
 
 

 

公 表 

 

 
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成20年法律第83号）第 

12条第５項（第13条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、

令和３年10月に集取した愛玩動物用飼料の検査結果の概要を次のとおり公表

する。 

 

 

  

 

令和３年12月24日 

 

農林水産大臣 金子 原二郎 

 

 



　製造業者等の種別、
氏名及び住所等

愛玩動物用
飼料等の種類

愛玩動物用
飼料等の名称

賞味期限 試験項目
違反の有無及び

違反の内容

（製造業者） 猫用 2022年10月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

東京都

日本ペットフード株式会社

法人番号：8010701018761

（製造業者） 犬用 2022年12月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

愛知県 農薬 － ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ

株式会社スマック ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ

法人番号：2180001094336 ﾏﾗﾁｵﾝ

（製造業者） 犬猫用 国産ささみスティック　犬猫用 2022年9月 重金属 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ 無

広島県 鉛

株式会社三矢コーポレーション 無機砒素

法人番号：9240001018307

（輸入業者） 犬用 2022年7月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

東京都

法人番号：7010001163078

（輸入業者） 猫用 2022年11月 農薬 － ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 無

東京都 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 ﾏﾗﾁｵﾝ

法人番号：1010601021698 犬用 2022年8月 農薬 － ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 無

ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ

ﾏﾗﾁｵﾝ

（輸入業者） 犬用 2022年9月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

岐阜県

株式会社ベッツ・チョイス・ジャパン

法人番号：5180001077115

（輸入業者） 犬用 2022年9月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

兵庫県

リードバディ株式会社

法人番号：3140001032942

ラシーネ　メイン・クーン　小分
け600ｇ

スマック　国産柴犬用　子犬～成
犬用

グローバル　ペット　ニュートリション株
式会社

ナウフレッシュグレインフリー
ターキー・サーモン・ダックのレ
シピ　小型犬用［子犬用］超小粒
タイプ

ヒルズサイエンス・ダイエット
腸の健康サポートプラス　１歳以
上の成猫・高齢猫用　チキン

ヒルズ　サイエンス・ダイエット
小型犬用　パピー12ヶ月まで　チ
キン　1.5kg

ペットカインド　グリーントライ
プ＆ワイルドサーモン

セレクトバランス　皮膚と体の健
康を維持するヘルシーフード　パ
ピー/子犬・母犬用　チキン



　製造業者等の種別、
氏名及び住所等

愛玩動物用
飼料等の種類

愛玩動物用
飼料等の名称

賞味期限 試験項目
違反の有無及び

違反の内容

（輸入業者） 猫用 2022年6月 農薬 － ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 無

兵庫県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ

ﾏﾗﾁｵﾝ

法人場号：4140001033865

（販売業者） 犬用 2022年10月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

東京都

株式会社森乳サンワールド

法人番号：9010401096446

（販売業者） 猫用 2022年11月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

東京都

アイシア株式会社

法人番号：6010401044044

（販売業者） 犬用 2022年12月 農薬 － ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 無

東京都 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ

ユニ・チャーム株式会社 ﾏﾗﾁｵﾝ

法人番号：8500001014833

（販売業者） 犬用 カンガルージャーキー 2022年10月 重金属 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ 無

埼玉県 鉛

株式会社みちのくファーム 無機砒素

法人番号：7012801007208

（販売業者） 犬用 2022年8月 農薬 － ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 無

京都府 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ

株式会社パーパス ﾏﾗﾁｵﾝ

法人番号：3220001012325

（販売業者） 犬用 うまいレバースナック　プレーン 2022年9月 添加物 － 亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ 無

大阪府 重金属 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ

ドギーマンハヤシ株式会社 鉛

法人番号：1120001013062 無機砒素

ミャウミャウ カリカリ小粒タイプ
子ねこ用

グラン・デリ　フレシャス　アダ
ルト成犬用チキン＆ビーフ入り小
粒

ホリスティックレセピー　チキン
＆ライス　成犬用

お気に入り低カロリー　ボーンビ
スケット

ネスレ日本株式会社　ネスレピュリナ
ペットケア

ピュリナ　ワン　美味を求める
成猫用　１歳以上　2.2kg



　製造業者等の種別、
氏名及び住所等

愛玩動物用
飼料等の種類

愛玩動物用
飼料等の名称

賞味期限 試験項目
違反の有無及び

違反の内容

（販売業者） 犬用 2022年8月 添加物 － 亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ 無

大阪府 重金属 － カドミウム

ドギーマンハヤシ株式会社 鉛

法人番号：1120001013062 無機砒素

（販売業者） 犬用 2022年6月 農薬 － ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 無

大阪府 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ

ﾏﾗﾁｵﾝ

法人番号：9120001011059

（販売業者） 猫用 2022年12月 添加物 － BHA 無

福岡県 BHT

株式会社ナフコ ｴﾄｷｼｷﾝ

法人番号：7290801002705 農薬 － ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ

ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ

ﾏﾗﾁｵﾝ

JuwaRich　黒毛和牛・地鶏入り
やわらか小粒タイプ　900g

愛猫生活　まぐろ味・小魚味・チ
キン味

紗　低脂肪　やわらか鶏ささみ
野菜入り　170g

株式会社マルカン　サンライズ事業
部
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