
コープの牛乳類　生乳の産地 2023/4/21改訂

製造者 工場 工場所在地 ブランド区分 商品名 規格 扱い生協 備考

1 トモエ乳業 本社工場 茨城県古河市 ＣＯＯＰ コープ牛乳 1000ｍｌ
茨城・栃木・群馬・千葉・埼
玉・東京

群馬
山形

栃木
青森

埼玉
岩手

北海道
茨城

ＣＯＯＰ 低脂肪乳Ｃａ＋Ｆｅ 1000ｍｌ 全生協

福島制限限解除区域 宮城 秋田　千葉

2 榛名酪連 牛乳工場 群馬県高崎市 ＣＯＯＰ ぐんま牛乳 1000ｍｌ 群馬のみ 群馬

ＣＯＯＰ コープ牛乳 1000ｍｌ 新潟のみ 群馬 新潟 埼玉 栃木

ＣＯＯＰ あじわい特濃４．４ 1000ｍｌ 全生協 富山

ＣＯＯＰ さらっと無脂肪牛乳 1000ｍｌ 全生協 青森 岩手　 秋田 山形

ＣＯＯＰ さわやか低脂肪乳 1000ｍｌ 全生協 宮城　 福島 北海道

ＣＯＯＰ すっきり仕立て　成分調整牛乳 1000ｍｌ 全生協

3 雪印メグミルク 野田工場 千葉県野田市 ＣＯＯＰ 那須山麓牛乳 1000ｍｌ 栃木・埼玉・東京 栃木　　　茨那須山麓地区

ＣＯＯＰ コープ牛乳 200ｍｌ 全生協 千葉 栃木 茨城 北海道

ＮＢ（雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ)アカディ 900ｍｌ 全生協 群馬 山形 宮城

くみあい乳業 くみあい乳業 北海道旭川市 NB（雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ）メグミルク　LL北海道牛乳 1000ｍｌ 東京 北海道 販売者は雪印メグミルク

4 南日本酪農協同
南日本酪農協
同　都城工場 宮崎県都城市

ＮＢ（南日本酪
農協同） 霧島山麓牛乳 1000ｍｌ

茨城・栃木・群馬・千葉・埼
玉・東京 宮崎 鹿児島

5 森永乳業 多摩工場 東京都東大和市 ＮＢ(森永乳業) 森永のおいしい牛乳 1000ｍｌ 埼玉・東京 北海道 栃木 茨城 埼玉 岩手 千葉

群馬 東京 長野 山梨 静岡 宮城

横浜森永乳業 神奈川県綾瀬市 神奈川 千葉 栃木 群馬 静岡 北海道 青森 岩手

6 タカナシ 岩手工場 岩手県葛巻市 ＣＯＯＰ COOP低温殺菌牛乳 1000ｍｌ 全生協 岩手 （葛巻町）

7 よつ葉乳業 十勝主管工場 河東郡音更町 ＣＯＯＰ COOP北海道十勝牛乳 1000ｍｌ 全生協 北海道 十勝地域

ＣＯＯＰ COOP北海道十勝低脂肪牛乳 1000ｍｌ 全生協

8 茨城乳業 石岡工場 茨城県石岡市 ＣＯＯＰ COOP産直いばらき牛乳 1000ｍｌ 茨城のみ 瑞穂農場

9 信州ﾐﾙｸﾗﾝﾄﾞ あずみの工場 長野松本市 ＣＯＯＰ COOPコープながの牛乳 1000ｍｌ 長野のみ 長野 （東北信）

ＣＯＯＰ COOPコープ牛乳 1000ｍｌ 長野のみ 長野     愛知 三重 群馬

ＣＯＯＰ COOPコープ牛乳 500ｍｌ 全生協 岐阜 北海道 新潟

10 協同乳業 東京工場 東京都西多摩郡 ＣＯＯＰ COOPコープとうきょう牛乳 1000ｍｌ 東京のみ 東京 （多摩地区）

11 千葉酪 市乳工場 千葉市若葉区 ＣＯＯＰ COOPコープちば牛乳 1000ｍｌ 千葉のみ 千葉

12

明治

栃木明治牛乳
　
明治

明治

明治

　
　
栃木明治牛乳
.
東北工場

旭川工場

恵庭工場

 

栃木県宇都宮市

宮城県黒川郡
　
北海道旭川市

北海道恵庭市

ＮＢ（明治） おいしい牛乳

 

900ｍｌ
茨城・栃木・群馬・千葉
埼玉・東京・長野・新潟

<工場別生乳産地>
　
・栃木明治・・栃木　青森、岩
手、宮城、山形、福島、群
馬、埼玉、千葉、茨城

・東北工場・・青森、岩手、宮
城、山形、福島

・旭川工場・・北海道

・恵庭工場・・北海道

※原乳の需給状況によりご
報告の地域以外からも集乳
する可能性はございます。

13 足柄乳業 足柄乳業 神奈川県足柄上郡 NB（タカナシ） おいしい無脂肪乳 1000ｍｌ 東京 北海道

タカナシ 岡山工場 岡山県倉敷市 NB（タカナシ） おいしい無脂肪乳 1000ｍｌ 東京 北海道

14 千葉北部酪農 千葉北部酪農 千葉県香取郡多古町COOP(ちばPB) 八千代牛乳 1000ｍｌ 全生協 千葉

COOP（ちばPB) 八千代牛乳 500ｍｌ 千葉

15 針谷乳業 針谷乳業 栃木県宇都宮市
COOP（ぐんま
PB) 岩手葛巻3.6牛乳 1000ｍｌ 群馬 岩手 （葛巻町）

NB(針谷乳業) 低脂肪牛乳 1000ｍｌ 群馬 岩手 （北上地区）

16 新潟県農協乳業新潟県農協乳業 新潟県新潟市 NB(新潟県農協乳業)魚沼牛乳 1000ｍｌ 新潟 新潟
（魚沼地方）（北魚沼・南魚沼地方）

※23年4月21日現在の生乳の産地です。産地指定の牛乳以外は、基本的には、当日の入荷状況により集乳産地は下記の範囲で変化します。当日
入荷した産地のものを合せて使用しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生乳の産地（都道府県名）

栃木　　　　　　　　　　　　群馬　　　　　　　　　　　　　千葉　　　　　　　　　　　　埼玉

茨城　　　　　　　　　　　　青森　　　　　　　　　　　　　岩手　　　　　　　　　　　　宮城

山形　　　　　　　　　　　　福島制限解除区域　　　　北海道


