
 
 

 

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11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１月31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 2023年3月 － BHC 無

岐阜県 DDT

ペットライン株式会社 ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

法人番号：9200001022312 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 2022年4月 かび毒 － ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1 無

東京都 － BHC

マース　ジャパン　リミテッド DDT

法人番号：5700150008115 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 2022年6月 かび毒 － ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1 無

（輸入業者・販売業者） 犬用 2021年11月 かび毒 － ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1 無

東京都

株式会社ATSU.Trading 犬用 2022年8月 かび毒 － ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1 無

法人番号：9010001141098

（輸入業者） 猫用 2022年11月 かび毒 － ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1 無

東京都

ロイヤルカナン　ジャポンInc.

法人番号：3010403008801

（販売業者） 猫用 デリッシュレシピ　まぐろ味 2023年2月 － BHC 無

東京都 DDT

株式会社ペティオ ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

法人番号：3120001199585 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

有機塩素
系化合物

有機塩素
系化合物

ニュートロ　ナチュラル　チョイ
ス　室内猫用　アダルト　チキン
500ｇ

WILD RECIPE ワイルドレシピ　シ
ニア猫の健康維持によるエイジン
グケア　チキン　シニア猫用

有機塩素
系化合物

ルナ　かつお節＆ほたて味とチキ
ン味ビッツ添え

PRO PAC　アダルト　チキン＆玄米
フォーミュラ　１～５歳　成犬用

ROYAL CANIN　成長後期の子猫用
生後１２ヶ月齢まで

ELMO professionale Neutered
care　成犬用　ウサギ肉・ライス
＆ポテト　低アレルゲン－去勢・
避妊後のバランス食



　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2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 プチビスケット　乳酸菌入り 2022年9月 かび毒 － ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1 無

東京都 － BHC

ＴＦＢファクトリーズ株式会社 DDT

法人番号：3010001064668 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 2022年7月 重金属等 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ 無

東京都 鉛

マース　ジャパン　リミテッド 無機砒素

法人番号：5700150008115

（販売業者） 猫用 2022年11月 かび毒 － ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1 無

埼玉県 － BHC

株式会社カインズ DDT

法人番号：3070001006474 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 2022年10月 添加物 － 亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ 無

愛知県 重金属等 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ

鉛

無機砒素

法人番号：1180001082093

（販売業者） 犬用 2022年6月 添加物 － 亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ 無

大阪府 － BHC

DDT

ｱﾙﾄﾞﾘﾝ・ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ

法人番号：9120001011059 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

有機塩素
系化合物

Pet’ｓOne　Prime Recipe　プラ
イムレシピ　10歳以上用　キャッ
トドライフード　国産　1ｋｇ

サンライズ　ミンチスペシャル
超小型・小型犬　ダイエット　緑
黄色野菜入り　1.2kg 有機塩素

系化合物

株式会社イトウアンドカンパニーリミ
テッド

良品素材　焼き上げビーフジャー
キー　間食・愛犬用

株式会社マルカン　サンライズ事業
部

有機塩素
系化合物

シーザー　旨みたっぷり　ささみ
ベーコン　うす味仕立て　国産
ドッグフード　80ｇ

有機塩素
系化合物

グラン・デリ　フレシャス　アダ
ルト成犬用　チキン＆小魚入り
小粒



　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4月 添加物 － 亜硝酸ﾅﾄﾘｳﾑ 無

大阪府 かび毒 － ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1

犬用 2022年8月 － BHC 無

法人番号：9120001011059 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 2022年10月 重金属等 － ｶﾄﾞﾐｳﾑ 無

大阪府 鉛

株式会社トーエートレーディング 無機砒素

法人番号：1120101046094

株式会社マルカン　サンライズ事業
部

サンライズ　ミンチスペシャル
超小型・小型犬　７歳以上用　緑
黄色野菜入り　1.2kg

ザ・パーフェクトワン　強さ目覚
める水素のチカラ　成犬用／健康
で美しい毛艶と身体の動きをサ
ポート

Pet friend　国産ささみジャー
キー　細切りソフト　全犬種用
100ｇ

有機塩素
系化合物


	案の２（公表11 月分）.pdf
	案の２（公表_11月分）.pdf
	案の２（公表11 月分）.pdf
	【案の２】公表用試験結果（R3.11)公表案.pdf




