
認定年月日
(初回認定日)

認定対象工程 住所 該当食品

1 H17. 9.26 水産食品加工工程 淡路市 わかめ煮（そうざい）

2 H18. 1. 5 鶏卵選別包装工程 高砂市 生食用鶏卵【商品名：笑顔】

3 H18. 9.29 鶏卵選別包装工程 赤穂市 生食用鶏卵

4 H19. 7.31 水産食品加工工程 姫路市 魚肉練り製品

5 H20. 4. 2 大量調理工程 加東市 集団給食

6 H20. 5.30 水産食品加工工程 香美町 塩干物（カレイ等の一夜干し）

7 H21. 7.30 菓子・パン製造工程 西宮市 和・洋菓子

8 H22.8.17 菓子・パン製造工程 淡路市 和菓子

9 H23.2.9 めん類製造工程 豊岡市 生めん（和そば）

10 H24.10.9 豆腐類製造工程 豊岡市 絹ごし豆腐、木綿豆腐

11 H25.9.20 食鳥処理工程 加古川市
食鳥肉【商品名：親鳥もも肉、親鳥むね肉、親
鳥ももむね混合肉】

12 H25.9.20 食肉処理工程 加古川市
食鳥肉【商品名：親鳥もも肉、親鳥むね肉、親
鳥ももむね混合肉】

13 H25.11.25 鶏卵選別包装工程 小野市 生食用鶏卵【商品名：兵庫のたまご】

14 H27.3.13 水産食品加工工程 相生市 蒸しかき(冷凍食品)

15 H27.4.1 食鳥処理工程 豊岡市 食鳥肉【商品名：すこやかどり】

16 H27.4.1 食肉処理工程 豊岡市 食鳥肉【商品名：すこやかどり】

17 H27.4.21 大量調理工程 上郡町 集団給食

18 H27.5.8 菓子・パン製造工程 尼崎市 焼き菓子

19 H27.5.25 食肉処理工程 神戸市 豚肉【国産ひょうご雪姫ポーク】

20 H27.6.16 食肉処理工程 姫路市 食鳥肉

21 H27.7.1 菓子・パン製造工程 三田市
洋生菓子（容器包装で密封し、最終工程に加
熱殺菌工程を有するもの）

22 H28.4.22 水産食品加工工程 姫路市
ゼラチン（魚鱗、魚皮）
コラーゲンペプチド（魚鱗、魚皮）

23 H29.4.27 食肉処理工程 神戸市
豚肉【神戸ポーク半頭セット、神戸ポークスライ
ス（ロース、肩ロース、バラ、モモ、ウデ）】

24 R2.11.9 食肉処理工程 神戸市 食鳥肉

25 H30.11.21 菓子・パン製造工程 養父市 洋菓子（カステラ）

26 H30.11.21 液卵製造工程 西宮市 殺菌液卵（全卵）

27 H31.4.18 大量調理工程 養父市 集団給食

28 H31.4.19 食肉処理工程 明石市 牛肉

29 R1.6.11 食肉処理工程 神戸市 牛肉

30 R1.8.9 菓子・パン製造工程 尼崎市 焼き菓子、洋生菓子

31 R1.11.5 大量調理工程 明石市 事業所給食

32 R1.11.29 食肉処理工程 姫路市 生食用国産牛肉加工品

33 R2.1.10 食肉処理工程 西宮市 牛肉

34 R2.1.21 水産食品加工工程 明石市 魚介加工品【商品名：明石だこのたこわさび】

35 R2.7.15 食肉処理工程 たつの市 食肉（国産牛肉）

36 R2.9.23 菓子・パン製造工程 姫路市 焼き菓子（モナカ）

37 R2.12.18 食肉処理工程 明石市 食鳥肉

38 R3.1.18 食肉処理工程 姫路市 冷凍生食用食肉

39 R3.11.29 と畜処理工程 西宮市 牛枝肉

40 R3.12.22 鶏卵選別包装工程 姫路市 生食用鶏卵

41 R4.2.28 と畜処理工程 姫路市 牛枝肉

42 R4.5.20 菓子・パン製造工程 西宮市 半生菓子

43 R4.6.13 菓子・パン製造工程 神戸市 生菓子

44 R4.7.12予定 食肉処理工程 神戸市 国産牛部分肉

認定工程 件数 認定工程 件数

と畜処理工程 2 食鳥処理工程 2
食肉処理工程 14 液卵製造工程 1
水産食品加工工程 6 菓子・パン製造工程 9
大量調理工程 4 豆腐類製造工程 1
鶏卵選別包装工程 4 めん類製造工程 1

計 44

株式会社玉商　本社工場

株式会社神戸スイーツポート

株式会社モントワール鳴尾浜工場

株式会社エムフード・ジャパン

オガワ食品協業組合

株式会社多幸 たこせんべいの里

兵庫県食品衛生管理プログラム認定施設
令和4年7月12日

ヤマサ蒲鉾株式会社

認定施設名

沖物産株式会社 食品加工場

株式会社　籠谷

株式会社デイリーエッグ

加東市学校給食センター

株式会社蔵平水産

株式会社あみだ池大黒

エーデルワイス本社工場

有限会社村上ポートリー

西宮市食肉センター

ゴールドエッグ株式会社 関西事業部 小野ＧＰセンター

株式会社マルト水産

株式会社但馬どり

株式会社但馬どり

上郡町学校給食センター

エーデルワイス ギフト工場

旭陽化学工業株式会社 本社工場

山晃食品株式会社

有限会社三協食鳥　神戸支店

カタシマ株式会社　本社菓子工房

株式会社ワールドフーズ

株式会社エムアンドエム食品　姫路工場

有限会社ヒカリ扇

和牛マスター食肉センター

株式会社田中屋食品

ふるさととうふ株式会社

印南養鶏農業協同組合 食鳥センター

印南養鶏農業協同組合 食鳥センター

協業組合阪神ミートプロセスセンター

神戸武蔵フーズ株式会社

有限会社三協食鳥　姫路支店

アサヒフーズ株式会社 神戸三田工場

JA全農たまご株式会社　鳴尾浜液卵工場

株式会社エムアンドエム食品

養父市学校給食センター

有限会社神明精肉店

株式会社エムアンドエム食品　神戸工場

川崎重工業株式会社　明石中央


