
都道府県 都道府県

北海道 神奈川

北海道 神奈川

北海道 神奈川

北海道 山　梨

北海道 長　野

北海道 長　野

北海道 長　野

北海道 新　潟

北海道 新　潟

北海道 新　潟

北海道 静　岡

岩　手 愛　知

岩　手 愛　知

岩　手 愛　知

宮　城 愛　知

宮　城 愛　知

秋　田 石　川

福　島 京　都

福　島 京　都

福　島 京　都

茨　城 京　都

茨　城 大　阪

茨　城 兵　庫

茨　城 兵　庫

茨　城 兵　庫

茨　城 兵　庫

茨　城 兵　庫

茨　城 香　川

栃　木 香　川

栃　木 愛　媛

栃　木 岡　山

群　馬 岡　山

群　馬 広　島

群　馬 広　島

群　馬 広　島

群　馬 鳥　取

群　馬 福　岡

群　馬 福　岡

埼　玉 福　岡

埼　玉 福　岡

埼　玉 佐　賀

埼　玉 大　分

千　葉 熊　本

千　葉 熊　本

千　葉 熊　本

東　京 熊　本

東　京 宮　崎

東　京 宮　崎

東　京 宮　崎

東　京 鹿児島

神奈川 沖　縄

神奈川 沖　縄

神奈川 沖　縄

神奈川 森永乳業 株式会社

タカナシ乳業 株式会社　横浜工場 沖縄県酪農農業協同組合

ブルカージャパン 株式会社 沖縄明治乳業 株式会社

株式会社 明治　神奈川工場 沖縄森永乳業 株式会社

公益財団法人 東京都農林水産振興財団 南日本酪農協同 株式会社　都城工場

株式会社 明治　品質科学研究所 JA宮崎経済連

森永乳業 株式会社　東京多摩工場 南日本酪農協同 株式会社　鹿屋工場

雪印メグミルク 株式会社　野田工場 熊本県酪農業協同組合連合会　熊本工場

協同乳業 株式会社　東京工場 熊本森永乳業 株式会社

東京都健康安全研究センター 南日本酪農協同 株式会社　商品開発部

雪印メグミルク 株式会社　川越工場 九州乳業 株式会社

コーシン乳業 株式会社 九州生乳販売農業協同組合連合会

古谷乳業 株式会社 熊本県酪農業協同組合連合会　菊池工場

埼玉酪農業協同組合 株式会社 明治　九州工場

西武酪農乳業 株式会社 雪印メグミルク 株式会社　福岡工場

森乳業 株式会社 グリコマニュファクチャリングジャパン 株式会社　佐賀工場

榛名酪農業協同組合連合会　牛乳工場 大山乳業農業協同組合

榛名酪農業協同組合連合会　デザート工場 オーム乳業 株式会社

株式会社 明治　群馬工場 ニシラク乳業 株式会社

協同乳業 株式会社　新群馬工場 山陽乳業 株式会社

群馬明治 株式会社 広島協同乳業 株式会社

日本ルナ 株式会社　高崎工場 広島森永乳業 株式会社

栃木明治牛乳 株式会社 四国乳業 株式会社　本社工場

日光霧降高原大笹牧場 株式会社 一般社団法人 岡山県畜産協会

株式会社 MMJ オハヨー乳業 株式会社

株式会社 明治　茨城工場 雪印メグミルク 株式会社　神戸工場

株式会社 明治　守谷工場 四国生乳販売農業協同組合連合会

関東生乳販売農業協同組合連合会 四国明治 株式会社　香川工場

筑波乳業 株式会社 近畿生乳販売農業協同組合連合会

筑波乳業 株式会社　玉里工場 丹波乳業 株式会社

トモヱ乳業 株式会社 森永乳業 株式会社　神戸工場

いばらく乳業 株式会社 雪印メグミルク 株式会社　京都工場　池上製造所

オハヨー乳業 株式会社 株式会社 明治　関西工場

関東乳業 株式会社 株式会社 共進牧場　浄谷工場

森永乳業 株式会社　福島工場 四国乳業 株式会社　京都工場

酪王協同乳業 株式会社　郡山工場 株式会社 明治　京都工場

酪王協同乳業 株式会社　本社工場 雪印メグミルク 株式会社　京都工場

東北森永乳業 株式会社　仙台工場 森永乳業 株式会社　中京工場

株式会社 明治　東北工場 雪印メグミルク 株式会社　豊橋工場

東北森永乳業 株式会社　秋田工場 アイ・ミルク北陸 株式会社

一般社団法人 岩手県畜産協会 協同乳業 株式会社　東海工場

守山乳業 株式会社 東海酪農業協同組合連合会

全国酪農業協同組合連合会　北福岡工場 株式会社 明治　愛知工場

株式会社 明治　本別工場 原田乳業 株式会社

株式会社 明治　稚内工場 北陸酪農業協同組合連合会

雪印メグミルク 株式会社　札幌工場 東海明治 株式会社

株式会社 明治　旭川工場 八ヶ岳乳業 株式会社　茅野工場

株式会社 明治　十勝工場 株式会社 ヤツレン

株式会社 明治　西春別工場 株式会社 塚田牛乳

公益社団法人 北海道酪農検定検査協会 横浜森永乳業 株式会社

株式会社 北海道酪農公社 熊本県果実農業協同組合連合会

株式会社 ミルクの郷 長野牛乳 株式会社

2021年度生乳検査外部精度管理調査参加施設一覧

施設名 施設名

株式会社 MMJ　苫小牧検査所 守山乳業 株式会社　神奈川工場

十勝農業協同組合連合会　畜産部　畜産検査センター 雪印メグミルク 株式会社　海老名工場

2022年3月24日
公益財団法人 日本乳業技術協会


