
高知県食品総合衛生管理認証施設（2016 年版）

○第３ステージ（HACCP12手順＋一般衛生管理基準） 10/25時点 76社 86施設 105業種
認証番号 事業者名 施設名 所在地 認証業種 認証日 認証期限 備考

３－１
NPO法人まあるい心ちゃ
れんじどの応援団

NPO法人まあるい心ちゃ
れんじどの応援団

高知市朝倉己785-6

菓子製造業

H28.6.13

H33.6 末 特例認証（ISO22000:2005）R3.7.1 更新

３－２
缶詰又は瓶詰食品

製造業
H33.6 末 特例認証（ISO22000:2005）R3.7.1 更新

３－３ 株式会社アピタ 株式会社アピタ 高知市池 282-76 ソース類製造業 H28.6.13 H33.6 末 特例認証（ISO22000:2005）R3.7.1 更新

３－４
ダイドー・タケナカビバ

レッジ株式会社

ダイドー・タケナカビバ

レッジ株式会社

室戸市羽根町字山鳥甲

1310番地１
清涼飲料水製造業 H28.6.16 H33.6 末

特例認証（総合衛生管理製造過程承認）

特例取り止め R3.7.1 更新

３－５
社会福祉法人 太陽福祉

会
第２太陽福祉園 土佐市波介 596

ドレッシング類製

造業
H28.6.30 H33.6 末

特例認証（FSSC 22000）

特例取り止め R3.7.1 更新

３－６ 赤穂化成株式会社
赤穂化成株式会社深層水

事業部
室戸市室戸岬町 1828-5 清涼飲料水製造業 H28.7.29 H33.7 末

特例認証（総合衛生管理製造過程承認、

ISO22000:2005）R3.8.1 更新

３－７ ひまわり乳業株式会社
ひまわり乳業株式会社南

国工場
南国市物部 272-1 乳処理業 H28.10.13 H33.10 末 特例認証（総合衛生管理製造過程承認）

３－８

株式会社 高南食品 株式会社 高南食品 高知市秦南町1-5-54

総菜製造業

H28.10.25 H33.10 末 第２ステージからステージアップ３－９
ドレッシング類製

造業

３－10 ソース類製造業

３－11
有限会社土佐佐賀産直出

荷組合

有限会社土佐佐賀産直出

荷組合
幡多郡黒潮町佐賀 72-1 魚介類販売業 H28.12.14 H33.12 末

３－12

株式会社かね岩海苔

株式会社 かね岩海苔

本社工場
高知市池字遅越 282-53

食品製造業

H28.12.14 H33.12 末

３－13
株式会社 かね岩海苔

南国工場
南国市十市遅越 4465-28 H28.12.14 H33.12 末

３－14 直七生産株式会社 直七生産株式会社 宿毛市錦 1091 番地 15 搾汁業 H29.3.27 H34.3 末

３－15

株式会社坂田信夫商店 株式会社坂田信夫商店
香美市土佐山田町宝町

4-91-4

缶詰又は瓶詰食品

製造業
H29.3.27 H34.3 末

３－16
食品の冷凍又は冷

蔵業
H29.3.27 H34.3 末

３－17 食品製造業 H29.3.27 H34.3 末

３－18
株式会社グラッツェミー

レ

株式会社グラッツェミー

レ

高知市長浜字コヤノ本

3105-1
ソース類製造業 H29.3.27 H34.3 末

３－19 医療法人臼井会
医療法人臼井会 田野病

院
安芸郡田野町1414 番地 1 給食施設 H29.3.27 H34.3 末 第２ステージからステージアップ



３－20 大和リゾート株式会社 土佐ロイヤルホテル 安芸郡芸西村西分甲 2995 飲食店営業 H29.3.27 H34.3 末 第２ステージからステージアップ

３－21

有限会社高知アイス 有限会社高知アイス 吾川郡いの町下八川乙683

アイスクリーム類

製造業
H29.3.27 H34.3 末

３－22 清涼飲料水製造業 H29.3.27 H34.3 末

３－23 岡林食品有限会社 岡林食品有限会社
吾川郡いの町清水上分

282-1
こんにゃく製造業 H29.3.27 H34.3 末

３－24

社会福祉法人 こうち福

祉会
あおぞら蒼空舎 高知市神田 60-7

総菜製造業

H29.6.14 H34.6 末 第２ステージからステージアップ

３－25 菓子製造業

３－26
缶詰又は瓶詰食品

製造業

３－27 清涼飲料水製造業

３－28 食品製造業

３－29 有限会社泉利昆布海産
有限会社泉利昆布海産

宿毛工場
宿毛市平田町戸内 3661-40 海藻加工業 H29.6.14 H34.6 末 第２ステージからステージアップ

３－30 R2.6.4 廃止

３－31 株式会社坂田信夫商店
株式会社坂田信夫商店

大津工場
高知市大津乙1910-7 総菜製造業 H29.10.17 H34.10 末

３－32
株式会社ウェルカムジョ

ン万カンパニー

株式会社ウェルカムジョ

ン万カンパニー
土佐清水市天神町 6-18 食品製造業 H29.12.25 H34.12 末 第２ステージからステージアップ

３－33 株式会社 浜幸 株式会社 浜幸 香南市夜須町手結山 506-1 菓子製造業 H29.12.25 H34.12 末 第２ステージからステージアップ

３－34 株式会社 七星食品
株式会社 七星食品

高知第二工場

四万十市具同字柿ノ木元

445-1
食肉処理業 H29.12.25 H34.12 末 第２ステージからステージアップ

３－35
一般社団法人 大川村ふ

るさとむら公社

大川村土佐はちきん地鶏

食鳥処理施設

土佐郡大川村下小南川 103
番地

食肉処理業 H29.12.25 H34.12 末 第２ステージからステージアップ

３－36
社会福祉法人 高知県知

的障害者育成会

就労継続支援 A型事業所
SORA

香美市土佐山田町楠目18-4 総菜製造業 H30.1.11 H35.1 末 特例認証（FSSC 22000）

３－37 株式会社坂田信夫商店
株式会社坂田信夫商店

第三工場

香美市土佐山田町宝町2丁

目 76
食品製造業 H30.3.26 H35.3 末

３－38 澁谷食品株式会社
澁谷食品株式会社 高知

工場
高岡郡日高村本郷 716 菓子製造業 H30.3.26 H35.3 末

３－39
社会福祉法人 土佐厚生

会

障害者就労継続支援 B型

事業所カトレア
土佐市波介 1237 食品製造業 H30.3.26 H35.3 末

３－40
株式会社黒潮町缶詰製作

所

株式会社黒潮町缶詰製作

所

幡多郡黒潮町入野 4370 番

地 2

缶詰又は瓶詰食品

製造業
H30.3.26 H35.3 末



３－41 株式会社 土佐社中
株式会社 土佐社中 宿

毛工場

宿毛市小筑紫町田ノ浦

1340-2
魚介類販売業 H30.6.22 H35.6 末 第２ステージからステージアップ

３－42

株式会社サニーマート

サニーマート生鮮・惣菜

工場（水産）
南国市久礼田2番地 1

総菜製造業 H30.6.22 H35.6 末

３－43
サニーマート生鮮・惣菜

工場（食肉）
総菜製造業 H30.6.22 H35.6 末

３－44 株式会社けんかま 株式会社けんかま 須崎市下分乙805－1
魚肉練り製品製造

業
H30.10.19 H35.10 末 第２ステージからステージアップ

３－45 与力水産株式会社 与力水産 田ノ浦工場
宿毛市小筑紫町小浦 90 番

地 26
魚介類販売業 H30.10.19 H35.10 末 第２ステージからステージアップ

３－46 株式会社ビージョイ
株式会社ビージョイ 高

知営業所
高知市大津乙1812－1 食肉処理業 H30.10.19 H35.10 末 第２ステージからステージアップ

３－47 愛媛飼料産業株式会社
愛媛飼料産業株式会社

四万十営業所
四万十市不破出来島 2054 食肉処理業 H30.10.19 H35.10 末 第２ステージからステージアップ

３－48 吉本 茂 吉平商店
須崎市桑田山字大水口乙

1178－1
清涼飲料水製造業 H30.12.20 H35.12 末 第２ステージからステージアップ

３－49
一般財団法人夢産地とさ

やま開発公社

一般財団法人夢産地とさ

やま開発公社
高知市土佐山桑尾 1856－1 清涼飲料水製造業 H30.12.20 H35.12 末 第２ステージからステージアップ

３－50 株式会社フードプラン 株式会社フードプラン
吾川郡仁淀川町土居乙 199

－1 一ノ谷総合開発団地
食品製造業 H30.12.20 H35.12 末 第２ステージからステージアップ

３－51 株式会社ベスト 株式会社ベスト 高知市北久保14－20 添加物製造業 H31.3.22 H36.3 末

３－52 有限会社海昇 有限会社海昇 高知市弘化台19番 27号 魚介類販売業 H31.3.22 H36.3 末 第２ステージからステージアップ

３－53 株式会社小島水産 株式会社小島水産 須崎市浦ノ内灰方 1154－8 魚介類販売業 H31.3.22 H36.3 末 第２ステージからステージアップ

３－54
特定非営利活動法人むろ

とうみがめの会

共同作業所むろとうみが

め
室戸市領家 87番地 菓子製造業 H31.3.22 H36.3 末

３－55
しまんと百笑かんぱに株

式会社

しまんと百笑かんぱに株

式会社
四万十市具同5975－1 食品製造業 H31.3.22 H36.3 末

３－56
株式会社 アオイコーポ

レーション

株式会社 アオイコーポ

レーション 高知セント

ラルキッチン

安芸郡芸西村西分乙 1273 総菜製造業 H31.3.22 H36.3 末

３－57 株式会社 近森産業 株式会社 近森産業 高知市稲荷町103番地 総菜製造業 H31.5.13 H36.5 末 第２ステージからステージアップ

３－58
高知市農業協同組合

JA高知市土佐山柚子加工
調整施設

高知市土佐山桑尾坂本

248-4

搾汁業 R1.6.13 R6.6 末

３－59 食品製造業 R1.6.13 R6.6 末

３－60 高知県食鶏農業協同組合 高知県食鶏農業協同組合 高知市大津乙1756 番地 1 食肉処理業 R1.6.13 R6.6 末 第２ステージからステージアップ

３－61 株式会社四万十ドラマ shimanto おちゃくり caf 高岡郡四万十町十和川口 菓子製造業 R1.6.13 R6.6 末



é 62-9

３－62 株式会社三浦屋海産 株式会社三浦屋海産 香南市赤岡町380-2 水産食料品製造業 R1.10.17 R6.10 末 第２ステージからステージアップ

３－63 土佐清水食品株式会社
土佐清水食品株式会社

第一食品棟
土佐清水市三崎 543 番地 総菜製造業 R1.10.17 R6.10 末 第２ステージからステージアップ

３－64 株式会社スウィーツ 株式会社スウィーツ 南国市物部 272 番地 1 菓子製造業 R1.10.17 R6.10 末

３－65 有限会社 宮内商店 有限会社 宮内商店
高岡郡四万十町仁井田

220-3
菓子製造業 R1.10.17 R6.10 末 第２ステージからステージアップ

３－66 株式会社 岡林農園
株式会社 岡林農園

本社工場
高岡郡越知町浅尾 750 清涼飲料水製造業 R1.12.6 R6.12 末

特例認証（ISO22000:2018）

第２ステージからステージアップ

３－67 特定非営利活動法人

ワークスみらい高知

sweets factory
高知市神田 1130-6

菓子製造業 R1.12.26 R6.12 末

３－68 STRAWBERRY FIELDS 飲食店営業 R1.12.26 R6.12 末

３－69
株式会社 モンプレジー

ル

株式会社 モンプレジー

ル
高知市若松町1701 番地 菓子製造業 R1.12.26 R6.12 末 第２ステージからステージアップ

３－70 株式会社堀 おかざき農園 高知市春野町東諸木 1445 清涼飲料水製造業 R1.12.26 R6.12 末 第２ステージからステージアップ

３－71

株式会社サニーマート

サニーマート生鮮・惣菜

工場（水産）
南国市久礼田2番地 1

魚介類販売業 R1.12.26 R6.12 末

３－72
サニーマート生鮮・惣菜

工場（食肉）
食肉販売業 R1.12.26 R6.12 末

３－73
特定非営利活動法人

ワークスみらい高知
m's factory 高知市神田 1408-12 飲食店営業 R2.3.23 R7.3 末

３－74 株式会社 七和 株式会社 七和 高知市仁井田4579 番地 3 水産食料品製造業 R2.3.23 R7.3 末

３－75 株式会社タナカショク 株式会社タナカショク 高知市布師田1761 豆腐製造業 R2.3.23 R7.3 末

３－76 東洋園芸食品株式会社 東洋園芸食品株式会社
香美市土佐山田町戸板島

470 番地
漬物製造業 R2.3.23 R7.3 末

３－77
株式会社 浅川自然食品

工業

株式会社 浅川自然食品

工業 第二工場
室戸市室戸岬町 3507-22 清涼飲料水製造業 R2.3.23 R7.3 末 第２ステージからステージアップ

３－78 酔鯨酒造株式会社
酔鯨酒造株式会社

土佐蔵
土佐市甲原 2001-1 酒類製造業 R2.5.8 R7.5 末 特例認証（ISO22000:2018)

３－79 株式会社土佐蒲鉾 株式会社土佐蒲鉾 高知市長浜 5584
魚肉練り製品製造

業
R2.6.23 R7.6 末

３－80 株式会社サニーマート
サニーマート生鮮・惣菜

工場（惣菜）
南国市久礼田2番地 1 食肉販売業 R2.6.23 R7.6 末

３－81
農事組合法人四国デュロ

ックファーム
デュロックファーム

高岡郡四万十町東大奈路

331
食肉販売業 R2.6.23 R7.6 末 第２ステージからステージアップ

３－82 株式会社土佐山田ショッ

ピングセンター
バリュー惣菜工場

香美市土佐山田町西本町 4

丁目 1番 24 号

総菜製造業
R2.6.23 R7.6 末

３－83 食品製造業



３－84
株式会社あぐり窪川

株式会社あぐり窪川 地

場産業振興センター 食

品加工施設第一工場

高岡郡四万十町平串 284-1
菓子製造業

R2.6.23 R7.6 末
３－85 総菜製造業

３－86 グレイジア株式会社 グレイジア株式会社 高知市追手筋1-3-1 飲食料品小売業 R2.7.22 R7.7 末 第２ステージからステージアップ

３－87
株式会社岡林農園

株式会社岡林農園

本社工場
高岡郡越知町浅尾 750

菓子製造業
R2.9.9 R7.9 末 特例認証（ISO22000:2018)

３－88 ソース類製造業

３－89

株式会社あさの

株式会社あさの 本社工

場

香美市土佐山田町旭町一

丁目5-25
食品製造業 R2.9.9 R7.9 末 特例認証（FSSC22000）

３－90
株式会社あさの 高知事

業所
高知市鵜来巣12番地 24 食品製造業 R2.9.9 R7.9 末 特例認証（FSSC22000）

３－91 株式会社 七星食品
株式会社 七星食品

高知第一工場
四万十市不破出来島 2058 食肉処理業 R2.10.21 R7.10 末 第２ステージからステージアップ

３－92
株式会社サニーマート

サニーマート生鮮・惣菜

工場（惣菜）
南国市久礼田2番地 1

菓子製造業 R2.10.21 R7.10 末

３－93 総菜製造業 R2.10.21 R7.10 末

３－94 株式会社アミノエース 株式会社アミノエース 高知市大津乙1902 番地 3 菓子製造業 R2.12.22 R7.12 末 第２ステージからステージアップ

３－95 徳屋商事株式会社 徳屋商事株式会社 高知市はりまや町 3-18-14 食品製造業 R3.1.13 R8.1 末 第２ステージからステージアップ

３－96 有限会社 黄金堂 有限会社 黄金堂 高知市神田 2133-4 菓子製造業 R3.3.19 R8.3 末 第２ステージからステージアップ

３－97
有限会社スタジオオカム

ラ
はるのTERRACE 野菜工房

高 知 市 春 野 町 弘 岡 下

2880-1
清涼飲料水製造業 R3.3.19 R8.3 末

３－98 橋田食品株式会社 橋田食品株式会社 高知市五台山2750 番地 漬物製造業 R3.6.30 R8.6 末 第２ステージからステージアップ

３－99 有限会社四国アイス 有限会社四国アイス 高知市桜井町1丁目 4-22 氷雪販売業 R3.6.30 R8.6 末 第２ステージからステージアップ

３－100
しまんと新一次産業株式

会社

しまんと新一次産業 加

工場
高岡郡四万十町河内 279-2 菓子製造業 R3.6.30 R8.6 末 第２ステージからステージアップ

３－101
社会福祉法人 高知県知

的障害者育成会

就労支援センターらいふ

yakiyakilife
須崎市吾井郷乙 1834-4 菓子製造業 R3.6.30 R8.6 末

３－102
本川手箱きじ生産企業組

合

本川手箱きじ生産企業組

合
吾川郡いの町葛原 231-4 食肉処理業 R3.6.30 R8.6 末 第２ステージからステージアップ

３－103
ハッピーファーム有限会

社

ハッピーファーム有限会

社
安芸市井ノ口乙 479 清涼飲料水製造業 R3.6.30 R8.6 末 第２ステージからステージアップ

３－104 宮進商店株式会社 宮進商店株式会社 須崎市南古市町 4-6 水産食料品製造業 R3.10.22 R3.10 末

３－105 株式会社ぶらうん
株式会社ぶらうん 食品

工場

高岡郡四万十町東大奈路

331-144
菓子製造業 R3.10.22 R3.10 末 第２ステージからステージアップ

３－106 有限会社いずま海産 有限会社いずま海産 室戸市室戸岬町 5939-3 総菜製造業 R3.10.22 R3.10 末 第２ステージからステージアップ



○第２ステージ（HACCP12手順） 195社 205施設 222業種
認証番号 事業者名 施設名 所在地 認証業種 認証日 認証期限 備考

２－１

R3.9 月末期限切れ２－２

２－３

２－４ R3.10.11 廃止

２－５ 有限会社 濵川商店 有限会社 濵川商店 安芸郡田野町2150 酒類製造業 H28.12.1 H33.12 末

２－６
社会福祉法人 土佐七郷

会

就労支援事業所ジョブな

しろ
幡多郡黒潮町田野浦524 清涼飲料水製造業 H28.12.8 H33.12 末

２－７ 四国部品株式会社
四国部品株式会社 中芸

食材工房
安芸郡田野町1386-1 菓子製造業 H28.12.20 H33.12 末 第１ステージからステージアップ

２－８ 有限会社加用物産 有限会社加用物産 四万十市井沢754番地 乾物加工 H28.12.21 H33.12 末

２－９ R2.10.31 廃止

２－10 河津 和子 三里うどん本舗 高知市十津２丁目４-11 麺類製造業 H29.1.12 H34.1 末

２－11 株式会社すくも酒造 株式会社すくも酒造 宿毛市松田町７番２号 酒類製造業 H29.1.24 H34.1 末

２－12 有限会社松崎冷菓工業 有限会社松崎冷菓工業 安芸郡田野町2764番地１
アイスクリーム類

製造業
H29.1.25 H34.1 末 第１ステージからステージアップ

２－13 有限会社泉利昆布海産
有限会社泉利昆布海産

宿毛工場
宿毛市平田町戸内 3661-40 海藻加工業 H29.2.7 H34.2 末 第３ステージへステージアップ

２－14 医療法人臼井会
医療法人臼井会 田野病

院
安芸郡田野町 1414番地 1 給食施設 H29.2.8 H34.2 末 第３ステージへステージアップ

２－15 大和リゾート株式会社 土佐ロイヤルホテル 安芸郡芸西村西分甲2995 飲食店営業 H29.2.8 H34.2 末 第３ステージへステージアップ

２－16 田村 まゆみ ヒロの果樹園 高岡郡佐川町大田川291-3 ソース類製造業 H29.2.16 H34.2 末

２－17 愛媛飼料産業株式会社
愛媛飼料産業株式会社

四万十営業所
四万十市不破出来島2054 食肉処理業 H29.2.27 H34.2 末

第１ステージからステージアップ

第3ステージへステージアップ

２－18 R3.7.13 廃止

２－19
株式会社 ビーフキャト

ル

株式会社 ビーフキャト

ル 中村加工場
四万十市不破出来島2054 食肉処理業 H29.3.13 H34.3 末 第１ステージからステージアップ

２－20
有限会社安芸グループふ

ぁーむ
ふぁーむ 安芸市穴内乙 685-2

アイスクリーム類

製造業
H29.3.16 H34.3 末

２－21 北川村ゆず王国株式会社 北川村ゆず王国株式会社
安芸郡北川村加茂236番地

1
清涼飲料水製造業 H29.3.16 H34.3 末 第１ステージからステージアップ

２－22 株式会社 岡林農園 株式会社 岡林農園 高岡郡越知町浅尾 750 清涼飲料水製造業 H29.3.17 H34.3 末 第３ステージへステージアップ



２－23 R3.6.30 廃止

２－24
有限会社吉本乳業 有限会社吉本乳業 高岡郡佐川町甲 971

乳処理業 H29.3.27 H34.3 末

２－25 乳製品製造業 H29.3.27 H34.3 末

２－26
企画・ど久礼もん企業組

合

企画・ど久礼もん企業組

合
高岡郡中土佐町久礼6530 総菜製造業 H29.3.27 H34.3 末

２－27 有限会社山本かまぼこ店 有限会社山本かまぼこ店 室戸市室津2431-1
魚肉練り製品製造

業
H29.3.27 H34.3 末 第１ステージからステージアップ

２－28 株式会社けんかま 株式会社けんかま 須崎市下分乙 805-1
魚肉練り製品製造

業
H29.3.27 H34.3 末 第３ステージへステージアップ

２－29 土佐鶴酒造株式会社 土佐鶴酒造株式会社 安芸郡安田町 1586 酒類製造業 H29.3.27 H34,3 末 第１ステージからステージアップ

２－30 久保田食品株式会社 久保田食品株式会社 南国市岡豊町笠ノ川1045
アイスクリーム類

製造業
H29.3.29 H34.3 末

２－31 フジ物産株式会社 フジ物産株式会社 香南市吉川町古川 770-1 総菜製造業 H29.3.29 H34.3 末

２－32
公益財団法人 三原村農

業公社

三原村ユズ選果・搾汁工

場

幡多郡三原村宮ノ川 1009

番地 2
搾汁業 H29.3.30 H34.3 末

２－33 マルバン醤油株式会社 マルバン醤油株式会社
四万十市中村京町 3丁目 8

番地
食品製造業 H29.3.30 H34.3 末

２－34 中脇 裕美 山間屋 加工場 四万十市西土佐長生100 ソース類製造業 H29.4.27 H34.4 末

２－35
有限会社 スタジオオカ

ムラ

はるの TERACCE野菜工
房

高 知 市 春 野 町 弘 岡 下

2869-1
ソース類製造業 H29.5.16 H34.5 末

２－36 H31.1.24 廃止

２－37 有限会社 森澤食品 有限会社 森澤食品 土佐市高岡町丙 666-1 こんにゃく製造業 H29.5.18 H34.5 末

２－38
株式会社ウェルカムジョ

ン万カンパニー

株式会社ウェルカムジョ

ン万カンパニー
土佐清水市天神町 6-18 食品製造業 H29.5.23 H34.5 末 第３ステージへステージアップ

２－39 与力水産株式会社 与力水産 田ノ浦工場
宿毛市小筑紫町小浦 90 番

地 26
魚介類販売業 H29.5.23 H34.5 末

第１ステージからステージアップ

第３ステージへステージアップ

２－40
有限会社 菱田ベーカリ

ー

有限会社 菱田ベーカリ

ー
宿毛市和田340番地 1 菓子製造業 H29.5.24 H34.5 末 第１ステージからステージアップ

２－41 社会福祉法人 こうち福

祉会
あおぞら蒼空舎 高知市神田60-7

総菜製造業 H29.5.25 H34.5 末
第３ステージへステージアップ

２－42 食品製造業 H29.5.25 H34.5 末

２－43 橋田食品株式会社 橋田食品株式会社 高知市五台山 2750番地 漬物製造業 H29.5.29 H34.5 末 第３ステージへステージアップ

２－44 株式会社 池川茶園 株式会社 池川茶園
吾川郡仁淀川町土居甲 695

番地 4
菓子製造業 H29.6.29 H34.6 末

２－45 株式会社フードプラン 株式会社フードプラン 吾川郡仁淀川町土居乙 食品製造業 H29.6.29 H34.6 末 第３ステージへステージアップ



199-1 一ノ谷総合開発団

地

２－46 株式会社 七星食品
株式会社 七星食品

高知第一工場
四万十市不破出来島2058 食肉処理業 H29.7.11 H34.7 末

第１ステージからステージアップ

第３ステージへステージアップ

２－47 株式会社 浜幸 株式会社 浜幸 香南市夜須町手結山506-1 菓子製造業 H29.7.25 H34.7 末 第３ステージへステージアップ

２－48 八重丸水産株式会社 八重丸水産株式会社 幡多郡大月町橘浦 408 菓子製造業 H29.7.27 H34.7 末

２－49 R3.10.22 廃止

２－50 高知県食鶏農業協同組合 高知県食鶏農業協同組合 高知市大津乙 1756番地 1 食肉処理業 H29.7.31 H34.7 末 第３ステージへステージアップ

２－51 豊由湖 株式会社 豊由湖 株式会社
高知市越前町 2 丁目 5-13

（尾崎ビル１階・北）
総菜製造業 H29.8.16 H34.8 末

２－52 土佐清水食品株式会社
土佐清水食品株式会社

第一食品棟
土佐清水市三崎 543 番地 総菜製造業 H29.8.22 H34.8 末 第３ステージへステージアップ

２－53 株式会社アースエイド 株式会社アースエイド 須崎市浦ノ内西分 2622 食品製造業 H29.9.22 H34.9 末

２－54 つなぐページ株式会社 ココフーズ 高知市大津乙 1805-3 総菜製造業 H29.10.3 H34.10 末

２－55 株式会社 浜幸
株式会社 浜幸 製菓工

場
高知市大津乙 695-1 菓子製造業 H29.10.6 H34.10 末

２－56
横山麺業株式会社 横山麺業株式会社 高知市北本町 1丁目 13-21

麺類製造業
H29.10.16 H34.10 末

２－57 総菜製造業

２－58 四万十うなぎ株式会社 四万十うなぎ株式会社
高岡郡四万十町見付896番

地 6
総菜製造業 H29.10.27 H34.10 末

２－59 R3.7.30 廃止

２－60
株式会社遠藤青汁高知セ

ンター

株式会社遠藤青汁高知セ

ンター
南国市左右山 152 番地 清涼飲料水製造業 H29.10.27 H34.10 末

２－61 株式会社青柳 株式会社青柳 高知市大津乙 1741 菓子製造業 H29.10.30 H34.10 末

２－62 ヤマサキ農場株式会社 ヤマサキ農場 南国市国分1305-5 卵選別包装業 H29.10.30 H34.10 末

２－63
本川手箱きじ生産企業組

合

本川手箱きじ生産企業組

合
吾川郡いの町葛原 231-4 食肉処理業 H29.11.9 H34.11 末

２－64 四万十生産有限会社 四万十生産有限会社 高岡郡四万十町大正680-3
塩干・塩蔵品製造

業
H29.11.20 H34.11 末

２－65 株式会社 みなみ丸 株式会社 みなみ丸 須崎市大谷214-8 魚介類販売業 H29.11.27 H34.11 末 第１ステージからステージアップ

２－66
一般社団法人 大川村ふ

るさとむら公社

大川村土佐はちきん地鶏

食鳥処理施設

土佐郡大川村下小南川 103

番地
食肉処理業 H29.12.25 H34.12 末 第３ステージへステージアップ

２－67 株式会社 大熊
株式会社 大熊

高知工場
高知市弘化台 16-38 食品製造業 H29.12.28 H34.12 末



２－68 有限会社 宮内商店 有限会社 宮内商店
高岡郡四万十町仁井田

220-3
菓子製造業 H30.1.11 H35.1 末 第３ステージへステージアップ

２－69 株式会社三浦屋海産 株式会社三浦屋海産 香南市赤岡町 380-2 水産食料品製造業 H30.1.18 H35.1 末 第３ステージへステージアップ

２－70
農事組合法人四国デュロ

ックファーム
デュロックファーム

高岡郡四万十町東大奈路

331
食肉販売業 H30.1.18 H35.1 末 第３ステージへステージアップ

２－71 有限会社仙頭酒造場 有限会社仙頭酒造場 安芸郡芸西村和食甲1551 酒類製造業 H30.1.26 H35.1 末

２－72 澤田 恵美子 四万十フーズ
四 万 十 市 不 破 出 来 島

2054-17
食肉処理業 H30.1.29 H35.1 末 第１ステージからステージアップ

２－73 ケンシヨー食品株式会社 ケンシヨー食品株式会社 高知市一宮東町 1-30-5 ソース類製造業 H30.1.30 H35.1 末

２－74 株式会社 土佐社中
株式会社 土佐社中 宿

毛工場

宿毛市小筑紫町田ノ浦

1340-2
魚介類販売業 H30.1.30 H35.1 末 第３ステージへステージアップ

２－75
有限会社 野村煎豆加工

店

有限会社 野村煎豆加工

店
高知市大津乙 1910-3 菓子製造業 H30.2.1 H35.2 末

２－76 株式会社LLPしまんと LIGRI 四万十市駅前町 7-1 菓子製造業 H30.2.2 H35.2 末

２－77 株式会社小島水産 株式会社小島水産 須崎市浦ノ内灰方 1154-8 魚介類販売業 H30.2.6 H35.2 末 第３ステージへステージアップ

２－78 だるま味噌株式会社 だるま味噌株式会社 高知市大津乙 1910-11 総菜製造業 H30.2.13 H35.2 末

２－79 有限会社新谷商店 有限会社新谷商店 土佐清水市中浜 610 食品製造業 H30.2.16 H35.2 末

２－80
株式会社マキテックサー

ビス

株式会社マキテックサー

ビス 第一工場

高岡郡中土佐町大野見久

万秋 8
清涼飲料水製造業 H30.2.21 H35.2 末

２－81 水間 峯味 であいの里加工場 高岡郡四万十町大正32-1 総菜製造業 H30.2.21 H35.2 末

２－82 吉本 茂 吉平商店
須崎市桑田山字大水口乙

1178-1
清涼飲料水製造業 H30.2.21 H35.2 末 第３ステージへステージアップ

２－83 津野山農業協同組合

津野山農業協同組合 営

農センター輝 クリーン

ルーム

高岡郡津野町北川 2281-4 茶類卸売業 H30.2.26 H35.2 末

２－84 興洋フリーズ株式会社 興洋フリーズ株式会社 高知市弘化台 19-9 魚介類販売業 H30.3.2 H35.3 末

２－85 有限会社 海昇 有限会社 海昇 高知市弘化台 19番 27号 魚介類販売業 H30.3.5 H35.3 末 第３ステージへステージアップ

２－86 株式会社堀 おかざき農園 高知市春野町東諸木1445 清涼飲料水製造業 H30.3.5 H35.3 末 第３ステージへステージアップ

２－87
一般社団法人エンジェル

ガーデン南国
南国にしがわ農園 南国市亀岩1008 番地 ソース類製造業 H30.3.16 H35.3 末

２－88 栁本 慰衣 あぐりのさと
香南市香我美町口西川

271-1
ソース類製造業 H30.3.27 H35.3 末

２－89
社会福祉法人 高知県知

的障害者育成会
香南くろしお園 香南市香我美町下分960-1 食品製造業 H30.3.27 H35.3 末



２－90
協同組合やすらぎ市 キッチン・マーメイド 香南市夜須町西山 1337-2

清涼飲料水製造業
H30.3.27 H35.3 末

２－91 ソース類製造業

２－92 株式会社ビージョイ
株式会社ビージョイ 高

知営業所
高知市大津乙 1812-1 食肉処理業 H30.4.16 H35.4 末

第１ステージからステージアップ

第３ステージへステージアップ

２－93 株式会社アミノエース 株式会社アミノエース 高知市大津乙 1902番地 3 菓子製造業 H30.4.27 H35.4 末 第３ステージへステージアップ

２－94

高知県農業協同組合

高知県農業協同組合

中山ユズ搾汁工場
安芸郡安田町小川 52-1

搾汁業

H30.5.8 H35.5 末

２－95
高知県農業協同組合

北川ユズ加工場
安芸郡北川村野友甲614-1 H30.5.8 H35.5 末

２－96
高知県農業協同組合

安芸ユズ加工場
安芸市東浜98-4 H30.5.8 H35.5 末

２－97
株式会社 浅川自然食品

工業

株式会社 浅川自然食品

工業 第二工場
室戸市室戸岬町 3507-22 清涼飲料水製造業 H30.5.10 H35.5 末 第３ステージへステージアップ

２－98 株式会社桂フーズ 株式会社桂フーズ 高知市弘化台 5-15 総菜製造業 H30.5.14 H35.5 末

２－99 酔鯨酒造株式会社 酔鯨酒造株式会社 高知市長浜566-1 酒類製造業 H30.5.28 H35.5 末

２－100 有限会社 タカシン水産 有限会社 タカシン水産
高知市五台山北タナスカ

5021
魚介類販売業 H30.5.31 H35.5 末

２－101 高知食鶏加工株式会社 高知食鶏加工株式会社 高知市大津乙 1910-10 総菜製造業 H30.7.2 H35.7 末

２－102 有限会社 土居食品 有限会社 土居食品 高知市春野町西諸木579-3 漬物製造業 H30.7.4 H35.7 末

２－103 有限会社高知アイス 有限会社高知アイス 吾川郡いの町下八川乙 683 菓子製造業 H30.7.9 H35.7 末

２－104
高知はた農業協同組合

高知はた農業協同組合

西土佐支所

四万十市西土佐江川崎 253

番地

搾汁業 H30.7.11 H35.7 末

２－105 食品製造業 H30.7.11 H35.7 末

２－106
井上 雅恵 井上糀店

高岡郡四万十町六反地 21

番地

みそ製造業 H30.7.12 H35.7 末

２－107 こうじ製造業 H30.7.12 H35.7 末

２－108 株式会社しまんと美野里 株式会社しまんと美野里
四万十市西土佐用井862番

地 1
菓子製造業 H30.7.18 H35.7 末

２－109
カワクボ FACTORY 株式会

社

カワクボ FACTORY 株式会

社
安芸市西浜3411-46 水産食料品製造業 H30.8.31 H35.8 末

２－110 森田鰹節株式会社
森田鰹節株式会社 野市

工場

香南市野市町兎田成谷

762-2
食品製造業 H30.9.5 H35.9 末

２－111 株式会社カツマジャパン 株式会社カツマジャパン 四万十市佐岡 541 番地
食品の冷凍又は冷

蔵業
H30.9.10 H35.9 末

２－112 合同会社松本家 合同会社松本家
安芸郡東洋町大字野根丙

881 番地
総菜製造業 H30.9.21 H35.9 末

２－113 井上石灰工業株式会社 井上石灰工業株式会社 南国市稲生3163-1 添加物製造業 H30.10.3 H35.10 末



２－114 高知缶詰株式会社 高知缶詰株式会社 高知市鴨部高町13番 35号
缶詰又は瓶詰食品

製造業
H30.10.5 H35.10 末

２－115 中野 美和 土佐大月海産
幡多郡大月町弘見 4258－

114
食品製造業 H30.10.12 H35.10 末

２－116
有限会社岡村蒲鉾 有限会社岡村蒲鉾 高知市長浜4839 番地

魚肉練り製品製造

業
H30.10.15 H35.10 末

２－117 総菜製造業 H30.10.15 H35.10 末

２－118 株式会社沖の島水産 株式会社沖の島水産 宿毛市片島8－39 魚介類販売業 H30.11.1 H35.11 末

２－119 R3.7.21 廃止

２－120 ハッピーファーム有限会

社

ハッピーファーム有限会

社
安芸市井ノ口乙 479

ソース類製造業 H30.11.9 H35.11 末

２－121 食品製造業 H30.11.9 H35.11 末

２－122
四万十マヒマヒ丸企業組

合
四万十マヒマヒ丸

高岡郡四万十町興津 1930

－2
魚介類販売業 H30.11.16 H35.11 末

２－123
株式会社 モンプレジー

ル

株式会社 モンプレジー

ル
高知市若松町 1701番 菓子製造業 H30.11.19 H35.11 末 第３ステージへステージアップ

２－124 株式会社 カゴオ
株式会社 カゴオ ホテ

ルなはり
安芸郡奈半利町乙 577－1 総菜製造業 H30.12.13 H35.12 末

２－125
一般財団法人夢産地とさ

やま開発公社

一般財団法人夢産地とさ

やま開発公社
高知市土佐山桑尾 1856－1 清涼飲料水製造業 H30.12.20 H35.12 末 第３ステージへステージアップ

２－126 有限会社 黄金堂 有限会社 黄金堂 高知市神田2133-4 菓子製造業 H31.2.4 H36.2 末 第３ステージへステージアップ

２－127 森田鰹節株式会社
森田鰹節株式会社 本社

工場
高知市南久保 7番 34号 食品製造業 H31.2.8 H36.2 末

２－128 髙田 隼人 高田乳業 室戸市佐喜浜町 1356-1 乳処理業 H31.3.1 H36.3 末 第１ステージからステージアップ

２－129 山岡 大樹 Taiju 土佐清水市下益野 21番地 総菜製造業 H31.3.5 H36.3 末

２－130 有限会社 庄壽庵 有限会社 庄壽庵 高知市北高見町 255-1 菓子製造業 H31.3.5 H36.3 末

２－131 有田 裕彦 タン・プル・タン 宿毛市高砂28番 27号 菓子製造業 H31.3.12 H36.3 末

２－132 高知県農業協同組合

JA高知県 香美地区 物

部支所 物部集出荷場

柚子搾汁施設

香美市物部町山崎 52-1 搾汁業 H31.3.13 H36.3 末

２－133 株式会社 近森産業 株式会社 近森産業 高知市稲荷町 103 番地 総菜製造業 H31.3.19 H36.3 末 第３ステージへステージアップ

２－134 宮川 園子 農家食堂 NOKO
幡多郡三原村下切576番地

1
酒類製造業 H31.3.29 H36.3 末

２－135 有限会社 高橋豆富 有限会社 高橋豆富 高知市大津乙 1738-6 豆腐製造業 H31.3.29 H36.3 末

２－136 有限会社 タネヒサ 有限会社 タネヒサ 高知市役知町 5-10 食品製造業 H31.4.2 H36.4 末

２－137 有限会社ニシモト たまごファミリー 高知市愛宕町 3丁目 14-33 菓子製造業 H31.4.3 H36.4 末



２－138
企業組合ごめんシャモ研

究会
食鳥加工センター南国 南国市宍崎西裏 257-1 食肉処理業 H31.4.11 H36.4 末

２－139 株式会社勇進 株式会社勇進 宿毛市新港1124-9 魚介類販売業 H31.4.12 H36.4 末

２－140 有限会社 宮内商店 有限会社 宮内商店
高岡郡四万十町仁井田

220-3
精米・精麦業 R1.5.9 R6.5 末

２－141 森本 文 農家食堂 森本まる
幡多郡三原村宮ノ川514番

地 2
酒類製造業 R1.5.10 R6.5 末

２－142 明神水産株式会社 明神水産（株） 幡多郡黒潮町黒潮 1番地 魚介類販売業 R1.5.17 R6.5 末

２－143 松下 昇平 大野見七面鳥生産組合
高岡郡中土佐町大野見奈

路110
食肉処理業 R1.5.21 R6.5 末

２－144 株式会社依光蒲鉾老舗 株式会社依光蒲鉾老舗 高知市若松町 5－25
魚肉練り製品製造

業
R1.5.21 R6.5 末

２－145 株式会社足摺農園 株式会社足摺農園
土佐清水市松尾 1013 番地

15
食肉処理業 R1.5.24 R6.5 末

２－146 有限会社四国アイス 有限会社四国アイス 高知市桜井町 1丁目 4－22 氷雪販売業 R1.6.5 R6.6 末 第３ステージへステージアップ

２－147 有限会社森田フーズ 有限会社森田フーズ 高知市大津乙 1755番地 1 食肉販売業 R1.6.14 R6.6 末

２－148 有限会社いずま海産 有限会社いずま海産 室戸市室戸岬町 5939-3 総菜製造業 R1.7.1 R6.7 末 第３ステージへステージアップ

２－149 有限会社 横山製麩所 有限会社 横山製麩所 高知市愛宕町 2-15-11 食品製造業 R1.7.16 R6.7 末

２－150 ヤマサキ農場株式会社 ヤマサキ農場 南国市国分1305-5 菓子製造業 R1.7.30 R6.7 末

２－151 株式会社満天の星 株式会社満天の星 高岡郡津野町船戸 4939 菓子製造業 R1.8.1 R6.8 末

２－152
社会福祉法人土佐あけぼ

の会

社会福祉法人土佐あけぼ

の会 風車の丘あけぼの
香南市野市町大谷 1444-46 菓子製造業 R1.8.1 R6.8 末

２－153 森国 真一 森国商店 南国市浜改田 71 水産食料品製造業 R1.8.1 R6.8 末

２－154 株式会社ぶらうん
株式会社ぶらうん 食品

工場

高岡郡四万十町東大奈路

331-144
菓子製造業 R1.8.19 R6.8 末 第３ステージへステージアップ

２－155 株式会社ベストグロウ 株式会社ベストグロウ
幡多郡三原村大字来栖野

32－3
清涼飲料水製造業 R1.8.26 R6.8 末

２－156 株式会社 吉岡精肉店 株式会社 吉岡精肉店 高知市中の島 2番 105 号 食肉販売業 R1.10.1 R6.10 末

２－157 グレイジア株式会社 グレイジア株式会社 高知市追手筋 1-3-1 飲食料品小売業 R1.10.1 R6.10 末 第３ステージへステージアップ

２－158 有限会社右城松風堂 有限会社右城松風堂 四万十市中村小姓町5 菓子製造業 R1.10.15 R6.10 末

２－159 土佐鶴酒造株式会社
土佐鶴酒造株式会社

北大野工場
安芸郡安田町 1520 酒類製造業 R1.10.15 R6.10 末

２－160 室戸海洋深層水株式会社 室戸海洋深層水株式会社 室戸市室戸岬町3476番地1 塩製造業 R1.10.29 R6.10 末

２－161 ドルチェかがみ合同会社 ドルチェかがみ合同会社 香南市香我美町岸本417-1
アイスクリーム類

製造業
R1.11.6 R6.11 末

２－162 津野 寿美子 農家食堂 つの 幡多郡三原村狼内157番地 酒類製造業 R1.11.6 R6.11 末



２－163 今西 美穂 農家民宿今ちゃん
幡多郡三原村上長谷884番

地 1
酒類製造業 R1.11.6 R6.11 末

２－164 中越 孝子 桜club 高岡郡梼原町川井 7171 食品製造業 R1.11.22 R6.11 末

２－165 有限会社ヤマア 有限会社ヤマア
土佐清水市中浜神ノ山

238-4
食品製造業 R1.11.29 R6.11 末

２－166 東 慶祐 農家喫茶くろうさぎ
幡多郡三原村下長谷 1110

番地 1
酒類製造業 R1.12.4 R6.12 末

２－167 株式会社タカビシ食品 株式会社タカビシ食品 高知市南久保 15番 18号 魚介類販売業 R1.12.6 R6.12 末

２－168 渡部 幹太 Da'Pan 屋（だっぱん屋） 高岡郡梼原町茶や谷666 菓子製造業 R1.12.25 R6.12 末

２－169 有限会社浜吉ヤ 有限会社浜吉ヤ 土佐市宇佐町宇佐 1716 総菜製造業 R1.12.25 R6.12 末

２－170
株式会社ディー・ブレー

ン

株式会社ディー・ブレー

ン スイーツ工場
高知市大津乙 1738-2-1F 菓子製造業 R1.12.26 R6.12 末

２－171
高知県立高知海洋高等学

校

高知県立高知海洋高等学

校
土佐市宇佐町福島 1

缶詰又は瓶詰食品

製造業
R2.1.14 R7.1 末

２－172
特定非営利活動法人日高

わのわ会
日高村食品加工センター 高岡郡日高村本村 8 ソース類製造業 R2.1.14 R7.1 末

２－173 有限会社デリンベイク 有限会社デリンベイク 高知市桟橋通 4-3-18 食品製造業 R2.2.12 R7.2 末

２－174 福留 章夫 福留菊水堂
高知市愛宕町2丁目13番3

号
菓子製造業 R2.2.18 R7.2 末

２－175
株式会社 高南メディカ

ル

学校法人やまもも学園芸

術学園幼稚園
高知市大津乙 2028番地 飲食店営業 R2.2.19 R7.2 末

２－176 有限会社土佐角弘海産 有限会社土佐角弘海産 香南市吉川町吉原 1679 水産食料品製造業 R2.2.27 R7.2 末

２－177
高知県立高知農業高等学

校

高知県立高知農業高等学

校畜産総合科
南国市東崎957-1 食肉製品製造業 R2.3.2 R7.3 末

２－178 徳屋商事株式会社 徳屋商事株式会社 高知市はりまや町 3-18-14 食品製造業 R2.3.4 R7.3 末 第３ステージへステージアップ

２－179
特定非営利活動法人

ワークスみらい高知

ひだまり小路 土佐茶カ

フェ
高知市帯屋町 2丁目 1-31 飲食店営業 R2.3.4 R7.3 末

２－180
特定非営利活動法人

ワークスみらい高知
甘味茶寮 さくらさく。

高知市大原町 109 コーエ

イハイツグランド 1F
飲食店営業 R2.3.16 R7.3 末

２－181
島﨑 康章 ほっか菜しまさき 高岡郡津野町姫野々489-1

食品製造業 R2.4.3 R7.4 末

２－182 総菜製造業 R2.4.3 R7.4 末

２－183 近森食品株式会社 近森食品株式会社 高知市鴨部1丁目 1-21 総菜製造業 R2.4.7 R7.4 末

２－184 有限会社 桂 有限会社 桂 高知市旭駅前町 43番地 菓子製造業 R2.4.10 R7.4 末

２－185 有限会社 菜香 有限会社 菜香 高知市春野町西諸木579-3 総菜製造業 R2.4.21 R7.4 末

２－186 有限会社すえのぶ精肉店 有限会社すえのぶ精肉店 高知市丸ノ内 1-5-13 食肉販売業 R2.4.27 R7.4 末

２－187 株式会社ハマヤ 海のレストラン鰹群家 高知市長浜6598 番地 9号 魚介類販売業 R2.5.11 R7.5 末



２－188 高橋 睦 龍禾 高知市春野町甲殿 1422
食品の冷凍又は冷

蔵業
R2.6.1 R7.6 末

２－189 前田 泰史 café du glace
高 知 市 春 野 町 弘 岡 中

2388-1

アイスクリーム類

製造業
R2.6.9 R7.6 末

２－190 有限会社 七福堂製菓 有限会社 七福堂製菓 高知市大津乙 1738番地 1 菓子製造業 R2.6.22 R7.6 末

２－191 株式会社末広
末広ショッピングセンタ

ー
土佐郡土佐町田井 1353-2 菓子製造業 R2.6.25 R7.6 末

２－192 有限会社ソルティーブ 土佐の塩丸 佐賀製塩所 幡多郡黒潮町佐賀 48 製塩業 R2.7.10 R7.7 末

２－193 旭食品株式会社
ホテル日航高知旭ロイヤ

ル
高知市九反田 9番 15号 飲食店営業 R2.7.29 R7.7 末

２－194
高知食糧株式会社 高知食糧たまごセンター

吾川郡いの町枝川 3211 番

地 1

総菜製造業 R2.7.31 R7.7 末

２－195 卵選別包装業 R2.7.31 R7.7 末

２－196 株式会社 城西館 株式会社 城西館 高知市上町2丁目 5-34 菓子製造業 R2.7.31 R7.7 末

２－197 菊水酒造株式会社 菊水酒造株式会社 安芸市栃ノ木 354-1 酒類製造業 R2.8.19 R7.8 末

２－198 株式会社サンマリン 株式会社サンマリン 高知市若松町 11番 31号 魚介類販売業 R2.10.7 R7.10 末

２－199 横山食品株式会社
横山食品株式会社 高知

支店

高岡郡越知町野老山 2885

番地
菓子製造業 R2.10.13 R7.10 末

２－200 馬路村農業協同組合 相名柚子加工所 安芸郡馬路村馬路 3433 食品製造業 R2.10.14 R7.10 末

２－201 有限会社 和 土佐しまんと本舗 四万十市中村東下町10
食品の冷凍又は冷

蔵業
R2.10.14 R7.10 末

２－202 松﨑 一志 柚子果汁搾汁施設
安芸郡北川村久江ノ上 238

番地 1
搾汁業 R2.11.30 R7.11 末

２－203 株式会社フードプラン
株式会社フードプラン高

知工場
高知市鴨部1丁目 1-18 総菜製造業 R2.12.11 R7.12 末

２－204
しまんと新一次産業株式

会社

しまんと新一次産業株式

会社 加工場
高岡郡四万十町河内279-2 菓子製造業 R3.1.26 R8.1 末 第３ステージへステージアップ

２－205 四万十ノ株式会社 四万十ノ株式会社 高岡郡四万十町平串284-1 清涼飲料水製造業 R3.1.26 R8.1 末

２－206 桐島 正一 桐島畑 高岡郡四万十町十川1418 清涼飲料水製造業 R3.2.8 R8.2 末

２－207
高知県立幡多農業高等学

校

高知県立幡多農業高等学

校
四万十市古津賀 3711 食肉製品製造業 R3.2.12 R8.2 末

２－208 高知市農業協同組合
高知市農協鏡支所農産加

工所
高知市鏡今井 158-1 食品製造業 R3.2.15 R8.2 末

２－209 株式会社 ヤ･シィ
夜須町特産品加工施設

「マナマナ」
香南市夜須町千切 537-90

アイスクリーム類

製造業
R3.3.8 R8.3 末

２－210
桐島 正一 桐島畑 高岡郡四万十町十川1418

菓子製造業 R3.3.15 R8.3 末

２－211 食品製造業 R3.3.15 R8.3 末



○第１ステージ（HACCP５手順） 16社 16施設 18業種

２－212 株式会社ゼスト
株式会社ゼスト バイオ

ケミカルズ研究所
土佐清水市小江町181番地 食品製造業 R3.3.17 R8.3 末

２－213
株 式 会 社 MATSUMOTO

Water

株 式 会 社 MATSUMOTO

Water 津野工場

高岡郡津野町芳生野丙

3673-9
清涼飲料水製造業 R3.3.17 R8.3 末

２－214 有限会社はたやま夢楽 はたやま夢楽加工場 安芸市畑山甲 980 番地 食肉処理業 R3.3.24 R8.3 末

２－215 株式会社 菊寿司
株式会社 菊寿司 加工

場
高知市筆山町 9-6 総菜製造業 R3.3.31 R8.3 末

２－216 池上 槙哉 八千萬ず 高知市神田2068-63 菓子製造業 R3.3.31 R8.3 末

２－217 有限会社 カネタ 有限会社 カネタ 土佐清水市松尾 439 番地 食品製造業 R3.3.31 R8.3 末

２－218 金村 亮祐 はた結び 宿毛市自由ヶ丘 4番 1号 ソース類製造業 R3.4.2 R8.4 末

２－219 有限会社ヤマア 有限会社ヤマア 土佐清水市中浜 253 食品製造業 R3.4.2 R8.4 末

２－220 西内株式会社 西内株式会社 本社工場 須崎市港町9-52 精米・精麦業 R3.4.14 R8.4 末

２－221
有限会社 龍馬の里 有限会社 龍馬の里 香南市野市町東佐古122

清涼飲料水製造業 R3.4.14 R8.4 末 第１ステージからステージアップ

２－222 食品製造業 R3.4.14 R8.4 末 第１ステージからステージアップ

２－223 有限会社あぜち食品 有限会社あぜち食品 高知市大津甲 595-6 菓子製造業 R3.4.16 R8.4 末

２－224 田中石灰工業株式会社 田中石灰工業株式会社 南国市稲生3185 番地 添加物製造業 R3.5.6 R8.5 末

２－225 四国部品株式会社
四国部品株式会社 中芸

食材工房
安芸郡田野町 1386-1

アイスクリーム類

製造業
R3.5.6 R8.5 末

２－226
合同会社高知カンパーニ

ュブルワリー

合同会社高知カンパーニ

ュブルワリー

香美市土佐山田町栄町

2-29
酒類製造業 R3.5.10 R8.5 末

２－227
企業組合 宇佐もん工房 企業組合 宇佐もん工房

土佐市宇佐町宇佐 3161 番

地 29

総菜製造業 R3.5.12 R8.5 末

２－228 魚介類販売業 R3.5.12 R8.5 末

２－229 西森 百合日
集落活動センターげいせ

い
安芸郡芸西村和食甲2462 乳製品製造業 R3.5.17 R8.5 末

２－230
本川手箱きじ生産企業組

合

本川手箱きじ生産企業組

合
吾川郡いの町葛原 231-4 食肉処理業 R3.6.7 R8.6 末 第３ステージへステージアップ

２－231 有限会社竹内商店 有限会社竹内商店 土佐市宇佐町宇佐 2824-3 総菜製造業 R3.6.7 R8.6 末

２－232 株式会社ヤマテパン 株式会社ヤマテパン 高知市南久保 16番 10号 菓子製造業 R3.6.8 R8.6 末

２－233 横田 政道 横田米穀店 高知市若松町 5-29 精米・精麦業 R3.6.22 R8.6 末

２－234
株式会社 高南メディカ

ル
高知市立横内小学校 高知市横内242-12 飲食店営業 R3.9.22 R8.9 末

認証番号 事業者名 施設名 所在地 認証業種 認証日 認証期限 備考

１－１ R3.6.30 廃止



１－２ R3.5.26 廃止

１－３ R3.6.17 廃止

１－４ R3.5.26 廃止

１－５ R3.5.26 廃止

１－６ 北川村ゆず王国株式会社 北川村ゆず王国株式会社
安芸郡北川村加茂236番地

１
調味料等製造業 H28.7.25 H33.7 末

R3.8.1更新 ただし、令和6年 3月 31

日までを、現行基準への移行のための

経過措置期間とする

１－７ R3.7.31 廃止

１－８ R3.5.21 廃止

１－９ 髙田 隼人 高田乳業 室戸市佐喜浜町 1356-1 乳製品製造業 H28.8.31 H33.8 末

R3.9.1更新 ただし、令和6年 3月 31

日までを、現行基準への移行のための

経過措置期間とする

１－10 R3.7.28 廃止

１－11 愛媛飼料産業株式会社
愛媛飼料産業株式会社

四万十営業所
四万十市不破出来島 2054 食肉処理業 H28.9.8 H33.9 末

R3.10.1 更新 ただし、令和 6 年 3 月

31日までを、現行基準への移行のため

の経過措置期間とする

１－12 R3.10.11 廃止

１－13 株式会社 みなみ丸 株式会社 みなみ丸 須崎市大谷 214 番地 8 魚介類販売業 H28.11.11 H33.11 末 第２ステージへステージアップ

１－14 澤田 恵美子 四万十フーズ
四 万 十 市 不 破 出 来 島

2054-17
食肉処理業 H28.11.28 H33.11 末 第２ステージへステージアップ

１－15 R3.10.25 廃止

１－16 H30.4.1 廃止

１－17
有限会社 菱田ベーカリ

ー

有限会社 菱田ベーカリ

ー
宿毛市和田 340 番地 1 菓子製造業 H29.5.8 H34.5 末 第２ステージへステージアップ

１－18 株式会社 サンプラザ
株式会社 サンプラザ

デリカセンター
土佐市高岡町甲 730-1 総菜製造業 H29.11.2 H34.11 末

１－19 株式会社ビージョイ
株式会社ビージョイ 高

知営業所
高知市大津乙1812-1 食肉処理業 H29.12.21 H34.12 末 第２ステージへステージアップ

１－20
室戸マリンフーズ株式会

社

室戸マリンフーズ株式会

社
室戸市室戸岬町 3507-5 清涼飲料水製造業 H31.3.27 H36.3 末

１－21
高知県立高知海洋高等学

校

高知県立高知海洋高等学

校
土佐市宇佐町福島 1

魚肉練り製品製造

業
R2.3.13 R7.3 末

１－22 合同会社土佐あぐりーど
土佐あぐりーど 高知は

ちきん家
高知市若松町1-7 食肉製品製造業 R2.3.17 R7.3 末



全ステージ合計（ステージアップ除く） → 232社 257施設 299業種
第２＋第３（ステージアップ除く） → 226社 250施設 288業種

１－23
高知県立高知海洋高等学

校

高知県立高知海洋高等学

校
土佐市宇佐町福島 1 魚介類販売業 R2.7.14 R7.7 末

１－24 有限会社 龍馬の里 有限会社 龍馬の里 香南市野市町東佐古 122 食品製造業 R2.9.18 R7.9 末

１－25 有限会社 龍馬の里 有限会社 龍馬の里 香南市野市町東佐古 122 清涼飲料水製造業 R2.11.25 R7.11 末

１－26 株式会社 協進海産 株式会社 協進海産 高知市弘化台16-13 魚介類販売業 R2.12.11 R7.12 末

１－27 戸田 晴喜
中土佐町農林産物処理加

工施設

高岡郡中土佐町大野見萩

中 23
食品製造業 R3.2.26 R8.2 末

１－28 川口 真穂 漁師の食卓 室戸市室津 2669-3 水産食料品製造業 R3.3.24 R8.3 末

１－29
社会福祉法人 土佐あけ

ぼの会
野いちごの場所 高知市高須本町 5-32 菓子製造業 R3.3.31 R8.3 末


