
担当機関 施設名 営業の種類 HACCP導入の範囲 確認年月日

有限会社北福海産 食品の冷凍又は冷蔵業 施設全体 H29.3.28

北相産業株式会社 めん類製造業 施設全体 R1.11.22

株式会社ハケタ水産 食品の冷凍又は冷蔵業 施設全体 R2.3.25

クボタフーズ株式会社 食品の冷凍叉は冷蔵業 施設全体 R2.4.7

有限会社アラコウ水産 そうざい製造業 ほたて甘露煮製造ライン R3.3.24

有限会社アラコウ水産 魚介類販売業、食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍ホタテ貝柱製造ライン R3.3.24

有限会社マルモ船橋商店 食品製造業 施設全体 R3.3.25

株式会社亀田商店 水産製品製造業 施設全体 R3.8.12

株式会社ハケタ水産　平内工場 水産製品製造業 施設全体 R5.3.8

ニッカウヰスキー株式会社弘前工場 清涼飲料水製造業 施設全体 H29.3.23

株式会社ラグノオささき境関工場 菓子製造業 施設全体 H29.3.23

JA相馬村りんご加工センターＡ棟 清涼飲料水製造業 施設全体 H29.3.23

青森県農村工業農業協同組合連合会 清涼飲料水製造業 施設全体 H29.3.23

株式会社ラグノオささき相馬工場 菓子製造業 施設全体 H29.3.23

青森県りんごジュース株式会社 清涼飲料水製造業 施設全体 H29.3.23

株式会社青研 清涼飲料水製造業 施設全体 H29.3.23

ゴールドパック株式会社青森工場 清涼飲料水製造業 施設全体 H30.1.26

ＡＴＯ食肉センター 食肉処理業 施設全体 H29.5.16

コスモ食品株式会社　青森平川工場 食品製造業 施設全体 H29.6.19

有限会社ケイエス青果 食品製造業 施設全体 H30.8.28

量販ライン H30.11.6
業務ライン R1.5.23

そうざい製造業 生食加工室 R3.1.12

株式会社大鰐食品加工 菓子製造業 施設全体 H31.3.28

日本フードパッカー津軽株式会社 食肉処理業 施設全体 R1.8.15

株式会社諏訪商会　第２選果場 青果・りんご移出業 施設全体 R1.8.16

コスモ食品研究株式会社 缶詰又は瓶詰食品製造業 ジャムライン R1.9.19

コスモ食品株式会社　藤野工場 缶詰又は瓶詰食品製造業 ジャムライン R1.9.19

あおもり天空工場 そうざい製造業 施設全体 R2.3.31

タムラファーム 菓子製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業 施設全体 R2.5.14

タムラファーム（株） 菓子製造業 施設全体 R2.5.14

タムラファーム醸造所 酒類製造業、清涼飲料水製造業 施設全体 R2.5.14

株式会社青研　加工センター 清涼飲料水製造業 施設全体 R3.9.24

スターゼンミートプロセッサー株式会社
青森工場三戸ビーフセンター

食肉処理業 牛肉（正肉）加工ライン　副生物課 H29.6.29

株式会社阿部繁孝商店五戸工場 食肉処理業 施設全体 H30.11.15

株式会社阿部繁孝商店田子工場 食肉処理業 施設全体 H30.11.12

日本フードパッカー株式会社　青森工場 食肉処理業 施設全体 H30.2.21

黒にんにくライン H30.7.30
切り干し大根ライン R1.6.20
スライスごぼうライン R1.8.13
乾燥長芋ライン R2.3.25

株式会社TAKKO商事 食品製造業 黒にんにくライン H30.8.7

なんぶ農援株式会社　なんぶの台所 菓子製造業 ドライフルーツライン H30.10.5

株式会社岡﨑屋 食品製造業 施設全体 R1.7.4

株式会社ジャバス　青森プラント 食肉製品製造業 施設全体 R1.9.12

株式会社満栄 食品製造業 施設全体 R3.5.27

青森アップルジュウス株式会社 清涼飲料水製造業、ソース類製造業,缶詰又瓶詰食品製造業 施設全体 H29.3.29

あおもり海山　水産加工センター 魚介類販売業,食品の冷凍又は冷蔵業 マグロの冷凍サク製造ライン H29.3.29

有限会社ヤマホ竹鼻製麺所 めん類製造業、飲食店営業 ゆでうどん（蒸気殺菌工程のあるもの） R2.9.10

三沢みどりの郷工場 食品の冷凍又は冷蔵業,食肉製品製造業,食肉処理業、そうざい製造業 施設全体 H29.3.10

太子食品工業株式会社　十和田工場 豆腐製造業 充填豆腐ライン H29.2.27

スターゼンミートプロセッサー株式会社
青森工場三沢ポークセンター

食肉処理業
食肉販売業

施設全体 H31.2.18

有限会社ミート・サービス 食肉処理業 施設全体 H29.11.17

株式会社マルイチ横浜 食品の冷凍又は冷蔵業
冷凍ほたて貝柱＆スライスライン、冷凍ほたて卵付貝柱ライ
ン、スチーム加工品（冷凍ホタテむき身＆スライス）ライン

H29.12.20

日本ピュアフード株式会社青森プラント 食肉処理業、そうざい製造業 施設全体 H29.12.20

ＩＨミートパッカー株式会社　十和田ミートプラント 食肉処理業 施設全体 H30.1.31

青森第一食糧有限会社
黒にんにく加工所

食品製造業 施設全体 H30.7.30

ゆうき青森農業協同組合 食品製造業 黒にんにく施設 H30.8.22

株式会社おいらせ大地 食品製造業 黒にんにくの製造 H31.1.4

空飛ぶごぼうPROJECT 菓子製造業 ごぼう乾燥加工品 H31.2.1

株式会社　あづま 食品の冷凍又は冷蔵業、そうざい製造業 冷凍とろろ製造 H31.3.26

東北養鶏株式会社ＧＰセンター 鶏卵選別包装施設 施設全体 H31.3.26

十和田香美工房 そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、ソース類製造業 施設全体 R1.8.27

株式会社WAND 食品製造業 施設全体 R1.9.6

山崎製パン株式会社十和田工場 菓子製造業、飲食店営業 施設全体 R1.9.11

有限会社みのる養豚 食肉処理業 施設全体 R1.9.19

西北地域県民局地域健康福祉部保健総室
（五所川原保健所）

有限会社柏崎青果　工場 食品製造業
三八地域県民局地域健康福祉部保健総室

（三戸地方保健所）

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室
（上十三保健所）

HACCP導入が確認された施設（食品取扱施設）

食肉処理業
株式会社大商金山牧場（青森事業部）

中南地域県民局地域健康福祉部保健総室
（弘前保健所）

東青地域県民局地域健康福祉部保健総室
（東地方保健所）



担当機関 施設名 営業の種類 HACCP導入の範囲 確認年月日

日本ホワイトファーム株式会社 東北工場 食肉処理業 施設全体 R1.10.15

株式会社司食品工業 添加物製造業、ソース類製造業、食品の冷凍又は冷蔵業 施設全体 R1.12.9

プライフーズ株式会社三沢加工食品工場
食肉処理業、食肉製品製造業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍冷蔵業、そうざい
製造業

施設全体 R2.3.11

東北みやげ煎餅株式会社 菓子製造業 焼きたて出荷ライン R2.3.11

味楽工房 乳製品製造業 奥入瀬飲むヨーグルト R2.3.11

toricome-project 缶詰又は瓶詰食品製造業、菓子製造業 麹のとりこ R2.3.30

株式会社米万商店 米穀加工販売業 精米工場 R2.9.2

株式会社米万商店（店舗） 米穀販売業 精米販売 R2.10.16

ブルーベリージャム R2.11.19
ブルーベリージュース、ブルーベリーソース R3.5.26

株式会社七戸ワイナリー 清涼飲料水製造業 施設全体 R3.2.1

ワダカン株式会社　十和田工場 醤油製造業、ソース類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、清涼飲料水製造業 しょうゆ製造ライン R3.3.17

株式会社ヘルシー加工センター　２番工場 食品製造業 ムキにんにくエリア R3.5.20

ビセラル株式会社　十和田営業所 食肉処理業 施設全体 R3.5.24

株式会社奥入瀬フード 食肉処理業 施設全体 R3.5.26

有限会社渡辺水産 食品の冷凍又は冷蔵業、食品製造業 ベビーほたてライン、魚介乾製品ライン、いかくん製品ライン H30.7.24

青森りんご最中 R2.7.31
青森りんご最中（はちみつ入り） R2.12.2
大漁もなか（栗入り）、大漁もなか（根昆布入り） R3.7.20

自然食ねっと青森株式会社 食品製造業
オーガニックミックスサラダ大根ミックス、オーガニックミック
スサラダ玉ねぎミックス

R5.2.28

下北地域県民局地域健康福祉部保健総室
（むつ保健所）

工房プエンテ 缶詰又は瓶詰食品製造業、清涼飲料水製造業

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室
（上十三保健所）

株式会社御菓子司甘美堂 菓子製造業


