
 
 

 

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４年７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４年９月30日 

 

農林水産大臣 野村 哲郎 

 

 



　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 2023年12月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

岐阜県 － BHC

ペットライン株式会社 DDT

法人番号：9200001022312 ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ

猫用 2023年10月 － BHC 無

DDT

ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ

（製造業者） 犬用 2023年9月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

兵庫県

イースター株式会社

法人番号：9140001038281

（輸入業者） 猫用 2023年6月 添加物 － BHA 無

東京都 BHT

マース　ジャパン　リミテッド ｴﾄｷｼｷﾝ

法人番号：5700150008115 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ

（輸入業者） 猫用 2023年8月 重金属等 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ 無

東京都 鉛

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 － BHC

法人番号：1010601021698 DDT

ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ

（輸入業者） 猫用 2023年1月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

兵庫県

法人番号：4140001033865

有機塩素
系化合物

日本犬　柴専用　高齢犬用
フィッシュ味　2.2kg

ネスレ日本株式会社　ネスレピュリナ
ペットケア

モンプチ 　ナチュラル　天然お魚
の贅沢

ヒルズ　サイエンス・ダイエット
アダルト　１～６歳　まぐろ
1.8kg

メディファス　アドバンス　グレ
インフリー　１歳から　チキン＆
フィッシュ味（猫用）　1.25kg

有機塩素
系化合物

有機塩素
系化合物

メディファス　アドバンス　２種
の尿石ケア　子ねこから10歳まで
避妊・去勢後のケア　チキン＆
フィッシュ味（猫用）　1.25kg

カルカン　下部尿路の健康維持用
まぐろと野菜味　1.6kg



　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） 猫用 ねこのまんま 2023年1月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

東京都

ぽちたま屋

（法人番号なし）

（販売業者） 猫用 2023年11月 － BHC 無

東京都 DDT

ユニ・チャーム株式会社 ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

法人番号：8500001014833 ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ

（販売業者） 犬用 2023年2月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

東京都 － BHC

株式会社　アミーゴ DDT

法人番号：1010001179864 ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ

（販売業者） 犬用 2023年5月 添加物 － 亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ 無

東京都 重金属等 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ

株式会社ペティオ 鉛

法人番号：3120001199585

（販売業者） 犬用 2023年6月 － BHC 無

神奈川県 DDT

株式会社ＬＩＮＮＡ商会 ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

法人番号：4021001019461 ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ

（販売業者） 猫用 2023年2月 － BHC 無

静岡県 － DDT

いなばペットフード株式会社 ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

法人番号：6080001011859 ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ

愛犬にやさしいこだわりおやつ
国産サクサクボーロ

クプレラクラシック・ラム＆ミ
レット（小粒）

チャオ　すごい乳酸菌クランキー
かつお節味

有機塩素
系化合物

有機塩素
系化合物

銀のスプーン　贅沢うまみ仕立て
まぐろ・かつお・煮干し・白身
魚・しらす入り

有機塩素
系化合物

有機塩素
系化合物

国産　鶏まろ　鶏の旨味たっぷり
味わえる　ボリュームパック　野
菜入り



　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 2023年4月 重金属等 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ 無

大阪府 鉛

法人番号：9120001011059

（販売業者） 犬用 2023年5月 添加物 － 亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ 無

大阪府 重金属等 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ

ドギーマンハヤシ株式会社 鉛

法人番号：1120001013062

犬用 2023年9月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

－ BHC

DDT

ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

ｴﾝﾄﾞﾘﾝ

ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ・ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞ

（販売業者） 犬用 にくまる 2023年4月 かび毒 － ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ 無

岡山県

株式会社サプリ

法人番号：4260001007907

株式会社マルカン　サンライズ事業
部

黒毛和牛と北海道産ミルクを使用
した 贅沢ひとくちジャーキー

ワンワンビスケット　濃厚ミルク
食物繊維天然フラクトオリゴ糖
乳酸菌配合

有機塩素
系化合物

やわらか鶏ささみ　紗　チーズ入
り
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