
編號 原廠名稱 製造所固有記號 製造廠名稱 製造廠所在地A 関東工場 茨城県F 静岡工場 静岡県O 滋賀工場 滋賀県B 下関工場 山口県T 札幌日清株式会社 北海道
P  ラミーパスタ工業株式会社 群馬県
V 鳥取缶詰株式会社 鳥取県R 東日本明星株式会社 埼玉県
W 西日本明星株式会社 神戸工場 兵庫県
F6、ZB 北海道S、SF、SI、SL、ST、SY、V 福島県
T 茨城県AA、NF 千葉県LM 三重県
KL、M、MN、X 岡山県
IR 広島県IM 島根県KH 福岡県
無 古河工場 茨城県

無 中国汕頭工場 中国
C 株式会社ヒロシマ・コープ 広島県
GS サクラ食品工業株式会社湖南工場 滋賀県

KD、+T4 東京アライドコーヒーロースターズ株式会社横浜第4工場 神奈川県
MY、+MY 株式会社マツヤ 愛知県
RK、+RK 四国乳業株式会社 京都工場 京都府
SW、+SW サカイキャニング株式会社高野山麓かつらぎ工場 和歌山県

TI、+TI トーカイ・パッケージングシステム株式会社飯山事業所 神奈川県

YL 熊本県果実農業協同組合連合会白州工場 山梨県

CW 株式会社ジーエスフード和歌山工場 和歌山県
J、+J AGF関東株式会社 群馬県
KW、+KW 和歌山ノーキョー食品工業株式会社 海南工場 和歌山県

日本食品製造所固有記號對應製造廠所在地㇐覽表                                             (製表日期:2016.12.02)

1 日清食品株式会社https://www.nissin.com/jp/about/nissinfoods/factory/

2
永谷園http://www.nagatanien.co.jp/safety/quality/manegement.html

3 GINBIS株式會社http://www.ginbis.co.jp/company/office.html

4 味の素株式會社http://www.agf.co.jp/customer/faq/



NN、+NN 日本果実工業株式会社山口工場 山口県
S、+S AGF鈴鹿株式会社 三重県
TC、+TC 東京アライドコーヒーロースターズ株式会社東京工場 東京都

TS 株式会社凸版パッケージングサービス 袖ヶ浦ビバレッジ工場 千葉県
E 株式会社えひめ飲料 茨城工場 茨城県
K、+K 九星飲料工業株式会社伊都工場 福岡県
MP、+MP メロディアン株式会社三重工場 三重県
PP、+PP 味の素パッケージング株式会社関東工場 神奈川県
SG、+SG 株式会社昭和紙工 埼玉県
TE、+TE トーカイ・パッケージングシステム株式会社海老名事業所 神奈川県
WT、+WT 和光堂株式会社 栃木工場 栃木県
無 霞ヶ浦工場 茨城県
無 島田工場 静岡県
無 姫路工場 兵庫県
無 大阪本社 〒540-0016大阪市中央区神崎町4番12号
無 奈良工場 〒639-1031奈良県大和郡山市今国府町137-5
無 福島工場 〒961-0004福島県白河市萱根月ノ入1番8
無 北海道支店 〒060-0908札幌市東区北8条東3丁目1-1宮村ビル804号
無 東北支店 〒984-0011仙台市若林区六丁の目西町8-1齋喜センタービル410
無 東京本社 〒105-0013東京都港区浜松町1-26-1
無 中部支店 〒450-0002名古屋市中村区名駅3-21-7
無 大阪支店 〒540-0016大阪市中央区神崎町4番12号
無 中四国支店 〒733-0833広島市西区商工センター1丁目11-6
無 九州支店 〒812-0011福岡市博多区博多駅前1丁目4番1号博多駅前第㇐生命ビルディング8F
無 霞ヶ浦工場 〒300‒0622　茨城県稲敷市神宮寺字迎山1751
無 島田工廠 〒427-0012　静岡県島田市細島字寺久保1700
無 姬路工廠 〒679‒2131　兵庫県姫路市香寺町犬飼869-8

6

7 ネスレ日本株式會社http://www.nestle.co.jp/aboutus/profile/group

味覺糖株式會社https://www.uha-mikakuto.co.jp/company/index_02.html

5 Nestle株式會社http://www.nestle.co.jp/aboutus/profile/group



ＳＢＵＦ ⾧野県上田市ＳＢＨＰ 埼玉県東松山市ＳＢＭＦ 宮城県登米市ＳＢＳＦ 埼玉県北葛飾郡松伏町ＳＢＴＦ 新潟県上越市ＳＢＴＩ 埼玉県比企郡川島町ＳＢＮＺ 埼玉県新座市ＳＢＯＦ 群馬県太田市ＳＢＴＳ 栃木県佐野市ＳＢＨＫ 新潟県五泉市ＳＫＯ３ 静岡県焼津市ＳＢＫＦ 埼玉県加須市ＳＢＮＲ 広島県福山市ＭＮ 広島県福山市ＳＢＡＤ ⾧野県小諸市ＳＢＭＴ 石川県白山市ＳＢＩＫ 三重県松阪市ＳＢＳＫ 高知県香美市ＳＢＦＴ 島根県浜田市ＭＨ 島根県浜田市GW 神奈川縣K 滋賀縣KK 福岡縣KN 山口縣M ⾧野縣N1 山口縣NA 北海道NC 岐阜縣Q 靜岡縣S 神奈川縣W 靜岡縣A5 静岡県富士市A11 沖縄県名護市A13 群馬県邑楽郡A16 広島県安芸高田市A18 山形県寒河江市A19 山梨県北杜市A21 宮崎県児湯郡A23 和歌山県紀の川市A30 ⾧野県松本市A33 千葉県富里市A34 岐阜県岐阜市A44 北海道沙流郡A47 大分県杵築市A51 ⾧野県⾧野市A53 岐阜県岐阜市A55 千葉県袖ヶ浦市A57 山形県南陽市A59 茨城県常陸太田市A61 山口県山口市A62 静岡県焼津市A63 和歌山県日高郡A64 埼玉県行田市A65 山形県酒田市A67 千葉県香取郡A68 山形県東村山郡A70 福島県伊達市

8 S&B株式會社http://www.sbfoods.co.jp/customer/faq/other.html

9
KIRIN株式会社http://safety.kirin.co.jp/code/http://www.kirin.com.tw/news_detail.php?id=62



A71 福岡県朝倉市A73 静岡県焼津市A74 島根県浜田市A75 ⾧野県安曇野市A76 静岡県焼津市A77 北海道千歳市D5 静岡県静岡市D13 群馬県邑楽郡D29 山梨県南都留郡D30 青森県弘前市D46 兵庫県神崎郡E46 千葉県香取市K5 静岡県静岡市K6 千葉県⾧生郡K18 宮城県仙台市K19 熊本県熊本市K23 和歌山県海南市K29 広島県廿日市市K30 ⾧野県安曇野市K46 徳島県勝浦郡K48 栃木県下野市K50 群馬県渋川市K51 ⾧野県須坂市K53 岐阜県各務原市K59 神奈川県厚木市K61 山口県山口市K68 山形県天童市K74 島根県浜田市P5 静岡県静岡市P13 群馬県前橋市P30 北海道恵庭市P46 兵庫県神崎郡P48 佐賀県鹿島市P51 ⾧野県⾧野市P61 山口県防府市B2 静岡県牧之原市BI 静岡県榛原郡CP 神奈川県相模原市E8 愛知県西尾市E15 静岡県静岡市ES 静岡県湖西市ET 静岡県浜松市EU 静岡県浜松市F6 愛知県江南市F10 愛知県丹羽郡FK 福岡県うきは市G3 静岡県牧之原市H5 福島県福島市HI 静岡県牧之原市HK 静岡県浜松市HT 北海道札幌市J 新潟県上越市K2 福岡県八女市KC 兵庫県神戸市KH 高知県高知市KM 千葉県市川市PL 大阪府茨城市

10 伊藤園株式會社https://www.itoen.co.jp/customer/faq/list001/



S3 鹿児島県鹿児島市SA 静岡県富士宮市SA2 静岡県富士市SN 静岡県静岡市T8 静岡県榛原郡T12 福岡県八女市TF 静岡県藤枝市TI 静岡県袋井市TM 静岡県牧之原市TP 静岡県藤枝市TW 静岡県牧之原市W4 静岡県焼津市W5 静岡県榛原郡W7 福岡県みやま市
明石工場 〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見1-33
富士山工場 〒418-0112 静岡県富士宮市北山4839-2
北陸工場 〒939-0635 富山県下新川郡入善町若栗新 321-1六甲工場カルピス（株）群馬工場カルピス（株）岡山工場アサヒビール茨城工場F 九州工場 〒820-0073福岡県飯塚市平恒１-

W 関西工場 〒639-1037奈良県大和郡山市額田部北町944Z 協力工廠 千葉縣
A 本社工場 〒371-0811群馬県前橋市朝倉町555-4
無 北海道工場 〒061-3271 北海道小樽市銭函5-61-1
無 関東工場 〒374-0014 群馬県館林市赤生田本町3831-1無 埼玉工場 〒350-1211 日高市森戸新田37-1無 相模工場 〒259-1138 伊勢原市神戸426無 焼津工場 〒425-0052 焼津市田尻1268
無 田子工場 〒410-3515 静岡県賀茂郡西伊豆町田子1624-2
無 関西工場 〒651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘6-8
無 福岡工場 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭6-10-15

14 和光堂株式會社http://www.wakodo.co.jp/company/profile/ 無 栃木工場 〒329-1327栃木県さくら市富野岡286
無 サントリー利根川ビール工場 〒370-0503群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩字
無 サントリー武蔵野ビール工場 〒183-8533東京都府中市矢崎町3-1
無 サントリー京都ビール工場 〒617-8530京都府⾧岡京市調子3-1-1
無 サントリー九州熊本工場 〒861-3104熊本県上益城郡嘉島町大字北甘木字八幡水478

11
Asahi飲料株式會社http://www.asahiinryo.co.jp/customer/dictionary/label.html#manu_mark

http://www.asahiinryo.co.jp/customer/dictionary/label.html#manu_mark

13 東洋水產株式會社http://www.maruchan.co.jp/company/office/

12
サ ンヨー食品株式會社http://www.sanyofoods.co.jp/information/anzen_/anzen_9_.html



無 サントリー白州蒸溜所 〒408-0316山梨県北杜市白州町鳥原2913-1
無 サントリー山崎蒸溜所 〒618-0001大阪府三島郡島本町山崎5-2-1
無 近江エージングセラー 〒527-0063滋賀県東近江市大森町字池谷863-1
無 梓の森工場 〒328-0132栃木県栃木市仲方町字堤下20
無 大阪工場 〒552-0022大阪市港区海岸通3-2-30
無 サントリー登美の丘ワイナリー 〒400-0103山梨県甲斐市大垈2786
無 塩尻ワイナリー 〒399-0744⾧野県塩尻市大字大門543

16 森永製菓株式會社http://www.morinaga.co.jp/company/about/group.html 無

17 日本製粉株式會社http://www.nippn.co.jp/company/office/index.html 無
K 岡山縣
U 櫪木縣
G 群馬縣

19
龜甲萬食品株式會社https://www.kikkoman.com/jp/corporate/about/group/index.html

無
無 岡山工場 岡山県総社市真壁800無 群馬工場 群馬県館林市大新田町

21 極洋株式會社http://www.kyokuyo.co.jp/company/base/ 無

22 卡巴株式會社https://www.kabaya.co.jp/kabaya/factory_okayama.html 無

23 獅王果子株式會社http://www.lion-k.co.jp/company.html 無 二本松工場 福島縣
S 北海道フーズNU 新宇都宮工場G 各務原工場M 広島工場 西棟R 研究開発本部C 千歳工場Y ポテトフーズ関東工場b 湖南工場K 鹿児島工場
無 本社工場 愛知県名古屋市西区花の木㇐丁目5番2号
無 笠取北工場 愛知県名古屋市西区笠取町4丁目106番地

20 カルピス株式會社http://www.calpis.co.jp/

24 calbee株式會社https://www.calbee.co.jp/jagaimo/index.php?next=result

25 春日井製菓株式会社http://www.kasugai.co.jp/corp

15 suntory株式會社http://www.suntory.co.jp/company/branch/factory.html

18
エバラ食品工業株式會社http://www.ebarafoods.com/company/factory/index.htmlhttp://www.ebarafoods.com/customer/EBARA_QA/pdf/EBARA_QA_06.pdf



無 笠取工場 愛知県名古屋市西区笠取町2丁目121番地
無 春日井工場 愛知県春日井市牛山町天神前656-2

註記1.各家原廠製造所固有記號系動態顯示，仍需至各廠官方網站查詢最新資訊。2.每家日本原廠各自制定其製造所固有記號，分別代表不同意義及製造廠。

25 http://www.kasugai.co.jp/corporate/group/


