
賞味期限表⽰を⼤括り化したメーカー等⼀覧　2022年10⽉現在

№ 新規掲載 社名 本社所在地 2022年６⽉末までに賞味期限表⽰を⼤括り化した
実績のあるカテゴリー

2022年７⽉以降に賞味期限表⽰の⼤括り化を実
施予定

1 （株）アーデン ⻑野県 レトルト⾷品
2 アイリスフーズ（株） 宮城県 餅、包装⽶飯、袋麺、みそ汁
3 ○ （有）葵フーズ 愛知県 乾麺
4 芥川製菓（株） 東京都 チョコレート

5 （株）朝⽇ 神奈川県 スパゲッティ、⾷⽤油、はちみつ、メープルシロップ、粉か
んてん

スパゲッティ、⾷⽤油、はちみつ、メープルシロップ、粉か
んてん

6 アサヒ飲料（株） 東京都 炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲
料、乳性飲料、ミネラルウォーター

7 アサヒグループ⾷品（株） 東京都 即席みそ汁・スープ類、健康⾷品・サプリメント類、育
児⽤粉乳・ベビーフード類など

8 旭松⾷品（株） ⼤阪府 その他加⼯⾷品 その他加⼯⾷品
9 ○ （有）味源 ⾹川県 調味料

10 味の素（株） 東京都
⾵味調味料（1年以上）、レトルト⾷品（1年以
上）、調味料（1年以上）、スープ類（⼀部商品を
除く）（1年以上）

11 味の素AGF（株） 東京都 茶系飲料、コーヒー飲料
12 （株）新野屋 新潟県 ⽶菓、その他の菓⼦
13 アヲハタ（株） 広島県 びん詰
14 五⼗川（株） ⼤分県 乾物（1年以上）
15 （株）伊藤園 東京都 飲料、茶葉製品（原則180⽇超）
16 伊之助製麺（株） 佐賀県 乾麺（180⽇以上）

17 今津（株） ⼤阪府 瓶⽸詰、乾物、乾燥パスタ、⽚栗粉、天かす、雑穀、
はちみつ（1年以上）

18 岩塚製菓（株） 新潟県 菓⼦（180⽇以上）
19 （株）ウーケ 富⼭県 包装⽶飯（パックごはん）
20 ○ AWアグリフーズテクノ（株） 北海道 ⽸詰、レトルト⾷品

21 江崎グリコ（株） ⼤阪府 キャンディ・キャラメル、チョコレート、ガム、ビスケット・クッ
キー、スナック、その他の菓⼦

22 エスビー⾷品（株） 東京都 レトルト⾷品 レトルト⾷品
23 ○ ⼤分乾物（有） ⼤分県 乾しいたけ、乾きくらげ
24 オークラ製菓（株） 熊本県 菓⼦（1年以上）
25 ⼤塚⾷品（株） ⼤阪府 レトルト⾷品
26 ⼤塚製薬（株） 東京都 炭酸飲料、その他飲料（清涼飲料⽔）
27 お菓⼦の⽇進堂（有） 宮崎県 菓⼦（180⽇未満）
28 オタフクソース（株） 広島県 調味料、粉類、乾物類 調味料
29 （株）おやつカンパニー 三重県 菓⼦（180⽇以上） 菓⼦（180⽇以上）
30 尾張製粉（株） 愛知県 乾麺、ミックス粉、⼩⻨粉⼩袋、⻨茶、⽶粉
31 花王（株） 東京都 粉末飲料、ミニドリンク 粉末飲料、ミニドリンク
32 カゴメ（株） 愛知県 果実・野菜飲料、調味料 果実・野菜飲料、調味料
33 ○ カドウフーズ（株） 北海道 ⽸詰・レトルト
34 カドヤ（株） 東京都 農産、海産、乾物、乾麺
35 カバヤ⾷品（株） 岡⼭県 キャンディ・キャラメル、チョコレート、ビスケット・クッキー
36 カルビー（株） 東京都 スナック菓⼦
37 神⽥味噌醤油醸造場 ⼭⼝県 調味料（180⽇以上）
38 カンロ（株） 東京都 キャンディ・キャラメル、その他の菓⼦
39 キーコーヒー（株） 東京都 レギュラーコーヒー、コーヒー飲料　他
40 キッコーマン⾷品（株） 東京都 調味料 調味料
41 ○ （株）⽊村⾷品 千葉県 切餅、おかき 切餅、おかき
42 キユーピー（株） 東京都 ⽸詰、レトルト⾷品
43 （株）極洋 東京都 ⽸詰

44 キリンビバレッジ（株） 東京都 炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲
料、健康飲料、スポドリ、⽔

炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲
料、健康飲料、スポドリ、⽔

45 キリンホールディングス（株） 東京都 ビール、発泡酒、新ジャンル（180⽇以上〜１年未
満）

46 ○ ⾦ごま本舗（株） 兵庫県 調味料、ごま
47 釧路東⽔冷凍（株） 北海道 冷凍⾷品（１年以上）
48 くみあい⾷品⼯業（株） 愛媛県 びん詰（１年以上）
49 クラシエフーズ（株） 東京都 菓⼦（180⽇以上）
50 ○ クラレイ（株） 福岡県 冷凍⾷品
51 （株）栗⼭⽶菓 新潟県 菓⼦（180⽇以上） 菓⼦（180⽇以上）
52 ○ 群⾺製粉（株） 群⾺県 上新粉、⽶粉、⽶粉加⼯品

53 （株）湖池屋 東京都 スナック（1年以上）、その他の菓⼦（清涼菓⼦）
（1年以上）

54 ○ 厚⽣産業（株） 岐⾩県
⾵味調味料、調味料、麹漬けの素・熟成ぬか床・三
五⼋・⽶こうじ焼ミョウバン・塩切⽶麹・いりぬか・ぬか漬
けの素

55 ゴールドパック（株） 東京都 ⽸詰
56 国分グループ本社（株） 東京都 ⽸詰（1年以上）、びん詰（1年以上）
57 （株）⼩嶋屋総本店 新潟県 その他加⼯⾷品（１年以上）
58 こだま⾷品（株） 広島県 乾燥野菜、漬け原材料 乾燥野菜、漬け原材料
59 サッポロビール（株） 東京都 ビール、発泡酒、新ジャンル
60 ○ （株）讃岐物産 ⾹川県 乾麺

61 （株）サラダクラブ 東京都 調味料（１年以上）、サラダ⽤トッピング、そうざい
（サラダ）

参考資料２ （令和４年12月７日訂正）
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62 ○ （株）サンエー２１ 福岡県 調味料、ふりかけ、パン粉、のり、雑粉、雑穀、⾼野⾖
腐、昆布、春⾬、麩など

63 サントリー⾷品インターナショナル
（株） 東京都

炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲
料、天然⽔、フレーバーウォーター、スポーツドリンク、紅
茶、乳性

64 （株）サン海苔 佐賀県 海苔（180⽇以上） 海苔（180⽇以上1年未満）
65 サンハウス⾷品（株） 愛知県 レトルト⾷品 レトルト⾷品

66 三洋通商（株） 茨城県 冷凍⾷品（1年以上）、フルーツ⽸詰（1年以上）

67 三和⽸詰（株） ⼭形県 ⽸詰 びん詰
68 椎茸井出商店 静岡県 乾物⼲し椎茸（1年以上）

69 ○ （株）ジェイエイフーズおおいた ⼤分県 ⽸詰

70 静岡ジェイエイフーズ（株） 静岡県 ⽸詰（180⽇以上〜１年未満）
71 七福醸造（株） 愛知県 調味料（1年以上）
72 （株）渋⾕商店 新潟県 調味料（180⽇未満）
73 ○ シマダヤ（株） 東京都 冷凍⾷品
74 清⽔⾷品（株） 静岡県 ⽸詰、びん詰、レトルト⾷品

75 （株）ジャスティス 東京都 炭酸飲料、茶系飲料、スポーツドリンク、ミネラルウォー
ター

76 ジャパンフリトレー（株） 茨城県 菓⼦（180⽇以上） 菓⼦（180⽇以上）
77 ○ （株）松栄 東京都 乾燥わかめ、温蔵わかめ
78 正栄⾷品⼯業（株） 東京都 ナッツ、ドライフルーツ、シード、プルーン
79 ⽩⽯興産（株） 宮城県 乾麵 乾麵

80 （株）真誠 愛知県 調味料、いりごま、すりごま、ねりごま、クラッシュアーモン
ドすりごま

81 ダイドードリンコ（株） ⼤阪府
炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲
料、乳性類、ニアウォーター類、ミネラルウォーター類、ス
ポーツドリンク類、しるこ、ココア、スープ類

果実・野菜飲料、乳性類、ニアウォーター類、ミネラル
ウォーター類、スポーツドリンク類、しるこ、ココア、スープ
類

82 （株）⼤洋⾷品 ⻑崎県 冷凍⾷品、乾のり、焼のり、味付のり、お茶漬
83 （株）髙⽊商店 茨城県 さば・いわし等の⽔産⽸詰
84 宝⾷品（株） ⾹川県 つくだ煮、惣菜、たきこみごはんの素
85 ⽵本油脂（株） 愛知県 ⾷⽤油（1年以上）
86 ○ （株）タツマ 静岡県 ⼲し芋
87 （有）⽟⽊製麺 島根県 そば（180⽇未満）
88 丹波農産（株） 兵庫県 焼き菓⼦、きなこ
89 銚⼦東洋（株） 千葉県 定塩鮭フィレ、定塩さばフィレ、漬け⿂、焼き鯖
90 （株）通宝 熊本県 海苔（180⽇以上1年未満）
91 （株）津⽥商店 岩⼿県 ⽸詰（1年以上）、レトルト⾷品（1年以上）
92 東洋ライス（株） 和歌⼭県 その他加⼯⾷品
93 （有）ときわや醤油 熊本県 調味料

94 富永貿易（株） 兵庫県 賞味期限１年以上の炭酸飲料、果実・野菜飲料、
コーヒー飲料、その他飲料 茶系飲料（１年以上）

95 直源醤油（株） ⽯川県 調味料（1年以上、品質による）
96 ○ （株）ナガイのり 東京都 焼海苔、味付海苔、⻘海苔
97 （株）永⾕園ホールディングス 東京都 お茶漬け、ふりかけ、レトルト⾷品、他 お茶漬け、ふりかけ、レトルト⾷品、他
98 （株）なとり 東京都 珍味 その他加⼯⾷品（180⽇以上〜１年未満）
99 ニコニコのり（株） ⼤阪府 海苔（1年以上）

100 （株）にしき⾷品 宮城県 レトルト⾷品（1年以上）
101 （株）ニチレイウエルダイニング 愛知県 ⽸詰（１年以上）
102 ○ ⽇清オイリオグループ（株） 東京都 ⾷⽤油 ⾷⽤油
103 ⽇清シスコ（株） ⼤阪府 菓⼦（180⽇未満）
104 ○ （株）⽇清製粉ウェルナ 東京都 ⼀部のパスタ製品
105 ○ （株）ニップン 東京都 パスタ、マカロニ パスタ、マカロニ、パスタソース、天ぷら粉、ミックス

106 ⽇本コカ・コーラ（株） 東京都
炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲
料、スポーツ飲料、乳酸・乳性飲料、ココア、栄養ドリン
ク、⽔

107 ⽇本⽔産（株） 東京都 ⽸詰（１年以上）、レトルト⾷品（１年以上） レトルト⾷品（１年以上）
108 ネスレ⽇本（株） 兵庫県 菓⼦（180⽇以上及び180⽇未満）
109 ノーベル製菓（株） ⼤阪府 調味梅⼲　海苔加⼯品
110 ハース（株） 岐⾩県 ナッツ・⾖菓⼦
111 パイン（株） ⼤阪府 キャンディ・キャラメル

112 ハウスウェルネスフーズ（株） 兵庫県 炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、ゼリー系飲
料や機能性飲料（ウコンの⼒、ラクシテ）

113 ハウス⾷品グループ本社
（株） ⼤阪府 レトルト⾷品 レトルト⾷品

114 ○ （株）はくばく ⼭梨県 ⻨加⼯品、雑穀、乾麺、⻨茶、⼩⻨粉（家庭⽤） ⻨加⼯品、雑穀、乾麺、⻨茶、⼩⻨粉（家庭⽤）
115 はごろもフーズ（株） 静岡県 ⽸詰、びん詰、レトルト⾷品
116 橋本⾷糧⼯業（株） ⼤阪府 ⽸詰（１年以上）

117 早川しょうゆみそ（株） 宮崎県
酢みそ、ゴマ酢みそドレッシング、塩糀、しゃぶしゃぶた
れ、極醤油の実、そのまんまめんつゆ、ちいさなつゆ、満
点酢、⾟激、⽢酒、みそパウダー

118 ○ （株）バンダイ 東京都 菓⼦
119 ○ ヒガシマル醤油（株） 兵庫県 調味料
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120 ⽇⾼⾷品⼯業（株） 兵庫県 乾燥昆布・乾燥わかめ・昆布加⼯品
121 平松商店 東京都 菓⼦（180⽇未満）
122 ○ （株）　平⼭商会 愛知県 ⽸詰
123 （株）フードレーベル 埼⽟県 調味料

124 富⼠ミネラルウォーター（株） 東京都 炭酸飲料（１年以上）、ミネラルウォーター（びん、
PET）（１年以上） 調味料（１年以上）

125 （株）不⼆家 東京都 キャンディ・キャラメル、チョコレート、ビスケット・クッキー、
洋菓⼦、その他の菓⼦

126 ○ フランス屋製菓（株） 京都府 チョコレート、洋菓⼦

127 （株）ブルボン 新潟県 キャンディ・キャラメル、チョコレート、ビスケット・クッキー、
⽶菓、スナック、焼菓⼦・油菓⼦、洋菓⼦ チョコレート、ビスケット・クッキー

128 ○ ブンセン（株） 兵庫県 びん詰

129 フンドーキン醤油（株） ⼤分県 調味料（180⽇未満〜１年未満）、調味料（１
年以上）

調味料（180⽇未満〜１年未満）、調味料（１
年以上）

130 ヘテパシフィック（株） 東京都 調味料（1年以上）
131 ○ （株）ベルサンテ 群⾺県 ⼀部のレトルト⾷品
132 （株）朋昆 広島県 昆布製品

133 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
（株） 愛知県 炭酸飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲料、、⽸詰、

びん詰、レトルト⾷品
炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲
料、

134 （株）ホテイフーズコーポレー
ション 静岡県 ⽸詰

135 ○ （株）マール 東京都 冷凍⾷品

136 ○ 前島⾷品（株） 兵庫県 おやつ昆布・とろろ昆布・佃煮・煮⾖・惣菜・出し昆布・
昆布粉末・昆布茶・カットわかめ・おやつわかめ・その他

137 前原製粉（株） 兵庫県 もち、⽩⽟粉、きな粉、⽚くり粉。
138 桝⽥屋⾷品（株） ⻑野県 乾麺（1年以上） 半⽣麺・そば粉
139 ○ （有）松⽥卯之七商店 新潟県 穀物加⼯、焙煎加⼯、雑穀
140 ○ （株）まるじょう 広島県 削りぶし、ふりかけ
141 マルシン⾷品（株） 新潟県 もち
142 ○ マルニ⾷品（株） 宮城県 冷凍⾷品
143 マルハニチロ（株） 東京都 冷凍⾷品、その他加⼯⾷品 冷凍⾷品、その他加⼯⾷品
144 （株）マルハニチロ北⽇本 北海道 ⽸詰（１年以上）、びん詰め（180⽇未満）
145 （株）マルユウ 北海道 ⽸詰（1年以上）
146 ○ 三井農林（株） 東京都 茶系飲料、レモネードベース
147 （株）Mizkan 愛知県 ⾷酢飲料

148 三菱⾷品（株） 東京都 菓⼦、⽸詰・レトルト、調味料、冷凍⾷品、粉類・乾
物・乾麺他 菓⼦

149 （株）ミヤカン 宮城県 ⽸詰（１年以上）、レトルト⾷品（１年以上）

150 （株）明治 東京都 スポーツ飲料、ミネラルウォーター、調理冷凍⾷品、キャ
ンディ・キャラメル、チョコレート キャンディ・キャラメル

151 森永製菓（株） 東京都 キャンディ・キャラメル、チョコレート、ビスケット・クッキー、
スナック

152 森永乳業（株） 東京都 その他加⼯⾷品（１年以上）

153 ○ （株）ヤクルト本社 東京都
炭酸飲料、茶系飲料、果実・野菜飲料、コーヒー飲
料、⾖乳飲料、⿊酢⼊り飲料、乳性飲料、⽔分補給
飲料等

果実・野菜飲料

154 （株）⼭形ライスファーム２１
（⼯房とかちや） ⼭形県 レトルト⾷品（180⽇以上1年未満）、うち⾖、むきく

るみ、いりごま、⼤⾖、きな粉（1年未満）

155 ヤマキ（株） 愛媛県 レトルト⾷品（１年以上）
液体調味料（１年以上）、⾵味調味料（1年以
上）、乾物・かつおぶし（１年以上）、乾物・煮⼲し
（１年以上）

156 ヤマザキビスケット（株） 東京都 チョコレート、ビスケット・クッキー、スナック

157 （株）⼭⽥養蜂場本社 岡⼭県 いわゆる健康⾷品、はちみつ、はちみつ加⼯品、惣菜
など

158 ヤマモリ（株） 三重県 調味料（１年以上）
159 ⼭芳製菓（株） 東京都 スナック
160 有楽製菓（株） 東京都 チョコレート
161 吉村醸造（株） ⿅児島県 味噌（180⽇〜1年未満）
162 ⽶屋（株） 千葉県 菓⼦、⽸詰・レトルト
163 （有）リキ・コーポレーション 神奈川県 菓⼦（180⽇以上1年未満及び180⽇未満）
164 （株）⿓⾓散 東京都 菓⼦（180⽇以上）

165 （株）ロッテ 東京都 キャンディ・キャラメル、チョコレート、ガム、ビスケット・クッ
キー チョコレート、ビスケット・クッキー
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