
事 務 連 絡

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ６ 日

都 道 府 県

各 保 健 所 設 置 市 衛生主管部（局）御中

特 別 区

厚生労働省医薬食品局

食品安全部監視安全課

ブラジル向け輸出水産食品の取扱いについて

標記については 「ブラジル向け輸出水産食品の取扱いについて（平成２１年２月１２、

日付け食安発第 号 」により通知したところですが、当該通知における必要事項0212004 ）

について、下記のとおりお知らせします。

記

１．認定証明書発行機関

（１）機関名、所在地

財団法人 日本冷凍食品検査協会

東京都港区芝大門２丁目４番６号

（２）認定番号

０１

２．旧通知に基づく既登録施設

別紙参照

３．証明書発行機関による製造・加工施設の登録確認申請及び品質表示ラベル記載内容

確認申請の受付開始日

平成２１年３月１６日

４．ブラジル向け輸出水産食品の登録施設名称、登録番号等の関係情報を公表する厚生

労働省のホームページアドレス

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taihaku/index.html



５．ブラジル政府担当窓口

（１）部署名

Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA, Secretaria de Defesa Agropecuaria
- SDA, Departamneto de Inspecao de Produtos de Origem Animal - DIPOA, Divisao de Inspecao
de Pescados e Derivados - DIPES

（２）住所

Esplanada dos Ministerios, Bloco D, DIPES/DIPOA/SDA/MAPA, Sala - 446 - A,
CEP70043-900, Brasilia-D.F., BRAZIL

（３）電話及び 番号FAX
ＴＥＬ：＋５５－６１－３２１８－２７７５／２７７８

ＦＡＸ：＋５５－６１－３２１８－２６７２



別紙

番
号

製造者氏名 住所 ブラジルに輸出する商品のタイプ

2 浦島海苔株式会社 熊本県玉名市寺田１２４ 焼き海苔・味付け海苔・ふりかけ

6 中松物産株式会社 東京都中央区築地５－２－１
冷凍サンマ・鮭・ウナギ・タラの卵・
ズワイガニ等

7 丸泉水産株式会社 東京都中央区築地５－２－１

塩鮭・ウナギ・タラの卵・イカの塩辛・
アジの開き・イカの一夜干し・サバの
ミリン干し・シメサバ・トロサバのタタ
キ

8 株式会社ノジ喜代 東京都中央区築地５－２－１ 冷凍サンマ・イワシ・鮭の卵等

12 マルヤわかめ株式会社 愛知県豊橋市小池町２番地 乾燥ワカメ

13
株式会社宝幸
（八戸工場）

青森県八戸市大字市川町字尻引前山
３１－２０３

水産食品の缶詰
（魚・貝・カニの中骨）

18 株式会社津田商店 岩手県上閑伊郡大槌町大槌２１－８０ 水産食品の缶詰

19 共同水産株式会社 宮城県気仙沼市波路上打内沼１６番地
生鮮魚介類・冷凍魚介類・冷蔵魚介
類

20
永宝冷蔵株式会社

北海道根室市北浜町１丁目９番地
冷凍秋鮭（ドレス、フィレ）
冷凍さんま（ラウンド）
冷凍真たら（ドレス、フィレ）

21
マルカイチ水産株式会社
第二工場

北海道紋別市新港町2丁目11番7号 冷凍帆立貝柱

冷凍サンマ
冷凍スルメイカ
冷凍ホッケ
冷凍ホッケドレス
冷凍スケトウタラ
冷凍スケトウタラドレス
冷凍真ガレイ
冷凍宗八ガレイ
冷凍黒ガレイ
冷凍ナメタガレイ
冷凍砂ガレイ
冷凍赤ガレイ
冷凍アサバガレイ
冷凍ニシン

旧通知に基づく既登録施設

22
マルカイチ水産株式会社
第五工場

北海道紋別市新港町2丁目7番1号



冷凍マス
冷凍マスドレス
冷凍マスフィレー
冷凍秋鮭
冷凍秋鮭ドレス
冷凍秋鮭フィレー
冷凍生ズワイガニ姿
冷凍生ズワイガニセクション
冷凍ボイルズワイガニ姿
冷凍ボイルズワイガニセクション
冷凍生タラバガニ姿
冷凍生タラバガニセクション
冷凍ボイルタラバガニ姿
冷凍ボイルタラバガニセクション

24 朝日食品株式会社 北海道北斗市七重浜４－２２－１ 乾燥さきいか

25 (株)竹田食品 函館市浅野町３－１０ いか塩辛

26 大興水産株式会社 宮城県石巻市魚町二丁目７－４

冷凍秋刀魚、冷凍鯖、冷凍鮭、冷凍
鰯、冷凍赤魚、冷凍イカ、冷凍助宗
鱈、冷凍金目鯛、冷凍真鱈、冷凍カ
ラスカレイ、冷凍背黒イワシ、冷凍油
カレイ、冷凍秋鮭ドレス、冷凍メクラ
ウナギ、冷凍ゴマサバ

27 東洋冷凍株式会社 宮城県石巻市魚町三丁目１２－３

冷凍鮭、冷凍秋刀魚、冷凍鯖、冷凍
鰯、冷凍赤魚、冷凍大鮃、冷凍カレ
イ、冷凍メロー、冷凍あじ、冷凍真鱈
卵、冷凍海老、冷凍助宗鱈、冷凍金
目鯛、冷凍真鱈、冷凍カラスカレイ、
冷凍イカ、冷凍いなだ（ぶり）、冷凍さ
わら、冷凍ホッケ、冷凍鮪、冷凍助宗
鱈卵、冷凍蟹、冷凍秋鮭、冷凍鮭フ
レーク、冷凍秋鮭生筋子

28 盛信冷凍庫株式会社 宮城県石巻市魚町一丁目９－１０

冷凍秋刀魚、冷凍鯖、冷凍鰯、冷凍
イカ、冷凍助宗鱈、冷凍真鱈、冷凍カ
タクチイワシ、冷凍メクラウナギ、冷
凍イラコアナゴ、冷凍ゴマサバ、冷凍
ホタテ、冷凍イトヒキダラ、冷凍コノシ
ロ、冷凍タコ

29
盛信冷凍庫株式会社
（第二工場）

宮城県石巻市川口町一丁目２０－２６

冷凍秋刀魚、冷凍鯖、冷凍鰯、冷凍
イカ、冷凍助宗鱈、冷凍真鱈、冷凍カ
タクチイワシ、冷凍メクラウナギ、冷
凍イラコアナゴ、冷凍ゴマサバ、冷凍
ホタテ、冷凍イトヒキダラ、冷凍コノシ
ロ、冷凍タコ

30
平成食品工業(株)
（本社工場）

千葉県野田市野田１７８ 濃厚かつおだし・濃厚こんぶだし

31 有限会社長野商店
静岡県静岡市清水区蒲原二丁目４番２
５号

かつを節（削り節）

北海道紋別市新港町2丁目8番1号
マルカイチ水産株式会社
第六工場

23



32 マルトモ(株)チルド工場 愛媛県伊予市本郡字町田５３番地１
くらげ調味加工品、いか調味加工
品、
海草さざえ・味付け数の子

33 マルトモ(株)本社工場 愛媛県伊予市米湊１６９６番地 かつおけずりぶし

34 ヤマキ(株)本社工場 愛媛県伊予市米湊１６９８番地６ かつおけずりぶし

35
横浜冷凍株式会社
（気仙沼工場（営業倉
庫））

宮城県気仙沼市朝日町８－２ 冷凍鮫ドレス、冷凍鮫ヒレ

36 福寿水産株式会社 宮城県気仙沼市魚町３－２－１０ 冷凍鮫ドレス、冷凍鮫ヒレ

37 株式会社かわむら 宮城県気仙沼市本浜町１－７－２５

冷凍鮭ラウンド、冷凍鮭ドレス、冷凍
鮭セミドレス、冷凍鮭フィレー、冷凍
鱒、冷凍さんま、冷凍イカ、冷凍いく
ら、冷凍かつお、冷凍昆布、冷凍さ
め、冷蔵塩蔵わかめ、冷凍めかぶ、
冷凍塩蔵めかぶ、冷凍塩蔵昆布

38
株式会社かわむら
（本社第２冷蔵庫） 宮城県気仙沼市唐桑町高石浜１３１－１

冷凍鮭ラウンド、冷凍鮭ドレス、冷凍
鮭セミドレス、冷凍鮭フィレー、冷凍
鱒、冷凍さんま、冷凍イカ、冷凍いく
ら、冷凍かつお、冷凍昆布、冷凍さ
め、冷蔵塩蔵わかめ、冷凍めかぶ、
冷凍塩蔵めかぶ、冷凍塩蔵昆布

39
小池産業株式会社
（１号冷蔵倉庫） 宮城県石巻市魚町３－４－２２

冷凍秋刀魚、冷凍鯖、冷凍鮭、冷凍
鰯、冷凍赤魚、冷凍イカ、冷凍助宗
鱈、冷凍金目鯛、冷凍真鱈、冷凍カ
ラスカレイ、冷凍背黒イワシ、冷凍油
カレイ、冷凍秋鮭ドレス、冷凍メクラ
ウナギ、冷凍ゴマサバ

40
幸勝水産株式会社
（冷凍冷蔵庫）

宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿
８１－８４

冷凍イカ、冷凍秋刀魚、冷凍鰯、冷
凍鯖、冷凍鮭、冷凍鰹、冷凍助宗
鱈、冷凍鱈

41
株式会社柳屋本店鰹節
工場

静岡県焼津市惣右衛門1280－8 鰹節

42
黒瀬水産株式会社　食品
加工施設

宮崎県串間市西浜２丁目１５番地７
ぶり、ぶりフィレ、ぶりドレス、ぶりセミ
ドレス、ぶりロイン（生鮮及び冷凍）




