
製造年月 ２００９．　　　．
正味重量 　　　　　　Ｋｇ

裏面に記載 含有する飼料添加物の名称及び量
ゆめ子豚　２０

クエン酸モランテル 30.0　ｇ/トン
子豚育成用配合飼料
協同飼料株式会社 ビタミンＡ、 ビタミンＤ３、 ビタミンＥ、 ビタミンＫ３、
神奈川県横浜市西区高島２丁目５番１２号 ビタミンＢ１、 ビタミンＢ２、 ビタミンＢ６、 ビタミンＢ１２、
協同飼料株式会社　鹿島工場 ニコチン酸、 パントテン酸、 葉酸、 ビオチン、 硫酸マンガン、
茨城県神栖市東深芝２番６ 炭酸亜鉛、 硫酸鉄、 硫酸銅、 ヨウ素酸カルシウム、 メチオニン、
子豚（体重が３０Ｋｇを超え７０Ｋｇ以内の豚 リジン、 フィターゼ、 エトキシキン
（種豚育成中のものを除く））

　原材料名　等
　原　材　料　名

１８．０　％以上
３．０　％以上 とうもろこし、きな粉
４．０　％以下 大豆油かす
８．０　％以下 魚粉

０．５０　％以上 炭酸カルシウム、特定動物性油脂、
０．４０　％以上 食塩、りん酸カルシウム

可消化養分総量 ７９．０　％以上
（注）１．原材料名は、原則として配合割合の大きい順である

[注意] ２．（　）内の原材料は原料事情等により使用しないことがある。
１ ． この飼料は、上記の対象家畜等に記載されているもの

以外には使用できません。
２ ． この飼料は、食用を目的として屠殺する前７日間は使用

できません。
３ ． この飼料の原材料に使用している動物性油脂は、特定

動物性油脂です。
[使用上及び保存上の注意]
１ ． この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかには使用しないこと

（牛、めん羊、山羊又はしかに使用した場合は処罰の対象
となるので注意すること。）。

２ ． この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする飼料
（飼料を製造するための原料又は材料を含む。）に混入しな
いよう保存すること。

飼料の名称

飼料の種類
製造業者の氏名

72%

3%
3%

及び所在地
対象家畜等

正味重量

ゆめ子豚 ２０ゆめ子豚 ２０ゆめ子豚 ２０ゆめ子豚 ２０
日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料

りん

粗繊維 22%

製造年月

配合割合

粗脂肪
粗たん白質

原材料の区分裏面に記載

又は名称及び住所
製造事業場の名称

ゆめ子豚　２０ゆめ子豚　２０ゆめ子豚　２０ゆめ子豚　２０

カルシウム
粗灰分

そ　　の　　他
動 物 質 性 飼 料
植物性油かす類
穀　　　　　類

成分量

Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料



製造年月 ２００９．　　　．
正味重量 　　　　　　Ｋｇ

裏面に記載 含有する飼料添加物の名称及び量
ゆめ子豚　４０

クエン酸モランテル 30.0　ｇ/トン
子豚育成用配合飼料
協同飼料株式会社 ビタミンＡ、 ビタミンＤ３、 ビタミンＥ、 ビタミンＫ３、
神奈川県横浜市西区高島２丁目５番１２号 ビタミンＢ１、 ビタミンＢ２、 ビタミンＢ６、 ビタミンＢ１２、
協同飼料株式会社　鹿島工場 ニコチン酸、 パントテン酸、 葉酸、 ビオチン、 硫酸マンガン、
茨城県神栖市東深芝２番６ 炭酸亜鉛、 硫酸鉄、 硫酸銅、 ヨウ素酸カルシウム、 メチオニン、
子豚（体重が３０Ｋｇを超え７０Ｋｇ以内の豚 リジン、 フィターゼ、 エトキシキン
（種豚育成中のものを除く））

　原材料名　等
　原　材　料　名

１５．５　％以上
２．５　％以上 とうもろこし
４．０　％以下 大豆油かす
７．０　％以下 炭酸カルシウム、動物性油脂、

０．５０　％以上 りん酸カルシウム、食塩
０．３５　％以上

可消化養分総量 ７８．０　％以上
（注）１．原材料名は、原則として配合割合の大きい順である

[注意] ２．（　）内の原材料は原料事情等により使用しないことがある。
１ ． この飼料は、上記の対象家畜等に記載されているもの

以外には使用できません。
２ ． この飼料は、食用を目的として屠殺する７日間は使用

できません。
３ ． この飼料の原材料に使用している動物性油脂は、確認済み

動物性油脂（反すう動物に由来するものを含む）です。
[使用上及び保存上の注意]
１ ． この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかには使用しないこと

（牛、めん羊、山羊又はしかに使用した場合は処罰の対象
となるので注意すること。）。

２ ． この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする飼料
（飼料を製造するための原料又は材料を含む。）に混入しな
いよう保存すること。

日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料

ゆめ子豚 ４０ゆめ子豚 ４０ゆめ子豚 ４０ゆめ子豚 ４０

裏面に記載
粗たん白質

粗脂肪
粗繊維
粗灰分

カルシウム
りん

成分量
穀　　　　　類 73%
植物性油かす類 24%
そ　　の　　他 3%

原材料の区分 配合割合

又は名称及び住所
製造事業場の名称

及び所在地
対象家畜等

ゆめ子豚　４０ゆめ子豚　４０ゆめ子豚　４０ゆめ子豚　４０ Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料

正味重量

製造年月
飼料の名称

飼料の種類
製造業者の氏名



製造年月 ２００９．　　　．
正味重量 　　　　　　Ｋｇ

裏面に記載 含有する飼料添加物の名称及び量
ゆめ肉豚　６０

ビタミンＡ、 ビタミンＤ３、 ビタミンＥ、 ビタミンＫ３、
肉豚肥育用配合飼料 ビタミンＢ１、 ビタミンＢ２、 ビタミンＢ６、 ビタミンＢ１２、
協同飼料株式会社 ニコチン酸、 パントテン酸、 葉酸、 硫酸マンガン、 炭酸亜鉛、
神奈川県横浜市西区高島２丁目５番１２号 硫酸鉄、 硫酸銅、 ヨウ素酸カルシウム、 リジン、 フィターゼ、 
協同飼料株式会社　鹿島工場 メチオニン
茨城県神栖市東深芝２番６
肉豚（体重が７０Ｋｇを超えた豚）

　原材料名　等
　原　材　料　名

１２．０　％以上 とうもろこし
２．０　％以上 大豆油かす
５．０　％以下 炭酸カルシウム、食塩、
７．０　％以下 りん酸カルシウム

０．４５　％以上
０．３０　％以上

可消化養分総量 ７７．５　％以上 （注）１．原材料名は、原則として配合割合の大きい順である
２．（　）内の原材料は原料事情等により使用しないことがある。

[注意]
この飼料は、上記の対象家畜等に記載されているもの
以外には使用できません。

成分量

ゆめ肉豚 ６０ゆめ肉豚 ６０ゆめ肉豚 ６０ゆめ肉豚 ６０
日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料日本養豚事業協同組合　指定配合飼料

りん
カルシウム

粗灰分
2%そ　　の　　他粗繊維

対象家畜等

14%植物性油かす類粗脂肪
84%穀　　　　　類粗たん白質

裏面に記載正味重量
配合割合原材料の区分

製造年月
Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料Ｂ 飼 料ゆめ肉豚　６０ゆめ肉豚　６０ゆめ肉豚　６０ゆめ肉豚　６０

及び所在地
製造事業場の名称
又は名称及び住所
製造業者の氏名

飼料の種類

飼料の名称


