
平成19年12月7日

肉粉のペットフードへの利用再開

１．我が国において初めてＢＳＥが確認されたことに伴い、肉骨粉等の牛へ

の誤用・流用を防止する観点から、平成１３年１０月に肉骨粉等を含む飼

料の製造及び出荷を一時停止した。

、 、その後 飼料安全法に基づき肉骨粉等の使用に関する規制を強化しつつ

豚肉骨粉、チキンミール等のリスクの低いものについては、順次利用を再

開してきたところである。

２ 「牛、めん羊、山羊」由来の肉骨粉等については、未だ飼料等への利用．

が解除されていなかったが、そのうち、肉粉は食用の脂肪を原料として製

造されるため、元来ＢＳＥ感染リスクが低いこと、また、反すう動物の特

定危険部位除去が徹底され、かつ、混入防止などの飼料規制の徹底が図ら

れたため、ＢＳＥ感染リスクはさらに低下したと考えられる。

３．そのため 「牛、めん羊、山羊」由来のものであっても、食用の脂肪を、

原料とする肉粉に関しては、この一時停止を解除する方向で検討すること

とし、その基本方向について、本年６月２６日の農業資材審議会飼料分科

会に対する報告を行った。

４．さらに検討した結果、肉粉を輸送する際には、散逸防止のため専用の容

器を用いた上で、供給管理票による管理を行う等の要件を課し、また、そ

の遵守状況を監視するため （独）農林水産消費安全技術センターによる、

確認制度を導入した上で利用を再開することとし 「ペットフード用及び、

肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて （平成１３年１１月１日付け」

１３生畜第４１０４号農林水産省生産局長・水産庁長官通知）の改正を

行った （別添参照）。
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１．動物性たん白質のペットフード用原料としての利用

国内でBSEが確認された後に、「肉骨粉等の当面の取扱いについて」（平成13年
10月1日付けの通知）を発出し、「肉骨粉等」（肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉など）につ

いては、緊急的な措置として使用の一時停止を要請した。

「牛、めん羊、山羊」については、未だ解除されていなかったが、肉粉は食用の肉を
原料としており、元来BSE感染リスクが低いこと、また、反すう動物の危険部位除去
が徹底され、かつ、混入防止などの飼料規制の徹底が図られたため、BSE感染リ

スクはさらに低下したと考えられる。そのため、「牛、めん羊、山羊」由来であっても、
食用の肉を原料とする肉粉等に関しては、この一時停止を解除する。

一時停止した肉骨粉等のうち、「豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物」に由来するもの
については、平成13年11月から一時停止を順次解除し、ペットフード原料としての

利用についても再開した。

「肉粉」とは食用の肉から食用油脂を絞った後に分離されるもので、たん白質が多く含まれ、かつ、
ペットの嗜好性が優れているため、この一時停止以前は、ペットフード用原料として広く利用されていた。

1



なお、この解除に当たっては、リスク管理措置として、以下の条件を課すこと
によって、さらなるリスク低減を図る。

さらに、上記の条件が遵守されることを監視するため、（独）農林水産消費安
全技術センターによる確認制度を導入する。

（利用に当たっての条件）
1. と畜場で危険部位が除去されていることが確実な脂肪を原料とすること。
2. ペットフード原料用肉粉等の輸送には専用の車、あるいは容器を用いる

とともに、肉粉等供給管理票による管理を行うこと。
3. 肉粉等やペットフードについて、原料及び製品の数量等を記録・管理する

こと。
4. 肉粉等を使用したペットフードは、家畜・養殖魚用飼料の製造工程と分離

した工程で製造すること。
5. 製造するペットフードはリテール製品（荷姿からペットフードであることが

容易にわかるもの）に限ること。
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２．動物性食用油脂の製造工程
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３．肉粉等のペットフードへの利用
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４．肉粉等をペットフードへ利用する際のチェック体制

（独） 農林水産消費安全技術センター (FAMIC)

～ 適合確認済みの業者は、ホームページ上で公表 ～
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１９消安第１０５４１号

平成１９年１２月４日

関係団体の長 あて

農林水産省 消費・安全局長

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の

一部改正について

我が国において牛海綿状脳症（以下「ＢＳＥ」という ）が初めて発生したことに。

伴い、家畜用飼料への誤用・流用を防止する観点から 「肉骨粉等の当面の取扱につ、

いて （平成１３年１０月１日付け１３生畜第３３８８号農林水産省生産局長・水産」

庁長官通知）により、ペットフード用・肥料用の肉骨粉等並びにこれを含むペット

フード・肥料の製造及び工場からの出荷について、一時停止を要請しました。

その後 「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて （平成、 」

）１３年１１月１日付け１３生畜第４１０４号農林水産省生産局長・水産庁長官通知

により家畜飼料への誤用・流用防止等の措置を講じつつ、科学的知見に基づき豚や

家きんなどに由来する肉骨粉等のペットフード及び肥料への利用を再開したところ

です。

今般、牛、めん羊、山羊などの反すう動物由来の肉骨粉等についても、と畜場に

おける危険部位除去の徹底及び飼料製造工場における反すう動物飼料への動物由来

たん白質の混入防止などの飼料規制の徹底が図られたことから、本通知を別紙のと

おり改正し、食用油脂の製造工程から発生する肉粉等に限り、ペットフード用への

利用を解除することとしたので、貴会（組合）傘下の会員（組合員）に対して周知

をお願いします。

なお 下記の通知は既に廃止されているが 肉骨粉等の輸入の一時停止措置は 動、 、 、「

物性加工たん白の輸入一時停止措置について （平成１７年８月１２日付け１７消安」

第２８９１号農林水産省消費・安全局長通知）により、継続しているので、念のた

め申し添えます。

記

１ 「動物性加工たん白（肉骨粉等、飼料となる可能性となるもの）の緊急輸入一時．

停止措置について」

（平成１３年１０月１日付け１３生畜第３３２６号農林水産省生産局長通知）

２ 「動物性加工たん白の輸入一時停止措置について」．

(平成１４年１１月１２日付け１４生畜第５０００号農林水産省生産局長通知）

写 別添
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○ ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて

平成１３年１１月１日付け１３生畜第４１０４号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知）（

改正 平成１４年 １月１１日 １３生畜第 ７６７９号

平成１６年 ３月２６日 １５生畜第 ７４４１号

平成１９年 ４月 ２日 １８消安第１４３５８号

平成１９年１２月 ４日 １９消安第１０５４１号

（別紙１）

ペットフード用の肉骨粉等の一時停止の要請の一部解除について

１ 定義

別紙１において、「肉骨粉等」とは、飼料に係る肉骨粉、肉粉、臓器粉、骨粉（骨炭

（骨を空気を遮断し熱分解（約８００℃以上で８時間以上加熱）して炭化させたもの）

及び骨灰（骨を空気の流通下で燃焼（１０００℃以上）したもの）を除く。）、血粉、

乾燥血漿、その他の血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、魚粉（製造工場に

おいて魚粉以外の動物性たん白を使用しないことが確認されたものを除く。）、フェザ

ーミール羽毛粉、獣脂かす、第２リン酸カルシウム（鉱物由来のもの並びに脂肪及びた

ん白質を含有しないものを除く。）又はゼラチン・コラーゲン（皮由来のもの及び一定

の処理がなされたものを除く。）をいう。

２ 一時停止の要請を解除する事項

（１）飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和５１年農林省令第３５号。以

下「成分規格等省令」という。）別表第１の２の（１）のアの規定に基づき農林水産

大臣の確認を受けたゼラチン及びコラーゲン、同エに規定する確認済血粉等、確認済

豚肉骨粉等及び確認済原料混合肉骨粉等、同オに規定する確認済チキンミール等及び

確認済家きん加水分解たん白等並びに同クに規定する確認済魚介類由来たん白質（以

下「大臣確認済肉骨粉等」という。）の工場からの出荷

（２）ペットフード原料用の豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物（鯨及びイルカをいう。以

下同じ。）のみに由来する肉骨粉等並びにと畜場法（昭和２８年法律第１１４号）第

１４条の規定に基づく検査を受け、食用に適するとされた獣畜の肉から採取した脂肪

（以下「食用脂肪」という。）を原料とする油脂のうち食用に供するものの製造工程

から発生する獣脂かす及び肉粉（以下「食用脂肪由来の肉粉等」という。）の製造及

び工場からの出荷

（３）大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並

びに食用脂肪由来の肉粉等を含むペットフードの製造及び工場からの出荷

３ 解除に当たっての条件

（１）２の（２）に係る製造及び出荷

ペットフード原料用の豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並

びに食用脂肪由来の肉粉等の製造及び工場からの出荷は、以下に掲げる手続に従い独

立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「センター」という。）が製造基準

に適合することを確認した製造事業場からの出荷に限る。

製造業者は豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並びに食用脂

肪由来の肉粉等の製造事業場について、別添１及び別添２の製造基準に係る適合確認

申請書を別記様式第１号によりセンターに提出するものとする。センターは、申請の
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あった製造事業場が製造基準に適合するものであることの確認検査を行い、製造基準

に適合するものであると認める場合には、申請者に別記様式第２号による確認書を交

付する。

なお、確認書を交付された製造業者は、確認を受けた製造事業場の製造工程につい

て変更しようとする場合には、その変更の１か月前までにセンターに別記様式第３号

により変更届を提出するものとする。センターは、当該変更届に係る事項が製造基準

に適合しているかどうかについて審査の上、必要があると認めるときには、当該製造

業者に確認申請書の再提出を指示し製造事業場の確認検査を再度行う。これ以外の申

請内容に変更があった場合には、速やかにセンターに別記様式第３号により変更届を

提出するものとする。

（２）２の（３）に係る製造及び出荷

大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並

びに食用脂肪由来の肉粉等を含むペットフードの製造及び工場からの出荷は、以下に

掲げる手続に従い、センターが製造基準に適合することを確認した製造事業場からの

出荷に限る。

製造業者は大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する

肉骨粉等並びに食用脂肪由来の肉粉等を含むペットフードの製造事業場について、別

添３の製造基準に係る適合確認申請書を別記様式第１号によりセンターに提出するも

のとする。センターは、申請のあった製造事業場が製造基準に適合するものであるこ

との確認検査を行い、製造基準に適合するものであると認める場合には、申請者に別

記様式第２号による確認書を交付する。

なお、確認書を交付された製造業者は、確認を受けた製造事業場の製造工程につい

て変更しようとする場合には、その変更の１か月前までにセンターに別記様式第３号

により変更届を提出するものとする。センターは、当該変更届に係る事項が製造基準

に適合しているかどうかについて審査の上、必要があると認めるときには、当該製造

業者に確認申請書の再提出を指示し製造事業場の確認検査を再度行う。これ以外の申

請内容に変更があった場合には、速やかにセンターに別記様式第３号により変更届を

提出するものとする。

４ 製造基準に適合する製造事業場の公表

センターは、別記様式第２号による確認書を交付した製造事業場についてセンター

のホームページに公表するものとする。
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別添１

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する肉骨粉等の製造基準

（１）収集先の基準

ア 家きん

家きんを飼養する農場又は食鳥処理場のみから収集すること。

なお、農場から収集する原料は、解体処理されていない家きんであり、家きん以

外の動物の混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。

イ 豚・馬

豚・馬を飼養する農場又はと畜場若しくは食肉加工場（以下別添１において「と

畜場等」という。）のみから収集すること。

なお、農場から収集する原料は、解体処理されていない豚・馬であり、豚・馬以

外の動物の混入がないことを目視で確認したものに限る。

また、反すう動物のものの混入を防止するため、と畜場等との間で反すう動物と

の分別に関する基準を定め、当該基準に基づき分別された豚及び馬のもののみを原

料供給契約を締結したと畜場等から収集すること。

ウ 海産ほ乳動物

鯨体処理場、水産物産地市場又は水産加工業を営む者のみから収集すること。

（２）原料輸送の基準

ア 豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する原料の輸送に当たっては、反すう動

物のものの混入を防止するため専用の容器（「容器」とは、輸送車、バルク車、ト

ランスバック、ＰＰ袋その他原料又は肉骨粉等が直接接触するものであって、輸送

又は保管のために用いられるものをいう。以下別添１において同じ。）を用いるか、

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来の原料の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹

底すること。

イ 豚・馬由来残さ供給管理票

豚・馬に由来する残さ（食鳥処理場、鯨体処理場、水産物産地市場又は水産加工

業を営む者からのものは除く。）の輸送に当たっては、別記様式第４号による豚・

馬由来残さ供給管理票を作成すること。豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由

来する肉骨粉等の製造業者は、豚・馬由来残さ供給管理票が添付されていない原料

の受入れは行わないこと。また、豚・馬由来残さ供給管理票の記載内容と供給され

た残さの内容、数量、分別流通の状況等を確認するとともに、豚・馬由来残さ供給

管理票を８年間保存すること。

ウ 受入記録

受入れに当たっては、受入年月日、数量、収集先を帳簿に記録すること。また、

記録については、８年間保存すること。

（３）製造における基準

ア 製造工程

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造工程が豚・馬、

家きん及び海産ほ乳動物以外のものの製造工程と完全に分離されていること。

また、製造工程中において反すう動物に由来するものが混入しないこと。

イ 製造記録

製造に用いた原料の種類及び量、製造年月日、製造数量を帳簿に記録すること。

また、記録については、８年間保存すること。
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ウ 製造管理者

製造事業場に、この製造基準に基づき原料の輸送、製造及び出荷が適正に行われ

るよう実地で管理を行う製造管理者を設置すること。

（４）製品出荷時の基準

ア 出荷工程

出荷工程中において反すう動物に由来するものが混入しないこと。

イ 出荷記録

出荷年月日、出荷先、出荷量を帳簿に記録すること。また、記録については、８

年間保存すること。

（５）製品輸送における基準

ア 豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の容器は、反すう動物

のものの混入を防止するため専用化するか、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみ

に由来する肉骨粉等の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。

イ 肉骨粉等供給管理票

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の輸送に当たっては、

別記様式第５号による肉骨粉等供給管理票を作成すること。当該肉骨粉等が最終荷

受者に到達したら遅滞なく最終荷受人から肉骨粉等供給管理票の回付を受け、製品

が最終荷受人に確実に到達したことを確認するとともに、回付された肉骨粉等供給

管理票を８年間保存すること。

（６）製造事業場に、別記様式第２号の確認書を備え付けること。
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別添２

食用脂肪由来の肉粉等の製造基準

（１）収集先の基準

ア 食用脂肪

と畜場、食肉加工場又は販売店（以下別添２において「と畜場等」という。）か

ら収集すること。

なお、と畜場等から収集する原料は、と畜場法第１４条の規定に基づく検査を受

け、食用に適するとされた獣畜の食用の肉から採取した脂肪であり、食用に適さな

い組織の混入のないことを目視により確認したものに限る。

イ 原料用肉粉等

センターが製造基準に適合することを確認した製造事業場から収集すること。

（２）原料輸送の基準

ア 原料の輸送

原料の輸送に当たっては、（１）の要件を満たす食用脂肪又は原料用肉粉等以外

のものの混入を防止するため専用の容器（「容器」とは、輸送車、バルク車、トラ

ンスバック、ＰＰ袋その他原料又は肉粉等が直接接触するものであって、輸送又は

保管のために用いられるものをいう。以下別添２において同じ。）を用いるか、食

用脂肪又は原料用肉粉等の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。

イ 肉粉等供給管理票

（１）イの原料用肉粉等から食用脂肪由来の肉粉等を製造する業者は、肉粉等供

給管理票が添付されていない原料の受入れは行わないこと。また、肉粉等供給管理

票により遅滞なく原料の内容、数量等を確認し、肉粉等供給管理票に受入年月日、

受入数量等を記載し、押印の上、原料供給者に回付すること。

ウ 受入記録

受入れに当たっては、受入年月日、数量、収集先を帳簿に記録すること。また、

記録については、８年間保存すること。

（３）製造における基準

ア 製造工程

食用脂肪由来の肉粉等の製造工程がそれ以外のものの製造工程と完全に分離して

いること。

また、製造工程において（１）の要件を満たす原料以外のものが混入しないよう

にすること。

イ 製造記録

製造に用いた原料の種類及び量、製造年月日、製造数量を帳簿に記録すること。

また、記録については、８年間保存すること。

ウ 製造管理者

製造事業場に当製造基準に基づき原料の輸送、製造及び出荷が適正に行われるよ

う実地に管理する製造管理者を設置すること。

（４）製品出荷時の基準

ア 出荷工程

出荷工程において（１）の要件を満たす原料以外から製造されたものが混入しな

いこと。

イ 出荷記録
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出荷年月目、出荷先、出荷量を帳簿に記録すること。また、記録については、８

年間保存すること。

（５）製品輸送における基準

ア 製品の輸送

食用脂肪由来の肉粉等の容器は、（１）の要件を満たす原料以外から製造された

ものの混入を防止するため専用化するか、食用脂肪由来の肉粉等の輸送前に、容器

の洗浄又は清掃を徹底すること。

イ 肉粉等供給管理票

食用脂肪由来の肉粉等の輸送に当たっては、別記様式第６号による肉粉等供給管

理票を作成し、当該肉粉等の容器に添付すること。当該肉粉等が最終荷受者に到達

したら遅滞なく最終荷受人から肉骨粉等供給管理票の回付を受け、製品が最終荷受

者に確実に到着したことを確認するとともに、回付された肉粉等供給管理票を８年

間保存すること。

（６）製造事業場に、別記様式第２号の確認書を備え付けること。
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別添３

大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並びに

食用脂肪由来の肉粉等を原料とするペットフードの製造基準

（１）豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並びに食用脂肪由来の肉

粉等を原料とするペットフードの製造事業場の製造工程は、家畜用の飼料（飼料の安

全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号）第２条の飼料を

いう。以下同じ。）の製造工程と完全に分離していること。ただし、大臣確認済肉骨

粉等及び肉骨粉等以外の原料を用いた家畜用の飼料の製造工程については、この限り

でない。

（２）大臣確認済肉骨粉等（ゼラチン及びコラーゲンを除く。）については肉骨粉等供給

管理票の添付されている原料以外の原料の受入れは行わないこと。

（３）豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等については、肉骨粉等供

給管理票が添付されている原料以外の原料の受入れは行わないこと。

（４）食用脂肪由来の肉粉等については、肉粉等供給管理票が添付されているもの以外の

原料の受入れは行わないこと。

（５）原料である大臣確認済肉骨粉等（ゼラチン及びコラーゲンを除く。）、豚・馬、家

きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並びに食用脂肪由来の肉粉等の供給を

受けた場合にあっては、添付されている肉骨粉等供給管理票又は肉粉等供給管理票に

より、遅滞なく供給された原料の内容、数量等を確認し、肉骨粉等供給管理票又は肉

粉等供給管理票に受入年月日、受入数量等を記載し、押印の上、原料供給者に回付す

ること。

（６）原料である大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する

肉骨粉等並びに食用脂肪由来の肉粉等の受入年月日、数量、購入先を帳簿に記録する

こと。また、記録については、８年間保存すること。

（７）大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並

びに食用脂肪由来の肉粉等を原料とするペットフードの製造・出荷の、年月日、数量

出荷先を記録すること。

（８）大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等並

びに食用脂肪由来の肉粉等を原料とするペットフードについては、店頭販売用等の最

終製品化されたものの出荷に限るものとし、家畜用飼料への誤用・混入の危惧が否定

できないバルク缶や大袋等の半製品については認められないこと。

（９）製造事業場には、別記様式第２号の確認書を備え付けること。
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別記様式第１号

製造基準適合確認申請書
年 月 日

独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 印（※注）

平成１３年１１月１日付け１３生畜第４１０４号の規定に基づき、下記の
製造事業場が

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉等の製造基準
食用脂肪由来の肉粉等の製造基準
大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉等
並びに食用脂肪由来の肉粉等を原料とするペットフードの製造基準

に適合していることの確認を求めます。
記

１ 事業場の名称
２ 事業場の所在地

備考：製造工程の図面を添付すること。
※注：氏名を自署する場合にあっては、押印を省略することができる。

別記様式第２号

大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉等
並びに食用脂肪由来の肉粉等適合確認書

年 月 日
豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物
由来肉骨粉等の供給業者

代表者 殿
又は

食用脂肪由来の肉粉等の供給業者
代表者 殿

又は
大臣確認済肉骨粉等、豚・馬、家
きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉
等並びに食用脂肪由来の肉粉等を
原料とするペットフードの製造業者

代表者 殿

独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 印

平成１３年１１月１日付け１３生畜第４１０４号の規定に基づき、平成○
年○月○日付けで確認申請のあったこのことについて、確認書を交付する。

記
１ 事業場の名称
２ 事業場の所在地
３ 確認の品目
４ 確認書の有効期間

備考：確認書の有効期間は、発行日から３年間とする。なお、変更届が提出された場合に
あっては、この限りではない。
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別記様式第３号

製造基準適合確認申請内容変更届

年 月 日

独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 印（※注）

平成１３年１１月１日付け１３生畜第４１０４号の規定に基づき、平成○

○年○○月○○日付けで確認申請を行った内容について下記のとおり変更す

るので、同規定により届け出ます。

記

１ 変更内容

２ 添付書類

３ 変更年月日

平成○○年○○月○○日

備考：変更した内容に係る書類を添付すること。

※注：氏名を自署する場合にあっては、押印を省略することができる。

別記様式第４号

豚・馬由来残さ供給管理票

豚・馬由来残さの供給業者の氏名 ○○○○株式会社

又は名称及び住所 東京都千代田区霞が関

○丁目○番○号

管理者の職名・氏名 印

供給先の事業場の名称及び住所 ○○○○株式会社○○工場

○○県○○市○丁目○番○号

供給する残さの種類 豚内臓、豚骨

出荷年月日 平成１３年１１月○○日

出荷数量 １，０００ｋｇ
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別記様式第５号

ペットフード用

肉骨粉等供給管理票

肉骨粉等供給業者の氏名又は名称 ○○○○株式会社

及び住所 東京都千代田区霞が関

○丁目○番○号

管理者の職名・氏名 印

製造事業場の名称及び住所 ○○○○株式会社○○工場

○○県○○市○丁目○番○号

供給する肉骨粉等の種類 チキンミール

供給する肉骨粉等の名称 チキンミール１号

出荷年月日 平成１３年１１月○○日

荷姿、出荷数量 ５００ｋｇＴＢ袋、２袋

計 １，０００ｋｇ

受入年月日 平成１３年１１月○○日

荷姿、荷受数量 ５００ｋｇＴＢ袋、２袋

計 １，０００ｋｇ

荷受業者の氏名又は名称及び住所 ○○○○株式会社

東京都港区青山○丁目○番○号

管理者の職名・氏名 印

記入上の注意

太枠線上段は、原料供給者が記入すること。

〃 下段は、最終荷受者が記入すること。
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別記様式第６号

ペットフード用

肉粉等供給管理票

肉粉等供給業者の氏名又は名称及 ○○○○株式会社

び住所 東京都千代田区霞が関

○丁目○番○号

管理者の職名・氏名 印

製造事業場の名称及び住所 ○○○○株式会社○○工場

○○県○○市○丁目○番○号

供給する肉粉等の種類 牛肉粉

供給する肉粉等の名称 牛肉粉１号

出荷年月日 平成１９年１１月○○日

荷姿、出荷数量 ５００ｋｇＴＢ袋、２袋

計 １，０００ｋｇ

受入年月日 平成１９年１１月○○日

荷姿、荷受数量 ５００ｋｇＴＢ袋、２袋

計 １，０００ｋｇ

荷受業者の氏名又は名称及び住所 ○○○○株式会社

東京都港区青山○丁目○番○号

管理者の職名・氏名 印

記入上の注意

太枠線上段は、原料供給者が記入すること。

〃 下段は、最終荷受者が記入すること。
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