
衛生管理

鳥取県認定

鳥取県HACCP適合施設
ガイドブック

鳥 取 県

【平成29年１月末現在 認定施設】

HACCP（ハサップ）とは、国際的に推奨されている
食品の衛生管理手法です。
このガイドブックでは、鳥取県食品衛生条例に基づ
き、鳥取県HACCP適合施設として認定された施設を
紹介しています。
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認定食品

認定食品

認定食品

認定食品

認定食品

認定日

認定日

認定日

施設住所

施設住所

施設住所

施設住所

冷凍食品
（かに身棒肉、棒くずれ）
冷凍ゆでがに（落身）、そうざ
い（かに身棒肉、棒くずれ）

煮豆、大豆水煮	
生菓子（フルーツセラピー）
	

どらやき、ふんわり焼
焼まんじゅう、蒸しまんじゅう
もみじまんじゅう 他

サブレ	
牛乳、脱脂乳	
発酵乳	
アイスクリーム類	

冷凍食品（アジの和風ハン
バーグ、イワシのごぼうつみ
れ、アジフライ）

H27.4.1
H27.4.1

認定日
H27.4.1

H27.4.1

認定日
H27.4.1

境港市昭和町7

認定食品

認定日

施設住所

幕の内弁当

H27.4.1

鳥取市南安長2丁目 633-1

施設住所
境港市竹内団地271番地

米子市旗ヶ崎2002-2

東伯郡琴浦町大字保37-1

境港市昭和町13番地 31

認定番号	１　食品の冷凍又は冷蔵業
認定番号	２　そうざい製造業

認定番号	４　飲食店営業（仕出屋・弁当屋）

認定番号	６　そうざい製造業
認定番号	８　菓子製造業

認定番号	3　菓子製造業

認定番号	５　	菓子製造業	 	認定番号	９　乳処理業
認定番号	10　乳製品製造業	
認定番号	11　アイスクリーム類製造業

認定番号	12　食品の冷凍又は冷蔵業

株式会社上野水産

株式会社マルテSF　本社工場

フジッコ株式会社	境港工場

丸京製菓株式会社

大山乳業農業協同組合

株式会社大新	食品工場

1

３

５

2

４

６

鳥取県HACCP適合施設の認定を平成
19年に取得し、安全安心な製品を製造
し、お客様へ安心して喜んで頂ける製品
を日々提供していきます。従業員一丸と
なり衛生管理に取り組み、品質の向上を
努めて参ります。

弊社は、惣菜・お弁当・仕出し料理のメー
カーです。「おいしさ」は素材の追求から。
「あんしん」は清潔の追求から。を合言
葉に、家庭の食事の代行業を目指してお
ります。今後もＨＡＣＣＰシステムを拡
充して、地元の営みとともに歩んでいけ
るよう精進して参ります。

当工場は、煮豆・昆布巻・ナタデココデ
ザートの生産を行なっており、「よりお
いしく」「より安全で安心」な製品づく
りを目指し、食の安全活動に日々取り組
んでおります。フジッコは、食を通じて
の健康づくりに、現代人が抱える「食」
の問題解決のために、おいしくて安心な
食の提供を通じて貢献したいと考えてい
ます。

当社では、どらやき世界一の生産量だけ
でなく、美味しさ、品質、安心安全にお
いても世界最高の和菓子製造にこだわ
り、衛生管理に取り組んでいます。鳥取
県HACCP適合施設の認定をスタート
とし、ISO22000、FSSC22000 を認
定取得しています。お客様に安全でおい
しい和菓子をお届けできるよう、更に衛
生管理の向上に努めて参ります。

弊組合は生乳の生産から処理、販売まで
の一貫体制を特徴とした事業を展開して
います。安全・安心でおいしい製品をお
届けするために、鳥取県HACCP 適合
施設認定を機会として、これまで以上に
衛生管理の基本である７Ｓ活動（整理・
整頓・清掃・洗浄・殺菌・躾・清潔）に
取り組み、より一層の安全と安心を目指
します。

弊社は、主に境港に水揚げされた新鮮な
魚を原料とした魚肉つみれ、ハンバーグ
などを製造・販売してまいりました。社
会および消費者様のニーズにお応えする
ため、鳥取県HACCP 適合施設認定を
取得し、今後とも皆様に安心安全な商品
をお届けすべく、一層衛生管理の向上に
努めてまいります。
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認定食品認定食品

認定食品

認定食品 認定食品

認定食品

認定日

認定日

認定日 認定日

認定日

認定日

施設住所

施設住所

施設住所

施設住所 施設住所

施設住所

清涼飲料水（もずく抽出物）
味付けもずく	

幕の内弁当

ナチュラルミネラルウォーター

給食 ナチュラルミネラルウォーター
（ミライズ、結（ゆいのみず））

食肉製品（包装後加熱食肉製
品、加熱後包装食肉製品）

H27.4.1

H27.4.1

H27.4.1 H27.4.1

H27.4.1

H27.4.1

境港市渡町3307
米子市奈喜良248-4

日野郡江府町大字御机813-1

米子市車尾4丁目 17番 1号 米子市泉706-473

米子市夜見町3018

認定番号	14　清涼飲料水製造業
認定番号	16　そうざい製造業認定番号	13　飲食店営業（仕出屋・弁当屋）

認定番号	15　清涼飲料水製造業

認定番号	18　給食施設 認定番号	19　清涼飲料水製造業

認定番号	17　食肉製品製造業

株式会社海産物のきむらや株式会社米吾

サンエス奥大山水工場

独立行政法人国立病院機構米子医療センター 永伸商事株式会社　大山工場

大山ハム株式会社米子工場

87

9

11 12

10

海産物のきむらやでは、もずく製品など
の水産物加工品、フコイダンの製造にお
いて鳥取県HACCP適合施設の認定を
受けました。更にフコイダン製造におい
てはFSSC22000認証も取得しました。
我々は常に危機管理意識をもち、安心安
全な商品をお届けするための取り組みを
推進していきます。

弊社の始まりは、江戸時代の廻船問屋までさかのぼります。明治三十五年「米
吾」として創業してからは「品質へのこだわり」を探求しながら山陰の美味を
全国にお届けしております。当社では、食の事業を通して、お客様と社会に必
要とされる企業になることを理念に、安心安全な食品を提供できるよう全職員
一丸となり衛生管理に取り組んでいます。

当社は、「奥大山のおいしい水」と安心・
安全をお届けする清涼飲料水製造工場で
す。鳥取県HACCP 適合施設の認定を
受け、更なる衛生管理のもと、多くのお
客様にご愛顧いただける企業を目指しま
す。

入院中、治療の過程で免疫力が低下し
てしまうことがあります。そのような
方々には通常よりも衛生管理の徹底さ
れた食事の提供が必須です。そのため
HACCPに基づく衛生管理を導入し「鳥
取県HACCP適合施設」認定も取得し
ました。今後も入院患者様に安全でおい
しい食事を提供できるよう努力してまい
ります。

弊社では、ミネラルウォーターの製造を
しております。お客様の心と体を潤すた
め、そして、安心・安全な製品をお届け
するためにHACCPに取り組んでおり
ます。今後とも、全国に誇れる鳥取県産
の良質なミネラルウォーターの品質向上
に努めてまいります。

大山ハムは、お客様視点からの品質保証
を第一として、全社一丸となって衛生
管理の向上に努めております。鳥取県
HACCP 適合施設の認定を受け、さら
にHACCP システムを維持・向上させ
ていくことにより、今後ともお客様に安
心・安全な製品を提供し続けて参ります。
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認定食品

認定食品 認定食品

認定食品

認定日

認定日 認定日

認定日

施設住所

施設住所 施設住所

施設住所

焼菓子、チョコレート
カレールウ、シチュールウ

冷凍鮮魚介類
冷凍えび

一夜干し、冷凍コロッケ

生食用冷凍アジ・フィレー

H27.10.7

H27.12.22 H28.2.24

H27.11.16

認定食品

認定日

施設住所

牛肉の佃煮

H27.8.26

倉吉市上井780-7

認定食品

認定日

施設住所

健康茶（ハーブ、根茎、穀類
からなる茶製品）及び乳糖
粉末食品（栄養補助食品）

H27.10.1

鳥取市賀露町4001

西伯郡南部町倭256

境港市竹内団地280-1 境港市中野町3258-19

境港市竹内団地208-3

認定番号	21　食品製造業認定番号	20　そうざい製造業

認定番号	22　菓子製造業
認定番号	23　食品製造業

認定番号	25　食品の冷凍又は冷蔵業
認定番号	26　魚介類販売業 認定番号	27　食品の冷凍又は冷蔵業

認定番号	24　食品の冷凍又は冷蔵業

株式会社ゼンヤクノー株式会社鶴太屋

鳥取グリコ株式会社

喜満フーズ有限会社加工センター 有限会社小倉水産食品

株式会社オーク本社	第二工場

1413

15

17 18

16

弊社は 40 年以上健康茶専門メー
カーとして多くの商品開発を行ってき
ました。現在では消費者やバイヤー
様から「食の安全・安心」に対する
要求は厳しくなってきました。このよ
うなニーズに応えるために、「ISO	
22000」や「鳥取県HACCP適合
施設」を認証取得しました。2017
年秋頃には上位規格 FSSC22000
の認証を目指して日々取り組んでおり
ます。

当社ではおいしいだけでなく安全な食品
の提供を目指し、ＨＡＣＣＰによる衛生
管理を導入しました。現在の認定食品は
一品目ですが、今後は他の食品の製造に
もＨＡＣＣＰを導入し、安全安心な食品
の提供を進めていきます。

「プレミアム熟カレー」と「フレンドベー
カリービスケット」を生産し、全国に向
けて出荷しています。ＨＡＣＣＰを基本
に、より一層の安全・安心を目指し、お
客様に「おいしさと健康」　をお届けで
きるよう努力してまいります。

弊社は境港の鮮魚を中心にした回転寿司
「大漁丸」です。加工センターではお客
様へのより安心・安全をモットーに新鮮
で高品質な境港産鮮魚を安定供給する為
に平成２６年からＨＡＣＣＰの導入を検
討してまいりました。ＨＡＣＣＰへの取
組が衛生管理の再認識となり、組織全体
で衛生についての意識向上がなされたと
思います。今後ともお客様への安心・安
全を届けてまいります。

当社は基本的に地元で水揚げされた魚を
原料に、添加物を使わずお客様の身体に
優しく安心・安全な食品作りを心がけ
ています。２０１６年２月に一夜干し、
２０１７年１月に冷凍コロッケで鳥取県
HACCP 適合施設の認定を取得しまし
た。これからも安心・安全な商品を提供
できるよう更なる品質・衛生管理に努力
してまいります。

当社では，“ 安全でおいしい食べものづくりを続けていくこと ” を目指してい
ます。そのために，「大切な家族に食べてもらいたい！	この思いこそ，私達の
行動の原点」を製造部門のスローガンとして掲げています。そして，すべての

従業員が，正しい知識を身
につけ，正しい行動ができ
るように努めることで，食
品の安全・衛生管理体制を
発展させつつ運営していき
ます。
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認定食品認定食品

認定食品

認定食品 認定食品

認定食品

認定日

認定日

認定日 認定日

認定日

認定日

施設住所

施設住所

施設住所

施設住所 施設住所

施設住所

生食用鮮魚介類（銀鮭フィレー等）
生食用冷凍鮮魚介類（銀鮭骨抜きフィレー等）
加熱用冷凍鮮魚介類（銀鮭冷凍ドレス等）
加熱後摂取冷凍食品（切がに、定塩鮭フィレー等）
冷凍ゆでがに

冷凍塩サバ

米飯

たこやき 牛肉スライス

ミネラルウォーター

H28.3.16

H28.3.23

H28.5.27 H28.6.8

H28.5.19

H28.3.17

境港市竹内団地205

境港市上道町2026-1

鳥取市古海696

境港市上道町2248 米子市旗ヶ崎2102

八頭郡智頭町芦津上ノ平ル504

認定番号	29　そうざい製造業
認定番号	30　魚介類販売業
認定番号	31　食品の冷凍又は冷蔵業

認定番号	28　食品の冷凍又は冷蔵業

認定番号	32　飲食店営業（仕出屋・弁当屋）

認定番号	34　食品の冷凍又は冷蔵業 認定番号	35　食肉処理業

認定番号	33　清涼飲料水製造業

弓ヶ浜水産株式会社本社工場有限会社第一水産

鳥取ライスセンター

有限会社都田水産 株式会社ホクニチ

株式会社楽粹

2019

21

23 24

22

弊社は自社養殖の銀鮭を中心に、定塩鮭
鱒、かに、天然魚の加工を行っております。
2015 年の工場設立当初より食品安全に関す
る取り組みを続けておりますが、昨年度、鳥
取県HACCP適合施設の認定を受けました。
この活動をベースに、現在は ISO22000、
FSSC22000認証の取得も進めており、今後
も安全な食品を全国にお届けして参ります。

弊社は、境港市で魚の加工食品の製造を
行っております。
お客様に安心安全な食品をご提供するた
めに、従業員一同、衛生管理に取り組ん
でいます。鳥取県HACCP 適合施設の
認定を受け、今後、更なる衛生管理向上
を推進し、「食のみやこ鳥取県」に貢献
したいと考えております。

当社は長年にわたって、学校給食を
中心に衛生に心がけ、安心安全でお
いしい米飯及び米飯加工品を学校関
係並びに飲食店などに提供してい
ます。平成 28 年にはお客様に満足
頂けるよう、鳥取県ＨＡＣＣＰ適
合施設の認定を取得いたしました。	
今後ともお客様の要望に応え、より良い
食品製造を社是として、従業員全員で衛
生管理の向上に努めてまいります。

当社では、安心安全な食品の提供を目指
し、従業員全体で衛生管理に取り組んで
います。鳥取県ＨＡＣＣＰ適合施設の認
定をスタートとし、お客様に安全でおい
しい食品を提供できるよう衛生管理の向
上を進めていきます。

当社では、従業員一同で「安
心・安全　我が家で食べた
い食品づくり」をモットー
に日々の生産に取り組んで
おります。鳥取県 HACCP
適合施設の認定を新たなス
タートとし、今まで以上に
衛生管理の向上に努めて参
ります。

「豆腐の美味は一滴の水にあり」楽粹の哲学
はここから始まります。「智頭の森の水」は、
杉の奥深く、大自然に抱かれた芦津の里（鳥
取県）の村人達が古来より守り伝える天然
の石清水（超軟水）が特徴です。そもそも、
豆腐の主原料は大豆ではなく、実は「水」
です。その命とも言える「智頭の森の水」
をＨＡＣＣＰシステムで管理することでお
客様により安心、安全な食品をご提供する
ことを目指してスタッフ一同が日々、より
高い衛生管理に取組んでおります
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認定食品

認定食品 認定食品

認定食品

認定日

認定日 認定日

認定日

施設住所

施設住所 施設住所

施設住所

鶏つみれ

米飯 白生餡

米飯

H28.8.19

H28.8.26 H28.8.31

H28.8.26

認定食品

認定日

施設住所

日本酒（強力シリーズ）

H28.6.17

鳥取市立川町二丁目305

認定食品

認定日

施設住所

ゆでがに
干物（ハタハタ、エテカレイ、
赤カレイ）

H28.7.26

鳥取市賀露町西四丁目1803-3

東伯郡琴浦町逢束806

鳥取市徳尾122 米子市浦津20

米子市中島二丁目2-23

認定番号	37　そうざい製造業
認定番号	38　魚介類販売業認定番号	36　酒類製造業

認定番号	39　食肉処理業

認定番号	41　飲食店営業（仕出屋・弁当屋） 認定番号	42　あん類製造業

認定番号	40　飲食店営業（仕出屋・弁当屋）

株式会社中村商店中川酒造株式会社

鳥取東伯ミート株式会社（鶏つみれ）

有限会社亀井堂 myAN株式会社

有限会社木村屋

2625

27

29 30

28

当社は長年に渡り、干物・かに加工品の
製造を行ってきましたが、お客様からの食
品安全要求が高まっていること、給食な
どの製造を行っていることから、鳥取県
HACCP適合施設の認定をスタートとし、
お客様に安全でおいしい食品を提供でき
るよう従業員全員で衛生管理の向上に努
めていきます。

古い酒蔵ですが、従業員全体で知恵を出
し合い鳥取県酒造業界では初めての鳥取
県HACCP適合施設認定となりました。
異物混入防止も含め従業員の衛生管理意
識のさらなる向上に努めています。

当社は食肉処理、食肉を主原料とする加
工品の製造を行っております。鳥取県
HACCP 適合施設認定を取得するにあ
たり、危害分析による工程管理、従業員
の衛生面の衛生教育などを行い工場全体
の衛生管理、従業員の意識向上が高めら
れたと思います。今後も、お客様へ安全
安心な商品を提供していけるよう努めて
まいります。

亀井堂では、安心安全な学校給食を提供
するため、社員教育と施設の衛生管理に
取り組んでおります。消費者の皆様の食
に対する関心は年々高まっておりますの
で、弊社としてもハード・ソフト両面で
さらに高度な管理体制を築いていけるよ
う努力してまいります。

当社はお客様への安全・安心な商品
提供の一環として、2016 年に鳥取県
HACCP 適合施設認定を取得いたしま
した。これを契機として、社員一同品質
への意識を高めてステップアップして参
ります。

弊社は学校給食の委託工場として、パン
と米飯の取り扱いをしていますが、今回
米飯の提供工場として、鳥取県HACCP
適合施設の認定を受けました。安心・安
全な学校給食を届けるよう努力していま
す。
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認定食品

認定食品

認定食品

認定日

認定日

認定日

施設住所

施設住所

施設住所

ベーコン（ブロック）

鶏肉（むね肉）

せんべい

H28.10.6

H28.12.12

H28.11.9

八頭郡八頭町橋本337

米子市淀江町中間580

米子市流通町430-28

認定番号	44　清涼飲料水製造業認定番号	43　飲食店営業（給食施設）

認定番号	45　食肉製品製造業

認定番号	47　食肉処理業

認定番号	46　菓子製造業

株式会社白山命水　倉吉採水地工場株式会社東洋食品（米子市立第二学校給食センター）

有限会社ひよこカンパニー　ビオマルシェ

株式会社大山どり　食鳥処理施設

株式会社源吉兆庵　米子工場

3231

33

35

34

認定食品

認定日

施設住所

給食

H28.10.4

米子市流通町158-21

当社は、米子市より学校給食調理業務の
委託を受け、小・中学校の給食調理を行っ
ております。米子市内の児童・生徒の皆
様に、安全・安心で美味しい給食をお届
けできるよう、全従業員で衛生管理に取
り組んでおります。今回「鳥取県ＨＡＣ
ＣＰ適合施設認定」を受け、今後も衛生
管理を徹底し、より良い給食サービスを
提供してまいります。

認定食品

認定日

施設住所

ナチュラルミネラルウォーター

H28.10.5

倉吉市蔵内320-1

2016 年 10月に発生した鳥取県中部地
震にも負けず、鳥取県HACCP 適合施
設の認定を受けました。
どの様な状態でも果敢に衛生管理の向上
に努める姿を自他供に見て頂くのに相応
しい物と成りました。
認定その物が弊社の復興のシンボルにも
成っております。健康の水、復興の水と
して以後、益々精進して参ります。

当社は、無添加・地産地消をキーワード
に鳥取県の農産物を中心とした安心安全
な食を提供する「食を楽しむナチュラル
リゾート」を目指しています。燻製工房
では、鳥取県HACCP 適合施設の認定
を契機に、より一層、安全でおいしい食
品の提供のため、衛生管理の向上に、日々
取り組んでいます。

当社は、ブランド鶏肉「大山どり」の飼
育から加工まで一貫して手がける企業で
す。これまでも、大手企業を中心にお取
引頂く中で、衛生管理には最善を尽くし
て参りましたが、食鳥処理にHACCP
方式を取り入れるべく、鳥取県HACCP
適合施設の認定を受けました。衛生管理
の更なる向上を目指し、安全安心な鶏肉
を今後とも提供して参ります。

当社は、主に和菓子の製造・販売を行っ
ております。近年は、日本国内だけでな
く海外への店舗展開を積極的に進めてお
ります。海外輸出ではHACCP のよう
な第三者認証が求められることもあるの
で、HACCP はとても重要な位置づけ
となっております。今後も日本国内はも
ちろん、海外へも日本文化を発信してま
いります。

HACCPとは？

HACCP方式と従来方式の違い

Ｈａｚａｒｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｏｉｎｔ
 
HACCPとは食品の衛生管理手法で、国連の国連食糧農業機関（FAO）と
世界保健機関（WHO）の合同機関である食品規格 ( コーデックス）委員会
から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。
先進国の多くではすでにHACCPが導入されており、日本でもHACCP
の導入が推進されています。

原材料の受入から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物
の混入などの危害を予測した上で、危害の防止につながる特に重要な工程を
連続的・継続的に監視し、記録することにより、製品の安全性を確保する衛
生管理手法です。
これまでの最終製品の抜き打ち検査に比べて、より効率的に安全性に問題
のある製品の出荷を防止できるとされています。

継続的な監視・記録

料
原

例
程
工

荷
入

管
保

熱
加

却
冷

装
包

荷
出

HACCP方式

従来方式

温度・時間の管理 異物の検出

抜取検査

製
品



株式会社上野水産

丸京製菓株式会社

株式会社マルテ SF

大山乳業農業協同組合

フジッコ株式会社 境港工場

株式会社大新 食品工場

株式会社米吾

株式会社海産物のきむらや

株式会社サンエス

大山ハム株式会社

独立行政法人国立病院
機構米子医療センター

永伸商事株式会社

株式会社鶴太屋

株式会社ゼンヤクノー

鳥取グリコ株式会社

株式会社オーク本社 第二工場

喜満フーズ有限会社

有限会社小倉水産食品

有限会社第一水産

弓ヶ浜水産株式会社

八幡東栄エステート株式会社
鳥取ライスセンター

株式会社楽粹

有限会社都田水産

株式会社ホクニチ

中川酒造株式会社

株式会社中村商店

鳥取東伯ミート株式会社

有限会社木村屋

有限会社亀井堂

myAN 株式会社

株式会社東洋食品
（米子市立第二学校給食センター）

株式会社白山命水

有限会社ひよこカンパニー
ビオマルシェ

株式会社源吉兆庵

株式会社大山どり

鳥取県HACCP適合施設（平成29年1月末現在）

HACCP に関する相談・問合せ先

東部地区 東部生活環境事務所
生活安全課

〒 680-0061 鳥取市立川町 6-176
電話 0857-20-3677　FAX 0857-20-2103

中部地区 中部総合事務所 生活環境局
生活安全課

〒 682-0802 倉吉市東巌城町 2
電話 0858-23-3157　FAX 0858-23-3266 

西部地区 西部総合事務所 生活環境局
生活安全課

〒 683-0054 米子市糀町 1-160
電話 0859-31-9321　FAX 0859-31-9333

全　県 県庁くらしの安心推進課
〒 680-8570 鳥取市東町 1-220
電話 0857-26-7284　FAX 0857-26-8171
http://www.pref.tottori.lg.jp/42020.htm


