
事業場の名称 事業場の所在地 製造品目 有効期間

株式会社ノースペット
（法人番号3010401113768）

北海道夕張郡栗山町旭台１番地５９ ペットフード R03. 3.21 有効期間切れ

埼玉県児玉郡上里町大字嘉美１６００－１１ ペットフード R05. 7. 3 [平成27年03月25日] 変更確認

[平成29年07月04日] 変更確認

株式会社吉岡油糧　本社埼玉工場
（法人番号7030001065421）

埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸１０３６－１ ペットフード R02.11.23 有効期間切れ

株式会社吉岡油糧　埼玉第２工場
（法人番号7030001065421）

埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸７９６ ペットフード R05.11.30

イースター株式会社 関東工場 千葉県船橋市栄町２番１３号 ペットフード H26.12. 8 有効期間切れ

千葉県千葉市美浜区新港２２９－３ ペットフード R07. 8.21 [平成24年03月06日] 変更届

[令和2年02月21日] 変更確認

[令和2年12月01日] 変更確認

[令和4年08月22日] 変更確認

オリエンタル酵母工業株式会社 千葉工場
（法人番号7011401001273)

千葉県千葉市美浜区新港８－２ ペットフード R06.11. 4

清水港飼料株式会社　船橋工場 千葉県船橋市栄町２丁目２番１３号 ペットフード H30. 5.31 [平成27年06月01日] 変更確認

[平成30年05月15日] 取消

徳岡商会株式会社
（法人番号4030003001848)

東京都荒川区町屋５丁目２２番１号 ペットフード R05.11.18 [平成26年12月01日] 変更届

日清ペットフード株式会社 鶴見工場
（法人番号4010001025454)

神奈川県川崎市川崎区大川町３番１号 ペットフード R05.11.17 [令和3年04月16日] 取消

日本ペットフード株式会社 静岡工場
（法人番号8010701018761)

静岡県袋井市梅山２０２０－１ ペットフード R05.11.13

株式会社レガールファクトリー
（法人番号2220001010569)

石川県金沢市森戸１－１０４ ペットフード R08. 3.23

株式会社レガールファクトリー 川北工場
（法人番号2220001010569)

石川県能美郡川北町字壱ツ屋１０４番地 ペットフード R06. 8. 1

ペットライン株式会社 多治見工場
（法人番号9200001022312)

岐阜県多治見市大針町６５７番地の１ ペットフード R06. 3.25 [令和3年03月26日] 変更確認

エヌピーエフジャパン株式会社 名古屋工場
（法人番号3011001004077)

愛知県名古屋市港区千鳥二丁目９番１６号 ペットフード R05.10.27

Ａ・Ｐ・Ｓ株式会社
（法人番号5180001107994)

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１１番７号 ペットフード R08. 3.28

株式会社スマック　本社工場
（法人番号2180001094336)

愛知県東海市名和町天王前２０番地 ペットフード R06.10. 7
[平成24年08月28日]
[令和03年10月08日]

変更確認
変更確認

株式会社アラタ　武豊工場
（法人番号2180001091507)

愛知県知多郡武豊町上山１丁目９１ ペットフード R02. 7.17 有効期間切れ

高畑食品株式会社
（法人番号2190001013410)

三重県いなべ市員弁町平古５４３番地 ペットフード R06. 7.12

ＷＡＮ　ＬＩＮＥ　京丹波事業所 京都府船井郡京丹波町豊田シミ１０６－１ ペットフード R06.11.19 [平成30年11月20日] 変更確認

イースター株式会社 関西工場
（法人番号9140001038281)

兵庫県たつの市誉田町福田７２６番地 ペットフード R05.10.19 [平成29年10月20日] 変更確認

株式会社ぺティオ　姫路工場
（法人番号3120001199585)

兵庫県姫路市網干区浜田字南新々田１２２３－２０ ペットフード R07. 7. 5 [平成28年10月01日] 変更届

製 造 基 準 適 合 確 認 事 業 場 一 覧

令和５年５月１９日現在　
１　製造に係るもの

備　　　　　　　考

（ペットフード及びペットフード原料用肉骨粉等）

ユニ・チャーム株式会社 埼玉工場
（法人番号8500001014833）

エヌピーエフジャパン株式会社 千葉工場
（法人番号3011001004077)
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事業場の名称 事業場の所在地 製造品目 有効期間 備　　　　　　　考

兵庫県伊丹市北伊丹９－６７ ペットフード R06.11. 9 [平成27年03月09日] 変更確認

[平成29年04月27日] 変更確認

[平成30年01月23日] 変更確認

[平成30年10月23日] 変更確認

[令和元年5月10日] 変更確認

[令和元年9月12日] 変更確認

[令和2年1月20日] 変更確認

[令和2年9月15日] 変更確認

[令和3年2月26日] 変更確認

[令和3年11月10日] 変更確認
株式会社マルカン 鳥取工場
（法人番号9120001011059）

鳥取県鳥取市湖山町東２丁目３０９番地 ペットフード R08. 5.10

ドギーフーズ株式会社 宗像工場 福岡県宗像市大字光岡字久保田２４０－３ ペットフード H29.10. 1 有効期間切れ

宮崎県都城市庄内町１４３０７－２ ペットフード R06. 7.15 [平成23年12月28日] 変更確認

[平成24年10月23日] 変更確認

[平成29年10月19日] 変更確認

[令和元年12月20日] 変更確認

[令和03年07月16日] 変更確認

南国興産株式会社 宮崎県都城市高城町有水１９４１番地 ペットフード H28. 9.28 [平成26年06月30日] 取消

日向農産加工株式会社 宮崎県日向市財光寺１１９３番地 ペットフード H25. 9.28 有効期間切れ

新潟県化製興業株式会社 新潟県長岡市大沼新田５９９番地 ペットフード用チキンミール H28. 2. 6 大臣確認取得

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 ペットフード用チキンミール H27.10.11 大臣確認取得

株式会社大山どり　レンダリング工場
（法人番号9270001004592）

鳥取県米子市淀江町中間５６２－１ ペットフード用チキンミール R06.10.17

新潟県化製興業株式会社 新潟県長岡市大沼新田５９９番地 ペットフード用フェザーミール H28. 2. 6 大臣確認取得

丸善食品工業株式会社　酒田工場
（法人番号6011401006001)

山形県酒田市広栄町３丁目９１番 ペットフード用豚鶏混合肉骨粉 R06. 1.31

株式会社徳田商会 Ｂ棟（豚脂製造設備）
（法人番号9010601016518)

東京都墨田区東墨田１丁目９番１号 ペットフード用豚肉骨粉等 R08. 5. 8

株式会社シトラスラボ　エコファクトリー広島
（法人番号6240001051954)

広島県広島市佐伯区五日市町下河内６５８番地２ ペットフード用豚肉骨粉等 R05. 2.20 [令和04年09月09日] 取消

鹿児島プロフーズ株式会社 本社工場 鹿児島県いちき串木野市大里２７６２番地 ペットフード用豚肉骨粉等 H25.10.16 肉粉等への製造品目の変更

エネック株式会社　和田山工場
（法人番号5140001065809)

兵庫県朝来市和田山町桑原９６２番地 ペットフード用加水分解たん白 R05.12.20 [令和05年03月01日] 取消

株式会社但馬どり　和田山工場
（法人番号2270001006604)

兵庫県朝来市和田山町桑原９６２番地 ペットフード用加水分解たん白 R05.12.20

兵庫県レンダリング株式会社　和田山エキス製造工場 兵庫県朝来市和田山町桑原９６２番地 ペットフード用加水分解たん白 [平成28年04月04日] 変更届
（法人番号8140001012320) [平成29年12月21日] 取消

宮崎県都城市高城町有水１９４１番地 ペットフード用加水分解たん白 [平成26年08月05日] 変更確認
[令和2年10月27日] 取消

小部産業株式会社 厚別工場
（法人番号8430001006292)

北海道札幌市厚別区厚別町山本２４６７番地１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R07. 8. 3

株式会社北海ケミカル 食品油脂工場
（法人番号8462501000243)

北海道標津郡標津町北９条西１丁目４番地１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.20

三共理化工業株式会社 八戸工場
（法人番号4011001008993)

青森県八戸市大字市川町字下揚４５－６０ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 6.25

岩手県化製油脂協同組合
（法人番号2400005003006)

岩手県花巻市高松第６地割４７番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R07. 6.28

株式会社ＣＨＬ
（法人番号3400001012934)

岩手県花巻市高松第６地割４４番地３ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R07. 6.28

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 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 H28. 7.21 有効期間切れ

R05. 3. 9

イースター株式会社 都城工場
（法人番号9140001038281)

ユニ・チャーム株式会社 伊丹工場
（法人番号8500001014833）

R02.12.12

南国興産株式会社
（法人番号2350001008724）
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事業場の名称 事業場の所在地 製造品目 有効期間 備　　　　　　　考

雨宮産業株式会社 本社工場
（法人番号5390001007439)

山形県鶴岡市大宝寺字立野４７８－５４ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 8. 6

株式会社庄内レザー
 （法人番号　1390001006304）

山形県東田川郡庄内町家根合字中荒田５５−１３ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.26

竹本産業株式会社 第２工場
（法人番号8390001006405)

山形県飽海郡遊佐町藤崎字茂り松１５７－３１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.31

株式会社中島商店 油脂工場 山形県山形市北町３丁目７－２８ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R07. 6. 9

磯田産業株式会社 水戸工場
（法人番号9010501001124)

茨城県水戸市大串町２１７５－４ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05.10. 3

株式会社ジャパンエコロジーシンキング　第４工場
（法人番号5060001002299)

栃木県宇都宮市下川俣町２１１番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R07. 7. 3

株式会社群馬県化成産業
（法人番号3070001000881)

群馬県前橋市荒口町１５０番地の１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05.11. 1

有限会社梅邑油脂
（法人番号5030002085115)

埼玉県越谷市大字増森２９０９番地１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R07.10. 5

太田油脂産業株式会社
（法人番号9030001035876)

埼玉県八潮市大字垳２６０番 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05.10. 3

有限会社川口油脂工業所 入間工場
（法人番号4012802004297）

埼玉県入間市狭山台４－１７－１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 7.25 [令和03年07月26日] 変更確認

株式会社博進　吉川工場
（法人番号7010501010606)

埼玉県吉川市中野３６５－２ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05.11. 1

橋本産業株式会社
（法人番号3030001085142)

埼玉県熊谷市奈良新田８０－４ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 9.25

吉岡製油有限会社　本社工場
（法人番号6030002036117)

埼玉県入間市二本木１４０９－１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 5.18

敷島産業株式会社
（法人番号4040001061240)

千葉県山武郡横芝光町宮川６０５８－１１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 9.25

有限会社川口油脂工業所 村山工場
（法人番号4012802004297）

東京都武蔵村山市中央２－１４５－１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 3.16 有効期間切れ

八広油脂株式会社　第二工場
（法人番号3010601036083)

東京都墨田区東墨田１丁目１１－１４ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 7. 2

日光油脂株式会社
（法人番号5010601014005)

東京都墨田区東墨田２丁目１３番２３号 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 4.16

東京レンダリング協同組合 Ａ棟（牛脂製造設備）
（法人番号3010605000746)

東京都墨田区東墨田１丁目９番１号 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 4.30

株式会社クレオ化学　墨田工場
（法人番号7010602029933)

東京都墨田区東墨田２丁目２２番５号 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05.11.13

株式会社羽場商会
（法人番号3011101017524)

東京都新宿区西落合１丁目２５－３ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 4. 2

原田油脂株式会社
（法人番号1013101001492)

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷５４０番地２ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 4.23

富士化学株式会社
（法人番号8013101001503)

東京都西多摩郡瑞穂町二本木４３３－２ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 2.26

平和飼糧株式会社 油糧部　油脂工場
（法人番号5010601015936)

東京都墨田区東墨田２－２－１０ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 9.11

株式会社マルシン
（法人番号6010601015654)

東京都墨田区東墨田２丁目１９－１３ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R04. 9. 5 有効期間切れ

八広油脂株式会社
（法人番号3010601036083)

東京都墨田区東墨田２丁目２０－１７ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06.10.22

株式会社鈴木油脂 歌川工場
（法人番号6021001021143)

神奈川県伊勢原市歌川３丁目３番２ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 2. 6

信陽製油株式会社 本社工場
（法人番号8090001003110)

山梨県中巨摩郡昭和町上河東１３１９番地７ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 9.11

株式会社布川産業
（法人番号9110001007256)

新潟県新潟市秋葉区荻島２丁目３２－６ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.23

株式会社山本物産 新潟県魚沼市今泉８９５番地甲 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 H29.10.12 [平成29年07月04日] 取消

株式会社北村商店
（法人番号4080401001404)

静岡県浜松市中区野口町５８７番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.31

[平成29年1月1日]変更届（製造事業者及び事業場の名称
の変更）

[平成29年10月27日]変更届（製造事業者及び事業場の名
称の変更）
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事業場の名称 事業場の所在地 製造品目 有効期間 備　　　　　　　考

立山畜産株式会社
（法人番号3230001006490)

富山県中新川郡立山町野口４番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 8. 8 [平成30年8月9日] 変更確認

天狗中田産業株式会社 才田工場
（法人番号7220001004418)

石川県金沢市才田町戊３２１番地７ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 4. 9

岐阜製油協業組合
（法人番号2200005004115)

岐阜県養老郡養老町沢田２５０５ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.31

株式会社吉田ハム レンダリング工場
（法人番号2200001032870)

岐阜県大垣市寿町１番地の１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R02. 3.31 有効期間切れ

株式会社ウエダ
（法人番号8180001000148)

愛知県名古屋市守山区松坂町１５０番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.31

株式会社セントラルプロテイン
（法人番号4180001097923)

愛知県名古屋市中川区上高畑一丁目１３９番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.31

株式会社半田化製工場
（法人番号6180001091965)

愛知県半田市住吉町３－１７８ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R07. 7.20

株式会社中部ケミカル 食品油脂工場
（法人番号9190001002167)

三重県津市白山町三ヶ野７６９番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05.10.17 [平成29年10月18日] 変更確認

大阪ハイプロテイン協業組合
（法人番号7120005007427）

大阪府大阪市西成区北開２丁目２－２ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.13

竹田化成株式会社　本社工場
(法人番号9120101025396）

大阪府松原市南新町２丁目２１４番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 8.13

株式会社南港化成
（法人番号1120001189092)

大阪府大阪市住之江区南港南５丁目２－４８ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R03.12.16 [令和2年03月27日] 取消

浜田化学株式会社 本社工場
（法人番号2140001050821）

兵庫県尼崎市東海岸町１番地の４ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R03.10. 4
[平成29年09月11日]
[平成30年10月5日]
有効期間切れ

取消
再確認

株式会社パルシーズン
（法人番号4140001039854）

兵庫県赤穂市高野１番地１７ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3. 5

エネック株式会社　姫路工場
（法人番号5140001065809）

兵庫県姫路市四郷町中鈴２９番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 6.12

株式会社Ｍ’ｓ
（法人番号5140001091549）

兵庫県姫路市四郷町本郷３１６番地２ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 5.23

近畿化製株式会社
（法人番号9150002006807)

奈良県桜井市豊前３７番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05.12. 3

堤野譲商店 奈良県桜井市大西２１０ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06.10.15

広島化製企業組合 湯来第２工場
（法人番号5240005001931)

広島県広島市佐伯区湯来町白砂６５７－１ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 4. 7

徳島化製事業協業組合　製油工場
（法人番号1480005000657)

徳島県徳島市不動本町３丁目１７０６－２ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R05. 6. 9

有限会社丸井 土佐工場
（法人番号1490002004882)

高知県土佐市太郎丸１４４ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R07. 2.18

株式会社カガワミール
（法人番号9470001008912)

香川県坂出市昭和町二丁目７－９ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 5.14

山口県特殊化成企業組合
（法人番号1250005006355）

山口県岩国市周東町上久原１００５８番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.30

福岡レンダリング協同組合 第二工場
（法人番号7290805007667）

福岡県田川郡大任町大字今任原字今入１０６８－３ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3.30

南国興産株式会社
（法人番号2350001008724）

宮崎県都城市高城町有水１９４１番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 3. 9

鹿児島プロフーズ株式会社 本社工場
（法人番号1340001001045)

鹿児島県いちき串木野市大里２７６２番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R08. 2. 5

株式会社三道食品
（法人番号5340001005496)

鹿児島県日置市東市来町南神之川３７０ ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 6.13
[平成29年11月24日]
[令和03年06月14日]

変更確認
変更確認

株式会社セイユー
（法人番号6340001000141)

鹿児島県日置市伊集院町寺脇９０番地 ペットフード用食用脂肪由来の肉粉等 R06. 3.29

[平成30年2月8日]変更届（事業場の所在地表記の変更）

食用以外の油脂の製造工程から発生する肉粉製造事業場

[平成29年12月21日]変更届（事業場の名称の変更）
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