
賞味期限表⽰⼤括り化実施企業 2021年10⽉29⽇現在

企業名 今回新規掲載 本社所在地
実施済アイテム 予定ありアイテム

アイリスフーズ（株） 餅、包装⽶飯、袋麺、みそ汁 宮城県
芥川製菓（株） 菓⼦ 東京都
（株）朝⽇ 粉末寒天 神奈川県

アサヒ飲料（株）
賞味期限240⽇以上のＰＥＴ、⽸、賞味期限1年以上の全
ての容器

東京都

アサヒグループ⾷品（株）
すべての⾃社販売商品（菓⼦（180⽇以上）、レトルト⾷
品、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（1年以上）など）

東京都

旭松⾷品（株） 乾物（凍り⾖腐） 乾物（凍り⾖腐） ⻑野県

味の素（株）
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）

東京都

味の素AGF（株）

嗜好飲料（レギュラーコーヒー、インスタントコー
ヒー、スティック嗜好飲料など。1年以上）、液体コー
ヒー（ボトルコーヒー、ポーションタイプ。180⽇以
上）、クリームミングパウダー、ガムシロップ（1年以
上）など

東京都

アヲハタ（株） ◯ びん詰め（１年以上） 広島県
五⼗川（株） 乾物（1年以上） ⼤分県
（株）伊藤園 飲料、茶葉製品（原則180⽇超） 東京都
伊之助製麺（株） 乾麺（180⽇以上） 佐賀県

今津（株）
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）

⼤阪府

岩塚製菓（株） 菓⼦（180⽇以上） 新潟県
（株）ウーケ 包装⽶飯 富⼭県

江崎グリコ（株）
菓⼦（180⽇以上）、レトルトカレー、レトルトどんぶ
り、炊き込みご飯の素、レトルトスープ、惣菜の素等

⼤阪府

エスビー⾷品（株） ルウ製品の⼀部（1年以上） 東京都
オークラ製菓（株） 菓⼦（180⽇〜1年未満） 熊本県

⼤塚製薬（株） 賞味期限１年１ヵ⽉以上の飲料、菓⼦、サプリメント類 東京都

お菓⼦の⽇進堂（有） 菓⼦（180⽇未満） 宮崎県
オタフクソース（株） 調味料（1年以上）、セット物等 広島県
（株）おやつカンパニー ◯ 菓⼦（180⽇以上） 菓⼦（180⽇以上） 三重県
尾張製粉（株） 乾麺、⻨茶、⼩⻨粉⼩袋、ミックス粉他 愛知県
花王（株） ◯ 粉末飲料（１年以上） 美容飲料（１年以上） 東京都
カゴメ（株） 果実・野菜飲料（1年以上） 愛知県
カドヤ（株） ◯ 農産、海産、乾物、乾麺 東京都
（株）かねます⾷品 冷凍⾷品（１年以上） ⼤阪府
カルビー（株） 菓⼦ 東京都
神⽥味噌醤油醸造場 調味料（180⽇以上） ⼭⼝県
カンロ（株） ◯ 菓⼦ 東京都
キーコーヒー（株） ◯ レギュラーコーヒー、コーヒー飲料 他 東京都
キッコーマン⾷品（株） 調味料（1年以上） 東京都
キユーピー（株） 家庭⽤介護⾷品、家庭⽤素材⾷品 家庭⽤介護⾷品、家庭⽤素材⾷品 東京都
キリンホールディングス（株） ◯ ビール、発泡酒、新ジャンル（180⽇以上〜１年未満） 東京都
キリンビバレッジ（株） 賞味期限180⽇以上のPET、⽸、紙、瓶商品 東京都
釧路東⽔冷凍（株） 冷凍⾷品（１年以上） 北海道
くみあい⾷品⼯業（株） びん詰（１年以上） 愛媛県
クラシエフーズ（株） 菓⼦（180⽇以上） 東京都
（株）湖池屋 ◯ 菓⼦（180⽇以上） 菓⼦（180⽇以上） 東京都
国分グループ本社（株） ⽸詰（1年以上）、びん詰（1年以上） 東京都
（株）⼩嶋屋総本店 ◯ その他加⼯⾷品（１年以上） 新潟県
サッポロビール（株） ビールテイストの⽸製品、びん製品 東京都

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

東京都

サントリー⾷品インターナショナル（株）
賞味期限240⽇以上の炭酸飲料、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、機
能性飲料、乳性飲料

東京都

（株）サン海苔 海苔（180⽇以上） 海苔（180⽇以上1年未満） 佐賀県
サンハウス⾷品（株） カレー、シチュー カレー、シチュー 愛知県
三洋通商（株） 冷凍⾷品（1年以上）、フルーツ⽸詰（1年以上） 茨城県
三和⽸詰（株） ⽸詰（１年以上） ⼭形県
椎茸井出商店 乾物⼲し椎茸（1年以上） 静岡県
静岡ジェイエイフーズ（株） ◯ ⽸詰（180⽇以上〜１年未満） 静岡県
七福醸造（株） 調味料（1年以上） 愛知県
（株）渋⾕商店 調味料（180⽇未満） 新潟県

清⽔⾷品（株）
⽸詰（１年以上）、びん詰め（１年以上）、スープ、ツ
ナ、パスタソース、⾖類（ドライパック）

静岡県

（株）ジャスティス ミネラルウォーター（1年以上） 東京都
ジャパンフリトレー（株） ◯ 菓⼦（180⽇以上） 菓⼦（180⽇以上） 茨城県
正⽥醤油（株） ◯ 調味料（180⽇以上） 群⾺県
⽩⽯興産（株） 乾麺（1年以上） 乾麺（1年以上） 宮城県

（株）真誠 ◯ 調味料（１年以上）、
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

愛知県

（株）新野屋 菓⼦ 新潟県
（株）扇雀飴本舗 菓⼦（180⽇以上） ⼤阪府
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企業名 今回新規掲載 本社所在地
実施済アイテム 予定ありアイテム
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ダイドードリンコ（株）

賞味期限１年以上の飲料（炭酸飲料、茶系飲料（180⽇以
上）、果実、野菜飲料、コーヒー飲料、ミネラル ウォー
ター、ニアウォーター、スポーツ飲料、乳性飲料、しる
こ、スープ、ココア、ミルクセーキ）

⼤阪府

（株）髙⽊商店 さば・いわし等の⽔産⽸詰 茨城県
宝⾷品（株） つくだ煮、惣菜、たきこみごはんの素 ⾹川県
⽵本油脂（株） ⾷⽤油（1年以上） 愛知県
（有）⽟⽊製麺 そば（180⽇未満） 島根県
丹波農産（株） ◯ 焼き菓⼦、きなこ 兵庫県
銚⼦東洋（株） 定塩鮭フィレ、定塩さばフィレ、漬け⿂、焼き鯖 千葉県
（株）通宝 海苔（180⽇以上1年未満） 熊本県
（株）津⽥商店 ⽸詰（1年以上）、レトルト⾷品（1年以上） 岩⼿県
天狗⽸詰（株） ◯ ⽸詰（２年以上）、レトルト⾷品（１年以上） 愛知県
東洋ライス（株） 無菌包装⽶飯 その他加⼯⾷品（１年以上） 和歌⼭県
（有）ときわや醤油 調味料 熊本県

富永貿易（株） ◯
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） 兵庫県

直源醤油（株） 調味料（1年以上、品質による） ⽯川県
永井海苔（株） 乾物（1年以上） 愛知県

（株）永⾕園 ◯
ふりかけ、即席みそ汁（270⽇以上）、スープ、惣菜（レ
トルト）等

ふりかけ、即席みそ汁（270⽇以上）、スープ、惣菜（レ
トルト）等 

東京都

（株）なとり ◯ 珍味 その他加⼯⾷品（180⽇以上〜１年未満） 東京都
ニコニコのり（株） 海苔（1年以上） ⼤阪府
（株）にしき⾷品 レトルト⾷品（1年以上） 宮城県
（株）ニチレイウエルダイニング ◯ ⽸詰（１年以上） 愛知県
⽇清シスコ（株） ◯ 菓⼦（180⽇未満） ⼤阪府
⽇清フーズ（株） ◯ パスタ 東京都

⽇本コカ・コーラ（株）
賞味期限10ヶ⽉以上の飲料（炭酸飲料、茶系飲料、果実
飲料、野菜飲料、コーヒー飲料、アルコール飲料、ミネ
ラルウォーター類、その他清涼飲料⽔）

東京都

⽇本⽔産（株） ◯ 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） 東京都
ネスレ⽇本（株） 菓⼦（180⽇以上及び180⽇未満） 兵庫県
ノーベル製菓（株） 調味梅⼲ 海苔加⼯品 ⼤阪府
ハース（株） ◯ ナッツ・⾖菓⼦ 岐⾩県
パイン（株） 菓⼦（180⽇以上） ⼤阪府

ハウスウェルネスフーズ（株） ◯

炭酸飲料（１年以上）、茶系飲料（180⽇〜１年未満）、
果実・野菜飲料（１年以上）、ウコンの⼒、レモン
ウォーター、１⽇分のビタミン、１⽇分のビタミンゼ
リー、ビタミンレモンゼリー、Ｌ−１３７ドリンク、Ｌ
−１３７ゼリー、ギガシャキ、ネルノダ

兵庫県

ハウス⾷品（株） ◯ 調味料（１年以上） 調味料（１年以上）、デザートベース（１年以上） ⼤阪府

はごろもフーズ（株）
賞味期限１年超の削り節、のり、ふりかけ、だし、パス
タ、包装⽶飯、ツナ油漬等、パスタソース、⻘⿂パウ
チ、総菜パウチ、ぜんざい類

静岡県

⽇⾼⾷品⼯業（株） ◯ 乾燥昆布・乾燥わかめ・昆布加⼯品 兵庫県
平松商店 菓⼦（180⽇未満） 東京都

富⼠ミネラルウォーター（株） ◯
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） ⼭梨県

（株）不⼆家 菓⼦（180⽇以上） 東京都
（株）ブルボン 菓⼦（180⽇以上）、植物性ミルク飲料 菓⼦（180⽇以上） 新潟県
フンドーキン醤油（株） ◯ 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） ⼤分県
ヘテパシフィック（株） 調味料（1年以上） 東京都
（株）朋昆 昆布製品 広島県
北陸製菓（株） 菓⼦（180⽇以上） ⽯川県

ポッカサッポロフード&ビバレッジ（株）
炭酸飲料（1年以上）、果実野菜飲料（1年以上）、コー
ヒー飲料（1年以上）、その他飲料（1年以上）、スープ
類（1年以上）

愛知県

（株）ホテイフーズコーポレーション ◯ ⽸詰 静岡県
前原製粉（株） ◯ もち、⽩⽟粉、きな粉、⽚くり粉。 兵庫県
桝⽥屋⾷品（株） 乾麺（1年以上） 半⽣麺・そば粉 ⻑野県
松永製菓（株） ◯ 菓⼦（180⽇以上） 愛知県
マルシン⾷品（株） ◯ もち 新潟県
マルハニチロ（株） ◯ ⽸詰（１年以上） 東京都
（株）マルハニチロ北⽇本 ⽸詰（１年以上）、びん詰め（180⽇未満） 北海道
（株）マルユウ ⽸詰（1年以上） 神奈川県

（株）万直商店
レトルト⾷品（180⽇以上1年未満）、⽊の実、乾燥果実
（1年未満）

千葉県

三菱⾷品（株） ⽸詰（1年以上）、レトルト⾷品（1年以上） 東京都
（株）ミヤカン ◯ ⽸詰（１年以上）、レトルト⾷品（１年以上） 宮城県

（株）明治
菓⼦（180⽇以上）、ミネラルウォーター、スポーツ飲
料、栄養ドリンク、レトルト⾷品（1年以上）

賞味期限1年以上の家庭⽤商品（常温、冷凍商品）を順次
切り替え

東京都

森永製菓（株） 菓⼦（180⽇以上）、ホームメイキング（１年以上） 東京都
森永乳業（株） その他加⼯⾷品（１年以上） 東京都
モロゾフ（株） ◯ 菓⼦（180⽇以上） 兵庫県

（株）⼭形ライスファーム２１（⼯房とかちや）
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）

⼭形県

ヤマキ（株） 鍋つゆ 愛媛県
ヤマザキビスケット（株） 菓⼦（180⽇以上） 東京都
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賞味期限表⽰⼤括り化

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

岡⼭県

ヤマモリ（株） ◯ 調味料（１年以上） 三重県
吉村醸造（株） 味噌（180⽇〜1年未満） ⿅児島県
⽶屋（株） ⽸詰（1年以上）、レトルト⾷品（1年以上） 千葉県
（有）リキ・コーポレーション 菓⼦（180⽇以上1年未満及び180⽇未満） 神奈川県
（株）⿓⾓散 菓⼦（180⽇以上） 東京都
（株）ロッテ 菓⼦（180⽇以上） 菓⼦（180⽇以上） 東京都


