製 造 基 準 適 合 確 認 事 業 場 一 覧
１

製造に係るもの
平成３１年４月１９日現在

事業場の名称
網走水産飼料加工協同組合
池下産業株式会社 飼料工場

事業場の所在地
北海道網走市能取港町２丁目５番地
北海道広尾郡広尾町字茂寄１２７－４

製造品目
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成17年09月06日
平成17年06月09日

井原水産株式会社

北海道小樽市銭函３丁目２６３－２３

魚介類由来たん白質

平成19年04月18日

北海道白老郡白老町字虎杖浜３８番地の２
北海道稚内市はまなす４丁目５８４番１
北海道稚内市はまなす５丁目３番３号

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年05月17日
平成26年05月21日
平成17年10月31日

備

[平成19年03月23日] 書換
ほしみ工場

[平成20年03月28日] 取消
有限会社胆振協同ミール
株式会社カタクラフーズ
株式会社カタクラフーズ

食品工場
本社工場

[平成21年04月21日] 書換
[平成28年05月06日] 変更確認
[平成30年07月19日] 変更確認
金井漁業株式会社

ミール工場

北海道釧路市新富士５丁目２－９

魚介類由来たん白質

平成17年05月17日
[平成18年11月28日] 書換
[平成25年07月24日] 取消

環境創研株式会社

本社工場

北海道函館市大町１３番１号

函館市臨海研究所２Ｆ

魚介類由来たん白質

平成23年10月26日
[平成25年09月05日] 取消

株式会社釧路ハイミール

北海道釧路市大楽毛８番地１０

魚介類由来たん白質

平成17年05月17日

広洋水産株式会社 ミール工場
小西畜肉株式会社 豊田工場
小部産業株式会社 厚別工場
サホロ畜産事業協同組合
株式会社ジャパンバイオファーム
循環システム事業協同組合
根室再生利用事業所

北海道白糠郡白糠町庶路甲区６番地５８４
北海道北見市豊田１９３番地１
北海道札幌市厚別区厚別町山本２４６７番地１
北海道上川郡新得町字上佐幌西３線４９番地２
北海道紋別市渚滑町３丁目１８番地
北海道根室市花咲港３７４番地２

魚介類由来たん白質
動物性油脂
動物性油脂
動物性油脂
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成29年06月27日
平成16年04月15日
平成16年04月15日
平成16年04月30日
平成21年02月03日
平成17年07月07日

北海道余市郡余市町梅川町６７１番地
北海道苫前郡羽幌町汐見４８番地１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年09月06日
平成21年04月15日

[平成20年06月13日] 書換

高野冷凍株式会社
有限会社髙本水産

紋別支社

後志ホールミール工場
魚粕工場

[平成23年10月13日] 取消

[平成29年05月09日] 取消
多田商店
株式会社中央食鶏 飼料工場
十勝農業協同組合連合会 十勝化成工場

北海道函館市日乃出町１８－１４
北海道三笠市本町４番地１
北海道河西郡中札内村元札内東２線５１番地

魚介類由来たん白質
チキンミール
動物性油脂

平成17年07月07日
平成23年05月06日
平成16年04月15日
[平成18年09月28日] 書換
[平成20年07月23日] 書換

日本化学飼料株式会社

紋別工場

北海道紋別市渚滑町３丁目１８番地

魚介類由来たん白質

平成17年08月08日
[平成21年02月03日] 取消

日本フードパッカー株式会社

道南工場

北海道二海郡八雲町立岩３５６

血粉(豚)

平成22年05月20日
[平成22年08月11日] 変更確認
[平成28年01月28日] 取消
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考

事業場の名称
日本ホワイトファーム株式会社
知床食品工場 化成品課

事業場の所在地
北海道網走市能取港町２丁目４番地５

製造品目
チキンミール

確認年月日
平成17年08月18日

備

考

[平成22年08月20日] 書換
[平成29年05月10日] 変更確認
フェザーミール

平成17年08月18日
[平成22年08月20日] 書換

豚肉骨粉

平成17年08月18日

動物性油脂

平成17年09月14日

[平成22年08月20日] 書換
[平成22年08月20日]
[平成25年05月15日]
[平成26年05月13日]
[平成29年05月10日]
パウダル食材工業株式会社
株式会社日高ミール
株式会社藤井水産 本社工場

北海道函館市港町３丁目１８番７号
北海道浦河郡浦河町字月寒１８０番地２
北海道根室市岬町４丁目１０番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年07月07日
平成22年05月20日
平成18年01月11日

株式会社藤井水産

北海道根室市花咲港３７４－３

魚介類由来たん白質

平成18年01月11日

有限会社藤富産業

北海道紋別郡湧別町東１１２８番地

動物性油脂

平成16年04月15日

プライフーズ株式会社
北海道伊達レンダリング工場

北海道伊達市北黄金町１２３の３０

チキンミール

平成17年08月08日

書換
変更確認
変更確認
変更確認

[平成22年01月21日] 取消
花咲工場

[平成22年01月21日] 取消
[平成21年11月06日] 書換

フェザーミール

動物性油脂

北央化製事業協同組合
北天ハイミール株式会社
株式会社北海ケミカル 第一工場
株式会社北海ケミカル 第二工場

北海道空知郡南幌町南７線西１５番地
北海道茅部郡森町字砂原６丁目１３番地４
北海道標津郡標津町北９条西１丁目４番地１
北海道標津郡標津町北９条西１丁目４番地１

株式会社北海道畜産公社
道央事業所 上川工場

北海道旭川市東鷹栖６線１２号５１３５番地

株式会社北海道畜産公社
道央事業所 早来工場

北海道勇払郡安平町字遠浅６９５番地

動物性油脂
魚介類由来たん白質
動物性油脂
豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂
動物性油脂

[平成19年08月31日]
[平成20年08月25日]
[平成21年05月26日]
[平成23年05月06日]
[平成23年10月26日]
[平成25年04月01日]

書換
書換
書換
書換
変更確認
変更届（事業場名変更）

[平成19年08月31日]
[平成20年08月25日]
[平成21年05月26日]
[平成23年05月06日]
[平成23年10月26日]
[平成25年04月01日]

書換
書換
書換
書換
変更確認
変更届（事業場名変更）

[平成19年08月31日]
[平成20年08月25日]
[平成21年05月26日]
[平成23年05月06日]
[平成23年10月26日]
[平成25年04月01日]

書換
書換
書換
書換
変更確認
変更届（事業場名変更）

平成17年08月08日

平成16年04月15日

平成16年04月15日
平成17年07月07日
平成17年10月20日
平成18年02月23日
平成17年10月11日
平成16年04月15日
[平成25年06月11日] 変更届（事業場名変更）

動物性油脂

平成16年04月12日
[平成18年07月07日] 書換

- 2 -

事業場の名称
北海道道南畜産事業協同組合

事業場の所在地
北海道茅部郡森町字姫川１２０番地２８

製造品目
豚肉骨粉
動物性油脂

確認年月日
平成19年11月13日
平成16年04月15日

備

考

[平成19年09月18日] 変更確認
松居商店

北海道函館市高松町３６７

魚介類由来たん白質

平成17年11月14日
[平成19年02月07日] 書換
[平成19年12月26日] 取消

株式会社マルイ 本社工場
株式会社丸一和田商店
株式会社マルエム産業 根室工場

北海道紋別市北浜町２丁目４番１０号
北海道紋別市渚滑町２丁目４１０６番地
北海道根室市北浜町１丁目１９番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年08月08日
平成17年08月08日
平成27年06月24日
[平成30年03月22日] 取消

株式会社マルサ笹谷商店 ミール工場
株式会社モリタン 紋別支店

北海道釧路市大楽毛８番地１９
北海道紋別市北浜町１丁目１－３８

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年07月07日
平成17年08月08日

矢田水産加工有限会社
株式会社ヤマイチ水産

北海道岩内郡岩内町字敷島内６４６
北海道紋別市渚滑町７丁目４６番地２

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年10月31日
平成17年08月08日

青森県八戸市大字白銀町字州賀端６４番地８３

魚介類由来たん白質

平成25年08月13日

[平成19年11月13日] 書換
魚粕製造工場

[平成21年11月09日] 書換
環境創研株式会社

八戸工場

[平成26年01月06日] 取消
三共理化工業株式会社

上北工場

青森県上北郡七戸町字貝塚家の前７７－４

フェザーミール

平成17年09月07日

三共理化工業株式会社

八戸工場

青森県八戸市大字市川町字下揚４５番地６０号

チキンミール

平成17年10月11日

豚鶏混合肉骨粉

平成18年04月27日

動物性油脂

平成16年04月15日

[平成22年07月16日] 書換
[平成22年07月16日] 書換
[平成22年07月16日] 書換
[平成22年07月16日]
[平成26年05月23日]
[平成27年01月19日]
[平成27年08月11日]
有限会社島守水産加工所
第一ブロイラー株式会社

百石工場

豚蒸製骨粉
魚介類由来たん白質
チキンミール

青森県八戸市大字市川町字下揚４９－９
青森県上北郡おいらせ町一川目四丁目８３番地１

書換
変更確認
牛処理ライン取消
変更確認（牛処理ライン交付）

平成28年05月13日
平成17年07月05日
平成17年06月09日
[平成18年06月15日] 書換
[平成19年08月07日] 書換
[平成20年04月14日] 取消

フェザーミール

平成17年06月09日
[平成18年06月15日] 書換
[平成19年08月07日] 書換
[平成20年04月14日] 取消

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成19年08月07日] 書換
[平成20年04月14日] 取消

日本フードパッカー株式会社

青森工場

青森県上北郡おいらせ町松原二丁目１３２－１

チキンミール

平成17年07月05日

豚肉骨粉

平成18年04月27日

[平成18年06月15日] 書換
[平成21年11月09日] 取消
豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂

平成21年08月28日
平成16年04月15日
[平成18年06月15日] 書換
[平成25年04月11日] 変更確認

株式会社ダイニチ

八戸工場

青森県八戸市大字白銀町字州賀端６４番地８３

魚介類由来たん白質

平成26年01月06日
[平成26年11月26日] 変更確認
[平成31年04月19日] 取消

株式会社ダイニチ

八戸工場

青森県八戸市白銀町洲賀端７５－１

魚介類由来たん白質
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平成31年04月04日

事業場の名称
八戸水産飼料株式会社 八戸工場

事業場の所在地
青森県八戸市江陽四丁目５番１４号

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成18年01月11日

プライフーズ株式会社 百石工場

青森県上北郡おいらせ町一川目四丁目８３番地１

チキンミール

平成20年04月14日

備

考

[平成20年10月27日] 取消
[平成25年04月01日] 変更届（事業場名変更）
[平成27年01月15日] 変更確認
[平成27年06月10日] 変更確認
フェザーミール

平成20年04月14日
[平成25年04月01日] 変更届（事業場名変更）
[平成27年01月15日] 変更確認
[平成27年06月10日] 変更確認

動物性油脂

平成20年04月14日
[平成25年04月01日] 変更届（事業場名変更）
[平成27年01月15日] 変更確認
[平成27年06月10日] 変更確認

有限会社丸三三浦商店
丸光水産株式会社 団地工場
丸光水産株式会社 本社工場
株式会社アマタケ レンダリングプラント

青森県八戸市大字市川町字下揚４９番地７
青森県八戸市大字市川町字下揚４５－６４
青森県八戸市諏訪二丁目２６番１６号
岩手県大船渡市大船渡町字堀川１番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
チキンミール

平成17年11月14日
平成17年11月14日
平成17年07月05日
平成21年03月23日
[平成23年12月07日] 取消

フェザーミール

平成21年03月23日
[平成23年12月07日] 取消

動物性油脂

平成21年03月23日
[平成23年12月07日] 取消

株式会社アマタケ

レンダリングプラント

岩手県大船渡市大船渡町字砂森１－３７

岩手県化製油脂協同組合

岩手県花巻市高松第６地割４７番地

株式会社Ａ．Ｂ．Ｃ．フーズ
レンダリングプラント

岩手県大船渡市大船渡町字堀川１番地

チキンミール
フェザーミール
動物性油脂
チキンミール
フェザーミール
豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂
チキンミール

平成24年10月23日
平成24年10月23日
平成24年10月23日
平成29年11月16日
平成29年11月16日
平成29年11月16日
平成29年11月16日
平成17年08月08日
[平成21年03月23日] 取消

フェザーミール

平成17年08月08日
[平成21年03月23日] 取消

動物性油脂

平成16年04月15日

チキンミール

平成17年11月14日

[平成21年03月23日] 取消
太田油脂産業株式会社

東北工場

岩手県花巻市高松第６地割４７番地

[平成18年08月23日]
[平成21年02月17日]
[平成24年02月03日]
[平成29年11月16日]
フェザーミール

変更確認
取消
再交付
取消

平成17年11月14日
[平成22年02月17日] 書換
[平成29年11月16日] 取消

豚鶏混合肉骨粉

平成19年11月08日
[平成20年12月25日] 変更確認
[平成29年11月16日] 取消

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年06月26日] 変更確認
[平成29年11月16日] 取消

株式会社久慈フィッシュミール

岩手県久慈市長内町４０－１９－５

魚介類由来たん白質

平成17年10月31日
[平成25年01月15日] 変更確認
[平成31年01月18日] 変更届（事業場名変更）
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事業場の名称
住田フーズ株式会社 レンダリング施設

事業場の所在地
岩手県気仙郡住田町世田米字火石１－３

株式会社𣳾興商事

岩手県大船渡市大船渡町字欠ノ下向１番１３

フィッシュミール工場

製造品目
チキンミール
フェザーミール
動物性油脂
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成20年03月31日
平成20年03月31日
平成20年03月31日
平成27年03月03日

備

[平成28年01月27日] 変更確認
東北化製事業協同組合

江刺工場

岩手県奥州市江刺区稲瀬字佐野１４番１号

豚鶏混合肉骨粉

平成18年11月20日
[平成22年04月30日] 取消
[平成22年09月29日] 再交付

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年09月28日] 書換

株式会社丸才 水産廃棄物等処理施設
株式会社丸辰カマスイ 水海食品工場
宮古水産加工業協同組合
魚腸骨処理センター

岩手県宮古市田老字西向山１０－２
岩手県釜石市両石町第４地割３８番地９
岩手県宮古市田老字西向山１６－１

陸前高田市農業協同組合
未利用資源飼料化施設

岩手県気仙郡住田町世田米字火石１－３

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成29年06月27日
平成26年02月28日
平成17年08月08日
[平成19年08月07日] 書換
[平成22年07月16日] 書換
[平成24年05月14日] 取消

チキンミール

平成17年07月05日
[平成18年07月07日] 書換
[平成20年03月31日] 取消

フェザーミール

平成16年04月15日
[平成18年07月07日] 書換
[平成20年03月31日] 取消

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年07月07日] 書換
[平成20年03月31日] 取消

石巻魚糧工業株式会社
株式会社稲井 塩釜工場

宮城県石巻市松並一丁目５番地２
宮城県塩釜市新浜町３丁目２５番１４号

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年08月08日
平成19年01月11日
[平成27年11月25日] 変更確認

有限会社カネト水産 塩釜工場
株式会社木の屋石巻水産

宮城県塩釜市新浜町三丁目２２番１９号
宮城県石巻市魚町１丁目１１－４

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年02月22日
平成17年11月14日

株式会社木の屋石巻水産
株式会社共生資源研究所

宮城県石巻市魚町一丁目１１番地の４
宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目２－１１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成28年09月23日
平成23年01月19日

[平成25年01月18日] 取消
本社工場

[平成24年11月08日] 取消
協同フイッシュミール工業株式会社
石巻事業所

宮城県石巻市魚町１丁目３０番２号

気仙沼センター水産加工業協同組合
フイッシュミール工場

宮城県気仙沼市朝日町１１番４

コミュニケーション・リンク株式会社 扇町工場

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目２番地１１号
宮城県気仙沼市川口町２丁目１０６番地

三陸飼料株式会社

魚介類由来たん白質

平成17年06月09日
[平成19年01月29日]
[平成20年12月19日]
[平成22年10月22日]
[平成24年05月09日]
[平成25年05月01日]
[平成25年07月24日]

魚介類由来たん白質

書換
変更確認
書換
変更確認
変更確認
変更確認

平成17年09月06日
[平成24年09月25日] 変更確認

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成24年11月27日
平成17年09月06日
[平成24年09月20日] 変更確認
[平成24年12月25日] 変更確認

三陸フイッシュミール株式会社
魚町事業所

宮城県石巻市魚町１丁目２番７号

魚介類由来たん白質

平成17年12月27日

塩釜水産飼料株式会社

宮城県塩釜市新浜町３丁目２５番３号

魚介類由来たん白質

平成17年11月14日

[平成25年01月18日] 取消
[平成20年06月13日] 書換
[平成26年03月20日] 変更確認
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考

太協物産株式会社

事業場の名称
長浜事業所

事業場の所在地
宮城県石巻市魚町一丁目１１番３号

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成17年09月06日

宮城県石巻市川口町二丁目四番３９号

魚介類由来たん白質

平成18年09月13日

宮城県柴田郡柴田町大字槻木字萱ケ崎６３－１

魚介類由来たん白質

平成17年01月19日

宮城県塩釜市新浜町３丁目２５番１４号

魚介類由来たん白質

平成17年08月08日

備

考

[平成24年10月24日] 変更確認
大洋エーアンドエフ株式会社

石巻食品工場

[平成26年02月25日] 取消
マルトモ株式会社

仙台工場

[平成25年04月11日] 取消
宮城魚糧工業株式会社

[平成19年01月11日] 取消
ユニオン商事株式会社

雨宮産業株式会社

魚町工場

宮城県石巻市魚町１丁目２－３

本社工場

山形県鶴岡市大字大宝寺字立野４７８－５４

チキンミール
フェザーミール
動物性油脂
動物性油脂

平成17年10月11日
平成17年10月11日
平成16年04月15日
平成16年04月15日

山形県鶴岡市下川字五百刈１１６

魚介類由来たん白質

平成25年05月09日

茨城県神栖市砂山２６２６番地３７

豚鶏混合肉骨粉

平成19年02月20日

[平成22年08月20日] 取消
社会福祉法人月山福祉会
障害福祉サービス事業作業所月山
株式会社関東ケミカル

[平成27年03月04日] 変更確認
[平成21年02月25日] 取消
[平成21年06月02日] 再交付

有限会社古河鶴商店

動物性油脂
魚介類由来たん白質

茨城県神栖市波崎町８６０６－３

平成17年03月08日
平成17年05月31日
[平成23年01月27日] 書換

さしま食品加工協同組合

工場

茨城県猿島郡境町大字大歩１５５１番地１

チキンミール

平成17年07月07日
[平成17年10月20日] 書換

フェザーミール

平成17年07月07日
[平成17年10月20日] 書換

動物性油脂

平成17年07月07日
[平成17年10月20日] 書換
[平成21年07月03日] 変更確認
[平成22年08月11日] 変更確認

株式会社髙木商店

ミール工場

茨城県神栖市波崎町８７０４番地の１

魚介類由来たん白質

平成17年07月01日

栃木県宇都宮市下川俣町２１１番地
栃木県栃木市大塚町２４３６

豚鶏混合蒸製骨粉
魚介類由来たん白質

平成24年03月26日
平成22年02月23日

[平成21年07月03日] 取消
栃木県レンダリング事業協同組合
株式会社Mizkan 栃木工場

[平成23年05月06日] 書換
[平成26年03月01日] 変更届（事業場名変更）
[平成29年03月01日] 変更届（事業場名変更）
株式会社群馬県化成産業

群馬県前橋市荒口町１５０－１

動物性油脂

平成16年04月15日

豚鶏混合肉骨粉

平成18年10月06日

[平成26年11月13日] 変更届（事業場名変更）
[平成19年03月09日] 取消
[平成19年04月17日] 再交付
ヤマギシズム生活榛名実顕地農事組合法人
駒形食品株式会社
三幾飼料工業株式会社 草加工場
株式会社筒屋 飼料工場

群馬県吾妻郡東吾妻町大字大戸４７８１－１９
埼玉県草加市弁天５－３１－２０
埼玉県草加市松江３丁目１３番９号
埼玉県春日部市大字赤沼７０４番地２

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成23年03月08日
平成17年12月14日
平成17年10月31日
平成17年07月01日
[平成23年09月07日] 変更届（事業場名変更）

長谷川香料株式会社

深谷事業所

深谷工場

埼玉県深谷市幡羅町１－１３－２

魚介類由来たん白質

平成22年02月23日
[平成28年10月19日] 変更確認

株式会社藤沢商事

第四工場

埼玉県熊谷市問屋町３丁目１番３号

魚介類由来たん白質

平成26年10月22日
[平成29年12月25日] 取消

株式会社池口喜一郎商店

千葉県銚子市三崎町２－２１２２

魚介類由来たん白質

平成17年12月14日
[平成25年07月04日] 取消
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事業場の名称
株式会社イーストウエストナビゲーションリミ
テッド 所属 トロール漁船 福栄丸

事業場の所在地
千葉県我孫子市我孫子二丁目３番１２０１号

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成18年10月17日

千葉県銚子市笠上町３４０８
千葉県銚子市小浜町２９５２
千葉県野田市今上２４６２番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年09月06日
平成17年07月07日
平成20年03月07日

株式会社エマック
株式会社カネモト海産
株式会社鞍橋

千葉県銚子市明神町１－１９６
千葉県山武郡九十九里町片貝６９２８番地の１０８
千葉県銚子市長塚町３丁目１４１番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年12月14日
平成16年11月29日
平成17年12月27日

千葉県銚子市三宅町３丁目２１０５番２

魚介類由来たん白質

平成17年09月06日

[平成29年04月01日] 変更届（事業場名変更）

[平成28年07月26日] 変更確認
有限会社常総企画

三宅工場

[平成21年09月30日] 変更確認
[平成26年07月07日] 取消
株式会社鈴栄商事
鈴木仁三株式会社
千葉化学株式会社

千葉県銚子市長塚町２－３５
千葉県銚子市長塚町２－３５
千葉県銚子市三崎町３丁目７７

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年12月14日
平成17年12月14日
平成17年11月29日
[平成20年12月12日] 書換
[平成22年10月13日] 書換
[平成23年02月24日] 取消

千葉化学株式会社

第二工場

千葉県銚子市三崎町３丁目７１－２

フェザーミール

平成18年05月25日
[平成20年12月12日] 書換
[平成22年10月13日] 書換

中央飼料株式会社 本社工場
日栄飼料株式会社 本社工場
平野飼糧 化製工場

千葉県成田市南羽鳥松ヶ下５７０番１３
豊住工業団地
千葉県山武郡九十九里町田中荒生１４９１－４８
千葉県旭市仁玉１４７８番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
動物性油脂

平成17年09月06日
平成17年08月11日
平成16年04月15日

株式会社山本忠吉商店

千葉県銚子市三崎町３丁目７７

フェザーミール

平成17年03月30日

大島油脂株式会社 本社工場
有限会社川口油脂工業所

東京都荒川区荒川１丁目１３番１０号
東京都武蔵村山市中央２丁目１４５番地の１

動物性油脂
動物性油脂

平成16年04月15日
平成16年04月15日

[平成19年03月23日] 取消
[平成22年10月12日] 取消

[平成18年03月13日] 書換
[平成21年09月01日] 変更確認
東京製油協同組合

東京都西多摩郡瑞穂町二本木４３３－２
東京都墨田区東墨田１－９－１
東京都千代田区大手町二丁目６番２号

豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂
動物性油脂
魚介類由来たん白質

平成18年07月13日
平成17年04月18日
平成18年12月19日
平成19年06月15日

東京レンダリング協同組合 Ｃ棟
日本水産株式会社
所属 トロール漁船 新髙丸
日本水産株式会社
トロール漁船 第八鴻洋丸

東京都千代田区大手町二丁目６番２号

魚介類由来たん白質

平成16年01月09日

富士化学株式会社

東京都西多摩郡瑞穂町二本木４３３－２

牛肉骨粉

平成27年08月05日

東京都中央区豊海町４－１８

豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂
魚介類由来たん白質

平成18年07月13日
平成16年04月15日
平成15年12月25日

[平成26年07月07日] 取消
[平成17年08月08日] 取消
[平成28年04月13日] 取消

マルハトロール株式会社

第５地洋丸

[平成17年04月20日] 取消
味の素株式会社

川崎工場

神奈川県川崎市川崎区鈴木町１－１

魚介類由来たん白質

平成19年08月28日
[平成22年08月20日] 書換
[平成31年04月17日] 取消

味の素食品株式会社
株式会社鈴木油脂

川崎工場

神奈川県川崎市川崎区鈴木町１－１
神奈川県伊勢原市石田７９８番地

魚介類由来たん白質
豚肉骨粉

平成31年04月17日
平成19年02月20日
[平成28年08月03日] 取消

丸隆水産有限会社
湘南香料株式会社
信陽製油株式会社

本社工場
山梨工場
本社工場

考

[平成21年11月09日] 書換
[平成26年07月07日] 取消

有限会社伊勢水産飼料 ミール工場
伊藤飼料株式会社 小浜工場
キッコーマンフードテック株式会社
江戸川工場
本社工場

備

神奈川県藤沢市遠藤２０２１－２２
山梨県北杜市須玉町若神子字大小久保４５６６－６０
山梨県中巨摩郡昭和町上河東４０１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
動物性油脂
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平成30年10月31日
平成17年10月31日
平成16年04月15日

事業場の名称
株式会社テンヨ武田 製品本部

事業場の所在地
山梨県中央市高部１９２１－８

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成17年05月31日

備
[平成19年02月07日] 書換
[平成28年08月05日] 取消

大日興産株式会社

新潟工場

拓洋水産工業株式会社

新潟県新潟市北区太夫浜字向山３３０８－４

工場

豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂
魚介類由来たん白質

新潟県糸魚川市大字藤崎５８１番地

平成27年09月04日
平成27年09月04日
平成15年12月25日
[平成17年11月29日] 書換
[平成25年07月04日] 取消

ティアンドエス食品株式会社

本社工場

新潟県新潟市北区太夫浜字向山３３０８番４

豚鶏混合肉骨粉

平成23年01月11日
[平成24年09月24日] 取消

新潟県化製興業株式会社

新潟県長岡市大沼新田５９９番地

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年02月14日]
[平成19年02月26日]
[平成19年08月28日]
[平成21年08月03日]
[平成28年04月13日]

チキンミール

平成25年03月13日

フェザーミール

平成25年03月13日

新潟県五泉市村松工業団地２丁目１６４６番地４

魚介類由来たん白質

平成19年12月21日

静岡県静岡市清水区横砂南町４番３５号
静岡県静岡市清水区蒲原５３７８－１２

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年07月01日
平成20年08月08日

書換
変更確認
書換
書換
変更確認

[平成28年04月13日] 変更確認
[平成28年04月13日] 変更確認
日本アフセップ株式会社

五泉飼料工場

[平成24年06月25日] 取消
伊豆川飼料株式会社
株式会社カネジョウ

日の出工場

[平成28年01月05日] 取消
川口物産株式会社

静岡県静岡市駿河区広野２７０７番地

魚介類由来たん白質

平成15年12月25日
[平成18年04月25日] 書換
[平成25年07月31日] 取消

有限会社鈴正

静岡県焼津市方ノ上５２１番地の１

魚介類由来たん白質

平成17年11月29日
[平成20年11月12日] 変更確認

有限会社善食

静岡県藤枝市築地６３４番地

魚介類由来たん白質

平成18年06月06日
[平成23年08月24日] 取消

株式会社太陽商会
有限会社中谷商店 団地工場
有限会社中谷商店 吉田工場
ニッピコラーゲン工業株式会社

芝川工場

静岡県焼津市八楠６６０
静岡県焼津市惣右衛門１１３３－４
静岡県榛原郡吉田町住吉４２９３－２
静岡県富士宮市上柚野３９５－１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
コラーゲン

平成17年11月29日
平成27年06月24日
平成28年03月08日
平成17年10月24日
[平成23年02月24日] 書換

ニッピコラーゲン工業株式会社
協同組合沼津水産開発センター

富士宮工場

静岡県富士宮市弓沢町１番地
静岡県沼津市本字千本港口１９０１番地１８

コラーゲン
魚介類由来たん白質

平成17年10月24日
平成17年05月31日

静岡県焼津市惣右衛門稗島１２２５－８

魚介類由来たん白質

平成17年07月25日

[平成22年10月22日] 書換
はごろもフーズ株式会社

バイオプラント

[平成19年08月08日] 書換
[平成24年10月19日] 変更確認
浜福飼料有限会社
平金産業株式会社

飼料製造工場
静岡工場

静岡県榛原郡吉田町川尻３１３８－２９
静岡県静岡市駿河区豊田二丁目９番１７号

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年10月31日
平成17年10月31日
[平成23年02月24日] 変更確認
[平成23年02月24日] 書換

株式会社藤七

静岡県静岡市清水区蒲原東１７番地

魚介類由来たん白質

平成17年12月14日

静岡県焼津市田尻３００１番地の３

魚介類由来たん白質

平成17年07月25日

静岡県焼津市大覚寺３１９－９

魚介類由来たん白質

平成17年11月29日

[平成21年11月09日] 書換
マルエム産業株式会社

本社工場

[平成22年04月14日] 取消
株式会社ミズカミ

飼料工場

- 8 -

考

事業場の名称
株式会社焼津ミール

事業場の所在地
静岡県焼津市田尻１８５５番地の２６

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成17年11月29日

備

考

[平成24年05月09日] 変更確認
[平成24年10月19日] 変更確認
株式会社焼津ミール 田尻事業所
協同組合焼津水産加工センター 化成工場

静岡県焼津市田尻３００１番地の３
静岡県焼津市惣右衛門１１９７－７

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成22年04月14日
平成19年01月19日
[平成22年04月14日] 変更確認
[平成30年04月26日] 変更確認

株式会社かつお技術研究所
菱清産業株式会社 飼料工場

静岡県焼津市宗右衛門１３２０－１
静岡県静岡市清水区由比町屋原１９２番地の４

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成30年08月31日
平成17年12月27日
[平成23年02月07日] 書換

三友商事有限会社

荒俣工場

富山県滑川市荒俣２５番地

魚介類由来たん白質

平成17年09月06日
[平成19年11月09日] 書換
[平成26年11月26日] 変更確認
[平成27年01月05日] 変更確認

協同組合金沢ミートプロダクツ
天狗中田産業株式会社 才田工場

石川県金沢市才田町戊３２１番地７
石川県金沢市才田町戊３２１－７

株式会社室次

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１
福井県立大学内バイオインキュベーションセンター
岐阜県瑞浪市山田町２０２１番地

研究室

株式会社十味惣

瑞浪工場

動物性油脂
チキンミール
動物性油脂
魚介類由来たん白質

平成16年04月15日
平成17年04月18日
平成16年04月15日
平成27年03月27日
[平成27年06月12日] 変更確認

魚介類由来たん白質

平成21年09月29日
[平成26年07月16日] 取消

味噌平醸造株式会社 本社工場
愛知化製事業協業組合

岐阜県加茂郡八百津町八百津４５０１番地
愛知県あま市西今宿平割四７８番地

魚介類由来たん白質
豚鶏混合肉骨粉

平成23年04月07日
平成19年01月19日

動物性油脂

平成16年04月15日

魚介類由来たん白質

平成17年07月14日

[平成22年05月20日] 書換
[平成22年05月20日] 書換
イチビキ株式会社

第２工場

愛知県東海市高横須賀町鳥帽子３５の１

[平成28年07月05日] 変更確認
株式会社インフィニティ研究所
有限会社金子あらや商店

一宮工場

愛知県一宮市丹陽町外崎字江西５９８番地２
愛知県豊橋市大岩町字大穴１０４番地の１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成30年09月27日
平成17年10月31日
[平成28年11月14日] 変更確認
[平成28年12月14日] 変更確認

公益財団法人魚アラ処理公社

愛知県弥富市楠三丁目７番地３

魚介類由来たん白質

平成17年07月14日
[平成18年11月21日]
[平成22年06月16日]
[平成25年04月01日]
[平成28年10月11日]
[平成30年04月02日]

株式会社ダイトウフーズ

愛知県名古屋市熱田区大宝一丁目９番８号

魚介類由来たん白質

平成17年12月12日

大平産業株式会社

本社工場

愛知県名古屋市熱田区大宝一丁目１１番１８号

魚介類由来たん白質

平成24年01月13日

中部水産株式会社

飼料工場

愛知県大府市柊山町一丁目５８番地

魚介類由来たん白質

平成17年09月06日

書換
書換
変更届（事業場名変更）
変更確認
取消

[平成24年03月16日] 取消
[平成26年12月05日] 変更届（事業場名変更）
[平成19年08月28日] 書換
[平成20年12月02日] 書換
[平成25年09月11日] 変更確認
中部蛋白飼料株式会社
有限会社中川油脂商店

愛知県北設楽郡東栄町大字中設楽南城市３番地の２
愛知県名古屋市中川区上高畑１丁目２１５番地

フェザーミール
動物性油脂

平成17年10月11日
平成16年04月15日

中埜総合印刷株式会社
食品事業部 マルサンフーズ工場

愛知県半田市瑞穂町１丁目９番地の１

魚介類由来たん白質

平成24年05月02日

[平成16年09月30日] 取消

[平成28年10月26日] 取消

フィード・ワン株式会社 知多工場

愛知県知多市北浜町２４－４

魚介類由来たん白質
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平成29年07月05日

事業場の名称

盛田株式会社 小鈴谷工場

事業場の所在地
愛知県常滑市小鈴谷字亀井戸２１番地の１

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成28年04月01日

愛知県蒲郡市大塚町柴垣７３－１
愛知県名古屋市中川区上高畑１丁目２１３番地
三重県四日市市日永１７３０番地

魚介類由来たん白質
動物性油脂
魚介類由来たん白質

平成24年06月25日
平成16年04月15日
平成27年06月24日

三重県尾鷲市大字南浦川の奥字口窄３５１２－２

魚介類由来たん白質

平成17年08月11日

備

考

[平成28年07月05日] 変更確認

株式会社森竹
株式会社山善商店 中川工場
味の素株式会社 東海事業所

[平成31年04月19日] 取消
尾鷲水産加工センター株式会社

工場

[平成20年07月31日] 取消
宝酒造株式会社 楠工場
株式会社中部ケミカル

三重県四日市市楠町南五味塚１３１５
三重県津市白山町三ヶ野７６９番地

魚介類由来たん白質
フェザーミール
豚鶏混合肉骨粉

動物性油脂

株式会社マルヨ海産

モイスト工場

三重県度会郡南伊勢町河内甲字カシ谷２９０－３

魚介類由来たん白質

平成20年07月31日
平成18年08月23日
平成18年08月23日
[平成21年02月25日]
[平成21年06月12日]
[平成22年11月05日]
[平成26年10月17日]
[平成27年08月11日]

取消
再交付
変更確認
変更確認
変更確認

[平成18年09月28日]
[平成27年08月11日]
[平成28年11月14日]
[平成29年12月18日]

書換
変更確認
変更確認
変更確認

平成17年09月12日

平成17年10月31日
[平成23年01月27日] 書換

三重食品化学協業組合

三重県一志郡白山町大字三ヶ野字丸山７６９番地

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成17年09月12日] 取消

淡海再資源化協同組合
バイオマス淡海中央研究所

滋賀県大津市堂町一丁目１９番１２号

魚介類由来たん白質

平成17年12月12日

株式会社白畑建設
信楽エコフィード製造工場

滋賀県甲賀市信楽町黄瀬字角チ２６０６番１

魚介類由来たん白質

平成23年02月25日

有限会社諸原商店

滋賀県蒲生郡日野町西大路２６５８番１号

魚介類由来たん白質

平成19年07月31日

京都市魚アラリサイクルセンター

京都府京都市伏見区横大路千両松町２０５番地

魚介類由来たん白質

平成20年05月09日

京都魚アラリサイクルセンター

京都府京都市伏見区横大路千両松町２０５番地

魚介類由来たん白質

平成17年12月12日

福島鰹株式会社 京都南丹工場
協同フイッシュミール工業株式会社
大阪事業所

京都府南丹市八木町玉ノ井北沢４０
大阪府泉佐野市住吉町８番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成27年09月04日
平成17年05月09日

小島養殖漁業生産組合
フィッシュミール工場

大阪府岸和田市臨海町１６－１

竹田化成株式会社
株式会社南港化成

大阪府松原市南新町２丁目２１４
大阪府大阪市住之江区南港南５丁目２番４８号

動物性油脂
動物性油脂

平成16年04月15日
平成16年04月15日

大阪府大阪市淀川区三津屋北３丁目３番７１号

魚介類由来たん白質

平成20年10月23日

奈良県奈良市杏町１６９番地

チキンミール

平成17年10月11日

日野ドリームファーム

[平成20年10月27日] 取消
[平成30年01月31日] 取消
[平成23年09月21日] 取消
[平成20年12月12日] 書換
[平成19年09月27日] 取消

[平成19年01月29日] 書換
[平成22年10月13日] 書換
[平成29年10月23日] 取消
魚介類由来たん白質

平成17年05月09日
[平成23年01月07日] 書換
[平成24年03月05日] 変更確認
[平成24年05月30日] 変更確認

[平成27年04月08日] 変更届（事業場名変更）
大阪食品化学株式会社

本社工場

[平成22年07月14日] 取消
ヤマトハイミール食品協業組合

[平成20年12月19日] 事業廃止
[平成21年06月12日] 取消
フェザーミール

平成17年10月11日
[平成20年12月19日] 事業廃止
[平成21年06月12日] 取消

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成21年06月12日] 取消
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事業場の名称
エコマネジメント株式会社 西浜第一事業所
熊野プライムフード協同組合
すさみ飼料製造工場
熊野プライムフード協同組合
串本飼料製造工場
安見産業株式会社 市川工場

事業場の所在地
和歌山県和歌山市西浜１６６０番地９５
和歌山県西牟婁郡すさみ町里野４７－２

製造品目
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成26年02月13日
平成26年10月22日

兵庫県神崎郡市川町屋形８２３

魚介類由来たん白質

平成17年08月11日

旭陽化学工業株式会社
エネック株式会社 姫路工場

兵庫県姫路市網干区福井４５
兵庫県姫路市四郷町中鈴２９番地

ゼラチン及びコラーゲン
動物性油脂

平成17年11月14日
平成24年06月18日

備

考

[平成29年01月10日] 変更確認
和歌山県東牟婁郡串本町里川６６３番地

魚介類由来たん白質

平成26年10月22日
[平成28年11月17日] 取消
[平成28年02月22日] 変更届（事業場の所在地表記の変更）

[平成29年12月21日] 変更届（事業場名変更）
エネック株式会社

和田山工場

兵庫県朝来市和田山町桑原９６２番地

宏栄化成株式会社

兵庫県姫路市余部区上余部３３番地

チキンミール
フェザーミール
動物性油脂
ゼラチン

神戸フィッシュミール協同組合
神戸フィッシュミール工場

兵庫県神戸市中央区港島南町３丁目３番９

魚介類由来たん白質

高砂飼料工業株式会社
有限会社但味フーズ
有限会社但味フーズ

兵庫県加西市倉谷町字芋畦１２２番地
兵庫県豊岡市出石町奥小野１４－１
兵庫県豊岡市出石町宮内４１１番地

平成29年12月21日
平成29年12月21日
平成29年12月21日
平成17年11月14日
平成17年06月09日

[平成25年10月17日] 変更届（事業場名変更）
[平成20年05月16日] 変更確認
[平成22年04月14日] 書換
[平成28年11月28日] 取消
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年02月04日
平成20年01月07日
平成18年01月11日
[平成20年01月07日] 取消

浜田化学株式会社

本社工場

兵庫県尼崎市東海岸町１番地４

株式会社パルシーズン
兵庫県レンダリング株式会社

兵庫県赤穂市高野１番地１７
和田山工場

兵庫県朝来市和田山町桑原９６２番地

動物性油脂

豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂
チキンミール

フェザーミール

動物性油脂
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平成16年04月15日
[平成23年12月01日]
[平成24年01月05日]
[平成30年01月19日]
[平成30年10月11日]

変更届（事業場名変更）
変更確認
変更確認
変更確認

[平成20年05月16日]
[平成21年04月16日]
[平成22年07月16日]
[平成28年04月04日]
[平成29年12月21日]

書換
書換
書換
変更届（事業場の所在地表記の変更）
取消

[平成20年05月16日]
[平成21年04月16日]
[平成22年07月16日]
[平成28年04月04日]
[平成29年12月21日]

書換
書換
書換
変更届（事業場の所在地表記の変更）
取消

[平成20年05月16日]
[平成21年04月16日]
[平成22年07月16日]
[平成23年06月23日]
[平成28年02月24日]
[平成28年04月04日]
[平成29年12月21日]

書換
書換
書換
変更確認
変更確認
変更届（事業場の所在地表記の変更）
取消

平成18年09月13日
平成17年10月20日
平成17年10月11日

平成17年10月11日

平成16年04月15日

事業場の名称
兵庫県レンダリング株式会社 和田山第２工場

事業場の所在地
兵庫県朝来市和田山町桑原字向山９６２番地

製造品目
加水分解たん白(家きん)

確認年月日
平成21年12月04日

備

考

[平成22年07月16日] 書換
[平成26年07月03日] 取消
動物性油脂

平成21年04月28日
[平成22年07月16日] 書換
[平成22年08月11日] 変更確認
[平成24年08月17日] 取消

ヤマヒデ食品株式会社
株式会社大山どり レンダリング工場

兵庫県三木市別所町巴２９番地
鳥取県米子市淀江町中間５６２－１

魚介類由来たん白質
チキンミール

平成23年02月25日
平成22年10月12日
[平成27年11月25日] 変更確認

フェザーミール

平成22年10月12日
[平成27年11月25日] 変更確認

動物性油脂

平成22年10月12日
[平成25年03月04日] 変更確認
[平成27年11月25日] 変更確認

株式会社錦海化成

本社工場

鳥取県境港市昭和町７番地３

魚介類由来たん白質

平成17年07月22日
[平成20年12月19日]
[平成20年12月19日]
[平成23年11月02日]
[平成24年07月19日]
[平成24年12月06日]
[平成28年04月12日]
[平成29年07月24日]
[平成30年11月20日]

倉谷

寛

倉谷魚粉製造所

鳥取県鳥取市湯所町２丁目１２５番地

魚介類由来たん白質

平成17年06月17日

鳥取県境港市昭和町３７番地
鳥取県米子市淀江町中間５６２－１

魚介類由来たん白質
チキンミール

平成17年07月22日
平成17年06月17日

変更確認
書換
変更確認
変更確認
変更確認
変更届（事業場名変更）
変更確認
変更確認

[平成30年06月11日] 取消
コスモ水産株式会社
山陰食鶏農業協同組合

レンダリング工場

[平成22年06月16日] 書換
[平成22年10月12日] 取消
フェザーミール

平成17年06月17日
[平成22年06月16日] 書換
[平成22年10月12日] 取消

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成22年06月16日] 書換
[平成22年10月12日] 取消

東伯町農業協同組合

レンダリング工場

鳥取県東伯郡琴浦町中尾８５

チキンミール

平成17年06月17日

フェザーミール

平成17年06月17日

動物性油脂

平成17年06月09日

魚介類由来たん白質

平成17年07月22日

[平成19年02月01日] 取消
[平成19年02月01日] 取消
[平成19年02月01日] 取消
鳥取罐詰株式会社

餌料工場

鳥取県境港市昭和町２－２８

[平成21年10月09日] 取消

- 12 -

事業場の名称
米久おいしい鶏株式会社
鳥取事業所 製造部 化製品課

事業場の所在地
鳥取県東伯郡琴浦町大字中尾８４番地１

製造品目
チキンミール

確認年月日
平成19年02月01日

備
[平成20年12月22日]
[平成23年03月15日]
[平成23年12月26日]
[平成27年06月01日]
[平成29年12月05日]

フェザーミール

考

書換
書換
変更確認
変更届（事業場名変更）
変更確認

平成19年02月01日
[平成20年12月22日] 書換
[平成23年03月15日] 書換
[平成27年06月01日] 変更届（事業場名変更）

動物性油脂

平成19年02月01日
[平成20年12月22日]
[平成23年03月15日]
[平成23年06月09日]
[平成24年08月17日]
[平成27年06月01日]
[平成29年12月05日]

有限会社ルウ研究所
浜田共同水産加工業協同組合
有限会社岡山県ブロイラー 化製工場

鳥取県米子市夜見町１６５７番地
島根県浜田市原井町３０５０番地１
岡山県苫田郡鏡野町下原１６４４番地の２

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
チキンミール

書換
書換
変更確認
変更確認
変更届（事業場名変更）
変更確認

平成17年03月30日
平成17年10月31日
平成17年06月17日
[平成24年03月26日] 取消

フェザーミール

平成17年06月17日
[平成24年03月26日] 取消

加水分解たん白(家きん)

平成17年06月17日
[平成24年03月26日] 取消

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成22年06月16日] 書換
[平成24年03月26日] 取消

ゴトウ物産株式会社

岡山県岡山市中区桑野５１７番地３

魚介類由来たん白質

平成17年08月11日
[平成21年05月28日] 書換
[平成22年08月20日] 書換
[平成25年06月11日] 取消

ゴトウ物産株式会社

本社工場

岡山県倉敷市玉島乙島８２５６番地６９

魚介類由来たん白質

平成21年08月24日
[平成22年08月20日] 書換
[平成28年08月02日] 変更届
（事業場の名称及び所在地表記の変更）

小山物産株式会社

岡山県岡山市北区延友４３６番地の１

魚介類由来たん白質

平成17年09月06日

岡山県岡山市北区延友４３６番地の１

魚介類由来たん白質

平成17年09月06日

[平成21年05月28日] 書換
大洋興産株式会社

岡山工場

[平成21年05月28日] 書換
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事業場の名称
株式会社ウェルファムフーズ 岡山事業所
工場

事業場の所在地
岡山 岡山県新見市西方１５６７

製造品目
チキンミール

フェザーミール

動物性油脂

カルビー株式会社

広島工場

東棟

広島県廿日市市木材港北１６番９号

魚介類由来たん白質

確認年月日
平成17年06月17日

備

考

[平成19年06月05日]
[平成20年08月08日]
[平成23年04月25日]
[平成25年02月04日]
[平成26年04月01日]
[平成28年06月03日]

書換
書換
書換
変更確認
変更届（事業場名変更）
変更確認

[平成19年06月05日]
[平成20年08月08日]
[平成23年04月25日]
[平成25年02月04日]
[平成26年04月01日]
[平成28年06月03日]

書換
書換
書換
変更確認
変更届（事業場名変更）
変更確認

[平成19年06月05日]
[平成20年08月08日]
[平成23年04月25日]
[平成25年02月04日]
[平成26年04月01日]
[平成28年06月03日]

書換
書換
書換
変更確認
変更届（事業場名変更）
変更確認

平成17年06月17日

平成16年04月15日

平成21年03月17日
[平成22年08月20日] 書換
[平成30年12月13日] 変更届（事業場名変更）

大洋興産株式会社

広島県尾道市新浜二丁目１０－１２

魚介類由来たん白質

平成15年12月25日

広島県広島市佐伯区湯来町白砂６５７－１

豚鶏混合肉骨粉

平成18年07月24日

[平成16年09月30日] 取消
広島化製企業組合

湯来第１工場

[平成19年07月12日] 書換
動物性油脂

平成18年07月24日
[平成19年07月12日] 書換

広島化製企業組合

広島県広島市西区福島町２丁目２３番３号

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成20年01月18日] 取消

有限会社広島水産加工

広島県呉市阿賀南６丁目２番１０号

魚介類由来たん白質

平成17年12月12日
[平成19年07月10日] 書換

株式会社イタノ

徳島工場

徳島県名西郡石井町高原字平島６７８番地の１

魚介類由来たん白質

平成17年05月09日
[平成18年11月28日] 書換
[平成20年03月19日] 取消

熊尾正敏

熊尾魚粉工場

徳島県小松島市堀川町４番２０号

魚介類由来たん白質

平成17年05月09日
[平成18年11月28日] 書換
[平成29年11月28日] 取消

サンフーズ株式会社 美馬工場
徳島化製事業協業組合
フィッシュミール工場

徳島県美馬市美馬町字ノリコヘ１２６番
徳島県徳島市不動北町一丁目１６９０番地の１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成25年06月28日
平成18年08月04日

徳島化製事業協業組合
徳島化製事業協業組合

徳島県徳島市不動北町１丁目１６９４－１
徳島県徳島市不動本町三丁目１６４３番地の１

フェザーミール
豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂

平成17年11月14日
平成17年04月15日
平成16年04月15日

徳島化製事業協業組合
第２レンダリング工場

徳島県徳島市不動本町３丁目１７０４番地の１

動物性油脂

平成16年06月17日

株式会社マリン大王

徳島県名西郡石井町高原字平島６７８番地の１

魚介類由来たん白質

平成20年03月19日

徳島県鳴門市撫養町林崎字南殿町７６番地の２の１

魚介類由来たん白質

平成17年05月09日

ＦＭ工場
レンダリング工場

[平成18年10月05日] 書換

石井工場

[平成20年05月16日] 書換
美好商店

美好賢人

[平成22年05月09日] 取消
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事業場の名称
株式会社植野甚五郎商店

事業場の所在地
香川県坂出市林田町４２８５番地１８６

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成15年12月25日

株式会社カガワミール

香川県坂出市昭和町２丁目７番９号

鎌田醤油株式会社

香川県坂出市入船町２丁目１－５９

牛肉骨粉
チキンミール
動物性油脂
魚介類由来たん白質

平成27年11月25日
平成17年06月17日
平成16年04月15日
平成25年11月05日

備

考

[平成17年03月30日] 取消

節処理棟

[平成27年11月12日] 変更届（事業場の所在地表記の変更）
[平成27年12月22日] 変更確認
関西物産株式会社

瀬戸内営業所

香川県高松市瀬戸内町４３番地５９号

魚介類由来たん白質

平成17年06月09日
[平成28年08月30日] 取消

讃佑化成企業組合

塩江工場

香川県高松市塩江町安原下第２号４４１番地１

チキンミール

平成17年05月31日
[平成17年10月20日] 書換
[平成19年09月27日] 書換

フェザーミール

平成17年05月31日
[平成17年10月20日] 書換
[平成19年09月27日] 書換
[平成25年05月15日] 変更確認

動物性油脂

平成17年10月20日
[平成19年09月27日] 書換
[平成25年07月18日] 変更確認
[平成26年10月30日] 変更確認

ヤマギシズム生活観音寺実顕地農事組合法人
吉田飼料株式会社 本社工場

香川県観音寺市粟井町４７８８番地
香川県東かがわ市西村５６９番地

牛肉骨粉
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成27年10月09日
平成17年05月09日
平成17年12月12日
[平成28年10月11日] 変更確認

吉田飼料株式会社

本社第２工場

香川県東かがわ市西村５７６－３

魚介類由来たん白質

平成17年12月12日

愛媛県西宇和郡伊方町川之浜６５２番地１
愛媛県伊予郡松前町筒井１０５５－２

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成25年05月09日
平成22年03月17日

[平成28年10月11日] 変更確認
朝日共販株式会社 本社工場
有限会社井上徳太郎商店

[平成26年04月16日] 取消
イヨスイ株式会社
株式会社海昇

モイスト工場

愛媛県宇和島市住吉町３丁目１番１８号
愛媛県宇和島市坂下津甲４０７番地８９

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年12月12日
平成21年08月24日

愛媛県宇和島市弁天町２丁目３１８－３７２

魚介類由来たん白質
養殖水産動物用飼料
魚介類由来たん白質
養殖水産動物用飼料
魚介類由来たん白質

平成27年08月11日
平成27年08月11日
平成17年12月12日
平成27年05月27日
平成18年03月13日

[平成30年09月27日] 取消
宇和島漁業協同組合
株式会社ダイニチ

餌料加工流通センター

辻水産株式会社

事業本部
本社発酵飼料工場

愛媛県宇和島市寄松甲１３８５
愛媛県宇和島市住吉町３丁目１－１

[平成18年11月18日] 書換
[平成24年09月25日] 取消
辻水産株式会社

本社モイストペレット工場

愛媛県宇和島市住吉町３丁目１番地１

魚介類由来たん白質

平成17年12月12日
[平成18年11月28日] 書換
[平成24年09月25日] 取消

辻水産株式会社

モイストペレット工場

東海シープロ株式会社
東海シープロ株式会社

宇和島工場
宇和島工場

愛媛県宇和島市住吉町３丁目１番１号
愛媛県宇和島市坂下津甲５９９番地４
愛媛県宇和島市下波４７９７番地１

魚介類由来たん白質
養殖水産動物用飼料
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成24年09月25日
平成27年06月24日
平成17年12月12日
平成15年12月25日
[平成16年09月01日] 取消

有限会社中田水産 本社工場
株式会社南予ビージョイ 坂下津事業所

愛媛県宇和島市坂下津甲３番地
愛媛県宇和島市坂下津甲３８１－９１

秀長水産株式会社

愛媛県宇和島市住吉町３丁目１番１６号

第二冷蔵庫

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
養殖水産動物用飼料
魚介類由来たん白質

平成25年10月10日
平成17年12月12日
平成27年08月11日
平成17年12月12日
[平成25年11月05日] 変更届（事業場名変更）
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マルトモ株式会社

事業場の名称
本社工場

事業場の所在地
愛媛県伊予市米湊１６９６番地

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成17年09月06日

備

考

[平成21年08月21日] 書換
[平成25年04月22日] 取消
有限会社ミヤモト理研

愛媛県大洲市平野町野田３８６６－１

魚介類由来たん白質

平成19年01月11日
[平成24年11月08日] 取消

ヤマキ食産株式会社

本社工場

愛媛県伊予市米湊１６６０番地２

魚介類由来たん白質

平成19年01月11日

ヤマキ食産株式会社

本社工場

愛媛県伊予市米湊大角蔵１６５３番地５

魚介類由来たん白質

平成17年09月06日

株式会社ヨンキュウ
本社モイストペレット工場

愛媛県宇和島市築地町２丁目３１８番地２３５

魚介類由来たん白質

平成17年12月12日

株式会社ヨンキュウ

愛媛県宇和島市築地町２丁目３１８番地２３７

魚介類由来たん白質

平成20年07月23日

株式会社ヨンキュウ
下波モイストペレット工場

愛媛県宇和島市下波４４１９番地

魚介類由来たん白質

平成17年12月12日

有限会社カネキチ

高知県土佐清水市浦尻４２３番１６１号

魚介類由来たん白質

平成22年06月16日

[平成21年11月09日] 書換
[平成19年01月11日] 取消
[平成21年08月21日] 書換

残渣飼料工場

[平成21年08月21日] 書換
[平成18年07月07日] 取消

第一工場

[平成28年08月16日] 変更確認
公益財団法人高知県魚さい加工公社

高知県高知市神田字治国谷１６４６番１

魚介類由来たん白質

平成17年05月20日
[平成18年07月07日]
[平成20年05月16日]
[平成22年05月20日]
[平成25年04月01日]

財団法人高知県魚さい加工公社

営業所

高知県高岡郡日高村本郷３９４２

魚介類由来たん白質

平成15年12月25日

高知県宿毛市二ノ宮字川渕１３８－１

魚介類由来たん白質

平成29年08月10日

高知県須崎市下分順心乙十番

魚介類由来たん白質

平成17年11月14日

書換
書換
書換
変更届（事業場名変更）

[平成17年05月20日] 取消
有限会社宿毛砕石運輸

二ノ宮作業所

[平成30年11月30日] 取消
中村商店

[平成23年06月16日] 取消
中村 哲久 中村商店
株式会社アースクリエイティブ
食品リサイクルセンター

高知県須崎市下分順心乙十番
山口県宇部市大字山中字甲石７００番地１７

魚介類由来たん白質
食品残さ等利用飼料

平成23年07月26日
平成28年08月24日

株式会社山陰化工

山口県長門市日置中１６８－３８

魚介類由来たん白質

平成17年08月11日

山陽ハイミール株式会社
ナカコー
フジミツ株式会社 三隅事業所
有限会社丸次商店 岬工場
山口県特殊化成企業組合

山口県下関市筋川町２０－１５
山口県萩市大字椿東字後山５２６－２９
山口県長門市三隅下２３７８番地３１
山口県宇部市八王子町１４－２７
山口県岩国市周東町上久原１００５８番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
チキンミール

平成17年08月11日
平成22年04月14日
平成25年11月25日
平成18年01月19日
平成17年02月22日

[平成22年10月12日] 取消

[平成18年10月05日] 書換
[平成30年02月08日] 変更届（事業場の所在地表記の変更）
フェザーミール

平成17年02月22日
[平成18年10月05日] 書換
[平成30年02月08日] 変更届（事業場の所在地表記の変更）

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年10月05日] 書換
[平成30年02月08日] 変更届（事業場の所在地表記の変更）

北九州エコレム協同組合 響灘工場
協同フイッシュミール工業株式会社
門司事業所 門司工場

福岡県北九州市若松区響町１丁目１２－５
福岡県北九州市門司区浜町８番１７号

西日本油脂工業株式会社

福岡県筑紫野市大字山家２８３２－１

福岡工場

動物性油脂
魚介類由来たん白質

平成16年04月15日
平成17年09月06日
[平成19年03月07日] 書換
[平成22年10月13日] 書換
[平成28年11月14日] 取消

動物性油脂

平成16年05月14日
[平成19年10月23日] 取消
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事業場の名称
株式会社ニチリウ永瀬
飼肥料原料部 新門司工場

事業場の所在地
福岡県北九州市門司区新門司３－６７－２２

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成18年09月13日

株式会社ニチリウ

福岡県北九州市門司区新門司３－６７－２２

魚介類由来たん白質

平成17年11月29日

福岡県宗像市河東１３１８－１

魚介類由来たん白質

平成18年01月19日

福岡県福岡市東区東浜二丁目６３番２

魚介類由来たん白質

平成17年08月04日

物資事業部新門司工場

備

考

[平成20年08月29日] 書換
[平成18年09月06日] 取消

日之内商会

乾燥工場

[平成18年05月09日] 取消
一般財団法人福岡市水産加工公社

[平成21年08月21日] 書換
[平成25年04月01日] 変更届（事業場名変更）
福岡レンダリング協同組合

福岡県田川郡大任町大字今任原字今入１０６８－３

牛肉骨粉

平成28年08月23日

豚鶏混合肉骨粉

平成19年03月28日

[平成29年06月20日] 変更確認
[平成28年06月29日] 変更確認
[平成29年06月20日] 変更確認
[平成30年08月29日] 変更確認
動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年07月04日]
[平成28年06月29日]
[平成29年06月20日]
[平成30年08月29日]

有限会社御笠環境サービス

本社工場

福岡県大野城市仲畑１丁目１４番２５号

魚介類由来たん白質

平成25年03月28日

佐賀県藤津郡太良町大浦甲４１９－１

動物性油脂

平成16年04月15日

変更確認
変更確認
変更確認
変更確認

[平成29年02月01日] 取消
大日興産株式会社

第１工場

[平成22年01月05日] 変更確認
[平成22年01月05日] 書換
[平成23年04月25日] 書換
唐津水産加工団地協同組合
水産物残渣処理施設

佐賀県唐津市海岸通７１８２番地２７５

大日興産株式会社

佐賀県佐賀市巨勢町大字東西２７６－３

佐賀工場

魚介類由来たん白質

平成17年08月11日
[平成21年08月21日] 書換
[平成22年04月14日] 書換
[平成22年05月24日] 書換

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年06月06日] 取消

天生水産株式会社

エキス工場

天生水産株式会社
マリン、フード アンド ライフ サイエンスセン
ター

株式会社トーセン農場
日本物産株式会社

佐賀工場

エキス工場

佐賀県唐津市海岸通７１８２の２８１
佐賀県唐津市中瀬通１番地２５

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成25年03月13日
平成18年09月14日

佐賀県嬉野市塩田町大字大草野丙３１０番地
佐賀県唐津市海岸通７１８２の２８１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成30年01月11日
平成17年08月11日
[平成25年03月13日] 取消

佐賀県唐津市中瀬通１番地２５
日本物産株式会社
マリン、フード アンド ライフ サイエンスセン
ター

魚介類由来たん白質

平成17年08月11日

株式会社ヨコオ

佐賀県神崎郡東脊振村大字石動２１４２－１

動物性油脂

平成16年04月15日

長崎県大村市溝陸町８１５番地
長崎県長崎市三京町６４６番地３１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成24年03月13日
平成17年02月22日

東脊振工場

[平成18年09月06日] 取消
[平成16年06月30日] 取消

長工醤油味噌協同組合

大村工場

長崎漁港水産加工団地協同組合
ハイミール長崎

[平成23年10月28日] 変更確認
[平成29年06月02日] 変更確認
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事業場の名称
長崎油飼工業株式会社

事業場の所在地
長崎県諌早市下大渡野町２０４１－１

製造品目
チキンミール

確認年月日
平成16年10月22日

フェザーミール

平成16年10月22日

豚鶏混合肉骨粉

平成21年07月13日

備
[平成25年09月10日] 変更確認
[平成24年09月11日] 変更確認
[平成22年11月05日] 変更確認
[平成24年09月11日] 変更確認
[平成25年09月10日] 変更確認

魚介類由来たん白質

平成17年04月28日
[平成23年07月29日] 変更確認
[平成24年03月13日] 変更確認

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成16年10月22日]
[平成22年11月05日]
[平成24年09月11日]
[平成25年01月07日]
[平成25年09月10日]

株式会社にくせん
日本フードパッカー株式会社

川棚工場

長崎県南高来郡有明町湯江丁７７２
長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９番地

動物性油脂
血粉(豚)

平成16年04月15日
平成19年07月05日

長崎県東彼杵郡川棚町白石郷字宮田１９８６番地５０

牛肉骨粉
チキンミール

平成28年08月08日
平成17年08月04日

変更確認
変更確認
変更確認
変更確認
変更確認

[平成22年06月16日] 取消
ハラサンギョウ株式会社

川棚工場

フェザーミール

豚鶏混合肉骨粉

[平成18年09月06日]
[平成23年03月03日]
[平成23年07月29日]
[平成25年01月07日]

変更確認
変更確認
変更確認
変更確認

[平成18年09月06日]
[平成23年03月03日]
[平成23年07月29日]
[平成27年12月02日]

変更確認
変更確認
変更確認
変更確認

平成17年08月04日

平成23年05月06日
[平成25年01月07日] 変更確認
[平成27年06月10日] 変更確認
[平成27年12月02日] 変更確認

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成23年03月03日]
[平成23年07月29日]
[平成25年01月07日]
[平成27年06月10日]
[平成27年12月02日]

有限会社河内水産

大分県佐伯市蒲江西野浦７７番地

魚介類由来たん白質

変更確認
変更確認
変更確認
変更確認
変更確認

平成21年09月04日
[平成25年06月28日] 変更確認

東海シープロ株式会社
東海シープロ株式会社
東海シープロ株式会社
南水産加工場

大分事業所
楠本冷蔵庫
西野浦冷蔵庫

大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦４５００－１６
大分県佐伯市蒲江大字楠本浦字古浦１７－４
大分県佐伯市蒲江大字西野浦２５８１－１
大分県中津市小祝港町５２５

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成20年07月17日
平成26年09月10日
平成26年09月10日
平成16年02月24日
[平成17年04月18日] 取消

株式会社三六九 三光坊バイオ工場
山田水産株式会社 楠本工場

大分県杵築市大字岩谷７０６番地の２７
大分県佐伯市蒲江大字楠本浦字河内１１２７番１

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成17年03月30日
平成19年10月23日

天草ショウエイ株式会社

熊本県天草市久玉町３２０８番地２

魚介類由来たん白質

平成24年07月31日

[平成29年09月11日] 変更確認
久玉工場

- 18 -

考

事業場の名称
株式会社熊本蛋白ミール公社

事業場の所在地
熊本県菊池市七城町林原７０番地

製造品目
豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂

確認年月日
平成22年11月05日
平成16年04月15日

備

[平成19年03月23日]
[平成21年01月07日]
[平成21年06月12日]
[平成22年11月05日]
有限会社陽商店
株式会社科学飼料研究所

日向工場

熊本県上益城郡山都町長崎７７１番地
宮崎県日向市日知屋字新開１７３７１－１７

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成23年04月07日
平成18年09月06日

キヨモトバイオ株式会社

門川工場

宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末９０９８番地２２

魚介類由来たん白質

平成16年10月08日

宮崎県児湯郡川南町大字川南１５２６６番地

フェザーミール

平成17年03月30日

書換
書換
変更確認
変更確認

[平成20年12月19日] 書換
[平成17年11月29日] 取消
桐谷物産株式会社

[平成22年11月05日]
[平成23年10月19日]
[平成24年10月10日]
[平成28年02月16日]
[平成28年03月29日]
有限会社近藤水産
有限会社近藤水産

飼料工場
飼料製造工場

宮崎県東臼杵郡門川町庵川西６丁目１８５番地
宮崎県東臼杵郡門川町中須２丁目４０番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成21年01月19日
平成20年08月25日

清本鉄工株式会社

Ａ＆Ｆ事業部白浜作業所

宮崎県日向市竹島町３番地

魚介類由来たん白質

平成22年12月13日

清本鉄工株式会社

門川工場

宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末９０９８番地２２

魚介類由来たん白質

平成17年11月29日

清本鉄工株式会社

串間工場

宮崎県串間市西浜２丁目７２４７番地５１

魚介類由来たん白質

平成18年06月06日

宮崎県串間市西浜２丁目７２４７番地５１

魚介類由来たん白質

平成16年03月04日

書換
変更確認
変更確認
変更確認
変更確認

[平成21年04月15日] 取消
[平成25年05月24日] 取消
[平成19年03月23日] 取消
[平成19年03月23日] 取消
株式会社貴丸

化成場

[平成18年06月28日] 取消
南国興産株式会社

宮崎県都城市高城町有水１９４１番地

牛肉骨粉
チキンミール
豚鶏混合肉骨粉

平成28年01月25日
平成24年10月10日
平成17年10月31日
[平成18年01月31日]
[平成22年02月23日]
[平成25年11月05日]
[平成28年12月04日]

魚介類由来たん白質

書換
書換
変更確認
変更確認

平成21年08月21日
[平成22年02月23日] 書換
[平成25年11月05日] 変更確認
[平成30年12月04日] 変更確認

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年01月31日]
[平成18年12月21日]
[平成19年01月22日]
[平成21年04月10日]
[平成22年02月23日]
[平成25年04月11日]
[平成25年11月05日]
[平成28年02月16日]

西日本油脂工業株式会社

西都工場

宮崎県西都市大字穂北３５５６番６

チキンミール

変更確認
変更確認
変更確認
変更確認
書換
変更確認
変更確認
変更確認

平成17年06月15日
[平成22年11月05日] 書換

血粉(家きん)

平成19年12月20日
[平成22年11月05日] 書換

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成22年11月05日] 書換
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考

事業場の名称
日本ホワイトファーム株式会社 宮崎事業所

事業場の所在地
宮崎県日向市美々津町２２７７番地

製造品目
チキンミール

確認年月日
平成15年11月14日

動物性油脂

平成16年04月15日

備
[平成17年07月07日] 取消
[平成17年07月07日] 取消

南九州畜産残渣処理協同組合

川南工場

宮崎県児湯郡川南町大字川南１５２６６番地

フェザーミール

平成17年03月30日

南九州畜産残渣処理協同組合

高城工場

宮崎県都城市高城町有水１９４１番地

チキンミール

平成17年02月02日

[平成24年10月10日] 取消
[平成18年01月31日] 書換
[平成24年10月10日] 取消
株式会社都城化製

宮崎県都城市高野町１２３７番地８９

チキンミール

平成17年03月30日
[平成18年12月21日] 変更確認
[平成22年02月03日] 変更確認
[平成28年11月14日] 変更確認

フェザーミール

平成17年03月30日
[平成18年12月21日] 変更確認
[平成22年02月03日] 変更確認
[平成30年12月04日] 変更確認

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年12月21日] 変更確認
[平成22年02月03日] 変更確認
[平成28年11月14日] 変更確認

有限会社レクスト エコフィード飼料工場
株式会社アクシーズ 宮之城第２工場

宮崎県えびの市大字坂元１６６６－１２３
鹿児島県薩摩郡さつま町山崎３３４番地

魚介類由来たん白質
チキンミール

平成21年04月15日
平成17年10月11日

フェザーミール

平成17年10月11日

動物性油脂

平成16年04月15日

[平成23年01月24日] 書換
[平成23年01月24日] 書換
[平成17年10月20日] 書換
[平成23年01月24日] 書換
[平成25年01月28日] 変更確認
株式会社イリオス通商

頴娃工場

鹿児島県南九州市頴娃町上別府字三本松３８２０－２４

魚介類由来たん白質

平成19年11月26日
[平成20年06月13日] 書換
[平成20年07月02日] 変更確認

有限会社上原商会 リサイクルセンター
鹿児島化成株式会社

鹿児島県鹿児島市錦江町１１番６０号
鹿児島県日置市東市来町伊作田３５６番地

魚介類由来たん白質
牛肉骨粉
動物性油脂

平成19年06月08日
平成27年12月25日
平成16年04月15日
[平成18年09月28日] 変更確認
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考

事業場の名称
鹿児島プロフーズ株式会社 本社工場

事業場の所在地
鹿児島県いちき串木野市大里２７６２番地

製造品目
チキンミール

フェザーミール

魚介類由来たん白質

動物性油脂

鹿児島プロフーズ株式会社

大崎工場

鹿児島県曽於郡大崎町永吉１９１１番１８

豚鶏混合肉骨粉

動物性油脂

鹿児島プロフーズ株式会社

谷山工場

鹿児島県鹿児島市谷山港３丁目２番６

豚鶏混合蒸製骨粉
魚介類由来たん白質

動物性油脂
有限会社鹿児島油脂工業

鹿児島県日置市伊集院町寺脇８７番地

牛血粉等
牛肉骨粉
豚鶏混合肉骨粉
動物性油脂

協同フイッシュミール工業株式会社
九州事業所 志布志工場

鹿児島県志布志市志布志町志布志若浜３３０５番

魚介類由来たん白質
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確認年月日
平成17年04月28日

備

考

[平成19年12月10日] 変更確認
[平成21年10月13日] 書換
[平成22年02月23日] 書換
[平成24年06月15日] 取消
平成24年06月15日 ＊施設変更のため、取消及び新規確認
平成17年04月28日
[平成19年12月10日] 変更確認
[平成21年10月13日] 書換
[平成22年02月23日] 書換
[平成29年09月25日] 変更確認
平成17年04月28日
[平成17年11月14日] 書換
[平成21年10月13日] 書換
[平成22年02月23日] 書換
[平成24年06月15日] 取消
平成24年06月15日 ＊施設変更のため、取消及び新規確認
平成17年11月14日
[平成19年12月10日] 変更確認
[平成21年10月13日] 書換
[平成22年02月23日] 書換
[平成24年06月15日] 取消
平成24年06月15日 ＊施設変更のため、取消及び新規確認
平成17年10月28日
[平成21年10月13日] 書換
[平成23年06月15日] 変更確認
[平成24年10月16日] 変更確認
[平成29年09月11日] 変更確認
[平成30年12月27日] 変更確認
平成16年04月15日
[平成17年11月14日] 書換
[平成21年10月13日] 書換
[平成23年06月15日] 変更確認
[平成24年10月16日] 変更確認
[平成29年09月11日] 変更確認
平成18年07月13日
[平成21年10月13日] 書換
平成17年04月28日
[平成17年11月14日] 書換
[平成21年10月13日] 書換
平成17年11月14日
[平成21年10月13日] 書換
平成27年09月18日
[平成29年01月10日] 変更確認
平成27年09月18日
平成18年07月07日
平成16年04月15日
[平成17年06月09日] 書換
[平成18年07月13日] 変更確認
平成17年04月28日
[平成19年03月07日] 書換
[平成22年10月13日] 書換
[平成28年10月01日] 変更届（事業場名変更）
[平成29年02月01日] 変更確認

事業場の名称
協同組合サン畜産副産物研究会

事業場の所在地
鹿児島県曽於市末吉町南之郷３９６番地１

製造品目
チキンミール

確認年月日
平成17年04月28日

備

考

[平成18年02月14日] 書換
[平成27年01月19日] 取消
豚鶏混合肉骨粉

平成17年07月01日
[平成21年07月13日] 変更確認
[平成27年01月19日] 取消

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年02月14日] 書換
[平成27年01月19日] 取消

サンテグレ株式会社

レンダリング工場

鹿児島県曽於市末吉町南之郷３９６番地１

チキンミール

平成26年08月04日

豚鶏混合肉骨粉

平成26年08月04日

[平成30年07月24日] 変更確認
[平成28年09月13日] 変更確認
[平成30年07月24日] 変更確認
豚鶏混合蒸製骨粉

平成25年10月28日

動物性油脂

平成26年08月04日

[平成26年04月01日] 変更届（事業場名変更）
[平成28年09月13日] 変更確認
[平成30年07月24日] 変更確認
株式会社ジャパンファーム

化製品工場

鹿児島県垂水市市木字光石５０９２番地

チキンミール

平成17年09月06日
[平成19年12月04日]
[平成21年07月31日]
[平成24年11月08日]
[平成26年09月10日]
[平成29年04月25日]
[平成30年12月10日]

フェザーミール

書換
書換
変更確認
変更確認
変更確認
変更確認

平成17年09月06日
[平成19年12月04日] 書換
[平成21年07月31日] 書換
[平成29年04月25日] 変更確認

動物性油脂

平成17年04月28日
[平成19年12月04日]
[平成21年07月31日]
[平成26年09月10日]
[平成29年04月25日]
[平成30年12月10日]

ダード株式会社 知覧作業所
東海シープロ株式会社 垂水工場

鹿児島県南九州市知覧町南別府２２３６１番地
鹿児島県垂水市海潟２５０２－１

豚血粉等
魚介類由来たん白質

書換
書換
変更確認
変更確認
変更確認

平成25年04月11日
平成18年09月06日
[平成21年08月21日] 変更確認

東洋基礎工業株式会社

頴娃工場

鹿児島県揖宿郡頴娃町上別府字三本松３８２０－２４

魚介類由来たん白質

平成17年09月21日
[平成19年11月26日] 取消

中島液素工業有限会社
中島液素工業有限会社

新栄工場
新栄工場

鹿児島県指宿市山川新栄町１－６３
鹿児島県揖宿郡山川町新栄町１－６３

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成18年06月09日
平成15年12月25日

鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目１番１１号
鹿児島県枕崎市松之尾町７１番地

魚介類由来たん白質
魚介類由来たん白質

平成18年06月06日
平成17年09月06日

[平成16年11月30日] 取消
株式会社ヒガシマル 鹿児島工場
枕崎水産加工業協同組合 化成工場

[平成21年09月30日] 書換
[平成26年02月13日] 変更確認
[平成28年06月10日] 変更確認
マルイ食品株式会社

野田工場

鹿児島県出水市野田町下名１６７１

チキンミール

平成17年10月11日
[平成19年01月22日] 書換
[平成21年02月17日] 書換
[平成30年10月02日] 変更確認

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成19年01月22日] 書換
[平成21年02月17日] 書換
[平成30年10月02日] 変更確認
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事業場の名称
マルテ水産株式会社 第二工場

事業場の所在地
鹿児島県枕崎市岩戸町３番地

製造品目
魚介類由来たん白質

確認年月日
平成16年01月14日

有限会社マルミツ水産
有限会社溝辺油脂

鹿児島県枕崎市木原町５２７番地
鹿児島県霧島市溝辺町三縄１０９２番地３

魚介類由来たん白質
チキンミール

平成23年06月09日
平成17年04月28日

備
[平成17年12月12日] 取消

本社工場

[平成17年11月14日] 書換
豚鶏混合肉骨粉

平成17年07月01日

動物性油脂
動物性油脂

平成17年11月14日
平成20年09月12日

[平成17年11月14日] 書換
株式会社三道食品

鹿児島県日置市東市来町南神之川３７０

[平成29年09月12日] 変更確認
[平成29年12月06日] 変更確認
山川水産加工業協同組合
フィッシュミール工場

鹿児島県指宿市山川福元字白石嶽１６３２

魚介類由来たん白質

平成17年09月06日

有限会社沖縄化製工業

沖縄県南城市大里字大城１９２７番地

牛肉骨粉
豚鶏混合肉骨粉

平成27年08月06日
平成17年12月14日

[平成18年11月21日] 書換

[平成18年02月22日] 書換
[平成26年03月06日] 変更確認
[平成31年01月23日] 変更確認
魚介類由来たん白質

平成23年04月07日
[平成23年12月26日] 変更確認
[平成28年11月14日] 変更確認

動物性油脂

平成16年04月15日
[平成18年02月22日] 書換
[平成26年03月06日] 変更確認

有限会社協同化工

沖縄県うるま市具志川９４０番地

魚介類由来たん白質

平成17年02月22日

有限会社協同商会

沖縄県中頭郡中城村字屋宜８２番地

フェザーミール

平成17年02月22日

[平成19年02月08日] 書換
[平成19年02月08日] 書換
[平成29年08月10日] 変更確認
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