平成２９年度枝肉確認票発行者一覧
と 畜 場 名

枝肉確認票発行者

平成29年9月1日現在

№

都道府県

1

北海道

(株)北海道畜産公社 道央事業所 函館工場

株式会社北海道畜産公社
道央事業所 函館工場

041-0824 北海道函館市西桔梗町555番地5号

0138-49-2982

2

北海道

(株)北海道畜産公社 道央事業所 早来工場

株式会社北海道畜産公社
道央事業所 早来工場

059-1433 北海道勇払郡安平町遠浅695番地

0145-22-3911

3

北海道

(株)北海道畜産公社 道央事業所 上川工場

株式会社北海道畜産公社
道央事業所 上川工場

071-8156 北海道旭川市東鷹栖6線12号5135番地

0166-57-6251

4

北海道

(株)北海道畜産公社 道東事業所 北見工場

株式会社北海道畜産公社
道東事業所 北見工場

099-3231 北海道網走郡大空町東藻琴千草72番地1

0152-66-2221

5

北海道

(株)北海道畜産公社 道東事業所 十勝工場

株式会社北海道畜産公社
道東事業所 十勝工場

080-2464 北海道帯広市西24条北2丁目1番地1

0155-37-6611

6

北海道

(株)北海道チクレンミート 北見食肉センター

株式会社北海道チクレンミート
北見食肉センター

099-0872 北海道北見市豊田192番地

0157-35-3811

7

北海道

日本フードパッカー(株) 道南工場

日本フードパッカー株式会社 道南工場

049-3123 北海道二海郡八雲町立岩356

0137-63-4129

8

北海道

日本フードパッカー(株) 道東工場

日本フードパッカー株式会社 道東工場

099-3111 北海道網走市藻琴35-1

0152-46-2201

9

北海道

名寄市立食肉センター

ニチロ畜産株式会社 名寄工場

096-0066 北海道名寄市日進105

01654-2-4554

10

北海道

名北ミート（株）

名北ミート株式会社

049-2306 北海道茅部郡森町字姫川121-1

01374-2-5929

11

北海道

池田町食肉センター

十勝ハンナン株式会社

083-0022

12

青森県

IHミートパッカー株式会社十和田ミートセンター IHミートパッカー株式会社十和田ミートセンター

13

青森県

スターゼンミートプロセッサー（株）青森工場 三 スターゼンミートプロセッサー株式会社 青森工場 三
039-0122 青森県三戸郡三戸町大字斗内字中堤9-9
戸ビーフセンター
戸ビーフセンター

0179-25-2211

14

青森県

日本フードパッカー（株） 青森工場

日本フードパッカー株式会社 青森工場

039-2206 青森県上北郡おいらせ町松原2-132-1

0178-52-3181

15

岩手県

（株）岩手畜産流通センター

株式会社岩手畜産流通センター

028-3311 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地120

019-676-3670

16

宮城県

仙台市ミートプラント

仙台中央食肉卸売市場株式会社

983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町6-3-6

022-258-6011

17

宮城県

宮城県食肉流通センター

株式会社宮城県食肉流通公社

987-0311 宮城県登米市米山町字桜岡今泉314

0220-55-1111

18

秋田県

秋田県食肉流通センター

株式会社秋田県食肉流通公社

019-2631 秋田市河辺神内字堂坂2-1

018-882-2161

19

山形県

米沢市食肉センター

株式会社米沢食肉公社

992-1125 山形県米沢市万世町片子5379-15

0238-22-0025

20

山形県

（株）山形県食肉公社

株式会社山形県食肉公社

990-0892 山形県山形市大字中野字的場936

023-684-5656

21

山形県

（株）庄内食肉公社

株式会社庄内食肉公社

999-7762 山形県東田川郡庄内町家根合字中荒田21-2

0234-45-1250

22

福島県

（株）福島県食肉流通センター

株式会社福島県食肉流通センター

963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字古坦50

024-943-3300

-1-

郵便番号

発行者所在地

北海道中川郡池田町字西2条11丁目1番地14池田
町食肉センター

034-0001 青森県十和田市大字三本木字野崎１

電話番号

015-572-2181
0176-23-7321

№

都道府県

と 畜 場 名

枝肉確認票発行者

郵便番号

発行者所在地

23

茨城県

下妻地方食肉協同組合

下妻地方食肉協同組合

304-0052 茨城県下妻市二本紀1142

0296-44-2930

24

茨城県

筑西食肉衛生組合 食肉センター

株式会社肉の神明 筑西食肉センター

308-0855 茨城県筑西市下川島651

0296-32-4141

25

茨城県

（株）茨城県中央食肉公社

株式会社茨城県中央食肉公社

311-3155 茨城県東茨城郡茨城町下土師字高山1975

029-292-6811

26

栃木県

（株）栃木県畜産公社

株式会社栃木県畜産公社

321-0111 宇都宮市川田町220番地

028-656-5991

27

栃木県

那須地区食肉センター

28

栃木県

29

群馬県

（株）群馬県食肉卸売市場

株式会社群馬県食肉卸売市場

370-1104 群馬県佐波郡玉村町上福島1189

0270-65-2013

30

群馬県

高崎食肉センター

群馬県同和食肉事業協同組合
高崎食肉センター

370-3344 群馬県高崎市中里見1729番地

027-343-8355

31

埼玉県

さいたま市と畜場

さいたま食肉市場株式会社

330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-23

048-649-0829

32

埼玉県

和光ミートセンター

株式会社アグリス・ワン

351-0111 埼玉県和光市下新倉6-9-20

048-463-3813

33

埼玉県

越谷食肉センター

日本畜産興業株式会社

343-0012 埼玉県越谷市増森1-12

048-965-1447

34

埼玉県

川口食肉地方卸売市場

川口食肉荷受株式会社

332-0004 埼玉県川口市領家4-7-18

048-223-3121

35

埼玉県

本庄食肉センター

協業組合 本庄食肉センター

367-0074 埼玉県本庄市杉山115

0495-21-8618

36

千葉県

（株）千葉県食肉公社

株式会社千葉県食肉公社

289-2505 千葉県旭市鎌数6354-3

0479-62-1073

37

千葉県

横芝光町営 東陽食肉センター

横芝光町営東陽食肉センター

289-1715 千葉県山武郡横芝光町芝崎1390

0479-85-1241

38

千葉県

南総食肉センター

県南畜産処理事業協同組合

299-4406 千葉県長生郡睦沢町北山田寺崎新田15-1

0475-44-1881

39

東京都

芝浦と場

東京食肉市場株式会社

105-0075 東京都港区港南2-7-19

03-3740-3106

那須地区広域行政事務組合
324-0063 栃木県大田原市町島字和久前66-2
那須地区食肉センター
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
329-2793 栃木県那須塩原市千本松768
究機構畜産研究部門畜産飼料作研究拠点
畜産研究部門畜産飼料作研究拠点

電話番号

0287-22-5562
0287-37-7102

40

神奈川県 （株）神奈川食肉センター

株式会社神奈川食肉センター

243-0022 神奈川県厚木市酒井900

046-227-0298

41

神奈川県 横浜市中央卸売市場 食肉市場

横浜食肉市場株式会社

230-0053 横浜市鶴見区大黒町3番地53号

045-521-1171

42

山梨県

（株）山梨食肉流通センター

株式会社山梨食肉流通センター

406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1028

055-262-2288

43

長野県

佐久広域食肉流通センター

一般社団法人佐久広域食肉公社

385-0021 長野県佐久市長土呂1番地1

0267-68-1007

44

長野県

（株）長野県食肉公社

株式会社長野県食肉公社

390-0851 長野県松本市大字島内9842番地

0263-47-1744

45

長野県

（株）北信食肉センター

株式会社北信食肉センター

383-0053 長野県中野市大字草間461番地1

0269-22-3250

46

静岡県

小笠食肉センター

437-1507 静岡県菊川市赤土1787番地2

0537-73-2114

47

静岡県

浜松市食肉地方卸売市場

435-0048 静岡県浜松市東区上西町986番地

053-463-3027

静岡県経済農業協同組合連合会
小笠食肉センター
静岡県経済農業協同組合連合会
浜松食肉市場

-2-

№

都道府県

48

新潟県

と 畜 場 名
新潟市食肉センター

枝肉確認票発行者
公益財団法人新潟ミートプラント

郵便番号

発行者所在地

電話番号

950-2125 新潟県新潟市西区中野小屋1631

025-261-2100
0258-27-5921
食肉ｾﾝﾀ-：025827-5923

49

新潟県

（株）長岡食肉センタ－

株式会社長岡食肉センタ－

940-2464 新潟県長岡市新開町3226番地7

50

富山県

（株）富山食肉総合センター

株式会社富山食肉総合センター

934-0035 富山県射水市新堀28-4

0766-86-3600

51

石川県

石川県金沢食肉流通センター

一般社団法人石川県金沢食肉公社

920-3101 石川県金沢市才田町戊337番地

076-257-2742

52

岐阜県

養老町立食肉事業センター

養老町立食肉事業センター

503-1314 岐阜県養老郡養老町高田798

0584-32-0416

53

岐阜県

関市食肉センター

中濃ミート事業協同組合

501-3928 岐阜県関市西田原458番地

0575-24-3080

54

岐阜県

飛騨食肉センター

飛騨ミート農業協同組合連合会

506-0047 岐阜県高山市八日町327番地

0577-32-5149

55

岐阜県

岐阜市食肉地方卸売市場

株式会社岐阜県畜産公社

500-8266 岐阜市境川5丁目148

058-272-2559

56

愛知県

半田市食肉センター

半田食肉事業協同組合

475-0862 愛知県半田市住吉町3丁目194番地

0569-22-4341

57

愛知県

名古屋市中央卸売市場南部市場

名古屋食肉市場株式会社

455-0027 愛知県名古屋市港区船見町1-39

052-614-1129

58

愛知県

(株)東三河食肉流通センター

愛知県経済農業協同組合連合会

441-8074 愛知県豊橋市明海町16番地の1

0532-23-3388

59

三重県

四日市市食肉センター

株式会社三重県四日市畜産公社

510-0064 三重県四日市市新正4丁目19-3

059-351-2224

60

三重県

松阪食肉流通センター

株式会社三重県松阪食肉公社

515-0031 三重県松阪市大津町上金剛993-1

0598-51-1411

61

三重県

伊賀食肉センター

伊賀市・名張市広域行政事務組合

518-1395 三重県伊賀市馬場1128

0595-43-9088

62

滋賀県

滋賀食肉センター

株式会社滋賀食肉市場

523-0013 滋賀県近江八幡市長光寺町1089-4

0748-37-7215

63

京都府

京都市中央卸売市場 第二市場

京都食肉市場株式会社

601-8361 京都市南区吉祥院石原東之口2番地

075-681-8781

64

京都府

福知山市食肉センター

福知山市

620-8501 京都府福知山市内記13-1

0773-24-7044
食肉センター：
0773-22-4651

65

京都府

亀岡市食肉センター

亀岡市食肉センター管理組合

621-0814 京都府亀岡市三宅町八田33番地

0771-22-0190

66

大阪府

大阪市食肉処理場

大阪市食肉市場株式会社

559-0032 大阪市住之江区南港南5-2-48

06-6675-2110

67

大阪府

羽曳野市立南食ミートセンター

一般社団法人大阪府畜産会

540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1-3-27大手前建設会館

06-6941-1351

68

兵庫県

加古川食肉センター

加古川食肉産業協同組合

675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町533

079-452-0989

69

兵庫県

たつの市新宮食肉センター

越部と畜場協同組合

679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正34-1

0791-75-2951

70

兵庫県

和田山町と畜場

但馬食肉事業協同組合

669-5231 兵庫県朝来市和田山町林垣268-1

079-672-3835

71

兵庫県

淡路食肉センター

あわじ島農業協同組合

656-0462 兵庫県南あわじ市市青木18-1

0799-43-2501

-3-

№

都道府県

72

兵庫県

姫路市食肉センター

姫路畜産荷受株式会社

670-0821 兵庫県姫路市東郷町1451-5

079-224-6044

73

兵庫県

神戸市立食肉センター

神戸中央畜産荷受株式会社

653-0032 神戸市長田区苅藻通7-1-20

078-652-1162

74

兵庫県

三田食肉センター

株式会社三田食肉公社

651-1511 神戸市北区長尾町宅原11

078-986-2622

75

兵庫県

西宮市食肉センター

西宮畜産荷受株式会社

662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2-32-1

0798-23-2911

76

奈良県

奈良県食肉センター

奈良食肉株式会社

639-1122 奈良県大和郡山市丹後庄町475-1

0743-56-9700

新宮市

647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号

0735-23-3348

77

と 畜 場 名

和歌山県 新宮市食肉処理場

枝肉確認票発行者

郵便番号

発行者所在地

電話番号

78

鳥取県

（株）鳥取県食肉センター

株式会社鳥取県食肉センター

689-3203 鳥取県西伯郡大山町小竹1291の1

0859-54-3781

79

島根県

（株）島根県食肉公社

株式会社島根県食肉公社

699-2212 島根県大田市朝山町仙山1677-2

0854-85-8331

80

岡山県

岡山県営と畜場

岡山県食肉荷受株式会社

703-8285 岡山県岡山市中区桜橋1-2-43

086-272-2222

81

岡山県

岡山県営と畜場

岡山県食肉商業協同組合

703-8285 岡山県岡山市中区桜橋1-2-43

086-273-7510

82

岡山県

津山市食肉処理センター

一般社団法人津山食肉処理公社

708-0843 岡山県津山市国分寺9-1

0868-26-1097

83

広島県

広島市中央卸売市場食肉市場

広島食肉市場株式会社

733-0832 広島市西区草津港一丁目11-1

082-279-2920

84

広島県

福山市食肉センター

福山市食肉センター使用者協議会

720-0004 広島県福山市御幸町字廿軒屋1679

084-955-0290

85

広島県

全国農業協同組合連合会広島県本部

全国農業協同組合連合会広島県本部

728-0025 広島県三次市粟屋町米丸1885

0824-62-1173

86

山口県

岩国市周東食肉センタ－

玖西食肉加工事業協同組合

742-0416 山口県岩国市周東町用田353-3

0827-84-2669

87

山口県

柳井市営と畜場

柳井市と畜場組合

742-8714

88

山口県

宇部市食肉センタ－

宇部市食肉生活衛生同業組合

755-0029 山口県宇部市新天町1-6-12

0836-21-1774

89

徳島県

徳島市食肉センター

徳島県食肉荷受株式会社

770-0063 徳島県徳島市不動本町3-1724-2

088-631-8080

90

徳島県

美馬食肉センター

美馬食肉組合

771-2104 徳島県美馬市美馬町中須82-1

0883-63-2062

91

徳島県

株式会社にし阿波ビーフ

株式会社にし阿波ビーフ

771-2502 徳島県三好郡東みよし町足代890-3

0883-76-5055

92

香川県

（株）香川県畜産公社

株式会社香川県畜産公社

762-0004 香川県坂出市昭和町二丁目1番9号

0877-46-8480

93

香川県

高松市食肉センター

高松食肉事業協同組合

761-8031 高松市郷東町587番地197

087-832-8880

94

愛媛県

ＪＡえひめアイパックス（株）と畜場

ＪＡえひめアイパックス株式会社

795-0046 愛媛県大洲市春賀甲410番地

0893-26-1211

95

高知県

高知県広域食肉センター

全国農業協同組合連合会高知県本部

780-0086 高知市海老ノ丸13-58

088-883-4413

96

高知県

高知県広域食肉センター

高知県中央食肉事業協同組合

780-0086 高知市海老ノ丸13-58

088-884-5477
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97

高知県

四万十市営食肉センター

四万十市営食肉センター

787-0017 高知県四万十市不破出来島2058-1

0880-37-4315

98

福岡県

福岡市中央卸売市場臨海市場

福岡食肉市場株式会社

812-0055 福岡市東区東浜2丁目85番地14

092-641-6131

99

福岡県

北九州市立食肉センター

北九州食肉センター組合

802-0012

100

福岡県

県南食肉センター

県南食肉センター協同組合

838-0132 福岡県小郡市光行1152

0942-72-2266

101

福岡県

九州協同食肉（株）

九州協同食肉株式会社

818-0105 福岡県太宰府市都府楼南5-15-1

092-924-3211

102

佐賀県

佐賀県食肉センター

一般社団法人佐賀県畜産公社

846-0024 佐賀県多久市南多久町下多久4127

0952-76-3111

103

長崎県

佐世保市と畜場

佐世保食肉センター株式会社

857-0852 長崎県佐世保市干尽町3-42

0956-31-5171

104

長崎県

日本フードパッカー（株） 諌早工場

日本フードパッカー株式会社 諫早工場

854-0022 長崎県諫早市幸町79-23

0957-22-1343

105

長崎県

島原半島地域食肉センタ－

島原半島地域食肉センタ－事業協同組合

859-1321 長崎県雲仙市国見町多比良甲123

0957-78-3136

106

長崎県

（株）JAごとう食肉センター

株式会社JAごとう食肉センター

853-0031 長崎県五島市吉久木町938

0959-72-7444

107

熊本県

（株）熊本畜産流通センター

株式会社熊本畜産流通センター

861-1343 熊本県菊池市七城町林原9番地

0968-26-4121

108

熊本県

（株）熊本中央食肉センタ－

株式会社熊本中央食肉センタ－

867-0500 熊本県宇城市豊野町巣林548番地

0964-25-6133

109

熊本県

人吉球磨広域行政組合食肉センター

全国開拓農業協同組合連合会
人吉食肉センター

868-0303 熊本県球磨郡錦町西字花立63番地

0966-38-3968

110

大分県

（株）大分県畜産公社

株式会社大分県畜産公社

879-7305 大分県豊後大野市犬飼町田原1580番地29

097-578-0290

111

宮崎県

都城市食肉センター

都城ウエルネスミート株式会社

885-0021 宮崎県都城市平江町36の2

0986-22-0743

112

宮崎県

（株）ミヤチク高崎工場

株式会社ミヤチク高崎工場

889-4505 宮崎県都城市高崎町大牟田4268-1

0986-62-1147

113

宮崎県

（株）ミヤチク都農工場

株式会社ミヤチク都農工場

889-1201 宮崎県児湯郡都農町川北15530

0983-25-1188

114

宮崎県

小林市食肉センター

サンキョーミート株式会社霧島ミート工場

886-0004 宮崎県小林市細野2516

0984-23-4612

115

宮崎県

（株）丸正フーズ

株式会社丸正フーズ

889-4314 宮崎県えびの市大字大河平4633番地

0984-33-4129

116

宮崎県

延岡市食肉センター

宮崎ビーフセンター株式会社

882-0864 宮崎県延岡市塩浜町2-2052-1

0982-34-6332

117 鹿児島県 鹿児島食肉センター

株式会社ミートセンターかごしま

891-0144 鹿児島県鹿児島市下福元町7852番地

099-262-5171

118 鹿児島県 （株）ＪＡ食肉かごしま 南薩工場

株式会社ＪＡ食肉かごしま 南薩工場

891-0912 鹿児島県南九州市知覧町南別府22361

0993-86-2833

119 鹿児島県 （株）ＪＡ食肉かごしま 鹿屋工場

株式会社ＪＡ食肉かごしま 鹿屋工場

893-0032 鹿児島県鹿屋市川西町3874-7

0994-43-1785

120 鹿児島県 （株）ジャパンファーム 大口処理場

日本フードパッカー鹿児島株式会社

895-2526 鹿児島県伊佐市大口宮人519番地

0995-22-2361

121 鹿児島県 株式会社ナンチク

株式会社ナンチク

899-8605 鹿児島県曽於市末吉町二之方1828

0986-76-1206
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122 鹿児島県 （株）阿久根食肉流通センター

株式会社阿久根食肉流通センター

899-1629 鹿児島県阿久根市塩浜町1-10

0996-64-6336

123 鹿児島県 南さつま市食肉センター

株式会社コワダヤ

897-0004 鹿児島県南さつま市加世田内山田80

0993-53-2661

124 鹿児島県 志布志畜産株式会社

志布志畜産株式会社

899-7104 鹿児島県志布志市志布志町安楽5972-8

099-472-1331

125 鹿児島県 サンキョーミート（株） 有明第２工場

サンキョーミート株式会社

899-7402 鹿児島県志布志市有明町野井倉6965

099-474-2525

126

沖縄県

名護市食肉センター

沖縄県北部食肉協業組合

905-0022 沖縄県名護市世冨慶755番地

0980-53-6801

127

沖縄県

沖縄県食肉センター

株式会社沖縄県食肉センター

901-1203 沖縄県南城市大里字大城1927

098-945-3029

128

沖縄県

（株）八重山食肉センター

株式会社八重山食肉センター

907-0001 沖縄県石垣市字大浜1412

0980-82-3594

129

茨城県

（協）水戸ミートセンター

協同組合水戸ミートセンター

310-0913 茨城県水戸市見川町１８２２番地１

029-241-3309
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