
認定番号 施　設　名 法人番号 住　　　所 輸出品目
農林水産省

認定日
ＥＵ第三国施設
リスト掲載状況

1 2015001
鈴廣かまぼこ株式会社　
惠水工場

3021001033629
神奈川県小田原市
成田974

冷凍板付き蒸しかまぼこ
冷凍焼きかまぼこ
冷凍揚げかまぼこ

令和2年4月1日 掲載

2 2015002
株式会社ダイニチ　
海南シーフードセンター

5500001015446
和歌山県海南市
冷水325-15

生鮮養殖ブリ（ハマチ）フィレ
生鮮養殖マダイフィレ
生鮮養殖シマアジフィレ
冷凍養殖ブリ（ハマチ）フィレ
冷凍養殖マダイフィレ
冷凍養殖シマアジフィレ
加熱調理用チルド養殖ブリ（ハマチ）ラウンド
加熱調理用チルド養殖マダイラウンド
加熱調理用チルド養殖シマアジラウンド
加熱調理用チルド養殖ブリ（ハマチ）セミドレス
加熱調理用チルド養殖マダイセミドレス
加熱調理用チルド養殖シマアジセミドレス
加熱調理用チルド養殖ブリ（ハマチ）ドレス
加熱調理用チルド養殖マダイドレス
加熱調理用チルド養殖シマアジドレス

令和2年4月1日 掲載

3 2015003 有限会社北福海産 6420002003259 
青森県東津軽郡外ヶ浜町
字平舘根岸湯ノ沢1番地5

冷凍ほたて卵付貝柱（加熱用）
冷凍ほたて貝柱（生食用）

令和2年4月1日 掲載

4 2015004 株式会社マルイチ横浜 2420001011695
青森県上北郡野辺地町
字鳥井平34-92

冷凍ほたて卵付貝柱（加熱用）
冷凍ほたて貝柱（生食用）

令和2年4月1日 掲載

5 2015005 クボタフーズ株式会社 3420001013071 
青森県東津軽郡平内町大字清
水川字大川添102-1

冷凍ほたて卵付貝柱（加熱用）
冷凍ほたて貝柱（生食用）

令和2年4月1日 掲載

6 2015006
武輪水産株式会社　
第三工場

7420001006113
青森県八戸市
大字白銀町字昭和町１

冷凍サバラウンド 令和2年4月1日 掲載

EU向け輸出水産食品取扱認定施設
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7 2015007
株式会社紀文西日本
岡山総社工場

9120001194408
岡山県総社市
井尻野700番地

魚肉練り製品（魚河岸揚げ） 令和2年4月1日 掲載

8 2015008
山菱水産株式会社　
本社工場

4380001014057
福島県いわき市
小名浜字芳浜11-59

冷凍まぐろたたき
冷凍まぐろたたき（芯）
冷凍まぐろスライス

令和2年4月1日 掲載

9 2016009
福一漁業株式会社
福一・西島コールドストレージ

9080001015147 静岡県焼津市西島254-8
鮪加工品
生食用鮪

令和2年4月1日 掲載

10 2016010 丸市食品株式会社 7210001003924
福井県福井市
高木中央3丁目2014番地

冷凍たらこ
冷凍たらこバラ子
冷凍辛子明太子

令和2年4月1日 掲載

11 2016011 イヨスイ株式会社 1500001015284
愛媛県宇和島市
坂下津丙10-2

冷凍ブリフィーレ
冷凍ブリロイン
冷凍ブリカマ
生鮮ブリフィーレ（加熱用）
生鮮ブリロイン（加熱用）
生鮮ブリラウンド（加熱用）
生鮮ブリセミドレス（加熱用）
生鮮ブリドレス（加熱用）

令和2年4月1日 掲載

12 2016012
株式会社海神貿易　
九州支部

4010001135187
熊本県天草市
牛深町3473-11

冷凍ハマチフィーレ
冷凍ハマチスキンレスロイン

令和2年4月1日 掲載

13 2016013
株式会社新丸正
鰹節工場（匠）

4080001014888
静岡県焼津市
三和１３８４－１

表面削り鰹節
鰹削り節
鰹節粉末

令和2年4月1日 掲載
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14 2016014
株式会社紀文食品　
横浜工場

4010001041880
神奈川県横浜市戸塚区
秋葉町４２７

魚肉練り製品 令和2年4月1日 掲載

15 2017015 株式会社丸イ佐藤海産 6462501000286
北海道野付郡別海町
尾岱沼潮見町１１３番地の２

冷凍帆立貝柱（生食用） 令和2年4月1日 掲載

16 2017016
大栄フーズ株式会社
千葉香取工場

9021001012882 
千葉県香取市小見川
２１７０－１

とびっ子（E）
ゴールデンとびっ子（E）
とびっ子レッド（E）
とびっ子グリーン（E)
中華いい蛸（E）

令和2年4月1日 掲載

17 2017017
株式会社山神　
本社工場

1420001002126
青森県青森市大字油川字
岡田２６２－５

冷凍ほたて卵付貝柱（加熱用）
冷凍ほたて貝柱（生食用）
冷凍卵付きボイルほたて（パック）
冷凍卵付きボイルほたて（バルク）
漁師のほたてフライ（卵付き）

令和2年4月1日 掲載

18 2018018 株式会社築地フレッシュ丸都 6010001057289 東京都中央区豊海町１２－１４
生鮮マグロロイン（皮付き）
生鮮マグロブロック（皮付き）

令和2年4月1日 掲載

19 2018019
株式会社ＡＮＡケータリングサー
ビス
川崎工場

2010801001342
神奈川県川崎市川崎区
殿町３－２６－１　
ANA川崎ケータリング棟

冷凍鰤藻塩焼き
冷凍鰤柚香焼き
冷凍鰤煮付け
冷凍鯛塩焼き
冷凍鯛柚香焼き
冷凍鯛胡麻焼き
冷凍鯛酒蒸し
冷凍縞鯵藻塩焼き
冷凍縞鯵胡麻焼き
冷凍縞鯵焼き漬け
冷凍縞鯵酒焼き
冷凍縞鯵柚香焼き

令和2年4月1日 掲載
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20 2018020
大協建工株式会社
東かがわ・つばさキャビアセン
ター

7470001002529 
香川県東かがわ市
引田１８５０－２

冷凍キャビア 令和2年4月1日 掲載

21 2018021
福一漁業株式会社
福一・大井川コールドストレージ

9080001015147
静岡県焼津市
藤守１６５５－１

原料保管庫
製品保管庫

令和2年4月1日 掲載

22 2018022
株式会社食縁　
本社工場

1170001012951 
和歌山県新宮市
佐野２１２２－３

養殖冷凍ブリフィレ
養殖冷凍ブリロイン
養殖冷凍ブリドレス
養殖冷凍マダイフィレ
養殖ブリチルドドレス（加熱調理用）
養殖冷凍ブリヒラフィレ
養殖冷凍ブリヒラロイン
養殖冷凍ブリヒラドレス
養殖ブリヒラチルドドレス(加熱調理用)

令和2年4月1日 掲載

23 2018023
有限会社橋口水産
水産加工処理施設

2310002014460
長崎県長崎市
京泊２－１０－２１

冷蔵養殖ブリフィーレ（加熱用）
冷蔵養殖ブリロイン（加熱用）
冷凍養殖ブリフィーレ（生食用）
冷凍養殖ブリロイン（生食用）
冷蔵養殖ブリドレス（加熱用）

令和2年4月1日 掲載
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24 2019024
東洋冷蔵フード＆ロジスティクス
株式会社本社工場

4080001008691 
静岡県静岡市清水区
島崎町１６１番地の１３

冷凍メバチマグロロイン
冷凍メバチマグロブロック
冷凍メバチマグロサク
冷凍キハダマグロロイン
冷凍キハダマグロブロック
冷凍キハダマグロサク
冷凍ビンチョウマグロロイン
冷凍ビンチョウマグロブロック
冷凍ビンチョウマグロサク
冷凍大西洋クロマグロロイン
冷凍大西洋クロマグロブロック
冷凍大西洋クロマグロサク
冷凍太平洋クロマグロロイン
冷凍太平洋クロマグロブロック
冷凍太平洋クロマグロサク
原料・製品保管倉庫

令和2年4月1日 掲載

25 2019025
株式会社オカムラ食品工業
第２工場

2420001000582 
青森県青森市八重田一丁目６
番１１号

味付けますこいくら
味付けさけこいくら

令和2年4月1日 掲載

26 2019026 株式会社マルヨシ第二工場 5080001015233 静岡県焼津市田尻２１５４－２４
かつお節
かつお節粉末

令和2年4月1日 掲載

27 2019027
第一清良丸
（大洋エーアンドエフ株式会社）

(9010001021655) 
(東京都中央区豊海町４番５号
豊海振興ビル)

冷凍かに爪付きセクション
冷凍かに爪無しセクション
冷凍かに爪製品
冷凍かにフレーク
冷凍かに棒肉
冷凍かにボイルセクション

令和2年10月23日 掲載

28 2019028
秀長水産株式会社シーフーズセ
ンター

8500001015501  
愛媛県宇和島市築地町２－３１
８－２４０

生食用冷凍ハマチ（フィレ・ロイン・スライス）
加熱用生鮮ハマチ（ラウンド）
加熱用生鮮ハマチ（フィレ、ロイン、スライス）

令和2年4月1日 掲載
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29 2019029
株式会社ヤマイシ浜町埠頭冷蔵
庫

3420001002108 青森県青森市本町４－１－２ 原料・製品保管倉庫 令和2年4月1日 掲載

30 2019030
共同冷蔵株式会社大井物流セン
ター

9021001032583 
神奈川県足柄上郡大井町上大
井３８９

原料・製品保管倉庫 令和2年4月1日 掲載

31 2019031 対馬水産株式会社対馬工場 2310001012746 
長崎県対馬市美津島町鷄知乙
２９０番地

冷凍穴子生開き
冷凍甘鯛ラウンド・セミドレス
冷凍ケンサキイカ　セミドレス

令和2年4月1日 掲載

32 2019032 株式会社みうらや 4050001021053 茨城県神栖市波崎８７１１番地 冷凍サバ 令和2年4月1日 掲載

33 2019033
株式会社ANAケータリングサービ
ス
成田工場

 2010801001342 千葉県成田市堀之内６８番地

冷凍鰤藻塩焼き
冷凍鰤柚香焼き
冷凍鰤煮付け
冷凍鯛塩焼き
冷凍鯛柚香焼き
冷凍鯛胡麻焼き
冷凍鯛酒蒸し
冷凍縞鯵藻塩焼き
冷凍縞鯵胡麻焼き
冷凍縞鯵焼き漬け
冷凍縞鯵酒焼き
冷凍縞鯵柚香焼き

令和2年4月1日 掲載

34 2020034
株式会社平松食品
御津工場

7180301006894
愛知県豊川市御津町佐脇浜３
号地１－２７

冷凍ぶりしょうがじゅれ
冷凍アケ貝しょうがじゅれ

令和2年7月30日 掲載
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35 2020035
東洋冷蔵フード＆ロジスティクス
株式会社第２冷蔵庫

4080001008691
静岡県静岡市清水区
島崎町１６１番地の１３

原料保管倉庫 令和2年7月30日 掲載

36 2020036
株式会社𣳾𣳾興商事
サンリクフーズ

7370501000876 宮城県気仙沼市赤岩港168-6
三陸フィッシュソーセージ　ブラックペッパー
三陸フィッシュソーセージ　チリペッパー

令和2年8月27日 掲載

37 2020037 株式会社海千 1290001036955 福岡県宗像市王丸770番地4
有色たらこ
有色たらこ（ばらこ）

令和2年8月27日 掲載

38 2020038 前田海産株式会社　本社工場 6250001006338
山口県下関市彦島西山町4-
13-33

辛子明太子（バラコ）
辛子明太子（バラコ）こんぶエキス入り

令和2年9月10日 掲載

39 2020039 株式会社明豊　本社工場 5370601000877
宮城県塩竈市新浜町２丁目９番
３４号

カツオスキンレス
カツオのたたき
ビンチョウ鮪スキンレス
ビンチョウ鮪のたたき
ガーリック風味のカツオたたき
ガーリック風味のビンチョウ鮪たたき
冷凍カツオ
冷凍ビンチョウマグロ
カツオスキンレス（真空包装）
ビンチョウ鮪スキンレス（真空包装）

令和2年10月12日 掲載

40 2020040
新宮港埠頭株式会社　水産加工
場

1170001011482
和歌山県新宮市佐野字中地２１
２２－８

冷凍なまず皮付きフィレ
冷凍なまず皮なしフィレ
冷凍なまずセミドレス
冷凍なまず蒲焼き

令和2年10月12日 掲載

41 2020042 極洋水産株式会社　大井川工場 8080001014793 静岡県焼津市飯淵１４４１－１ 生食用冷凍マグロ（ロイン、ブロック、サク） 令和2年11月24日 掲載
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42 2020043
紋別漁業協同組合　製氷冷凍工
場

1450005003464
北海道紋別市新港町１丁目４番
地

冷凍帆立貝柱
冷凍帆立貝柱（業務用）

令和2年12月17日 掲載

43 2020044 福島鰹株式会社　京都南丹工場 4130001022316 
京都府南丹市八木町玉ノ井北
沢４０

かつお削りぶし
鰹節粉末

令和3年2月19日 掲載

44 2020045 大坪水産株式会社　本社工場 5080001015613 静岡県焼津市利右衛門391-1
冷凍鮪のロイン・ブロック・柵
鮪加工品（冷凍ネギトロ）
鮪加工品（冷凍鮪切落し）

令和3年3月9日 掲載

45 2021046 丸啓鰹節株式会社 海岸第2工場 4080401015172 静岡県御前崎市白羽8188-3
鰹節粉末
鰹節粗砕品

令和3年5月7日 掲載

46 2021047
山福水産株式会社 冷凍食品工
場

7080001015330 静岡県焼津市田尻234

冷凍カツオスキンレスロイン
冷凍マグロスキンレスロイン
冷凍カツオタタキ
冷凍マグロタタキ

令和3年5月25日 掲載

47 2021048 株式会社枕崎冷凍食品 5340001012674 鹿児島県枕崎市仁田浦町242
冷凍鰹・鮪ロイン
冷凍鰹・鮪たたき

令和3年7月16日 掲載

48 2021049 株式会社トウスイ 6050001043640 茨城県神栖市波崎8232番8

冷凍サバラウンド（加熱後摂取用）
冷凍イワシラウンド（加熱後摂取用）
冷凍サバラウンド（生食用）
冷凍イワシラウンド（生食用）
冷凍サバアイスブロック（加熱後摂取用）
冷凍イワシアイスブロック（加熱後摂取用）

令和3年11月15日 掲載

49 2021050
株式会社𣳾𣳾興商事
サンリクフーズ　冷凍自動倉庫

7370501000876 宮城県気仙沼市赤岩港168-6 原料・製品保管倉庫 令和3年12月20日 掲載
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50 2021051 鈴廣かまぼこ株式会社　FP工場 3021001033629 神奈川県小田原市成田952 万能すりみパウダー 令和4年3月15日 掲載

51 2021052 KTM株式会社 2340001020894
鹿児島県枕崎市仁田浦町２２番
地

冷凍黄肌鮪ロイン
冷凍ビンチョウ鮪ロイン
冷凍鰹ロイン

令和4年3月15日 掲載

52 2021053 焼津漁業協同組合 外港冷蔵庫 8080005005483
静岡県焼津市中港６丁目１２２５
番地

原料保管倉庫 令和4年3月29日 掲載

53 2021054
日本遠洋旋網漁業協同組合
松浦第一製氷冷凍工場

7290005002683 長崎県松浦市調川町下免６９５
冷凍アジ（ラウンド）
冷凍サバ（ラウンド）
冷凍ゴマサバ（ラウンド）

令和4年3月29日 掲載

54 2021055
株式会社エンデバー　福岡冷蔵
庫

2290001003285 福岡県古賀市青柳町１０５－２ 原料・製品保管倉庫 令和4年3月29日 掲載

55 2022056
株式会社南予ビージョイ　
坂下津事業所

6500001015478
愛媛県宇和島市坂下津甲381-
91

冷凍ブリフィレ
冷凍ブリラウンド
冷凍ブリセミドレス
冷凍ブリドレス
冷凍ブリロイン
冷凍マダイフィレ
冷凍マダイラウンド
冷凍マダイロイン
生鮮ブリフィレ
生鮮ブリラウンド
生鮮ブリセミドレス
生鮮ブリドレス
生鮮ブリロイン
生鮮マダイフィレ
生鮮マダイラウンド
生鮮マダイセミドレス
生鮮マダイドレス
生鮮マダイロイン

令和4年8月9日 掲載



認定番号 施　設　名 法人番号 住　　　所 輸出品目
農林水産省

認定日
ＥＵ第三国施設
リスト掲載状況

EU向け輸出水産食品取扱認定施設

56 2022057 株式会社　カネジョウ大﨑 9040001062069 千葉県銚子市潮見町２番地の９ 冷凍サバフィレ 令和4年8月9日 掲載

57 2022058 株式会社　髙政　石浜工場 4370301000848
宮城県牡鹿郡女川町石浜二丁
目1番地２

原料・製品保管倉庫 令和4年9月14日 掲載

58 2022059 株式会社明豊　第一冷蔵庫 5370601000877
宮城県塩釜市新浜町3丁目25
番4号

原料、仕掛品および製品保管倉庫 令和4年12月2日 掲載

59 2023060
①国広水産株式会社　尾道工場
②クニヒロ株式会社　水産第二工
場

①
6240001038027
②
6240001038026

①広島県尾道市東尾道15-13
②広島県尾道市東尾道16-2

冷凍殻付かき（生食用） 令和5年1月16日 掲載

60 2023061 尾道冷凍工業株式会社 2240001037924 広島県尾道市東尾道１４－３ 製品保管倉庫 令和5年1月16日 掲載

61 2023062 株式会社　南伸商　大井川工場 3080001015276 静岡県焼津市高新田５６５－１

冷凍生食用カツオロイン
冷凍生食用マグロロイン
冷凍生食用カツオタタキ
冷凍生食用マグロタタキ

令和5年1月16日 掲載

62 2023063
株式会社　カネシメイチ　本社冷
蔵庫

4370501000103
宮城県気仙沼市川口町一丁目
64番地3

原料保管倉庫 令和5年1月16日 掲載

63 2023064
スルガ東洋株式会社　第二冷蔵
庫

3080001014947 静岡県焼津市田尻2307番地 原料・製品保管倉庫 令和5年3月16日 掲載
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64 2023065 株式会社枕崎超低温 340001013193 鹿児島県枕崎市仁田浦町22 原料・製品保管倉庫 令和5年3月16日 掲載
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