
令和３年度　新規承認（２６食品）

承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

1 第製R4-001 伊豆 ㈱東京ひろや 伊豆ファクトリー 鯛茶漬け 下田市 そうざい製造業

2 第製R4-002 伊東 エナジック㈱ グルコサミン錠剤 伊東市 菓子製造業

3 第製R4-003 伊東 フロマージュパン専門店 Marble Coco. 生食パン 伊東市 菓子製造業

4 第製R4-004 修善寺 伊豆食文化公園 手作り工房 グラノーラ（プレーン） 伊豆市 菓子製造業

5 第製R4-005 修善寺 伊豆食文化公園 瓜生野工場 伊豆食の和だし 伊豆市 食品製造業

6 第製R4-006 沼津 ㈱日和屋 真あじ干物 沼津市 食品製造業

7 第製R4-007 沼津 大川食品工業㈱ 本社工場 いりぬか 沼津市 食品製造業

8 第製R4-008 沼津 大川食品工業㈱ 本社工場 きな粉 沼津市 食品製造業

9 第製R4-009 沼津 大川食品工業㈱ 第三工場 ぬかみそ 沼津市 食品製造業

10 第製R4-010 静岡市 潮宝食品㈱ 水産加工所 さば糀漬け 静岡市葵区 食品製造業

11 第製R4-011 静岡市 ㈱ふかくら 本社工場 かれいみりん 静岡市清水区 食品製造業

12 第製R4-012 静岡市 丸福製茶㈱ 本社工場 煎茶　先火 静岡市葵区 食品製造業

13 第製R4-013 静岡市 ㈱久米吉 静岡工場 こんにゃく 静岡市葵区 食品製造業

14 第製R4-014 静岡市 ㈱製茶問屋 山梨商店 煎茶製造部 煎茶 静岡市葵区 食品製造業

15 第製R4-015 静岡市 ㈱小島康平商店 本社工場 煎茶 静岡市葵区 食品製造業

16 第製R4-016 静岡市 真富士屋食品㈱ 静岡工場 トッピング・さかな（ふりかけ） 静岡市駿河区 食品製造業

17 第製R4-017 静岡市 ㈱山畜 国産豚肉ダイス 静岡市清水区 食肉処理業

静岡県ミニＨＡＣＣＰ承認食品一覧
食品製造業

承認期間　令和４年４月１日～令和７年３月３１日



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

18 第製R4-018 焼津市 ㈱仲吉 工場 鰹節粉末 焼津市 食品製造業

19 第製R4-019 焼津市 ㈱カネゼン 第三工場 成形節 焼津市 食品製造業

20 第製R4-020 焼津市 ㈱グリーンテック 静岡工場 キザミネギ 焼津市 食品製造業

21 第製R4-021 焼津市 石窯パン工房 パトン 焼津店 冷やしクリームパン　バニラ 焼津市 菓子製造業

22 第製R4-022 焼津市 静岡うなぎ漁業協同組合 焼津加工場 うなぎ蒲焼（静岡産） 焼津市 そうざい製造業

23 第製R4-023 藤枝市 殿村食品㈱ 乾しいたけ 藤枝市 食品製造業

24 第製R4-024 藤枝市 ㈲神谷製餡所 練あん 藤枝市 あん類製造業

25 第製R4-025 島田 ㈲カネキタ企工 煎茶やすらぎティーバッグ 島田市 食品製造業

26 第製R4-026 榛原 駿河淡水㈱ 加工場 うなぎ蒲焼 榛原郡吉田町 そうざい製造業



令和３年度　更新承認（４２食品）

承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

1 第製R4-027 西伊豆 ㈲三角屋水産 あじの干物 賀茂郡西伊豆町 食品製造業

2 第製R4-028 三島 ㈱伊豆フェルメンテ　本社工場 金太君　純あま酒 三島市 食品製造業

3 第製R4-029 三島 ㈱伊豆フェルメンテ　平成台工場 伊豆みそ 三島市 みそ製造業

4 第製R4-030 沼津 京丸うなぎ㈱ うなぎ蒲焼 沼津市 そうざい製造業

5 第製R4-031 沼津 京丸うなぎ㈱ うなぎ蒲焼（トレーパック） 沼津市 そうざい製造業

6 第製R4-032 沼津 京丸うなぎ㈱ うなぎ蒲焼（真空パック） 沼津市 そうざい製造業

7 第製R4-033 沼津 京丸うなぎ㈱ うなぎ白焼 沼津市 そうざい製造業

8 第製R4-034 沼津 富士物産㈱ オクラと芽かぶのやまいも和え 駿東郡長泉町 食品の冷凍又は冷蔵業

9 第製R4-035 沼津 ㈱東洋ベーカリー 学校給食用 米飯 沼津市 飲食店営業（仕出し屋）

10 第製R4-036 沼津 (資)冨士家製パン所 学校給食用 ロールパン 沼津市 菓子製造業

11 第製R4-037 沼津 永倉精麦㈱ 精麦製品　ポーションタイプ 駿東郡長泉町 食品製造業

12 第製R4-038 沼津 ㈱タムラ食品 わさび漬 沼津市 食品製造業

13 第製R4-039 沼津 ㈲ヤマカ水産 あじのひもの 沼津市 食品製造業

14 第製R4-040 沼津 ㈱スギショーテクニカルフーズ 和風おろしのたれ 駿東郡長泉町 ソース類製造業

15 第製R4-041 御殿場 ㈲山﨑精肉店 ボロニアソーセージ 御殿場市 食肉製品製造業

16 第製R4-042 御殿場 ㈲松葉屋 学校給食用　ロールパン 御殿場市 菓子製造業

17 第製R4-043 富士 三生医薬㈱　大渕工場 マカ含有加工食品(錠剤) 富士市 食品製造業

静岡県ミニＨＡＣＣＰ承認食品一覧
食品製造業

承認期間　令和４年４月１日～令和７年３月３１日



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

18 第製R4-044 富士 ㈱アクア富士天間 ナチュラルミネラルウォーター 富士市 清涼飲料水製造業

19 第製R4-045 富士宮 三生医薬㈱　南陵工場 ＤＨＡ含有加工食品（ソフトカプセル） 富士宮市 食品製造業

20 第製R4-046 静岡市 ㈱カタヤマキ 桜えび釜あげ 静岡市清水区 食品製造業

21 第製R4-047 静岡市 ㈱カタヤマキ 桜えび素干し 静岡市清水区 食品製造業

22 第製R4-048 静岡市 清水製パン㈱ 学校給食用 米飯 静岡市清水区 飲食店営業（仕出し屋）

23 第製R4-049 静岡市 小倉食品㈱ 桜えび素干し 静岡市清水区 食品製造業

24 第製R4-050 静岡市 村松食品工業㈱ くるみ小女子（佃煮） 静岡市清水区 そうざい製造業

25 第製R4-051 静岡市 ㈱清美軒 学校給食用　食パン 静岡市清水区 菓子製造業

26 第製R4-052 静岡市 ㈲ミルクベーカリー 学校給食用　食パン 静岡市葵区 菓子製造業

27 第製R4-053 静岡市 ㈱村松精肉店 鶏胸肉の塩水漬け 静岡市駿河区 食肉処理業

28 第製R4-054 焼津市 ㈱山七　団地工場 鰹荒本節 焼津市 食品製造業

29 第製R4-055 焼津市 ㈱山七 御ふりかけ かつお 焼津市 食品製造業

30 第製R4-056 焼津市 ㈲梅原製パン 学校給食用 ロールパン 焼津市 菓子製造業

31 第製R4-057 焼津市 ㈲丸生食品 伊達巻 焼津市 魚肉練り製品製造業

32 第製R4-058 藤枝市 杉山㈱　築地工場 コーヒービート 藤枝市 菓子製造業

33 第製R4-059 藤枝市 杉山㈱　築地工場 チョコレート小分け品 藤枝市 菓子製造業

34 第製R4-060 榛原 ㈱浜松ベジタブル 静岡支社 ニコちゃんネギ 榛原郡吉田町 食品製造業

35 第製R4-061 榛原 ㈱茶問屋　川村翠香園 緑茶 牧之原市 食品製造業

36 第製R4-062 榛原 ハイナン農業協同組合 ＪＡハイナン茶業センター 煎茶 牧之原市 食品製造業

37 第製R4-063 榛原 ㈱海泉フーズ　吉田工場 やわらかイカフライ 榛原郡吉田町 食品の冷凍又は冷蔵業

38 第製R4-064 小笠連合 大浜給食協同組合 さざなみ弁当 掛川市 飲食店営業(仕出し屋)



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

39 第製R4-065 小笠連合 ㈱三河屋商店 学校給食用 米飯 掛川市 飲食店営業（仕出し屋）

40 第製R4-066 西部連合 田中製菓㈲ 学校給食用 ロールパン 周智郡森町 菓子製造業

41 第製R4-067 西部連合 ㈱共栄商会　磐田工場 わさび漬　封印 磐田市 食品製造業

42 第製R4-068 浜松市 ㈱味香美　第二工場 ナチュラルマリンコラーゲンゼリー 浜松市南区 食品製造業



令和２年度　更新承認（９６食品）

承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

1 第製R3-034 伊豆 大丸堂製菓㈲ 学校給食用 ロールパン 賀茂郡南伊豆町 菓子製造業

2 第製R3-001 伊東 ㈱伊豆中　本社工場 金目鯛みそ漬け 伊東市 食品製造業

3 第製R3-035 修善寺 アイノベックス㈱ sai 伊豆市 清涼飲料水製造業

4 第製R3-036 三島 ㈲若木　中島店 ぽてと園 三島市 菓子製造業

5 第製R3-037 三島 石渡食品㈲ 学校給食用 ロールパン 田方郡函南町 菓子製造業

6 第製R3-038 三島 静岡県立田方農業高等学校 田農牛乳 田方郡函南町 乳処理業

7 第製R3-002 三島 ㈱伊豆フェルメンテ　本社工場 静岡県産いちごジャム 三島市 缶詰又は瓶詰食品製造業

8 第製R3-003 三島 ㈱室伏孝一商店 学校給食用 うどん 三島市 めん類製造業

9 第製R3-039 沼津 羽野シーフーズ㈱ 魚の干物 沼津市 食品製造業

10 第製R3-040 沼津 ㈱マルヤ水産 あじ干物 沼津市 食品製造業

11 第製R3-041 沼津 ㈱バンデロール　西島工場 のっぽパン（クリーム） 沼津市 菓子製造業

12 第製R3-004 沼津 ㈱オムニカ　裾野工場 ビルベリーエキス粉末 裾野市 食品製造業

13 第製R3-005 沼津 ㈱オムニカ　裾野工場 ルテイン 裾野市 食品製造業

14 第製R3-006 沼津 ㈱オムニカ　裾野工場 ビルベリーソフトカプセル 裾野市 食品製造業

15 第製R3-007 御殿場 ㈱サカグチヤ　神場工場 焼いて食べる厚揚げ 御殿場市 食品製造業

16 第製R3-042 富士 福泉産業㈱　　 みりん風調味料 富士市 食品製造業

17 第製R3-043 富士 わかば食品㈱　静岡工場 お好み焼 富士市 そうざい製造業

静岡県ミニＨＡＣＣＰ承認食品一覧
食品製造業

承認期間　令和３年４月１日～令和６年３月３１日



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

18 第製R3-044 富士 ㈱田子の月　本社工場 マドレーヌ 富士市 菓子製造業

19 第製R3-008 富士 ㈱ミズ・バラエティー　クリーンルーム棟 デザインサプリ 富士市 食品製造業

20 第製R3-009 富士 (資)荒川製麵工場 学校給食用 うどん 富士市 めん類製造業

21 第製R3-010 富士 ㈱オレンジエッグ　宮島工場 梅ソフト 富士市 食品製造業

22 第製R3-011 富士 大協プラス㈱　富士工場 ナチュラルミネラルウォーター 富士市 清涼飲料水 製造業

23 第製R3-012 富士 大協プラス㈱　富士工場 ミネラルウォーター 富士市 清涼飲料水 製造業

24 第製R3-045 静岡市 ㈱こめやフードサービス カレーソース 静岡市駿河区 飲食店営業(弁当屋)

25 第製R3-046 静岡市 ㈱田丸屋本店　静岡工場 わさび漬 静岡市駿河区 食品製造業

26 第製R3-047 静岡市 真富士屋食品㈱　静岡工場 ふりかけ(さかな) 静岡市駿河区 そうざい製造業

27 第製R3-048 静岡市 こめや食品㈱ 板付き蒸し蒲鉾 静岡市清水区 魚肉練り製品製造業

28 第製R3-049 静岡市 ㈲和田清商店 煎　茶 静岡市葵区 食品製造業

29 第製R3-050 静岡市 ニチフリ食品工業㈱ ふりかけ　おかか 静岡市清水区 食品製造業

30 第製R3-051 静岡市 ㈱ヤヨイサンフーズ　清水工場 昔ながらのコロッケ(牛肉入り) 静岡市清水区 食品の冷凍又は冷蔵業

31 第製R3-052 静岡市 静パック㈲　中原本社工場 粉末茶スティック 静岡市駿河区 食品製造業

32 第製R3-053 静岡市 富士山高原㈱ ボロニアソーセージ 静岡市清水区 食肉製品製造業

33 第製R3-054 静岡市 伊藤食品㈱　清水工場 まぐろ油漬缶詰 静岡市清水区 缶詰又は瓶詰食品製造業

34 第製R3-055 静岡市 ミホミフーズ㈱ のど飴　柚子＆金柑 静岡市清水区 菓子製造業

35 第製R3-056 静岡市 ㈱由比缶詰所 まぐろ油漬缶詰（ファンシー） 静岡市清水区 缶詰又は瓶詰食品製造業

36 第製R3-057 静岡市 鈴与商事㈱　クリクラ清水プラント ボトルドウォーター 静岡市清水区 清涼飲料水製造業

37 第製R3-058 静岡市 富士ヘルス産業㈱ 非変性Ⅱ型コラーゲンＥＸ 静岡市駿河区 食品製造業

38 第製R3-059 静岡市 ㈱ＴＩＧＥＲ ルイボスティー 静岡市駿河区 食品製造業



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

39 第製R3-060 静岡市 ㈲マルトパン店 学校給食用 食パン 静岡市葵区 菓子製造業

40 第製R3-061 静岡市 ㈱フリーデン　静岡工場 ハンバーグ 静岡市駿河区 食肉製品製造業

41 第製R3-013 静岡市 ㈱シプト　加工場 冷凍マグロ柵 静岡市清水区 食品の冷凍 又は冷蔵業

42 第製R3-014 静岡市 ㈱製茶問屋　山梨商店　ほうじ茶製造部 ほうじ茶 静岡市葵区 食品製造業

43 第製R3-015 静岡市 ㈲福島 さば削り節（薄削り） 静岡市清水区 食品製造業

44 第製R3-016 静岡市 竹沢製茶㈱　平和工場 煎茶 静岡市葵区 食品製造業

45 第製R3-017 静岡市 竹沢製茶㈱　牧ケ谷工場 固形茶 静岡市葵区 食品製造業

46 第製R3-019 静岡市 ㈱富士公司 学校給食用 ソフトめん 静岡市清水区 めん類製造業

47 第製R3-020 静岡市 松永三太郎商店 素干桜えび 静岡市清水区 食品製造業

48 第製R3-021 静岡市 富士食品㈱ 小麦胚芽粉末 静岡市清水区 食品製造業

49 第製R3-022 静岡市 ㈱季咲亭　 静岡メンマ 静岡市葵区 食品製造業

50 第製R3-023 静岡市 ㈲大信　製品室 粉末寒天 静岡市駿河区 食品製造業

51 第製R3-063 焼津市 ㈱山佐食品 白身魚フライ 焼津市 食品の冷凍又は冷蔵業

52 第製R3-064 焼津市 ㈱富士冷　缶詰工場 かつお油漬けフレーク缶詰 焼津市 そうざい製造業

53 第製R3-065 焼津市 ㈱カネタツ 冷凍鮪の柵 焼津市 食品の冷凍又は冷蔵業

54 第製R3-066 焼津市 真富士屋食品㈱　焼津工場 めんつゆ 焼津市 ソース類製造業

55 第製R3-067 焼津市 ㈱柳屋本店　佃煮工場 かつお角煮 焼津市 そうざい製造業

56 第製R3-068 焼津市 ㈲カネボシ食品 魚の切り身 焼津市 食品の冷凍又は冷蔵業

57 第製R3-069 焼津市 ㈱いちまるブラ・ド・シェフ　食品工場 合鴨ロースト 焼津市 食肉製品製造業

58 第製R3-070 焼津市 ㈱北村 なると巻 焼津市 魚肉ねり製品製造業

59 第製R3-071 焼津市 ㈱丸賢商店 ひりゅうず 焼津市 そうざい製造業



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

60 第製R3-024 焼津市 ㈱マルマコーポレーション　第一工場、第二工場 冷凍鰹ロイン 焼津市 食品の冷凍 又は冷蔵業

61 第製R3-025 焼津市 ㈱マルマコーポレーション　第一工場、第二工場 冷凍鮪ロイン 焼津市 食品の冷凍 又は冷蔵業

62 第製R3-072 藤枝市 ㈱カネセイ食品 うずら卵水煮       藤枝市 そうざい製造業

63 第製R3-073 藤枝市 杉山㈱　高柳工場 ビタミンC-150 藤枝市 菓子製造業

64 第製R3-074 藤枝市 藤和乾物㈱ 乾椎茸 藤枝市 食品加工業

65 第製R3-075 藤枝市 富士物産㈱ 学校給食用 食パン 藤枝市 菓子製造業

66 第製R3-076 藤枝市 ㈱きのこランド 乾椎茸 藤枝市 食品製造業

67 第製R3-077 島田 ㈱東海軒　金谷工場 幕の内弁当 島田市 飲食店営業(仕出し屋)　　　　　

68 第製R3-078 島田 大五通商㈱　うなぎ工房 冷凍うなぎ蒲焼 島田市 そうざい製造業

69 第製R3-079 島田 ㈱カネス製茶 煎茶 島田市 食品製造業

70 第製R3-026 島田 東和フーズ㈱　南原工場 生八ッ橋 島田市 菓子製造業

71 第製R3-080 榛原 ㈱小栗農園 煎　茶 牧之原市 缶詰又は瓶詰食品製造業

72 第製R3-027 榛原 ユニー㈱　牧之原プロセスセンター ポーク＆ビーフウインナー 牧之原市 食肉製品製造業

73 第製R3-081 小笠連合 ㈱山英　ヤマエイ農産物加工場 食用茶 掛川市 缶詰又は瓶詰食品製造業

74 第製R3-082 小笠連合 ㈱梅の園　静岡工場 緑　茶 掛川市 缶詰又は瓶詰食品製造業

75 第製R3-083 小笠連合 大蔵園　クリーンルーム 掛川産深蒸し粉末茶 掛川市 食品製造業

76 第製R3-028 小笠連合 ㈲山精水産 伊達巻 御前崎市 魚肉練り製品 製造業

77 第製R3-029 小笠連合 ㈲山精水産 しらすチップス 御前崎市 食品製造業

78 第製R3-030 小笠連合 大蔵園　本社工場 掛川産深蒸し煎茶 （リーフ） 掛川市 食品製造業

79 第製R3-031 小笠連合 大蔵園　本社工場 掛川産深蒸し煎茶 （ティーバッグ） 掛川市 食品製造業

80 第製R3-032 小笠連合 大蔵園　本社工場 掛川産深蒸し煎茶 （玄米茶） 掛川市 食品製造業



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

81 第製R3-084 西部連合 静岡うなぎ漁業協同組合　中遠加工場 うなぎ蒲焼 磐田市 そうざい製造業

82 第製R3-085 西部連合 マロニー㈱　浜松工場 マロニーショート100 磐田市 食品製造業

83 第製R3-086 西部連合 ㈱ロック・フィールド静岡ファクトリー フレッシュ野菜のポテトサラダ 磐田市 そうざい製造業

84 第製R3-087 西部連合 ㈱アイ・ビー・フォックスフーズ ポークガーリックソーセージ 磐田市 食肉製品製造業

85 第製R3-088 西部連合 ㈱アイ・ビー・フォックスフーズ プレスハム　スライス 磐田市 食肉製品製造業

86 第製R3-089 西部連合 ㈱アイ・ビー・フォックスフーズ モルタデラ　セラッチ　スライス 磐田市 食肉製品製造業

87 第製R3-090 西部連合 ㈱倉島食品 こんにゃく 周智郡森町 食品製造業

88 第製R3-033 西部連合 ㈱倉島食品 ところてん 周智郡森町 食品製造業

89 第製R3-091 浜松市 ㈱井田商店　本社工場 ローストアーモンド 浜松市西区 菓子製造業

90 第製R3-092 浜松市 ㈱須部商店 もめん豆腐 浜松市北区 豆腐製造業

91 第製R3-093 浜松市 東宏製麺㈱ ゆでうどん 浜松市西区 めん類製造業

92 第製R3-094 浜松市 ㈱マルト神戸屋 学校給食用 食パン 浜松市東区 菓子製造業

93 第製R3-095 浜松市 ㈲むつみ製パン 学校給食用 ロールパン 浜松市西区 菓子製造業

94 第製R3-096 浜松市 ㈱宝福 学校給食用 米飯 浜松市東区 飲食店営業（仕出し屋）



令和元年度　更新承認（６３食品）

承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

1 第製Ｒ2-001 伊豆 丸二製菓㈲ 学校給食用 ロールパン 下田市 菓子製造業

2 第製Ｒ2-002 伊東 上総屋商事㈱ 味付けのり　「上総富士」 伊東市 食品製造業

3 第製Ｒ2-003 修善寺 ㈱豪匠 ローストビーフ 伊豆の国市 食肉製品製造業

4 第製Ｒ2-004 三島 ㈱フルーツバスケット　本社工場 いちごジャム（国産） 田方郡函南町 食品製造業

5 第製Ｒ2-005 三島 第一酵母㈱　本社工場 コーボンマーベル 伊豆の国市 清涼飲料水製造業

6 第製Ｒ2-006 沼津 ㈱雅心苑 足高工場 どら焼き 沼津市 菓子製造業

7 第製Ｒ2-007 沼津 米久㈱　沼津ミートセンター 国産豚正肉 沼津市 食肉処理業

8 第製Ｒ2-008 富士 丸喜食品㈱　水戸島工場 味付け油揚げ 富士市 そうざい製造業

9 第製Ｒ2-009 富士宮 ㈱イトウミート 国産豚小間 富士宮市 食肉処理業

10 第製Ｒ2-010 富士宮 日本製パン㈱　富士宮工場 学校給食用 米飯 富士宮市 飲食店営業（仕出し屋）

11 第製Ｒ2-011 富士宮 ㈱ ニッピ　富士工場 コラーゲンペプチド 富士宮市 食品製造業

12 第製Ｒ2-012 富士宮 ㈱さの萬 ローストビーフ 富士宮市 食肉製品製造業

13 第製Ｒ2-013 静岡市 とり岩㈱ 国産豚コマ切肉 静岡市清水区 食肉販売業

14 第製Ｒ2-014 静岡市 ㈱岡崎 海鮮餃子 静岡市駿河区 食品製造業

15 第製Ｒ2-015 静岡市 ㈱ヤママル　工場 桜えび釜あげ 静岡市清水区 食品製造業

16 第製Ｒ2-016 静岡市 ㈱ヤママル　工場 桜えびすぼし 静岡市清水区 食品製造業

17 第製Ｒ2-017 静岡市 清水冷凍㈱　本社工場 まぐろねぎとろ 静岡市清水区 食品の冷凍又は冷蔵業

静岡県ミニＨＡＣＣＰ承認食品一覧
食品製造業

承認期間　令和２年４月１日～令和５年３月３１日



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

18 第製Ｒ2-018 静岡市 平金産業㈱  コラーゲン工場 まぐろコラーゲン 静岡市駿河区 食品製造業

19 第製Ｒ2-019 静岡市 静岡ライスセンター㈱ 学校給食用 米飯 静岡市駿河区 飲食店営業（仕出し屋）

20 第製Ｒ2-020 静岡市 ㈱豊月堂 学校給食用 食パン 静岡市駿河区 菓子製造業

21 第製Ｒ2-021 静岡市 Benefitea㈱ 清涼飲料水（茶飲料） 静岡市葵区 清涼飲料水製造業

22 第製Ｒ2-022 静岡市 サンシーフーズ㈱ 冷凍 さといも白煮 静岡市清水区 そうざい製造業

23 第製Ｒ2-023 静岡市 ㈱アワーズ　本社工場 イベリコ豚重の具 静岡市清水区 そうざい製造業

24 第製Ｒ2-024 静岡市 ㈱原浦商店　町屋原工場 ローストえびパウダー 静岡市清水区 食品製造業

25 第製Ｒ2-025 静岡市 ㈱カネジョウ　日の出工場 エビ微粉末パウダー 静岡市清水区 食品製造業

26 第製Ｒ2-026 静岡市 ㈱白形傳四郎商店　製茶工場 煎茶 静岡市葵区 食品製造業

27 第製Ｒ2-027 静岡市 ホテルグランヒルズ静岡 苺のショートケーキ 静岡市駿河区 菓子製造業

28 第製Ｒ2-028 焼津市 ㈲戸塚豆腐店 もめん豆腐 焼津市 豆腐製造業

29 第製Ｒ2-029 焼津市 ㈱いちまる  食品工場 イベリコ豚丼の具 焼津市 食肉製品製造業

30 第製Ｒ2-030 焼津市 石竹水産㈱ 花かつお（T）500ｇ 焼津市 食品製造業

31 第製Ｒ2-031 焼津市 旭合同㈱ 静岡工場 スリミックザイム 焼津市 食品製造業

32 第製Ｒ2-032 焼津市 ㈱サスナ  レトルトパウチ まぐろ油漬（フレーク） 焼津市 かん詰又はびん詰食品製造業

33 第製Ｒ2-033 焼津市 ㈱天神屋　静岡工場 焼肉むすび 焼津市 そうざい製造業

34 第製Ｒ2-034 焼津市 ㈱丸賢商店 信田煮(鶏そぼろ） 焼津市 そうざい製造業

35 第製Ｒ2-035 焼津市 ヤマキン㈱ だししょうゆ 焼津市 食品製造業

36 第製Ｒ2-036 藤枝市 ㈱カネセイ食品　築地第2工場 うずら卵フライ 藤枝市 食品の冷凍又は冷蔵業

37 第製Ｒ2-037 藤枝市 杉山㈱　築地工場 チョコレート 藤枝市 菓子製造業

38 第製Ｒ2-038 藤枝市 ㈱藤枝パック 桜10g玉Ｒ 藤枝市 食品製造業



承認NO. 協会名 施　　設　　名 承　認　食　品　名 所　在　地 業　　　種

39 第製Ｒ2-039 藤枝市 ㈲三共椎茸　本社工場 乾しいたけ 藤枝市 食品製造業

40 第製Ｒ2-040 藤枝市 アサヒ物産㈱ 乾しいたけ 藤枝市 食品製造業

41 第製Ｒ2-041 島田 フタバ食品工業㈱ 島の粋塩2013 島田市 食品製造業

42 第製Ｒ2-042 島田 ㈱三浦製菓　本店 お茶羊羹 島田市 菓子製造業

43 第製Ｒ2-043 榛原 ㈱ワイケイティー フレーバーティー 牧之原市 食品製造業

44 第製Ｒ2-044 榛原 はねうお食品㈱　静岡工場 たらこ 榛原郡 そうざい製造業

45 第製Ｒ2-045 小笠連合 ㈲岡田製パン 学校給食用 ロールパン 掛川市 菓子製造業

46 第製Ｒ2-046 小笠連合 磐田物産㈱　大須賀工場 ストロベリー濃縮果汁1/5ＥＰ 掛川市 清涼飲料水製造業

47 第製Ｒ2-047 西部連合 ㈱三米商店　竜洋工場 時鮭(甘口) 磐田市 魚介類販売業

48 第製Ｒ2-048 西部連合 ㈲三河屋製パン 学校給食用 ロールパン 磐田市 菓子製造業

49 第製Ｒ2-049 西部連合 ㈲小松 学校給食用 ロールパン 磐田市 菓子製造業

50 第製Ｒ2-050 西部連合 福田製パン㈱ 学校給食用 ロールパン 磐田市 菓子製造業

51 第製Ｒ2-051 浜北 ㈱アドバンス 浜松栽培所 もやし 浜松市浜北区 食品製造業

52 第製Ｒ2-052 浜松市 松田食品㈱　豊町工場 浜名湖のり 浜松市東区 そうざい製造業

53 第製Ｒ2-053 浜松市 ㈱玉澤　まんさく工房 豚バラ焼肉 浜松市南区 食肉処理業

54 第製Ｒ2-054 浜松市 ㈱海泉水産 しらす干し 浜松市南区 魚介類販売業

55 第製Ｒ2-055 浜松市 ㈱三米商店　尾張町工場 冷凍ほたて貝柱 浜松市中区 魚介類販売業

56 第製Ｒ2-056 浜松市 鳥居食品㈱ ウスターソース 浜松市中区 ソース類製造業

57 第製Ｒ2-057 浜松市 ㈱玉澤 食肉の衣付け製品 浜松市南区 そうざい製造業

58 第製Ｒ2-058 浜松市 ㈱三米商店　惣菜工場 こうなごのやわらか煮 浜松市南区 そうざい製造業

59 第製Ｒ2-059 浜松市 ㈲岡本食品 学校給食用　ソフトめん 浜松市西区 めん類製造業

60 第製Ｒ2-060 浜松市 松田食品㈱　笠井工場 香り巻 浜松市東区 そうざい製造業
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