム株式会社 山形県酒田市広栄町３－１ 食肉製品 加熱後包装食肉製品

5 東北日本ハム株式会社第二工場 山形県酒田市広栄町2丁目２－２９ 食肉製品 加熱後包装食肉製品

6 東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町大字鷹の巣４８４－１
容器包装詰加
圧加熱殺菌食
品

缶詰食品

7 丸菱食品株式会社第５工場 山形県寒河江市大字寒河江字赤田６５－１ 清涼飲料水
その他の清涼飲料水（殺
菌後密栓・密封）

8 丸菱食品株式会社第８工場 山形県寒河江市大字寒河江字赤田６５－１ 清涼飲料水
その他の清涼飲料水（殺
菌後密栓・密封）

9 山形食品株式会社 山形県南陽市漆山１１７６－１ 清涼飲料水

その他の清涼飲料水（殺
菌後密栓・密封（ﾎﾟﾘｴﾁﾚ
ﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ容器製品に限
る。））

10
三和缶詰株式会社本社工場第六工
場

山形県東村山郡中山町大字長崎２２９－２
容器包装詰加
圧加熱殺菌食
品

缶詰、瓶詰以外の食品
（熱溶融）

11 奥羽乳業協同組合 山形県西村山郡河北町吉田字花ノ木２１５０－３ 乳 牛乳

福島県 　（８施設、10食品群、15品目）

施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1 東北協同乳業株式会社本宮工場 福島県安達郡本宮町大字荒井字下原１４ 乳、乳製品 牛乳、乳飲料、発酵乳

2 福島乳業株式会社 福島市飯坂町平野字上前田６－１ 乳 牛乳

3 会津中央乳業株式会社 福島県河沼郡会津坂下町大字金上字辰己１９－１ 乳 牛乳

4 株式会社ヤクルト本社福島工場 福島県福島市黒岩字遠沖１０－１ 乳製品 乳酸菌飲料、発酵乳

5 森永乳業株式会社福島工場 福島県福島市伏拝字清水内５ 乳製品
アイスクリーム、脱脂粉
乳

6 松永牛乳株式会社 福島県南相馬市原町区上渋佐字原田１５９ 乳 牛乳

7 酪王乳業株式会社本社工場 福島県郡山市大槻町字古屋敷８０－１ 乳、乳製品 牛乳、加工乳、乳飲料

8
春雪さぶーる株式会社サガミハム
白河工場

福島県白河市白坂字牛清水１０５ 食肉製品
加熱後包装食肉製品、包
装後加熱食肉製品
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検査機関の名称 登録検査機関の所在地 登録区分 検査の種類 検査施設の名称 検査施設の所在地
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項 細菌学的検査
第26条第３項 動物を用いる検査

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項 細菌学的検査
第26条第３項
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項 細菌学的検査
第26条第３項
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項
第26条第３項
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項 細菌学的検査
第26条第３項
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項 細菌学的検査
第26条第３項
第26条第１項 細菌学的検査
第26条第２項
第26条第３項
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項
第26条第３項
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項
第26条第３項
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項
第26条第３項
第26条第１項 理化学的検査
第26条第２項

第26条第３項
エヌエス環境株式会社 東京都港区西新橋３－２４－９

日本環境科学株式会社 山形県山形市高木６ 日本環境科学株式会社

エヌエス環境株式会社東
北支社

日本エコテック株式会社 東京都中央区日本橋１－２－５
日本エコテック(株)
福島分析センター

宮城県宮城野区中野字
葦畔１４０

（一社）青森県薬剤師会
　衛生検査センター

（一社）岩手県薬剤師会
　検査センター

山形県山形市松栄１－
６－６８

宮城県仙台市宮城野区
高砂１－２４－１８

青森県青森市大字野木
字山口１６４－４３

岩手県盛岡市上堂４丁
目５番３４号

宮城県仙台市泉区松森
字堤下７－１

（一財）宮城県公衆衛生
協会

山形県山形市高木６

福島県二本松市平石高
田４－２８６

福島県福島市方木田字
水戸内１９－６

（公財）福島県保健衛生
協会

（一財）日本冷凍食品検
査協会 仙台検査所

（一財）山形県理化学
分析センター

（公財）宮城県公害衛生検査
      センター

仙台市青葉区落合２丁目１５－２４
（公財）宮城県公害衛生
  検査センター

仙台市青葉区落合２丁
目１５－２４

青森県青森市浪打
１－１６－１７

岩手県盛岡市馬場町
３－１２

（一社）岩手県薬剤師会

（一社）青森県薬剤師会

（一財）宮城県公衆衛生協会
宮城県仙台市泉区松森字堤下
７－１

山形県山形市松栄
１－６－６８

福島県福島市方木田字水戸内
１９－６

（一財）山形県理化学分析
      センター

（公財）福島県保健衛生協会

（一財）日本冷凍食品検査協会
東京都港区芝大門
２－４－６

（２)　食品衛生法に基づく登録検査機関

株式会社日本微生物研究所 仙台市宮城野区扇町２丁目３－３６ （株）日本微生物研究所
仙台市宮城野区扇町２
丁目３－３６
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対象 認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

US 0251001 青森市 成邦商事株式会社 青森県青森市大字八ツ役字芦谷２６８－１ 冷凍ホタテ貝柱

US 0253001 青森県 武輪水産株式会社 青森県八戸市鮫町下手代森３２ 冷凍しめ鯖

対象 認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

EU 0251001 青森市 成邦商事株式会社 青森県青森市大字八ツ役字芦谷２６８－１ 冷凍ほたて卵付貝柱、脱穀済みほたて貝冷凍貝柱

EU 0253001AM 八戸市 地方卸売市場八戸市第３魚市場Ａ等 青森県八戸市大字白銀町字三島下108 鮮魚（さば、するめいか、さんま）

対象 認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

KR KR0015 宮城県 東洋冷蔵株式会社東北支店 宮城県仙台市泉区明通四町目８

冷凍クロマグロ（カマ、頭肉、ノド肉、ホホ肉、ビン
肉、心臓、胃袋、卵巣）、冷凍ミナミマグロ（カマ、
頭肉、ノド肉、ホホ肉、ビン肉、心臓、胃袋、卵
巣）、冷凍メバチマグロ（カマ、頭肉、ノド肉、ホホ
肉、ビン肉、心臓、胃袋、卵巣）、冷凍キハダマグロ
（カマ、頭肉、ノド肉、ホホ肉、ビン肉、心臓、胃
袋、卵巣）、冷凍メカジキ（カマ、頭肉、ノド肉、ホ
ホ肉、ビン肉、心臓、胃袋、卵巣）

KR KR0069 宮城県 株式会社サンスイ浦宿工場 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿８１－８９
冷凍キハダマグロ（頭肉、カマ、ホホ肉）、冷凍バチ
マグロ（頭肉、カマ、ホホ肉）

KR KR0083 宮城県 株式会社東北トクスイ 宮城県塩釜市新浜町３－３－１７ 冷凍マダラカマ、冷凍タラチュウ、冷凍タラチョウ

KR KR0084 宮城県
カネヨ　ロイヤリティワン　ロジスティ
クス株式会社本部事業所

宮城県塩釜市杉ノ入四丁目１－８８－８８

冷凍銀タラカマ、冷凍吉次カマ、冷凍真タラカマ、冷
凍目抜カマ、冷凍カラスカレイカマ、冷凍アトラン
ティックサーモンカマ、冷凍白鮭カマ、冷凍紅鮭カ
マ、冷凍真タラコ赤、冷凍真タラコ黒、冷凍真タラ
チュウ、冷凍タラチュウ、冷凍真タラ白子、冷凍助宗
白子、冷凍助宗子、冷凍オヒョウカマ、冷凍油ボウズ
カマ、冷凍トラウトサーモンカマ、冷凍目鉢鮪（カ
マ、ほほ肉、目肉、頭肉）、冷凍南鮪（カマ、ほほ
肉、目肉、頭肉）、冷凍本鮪（カマ、ほほ肉、目肉、
頭肉）、冷凍キハダ鮪（カマ、ほほ肉、目肉、頭
肉）、冷凍メカジキ（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）、
冷凍びんなが鮪（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）

KR KR0085 宮城県
カネヨロイヤリティワンロジスティクス
株式会社創水事業所

宮城県塩釜市新浜町一丁目２０－４１

冷凍銀タラカマ、冷凍吉次カマ、冷凍真タラカマ、冷
凍目抜カマ、冷凍カラスカレイカマ、冷凍アトラン
ティックサーモンカマ、冷凍白鮭カマ、冷凍紅鮭カ
マ、冷凍真タラコ赤、冷凍真タラコ黒、冷凍真タラ
チュウ、冷凍タラチュウ、冷凍真タラ白子、冷凍助宗
白子、冷凍助宗子、冷凍オヒョウカマ、冷凍油ボウズ
カマ、冷凍トラウトサーモンカマ、冷凍目鉢鮪（カ
マ、ほほ肉、目肉、頭肉）、冷凍南鮪（カマ、ほほ
肉、目肉、頭肉）、冷凍本鮪（カマ、ほほ肉、目肉、
頭肉）、冷凍キハダ鮪（カマ、ほほ肉、目肉、頭
肉）、冷凍メカジキ（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）、
冷凍びんなが鮪（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）

対象 認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

US,HK,SG
,CA

I-1 岩手県  株式会社岩手畜産流通センター 岩手県紫波郡紫波町犬淵字南谷地１２０  牛肉

指定年月
日

検査施設の名称 検査施設の所在地 指定検査機関の所在地

平成４年
３月５日

（一社）岩手県獣医師会食鳥検査セン
ター

岩手県盛岡市中央通３－７－２４ 岩手県盛岡市中央通３－７－２４

平成15年
３月14日

（公社）青森県県獣医師会食鳥検査セン
ター

青森県八戸市根城６－２２－２２ 青森県青森市松原２－８－２

検査機関の名称

（一社）岩手県獣
医師会

（公社）青森県獣
医師会

（３）対米輸出水産加工認定施設

味付数の子、味付ほっき、黄金いい蛸
味付いい蛸、えびっこ風味味っこ梅US 0771001 福島県 株式会社中外フーズ 福島県伊達郡梁川町やながわ工業団地１－１

（７）食鳥処理事業規制及び食鳥検査に関する法律に基づく指定検査機関

（６）対米、対香港、対シンガポール及び対カナダ輸出食肉認定施設

（４）対ＥＵ輸出水産食品加工認定施設

（５）対韓国輸出水産食品加工認定施設

-124-



 
 

（８）平成 28 年度 食品衛生課に関係する会議等の状況○○○○○○○○ 

 

○平成 28年５月 24 日（於：仙台市） 

第 12 回東北ブロック食品表示連絡会議 

（東北の各公共団体） 

 

○平成 28年５月 25 日、26 日（於：厚生労働省） 

平成 28 年度食品安全行政講習会  

（厚生労働省、地方自治体、地方厚生局、検疫所） 

 

○平成 28年５月 27 日（於：厚生労働省） 

平成 28 年度食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会  

 （厚生労働省、地方自治体、地方厚生局、検疫所） 

 

○平成 28年６月７日（於：東北厚生局） 

平成 28 年度健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告等の監視指導に関

する実施研修会 

（東北の各公共団体） 

 

○平成 28年９月９日（於：厚生労働省） 

 平成 28 年度地方厚生局食品衛生監視員研修会（食中毒等に係る調整業務  

 （厚生労働省、地方厚生局） 

 

○平成 28年９月 14 日～16 日（於：秋田県） 

 平成 28 年度 HACCP 指導者養成研修会（上半期） 

 （厚生労働省、北海道及び東北管内の自治体、北海道厚生局、東北厚生局） 

 

○平成 28年 10 月６日（於：仙台市） 

第２回輸出促進連絡会議 

 （東北の各公共団体） 

 

○平成 28年 10 月 17～28 日（於：国立保健医療科学院） 

 平成 28 年度食品衛生監視指導研修 

 （厚生労働省、地方自治体、地方厚生局、検疫所） 

 

○平成 28年 10 月 27 日、28 日（於：東京都） 

 平成 28 年度全国食品衛生監視員研修会 

（厚生労働省、地方自治体、地方厚生局等） 

 

-125-



 
 

○平成 28年 11 月７日（於：東北厚生局） 

 平成 28 年度 HACCP 普及推進地方連絡協議会 

（厚生労働省、東北管内の自治体、東北厚生局） 

 

○平成 28年 11 月８日～10 日（於：北海道札幌市） 

 平成 28 年度 HACCP 指導者養成研修会（下半期） 

（厚生労働省、北海道及び東北管内の自治体、北海道厚生局、東北厚生局） 

 

○平成 28年 11 月 15 日、16 日（於：宮崎県） 

 平成 28 年度対米等牛肉輸出に係る関係県会議 

（厚生労働省、地方厚生局、岩手県、群馬県、岐阜県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、

その他各自治体） 

 

○平成 28年 11 月 22 日（於：仙台市） 

 平成 28 年度地域連携 HACCP 導入事業報告会 

（仙台市、東北厚生局） 

 

○平成 28年 11 月 30 日（於：仙台市） 

 平成 28 年度東北６県食品表示監視協議会法令研修会 

（東北の各公共団体） 

 

○平成 28年 12 月１日（於：厚生労働省） 

 食鳥処理の指定検査機関の指定・監督権限の移譲に関する説明会 

（厚生労働省、地方自治体、地方厚生局） 

 

○平成 28年 12 月８日、９日（於：大崎市） 

 平成 28 年度 HACCP システムに係る食品衛生監視員東北ブロック講習会 

（東北管内自治体、東北厚生局） 

 

○平成 28年 12 月 14 日（於：仙台市） 

第 14 回東北ブロック食品表示連絡会議 

（東北の各公共団体） 

 

○平成 29年１月 23 日～２月 10 日（於：国立保健医療科学院） 

平成 28 年度食品衛生危機管理研修 

（厚生労働省、地方自治体、地方厚生局等） 
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○平成 29年１月 23 日（於：厚生労働省） 

平成 28 年度食肉衛生技術研修会・衛生発表会 

（厚生労働省、地方自治体、地方厚生局等） 

 

○平成 29年１月 30 日（於：東京都） 

平成 28 年度 HACCP 普及推進中央連絡協会議会 

（厚生労働省、地方自治体、地方厚生局） 

 

○平成 29年２月 10 日（於：山形県） 

平成 28 年度獣医公衆衛生研修会（山形県） 

（山形県、東北厚生局食品衛生課） 

 

○平成 28年３月１日（於：厚生労働省） 

平成 28 年度全国生活衛生・食品安全関係主管課長会議 

（厚生労働省、都道府県食品衛生主管課長、地方厚生局食品衛生課長） 

 

○平成 29年３月２日（於：厚生労働省） 

平成 28 年度地方厚生局食品衛生課長会議 

（厚生労働省、地方厚生局食品衛生課長） 

 

○平成 28年３月８日（於：仙台市） 

平成 28 年度地域連携 HACCP 導入実証事業による報告会 

（仙台市、東北厚生局） 

 

○平成 29年３月 10 日（於：青森県） 

食肉衛生検査所における HACCP 研修会 

（青森県、地方厚生局） 
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