
製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

㈱エーシーピー 爾志郡乙部町字栄野99-2 チキンカレー（レトルトパウチ）：ビーフエキス レトルトカレー なし

㈱エーシーピー 爾志郡乙部町字栄野99-2 ポークカレー（レトルトパウチ）：ビーフエキス レトルトカレー なし

倉谷時夫 檜山郡厚沢部町本町90-1 生ケーキ類：ゼラチン ケーキ なし

関川秀太 檜山郡江差町字愛宕町191 生ケーキ類：ゼラチン ケーキ なし

社会福祉法人　江差福祉会 檜山郡厚沢部町美和1087-2 生ケーキ類：ゼラチン ケーキ なし

㈱浅野屋 檜山郡江差町字本町45 生ケーキ類：ゼラチン ケーキ なし

㈱小林商店 檜山郡上ノ国町字大留 未加熱ハンバーグ（中間製品）：牛合い挽き肉 食肉 なし

㈱ユニークショップつしま 檜山郡江差町字橋本町 未加熱ハンバーグ（中間製品）：牛合い挽き肉 食肉製品？ なし

坂本ヒロ 檜山郡江差町字津花町84
スープ付き袋入りラーメン（㈱南華園社製スープについ
て）：ゼラチン、牛エキス、牛肉エキスを原材料とする蛋白
加水分解物

スープ なし

坂本ヒロ 檜山郡江差町字津花町84
スープ付き袋入りラーメン（正田醤油㈱社製スープについ
て）：味噌味

スープ なし

坂本ヒロ 檜山郡江差町字津花町84
スープ付き袋入りラーメン（ベル食品㈱社製について）：牛
を原材料とする蛋白加水分解物、牛肉エキス、牛脂、ゼラチ
ン

スープ なし

朝日食品株式会社
上磯郡上磯町七重浜4丁目
22-1

鮭フレークNo.1-2 そぼろ煮 なし

朝日食品株式会社
上磯郡上磯町七重浜4丁目
22-1

COOP鮭フレーク110G そぼろ煮 なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 メンチカツパン（キャベツ入り含む）、パンコロッケ 調理パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 モカチーノサンド サンドイッチ なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 小倉あんドーナツ、こしあんドーナツ ドーナツ なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 カレーパン カレーパン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ソーセージドーナツ
調理パン（ドー
ナツ）

なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12
クリーミーおさつ&ホイップ、クリームパン、ホイップ&カ
スタードドーナツ

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ツナオニオン、サクサク林檎のデニッシュ 調理パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ミルキーフランス 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 くるくるシュクレ、スイートポテトなパン、メロンパン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ミルキーレーズン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ソフトフランスクロワッサン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ごまとカマンベール 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12
おさつスナックサンド、コッペジャム&マーガリン、コッペ
つぶあん&マーガリン、ダブルクリームサンド、ふんわりク
リームサンド

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12
たっぷりバターソフト、ツナ包み焼きパン、ふんわりクリー
ムサンド

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ホワイトミルクロール 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ソフトピーナツサンド 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 メープルのパン 菓子パン なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 カフェモカサンド、ミルクパン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12
豊の香いちご&ホイップ、ちぎりパン、ブルーベリー&ミル
ク、バナナカスター&ホイップ

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12
ホイップチョコ、クリーミーおさつ&ホイップ、ホイップカ
スタードーナツ

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ミルキーメロン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ホイップショコラ 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ロングシュガーマーガリン 菓子パン なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

イギリス風カレー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

イギリス風カレー辛口
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

フランス風カレー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

インド風カレー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

ハヤシビーフ
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

メモリアルリッチ鴨カレー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

リッチ鴨カレー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

ビーフシチュー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

牛タンシチュー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

パンプキンスープ
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

ボルシチスープ
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

五島軒ビーフカレー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

ナチュラルチキンカレー
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

パンプキンポタージュ
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社五島軒
上磯郡上磯町字追分3丁目2-
19

コーンポタージュ
レトルト食品
（そうざい）

なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 函館シチュー（かに）（帆立、北寄貝） そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 函館ドリア（シーフード）（チキン） そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 グラタン（えび、ほたて、かに） そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 棒たらのカンロ煮 そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 鮭のり（ほたて貝ひも入） そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 鮭フレーク そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 味付つぶ そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 味付数の子（醤油、明太、わさび） そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 北の雑炊（かに、うに、鮭） そうざい なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況
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の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 帆立めし（帆立フレーク）、混ぜごはんのもと そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 炊き込みごはんの素（かに、うに、あわび） そうざい なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

焼ほたて貝 焼物 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

マヨネーズさきいか 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

味付数の子 黒醤油 白造り しょう油漬 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

つぼ八北海道向いか塩辛 塩漬 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

くんさき 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

かにほぐし そうざい なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

つまみ鱈 そうざい なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

かに茶漬 茶漬 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

ソフトさきいか、函館さきいか、いかスミさきいか 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

いか軟骨、茎わかめ、浜焼いか 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

いかくん 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

海鮮みっくすマリーネ 漬物 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

うにいか 漬物 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

あさり茶漬 茶漬 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

うに茶漬、鮭茶漬 茶漬 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

たこマリーネ、いかマリーネ 漬物 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

いかソーメン（タレ） しょうゆ なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

いかめし そうざい なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

いか沖造り 漬物 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

たこわさび 漬物 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

鮭ほぐし明太 漬物 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

カニほぐし 漬物 なし

株式会社道南冷蔵
上磯郡上磯町字追分3丁目5-
13

ホタテ茶漬 茶漬 なし

株式会社時兼畜販 上磯郡上磯町字追分121-48 牛モツ煮込み そうざい 有 なし 回腸遠位端 大小腸 実施 実施

株式会社ニチロ森工場 茅部郡森町字港町241 そうざい（瓶詰、トレー詰、袋詰製品） そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47
北海あんかけ焼そば、肉じゃが、辛口ジャージャー麺、ミニ
五目あんかけ焼そば、特製彩り幕の内、きのこ御飯弁当、四
川風マーボ豆腐丼、ボリュームカツカレー、豚スタミナ丼

弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 おむすびランチ、お好みのり弁当 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ボリュームハンバーグ弁当 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 幕の内デラックス（紅鮭） 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 醤油おむすび鮭、ミニポークカレー丼 弁当類 なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無
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株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 稲荷、助六寿司、おにぎりいなりセット 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 焼そばロール そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 洋風バラエティ弁当 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ポテトときのこのチーズ焼き そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 おろしハンバーグ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 豚生姜焼き そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ミートソーススパゲッティ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 お肉たっぷり回鍋肉、ホイコーロー丼 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 てりやきバーガー そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 北海海老いか天丼 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 幕の内４５０ 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 鮭わかめおむすび、わかめおむすび 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 牛カルビ弁当 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 野菜たっぷり寄せ鍋 そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ナポリタンスパゲッティ、きのことペンネのサラダ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 本場の味キムチ鍋 そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 竹輪の磯辺揚げ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 若鶏の唐揚げ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 お好み焼きミックス そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 チーズチキンカツロール そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 特製味わい御膳、旬のきのこグラタン そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47
手巻おにぎりシーチキン、ミニポークカレー丼、こだわり玉
子のパスタサラダ

弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ミニソースカツ丼 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 北海中華丼 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 特選チャーハン、ミニチャーハン 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 イカフライ弁当 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 赤飯おこわおむすび、特製赤飯、予約赤飯 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47
とんかつ&生姜焼き弁当、えび天丼、こだわりの本格かつと
じ丼、おにぎりセット、手巻寿司海老巻き

弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 三陸わかめ御飯おむすび 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 チキン&コーンサラダカップ ドレッシング なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ボリューム唐揚げ弁当 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 手巻きおにぎりシーチキン 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 手巻きおにぎり明太子 弁当類 なし

4 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
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株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 和風明太子スパゲティ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47
すき焼き、大粒あさりのボンゴレ、和風きのこハンバーグ、
ポークカツレツ、本格マーボー茄子、茄子のはさみ揚げ

そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 煮しめ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 昔なじみの焼うどん（醤油味） そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 たこ焼き そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ネギ塩辛カルビ弁当、手巻きおにぎりネギ塩カルビ韓国のり 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ツナピラフ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ミックスサンド、ツナサンド サンドイッチ なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 サラダ巻き 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 鮭のり弁当 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 手巻きおにぎり海老マヨネーズ 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 幕の内デラックス 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 デミソースカツレツ（エスカロップ風） そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 専門店の味すき焼き丼 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 大盛り肉入りや生そば そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ポテトサラダ そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 おむすびサンド紅鮭、トーストポテトサラダ 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 照焼ソーセージおむすび 弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ハム玉子ロール、焼きそばロール そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47

ハム玉子サンド、ミラノサンド、こだわり玉子サンド、ハム
玉子ボックス、フレッシュハムサンド、野菜ポテトサンド、
ハム野菜サンド、ハムチーズサンド、和風ツナ&トマト玉子
サンド、ジャーマンポテトサンド、ローストンカツサンド、
アメリカンクラブサンド

サンドイッチ なし

株式会社丸豆岡田製麺 亀田郡七飯町字中島13-1 各種スープ、たれ類
たれ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 ポーク焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 ジャンボ餃子（冷凍食品）
そうざい（ぎょ
うざ）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 静岡県給餃子（冷凍食品）
そうざい（ぎょ
うざ）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 レンジえびジャンボ焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 いずみ生協えび焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 コープながのえび焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 京都生協えび焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 千葉コープえび焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし
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株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 えび焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 大焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 本家かまどや大焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 新肉焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 肉焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 FQ大焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 千葉コープポーク焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 FQ新肉焼売（冷凍食品）
そうざい（しゅ
うまい）

なし

株式会社森ニチレイフーズ 茅部郡森町字港町34 コープとうきょうポーク焼売
そうざい（しゅ
うまい）

なし

菊池食品工業株式会社　函
館工場

亀田郡七飯町字上藤城113 畑のお肉（そうざい） そうざい なし

中水食品工業株式会社 亀田郡七飯町字中島159-4 牛肉の佃煮（しぐれ煮） つくだ煮 なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5 三河屋北海道八雲コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5 三河屋こだわりコロッケ（男爵） 冷凍食品 なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5
三河屋のこだわりシリーズこだわりコロッケ（カレー）９０
ｇ

冷凍食品 なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5 三河屋の米沢牛コロッケ（調理冷凍食品） 冷凍食品 なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5 （赤パン付）ビーフコロッケ 冷凍食品 なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ だし入りみそ みそ なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ 鍋みそ みそ なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ キムチの素 調味料 なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ おでんみそ みそ なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ 調理みそ みそ なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ こんぶしょうゆ しょうゆ なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ まいたけしょうゆ しょうゆ なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5 クリーミーコロッケ 冷凍食品 なし

小池利雄 瀬棚郡今金町字今金３５４ ムース 洋生菓子 なし

小池利雄 瀬棚郡今金町字今金３５４ プリン 洋生菓子 なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5 角形ミートコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5 牛ゴボウコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社ｻｶｲﾔﾌｰｽﾞ 山越郡八雲町三杉町13-5 ビーフメンチカツ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ ビーフコロッケ（ドライパン粉） 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ 角形牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ ビーフカレークレーセ 冷凍食品 なし
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株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ 油調済ＰＨ調整ミートコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ 牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ 牛肉コロッケ５０ｇ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ 牛肉入南瓜クノーデル 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ ミートコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ 牛肉コロッケ　（牛肉エキス入） 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ ﾍﾞｰｺﾝﾎﾟﾃﾄパイ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ 広島牛コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ 牛じゃがコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ かぼちゃパイ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ クリームコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社サカイフーズ 山越郡八雲町三杉町１３－５ グラタン 冷凍食品 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島びん牛乳(3.7 200･500･1000ml) 牛乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島牧場牛乳(500･1000ml) 牛乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島びんﾌﾙｰﾂ（200･500･1000ml) 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島びんｺｰﾋｰ（200･500ml) 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島牧場ﾖｰｸﾞﾙﾄ 発酵乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ ｾｲｺｰﾌﾚｯｼｭｺｰﾋｰ 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ ｾｲｺｰ北海道ﾖｰｸﾞﾙﾄ 発酵乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 雪印びん牛乳 牛乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 雪印ｶﾙﾊﾟﾜｰＭＢＰ 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 雪印びんﾌﾙｰﾂ 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 雪印びんｺｰﾋｰ 乳飲料 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 男爵コロッケ　ｶﾚｰ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 札幌コロッケ牛肉・野菜・ｶﾚｰｺｰﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 男爵コロッケ　野菜 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 札幌揚げパン　肉じゃが 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 札幌揚げパン　ﾁｰｽﾞとｺｰﾝﾍﾞｰｺﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 北海道ﾌﾟﾁｺﾛｯｹ　ｱ･ﾗ･ｶﾙﾄ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 美幌男爵コロッケ　ﾌﾟﾚｰﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ｻｯﾎﾟﾛﾌﾗｲﾎﾟﾃﾄ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ﾗｲｽｺﾛｯｹ　ﾄﾏﾄ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ﾗｲｽｺﾛｯｹ　ｲｶｽﾐ 冷凍食品 なし
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株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 新一口ﾎﾟﾃﾄ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ﾊﾛｰｷﾃｨｰのかわいいﾎﾟﾃﾄ 冷凍食品 なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 辛しめんたいこ（ﾊﾞﾗ子） 明太子 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ﾌﾗｲ済ﾆｾｺｺﾛｯｹ　かぼちゃﾁｰｽﾞ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 本造りコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ｼﾞｬﾝﾎﾞｺﾛｯｹ　牛肉・野菜・ｶﾚｰ・ｺｰﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 新中華揚丸　ごまあん・五目そぼろあん 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 大樹ｶﾏﾝｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 北海道発お惣菜ｺﾛｯｹ　牛肉・野菜・ｺｰﾝ・ｺｰﾝばっかし 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 新一口ﾎﾟﾃﾄ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 無農薬ｺﾛｯｹ　牛肉・野菜 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ﾐｰﾄｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ｻｸｻｸ衣のｺﾛｯｹ　牛肉・野菜・ｶﾚｰ・ﾀｯﾌﾟﾘｺｰﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 名水ｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 近海無着色明太子 明太子 なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 辛しめんたいこ（ﾊﾞﾗ子） 明太子 なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 味付け数の子（無添加Ａ）
魚卵製品(数の
子)

なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 味付け数の子（ﾗﾃﾞｲｯｼｭ）
魚卵製品(数の
子)

なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 近海無着色明太子（ＧＫ使用）
惣菜
(明太子)

なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 近海無着色明太ﾊﾞﾗｺ（NOGM）
惣菜
(明太子)

なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 近海無着色明太子（NOGM）
惣菜
(明太子)

なし

宮武聖士
虻田郡倶知安町北１条西２
丁目

ﾁｰｽﾞｹｰｷｾｯﾄ 洋生菓子 なし

宮武聖士
虻田郡倶知安町北１条西3丁
目

ﾌﾟﾘﾝ ﾌﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ なし

宮武聖士
虻田郡倶知安町北１条西4丁
目

ﾀﾙﾄ等 ﾀﾙﾄ なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町138 ﾋﾟﾛﾊﾟﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町139 野菜ｶﾚｰ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町140 かぼちゃとﾚｰｽﾞﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町141 枝豆とえび 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町142 肉じゃが 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町143 ﾁｰｽﾞｺｰﾝﾍﾞｰｺﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町144 ｷﾑﾁ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町139 ＰＨ調整ｺﾛｯｹ（ｶﾚｰ、野菜、肉じゃが） 冷凍食品 なし
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株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町141 ﾊｯｼｭﾄﾞｺﾛｯｹ（ｶﾚｰ、ｽﾍﾟｼｬﾙ） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町142 ﾄﾞｰﾑ型ｺﾛｯｹ（野菜、かぼちゃ、ﾎﾟﾃﾄ、牛肉） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町143 ﾂﾅｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町144 惣菜横町ｺﾛｯｹ（ｸﾘｰﾑｺｰﾝ、牛肉） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町145 海鮮ｺﾛｯｹ(ﾎﾀﾃｸﾘｰﾑ、鮭ｸﾘｰﾑ) 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町146 ｷﾑﾁｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町147 牛肉ｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町148 枝豆ｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町149 野菜ｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町150 ﾚﾝｼﾞ用ｺﾛｯｹ（ﾎﾟﾃﾄ、ﾋﾞｰﾌ） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町151 かぼちゃと牛挽肉ｻﾝﾄﾞ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町152 ﾐｰﾄｺﾛｯｹ（ﾐｰﾄ、牛肉） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町153 無農薬ｺﾛｯｹ　牛肉 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町154 芽室ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町155 みじん切りﾎﾟﾃﾄｼｬｷｼｬｷ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町156 ﾁｰｽﾞﾎﾀﾃｸﾘｰﾑ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町157 ｻｸｻｸ衣のたっぷりｺｰﾝ　ｸﾘｰﾑ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町158 ﾎﾟﾃﾄｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町159 丸型ｻｸｻｸたっぷりｺｰﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町160 ＰＨ調整ｻｸｻｸたっぷりｺｰﾝ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町161 札幌ｺﾛｯｹ（野菜、ｺｰﾝ、ｶﾚｰ、牛肉） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町162 肉じゃがｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町163 ﾅﾁｭﾗﾙｺｰﾝｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町164 ﾅﾁｭﾗﾙｺﾛｯｹ（ﾌﾟﾚｰﾝ、ｺｰﾝ、ﾋﾞｰﾌ） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町165 黄王ｶﾎﾞﾁｬｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町166 ﾍﾞｼｬﾒﾙｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町167 ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町168 東急ｽﾄｱ向けｺﾛｯｹ（かぼちゃ、野菜、ｶﾚｰ、牛肉） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町169
和風惣菜ｺﾛｯｹ（れんこん、ごま昆布、きんぴら、肉じゃ
が）

冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町170 皮むきかぼちゃのほこほこ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町171 ＧＹ調整肉じゃがｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町172 うらごし野菜のﾎﾟｰｼｮﾝ（ﾎﾟﾃﾄ、かぼちゃ、枝豆） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町173 ﾄﾏﾄｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし
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株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町174 おばあちゃんのｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町175 男爵ｺﾛｯｹ　牛肉 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町176 牛肉たっぷり牛肉ｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町177 素材の生きたｽｰﾌﾟ（ｺｰﾝ、ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ、ﾎﾟﾃﾄ、枝豆） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町178 おいしいｺﾛｯｹ（ﾋﾞｰﾌ、ｺｰﾝ、ﾌﾟﾚｰﾝ） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町179 素材の生きたｽｰﾌﾟ　ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ（ｺｰﾝ、ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町180 ＰＨ調整肉じゃがｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

三浦一廣
虻田郡倶知安町北４条東１
丁目

ﾚｱﾁｰｽﾞ 洋生菓子 なし

千葉　善吉
虻田郡倶知安町北１条西１
丁目

ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏｯﾄ 洋生菓子 なし

藤井　英樹
虻田郡倶知安町北１条西３
丁目

ティラミス 洋生菓子 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町180 一丁ｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町181 ﾚﾝｼﾞﾗｲｽｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町182 ﾒﾝﾁｶﾂﾊﾟﾃ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町183 北海道ﾋﾞｰﾌｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町184 ﾐﾆｺﾛｯｹｾｯﾄ（牛肉、ｶﾚｰ） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町185 弁当用ｺﾛｯｹ（ｶﾚｰ、ﾐｰﾄ） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町186 ﾚﾝｼﾞ用ｺﾛｯｹ（ｶﾚｰ、ﾐｰﾄ） 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町187 ｸﾘｰﾐｰﾗｲｽｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町188 減農薬かぼちゃｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町189 減農薬牛肉ｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町190 帆立ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町191 北海道ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町192 牛肉ｶﾚｰｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町193 えびｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町194 ｺｰﾝｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町195 ﾐﾆﾎﾟﾃﾄ　ｶﾚｰ、ｺﾝｿﾒ 冷凍食品 なし

株式会社ﾊﾟｲｵﾆｱﾌｰｽﾞ 虻田郡京極町196 北海道ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 炭火納豆添付たれ
たれ(カツオエ
キス）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 大自然納豆添付たれ
たれ(動物性た
んぱく質加水分
解）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 添付たれ（十勝納豆、豆の極み、お豆腐屋さん納豆）
たれ(動物性た
んぱく質加水分
解）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 とろろ納豆添付たれ
たれ(動物性た
んぱく質加水分
解）

なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 あずま納豆用添付たれ
たれ(動物性た
んぱく質加水分
解）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 こんにゃくそうめん添付たれ
たれ(動物性た
んぱく質加水分
解）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きおでんこんにゃく
こんにゃく
(ビーフエキ
ス）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きおでんこんにゃく
こんにゃく(ゼ
ラチン)

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きおでんこんにゃく
こんにゃく(牛
脂）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きミニ白滝
こんにゃく
(ビーフエキ

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きミニ白滝
こんにゃく(ゼ
ラチン)

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きミニ白滝
こんにゃく(牛
脂）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 雷こんにゃく添付たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 雷こんにゃく添付たれ たれ(ゼラチン) なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 沖縄産本もずく　たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 ままかりの梅ところてん　たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 1食簡単天ぷらそば　たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 2食簡単天ぷらそば　たれ
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 1食簡単天ぷらうどん　たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 2食簡単天ぷらうどん　たれ
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 更科ざるそば
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 更科ざるそば
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 焼きうどんたれ（ソース味）
たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 焼きうどんたれ（醤油味）
たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 焼きうどんたれ（醤油味） たれ（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 焼きうどんたれ（醤油味）
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 熱い鍋たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 熱い鍋たれ
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 生ざるうどんたれ
たれ（たんぱく
加水分解物
（肉））

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 生ざるうどんたれ
たれ（たんぱく
加水分解物（骨
皮））

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 生ざるうどんたれ
たれ（たんぱく
加水分解物
（肉））

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 あんかけ焼きそばたれ
たれ（牛エキ
ス）

なし

11 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 焼きそば2食3食たれ
たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 焼きそば2食4食たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 熟成48ラーメン味噌、塩、醤油 スープ（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 熟成48ラーメン塩
スープ（たんぱ
く加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 熟成49ラーメン塩
スープ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 熟成48ラーメン塩
スープ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 本場札幌ラーメンたれ（塩、醤油）
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 本場札幌ラーメンたれ（塩、醤油）
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 本場札幌ラーメンNO4スパイス
調味料（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 ざるラーメンたれ
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 石狩ラーメン快風丸冷やし中華たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 石狩ラーメン快風丸冷やし中華たれ ゼラチン なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 本場札幌冷やし中華たれ
たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 たれ付納豆（おかわり、十勝、どさんこ）たれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 エビ餃子　具 餃子（牛肉） なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 コープ鍋焼き（天ぷら、きつね、ちから）つゆ
つゆ（牛肉エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 コープ鍋焼き（天ぷら、きつね、ちから）つゆ
つゆ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 コープ鍋焼き（天ぷら、きつね、ちから）つゆ
つゆ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 弁当（赤蒲スライス） つゆ（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 弁当（丼たれE-5042）
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 弁当（丼たれE-5043）
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 味付きいなり皮CFS-3 いなりずし 不明

水酸化ナトリ
ウムで１時間
煮沸処理後、
洗浄。脱臭工
程で２５０℃
約１時間の水
蒸気蒸留。

脳、脊髄、
眼、回腸遠位
端

牛脂

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 おでんのたれ たれ なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 焼きそばソース ソース なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 焼きそばソース
ソース'たんぱ
く加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 塩焼きそば粉末ラーメンたれ塩味L4
たれ（牛肉エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 塩焼きそば粉末ラーメンたれ塩味L5
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 塩焼きそば粉末ラーメンたれ塩味L6
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 鶏照り焼き 照り焼きたれA
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 あんかけ焼きそばのたれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 肉うどん具のたれ
たれ（牛肉エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 うなぎたれスペシャル
たれ（牛肉エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 うなぎたれスペシャル たれ なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 松茸ご飯具材セット
たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 味付きしいたけ ゼラチン なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 業務用だしのもと1Kg　S
たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 おむすび　練り梅 おにぎり なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 五目いなり　味M-30 いなりずし なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 五目巻き すし なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 助六寿司　上錦糸 すし なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 細巻き玉子 すし なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 太巻き　巻き芯 すし なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 助六　伊達皮 すし（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 カニサラダ　オーシャンキング
かまぼこ（たん
ぱく加水分解
物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 ポテトサラダ
サラダ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 カニ風味シュウマイ
たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 弁当　焼きちくわ
竹輪（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 おこわ　冷凍かざり人参
たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 おこわ　冷凍かざり人参 ゼラチン なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 からし和え（ミツカン）
たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 弁当　リシュパアレー　カニ爪アーモンド 牛脂 なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 弁当　リシュパアレー　カニ爪アーモンド
たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 塩焼きそばオイスターソースS
ソース（たんぱ
く加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 煮物用　かつお香味　s
たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 ちらし寿司　いかかで生姜千切り
しょうが（ビー
フエキス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 カルビー丼たれ
たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 弁当　ウインナー
ウインナーソー
セージ（たんぱ
く加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 錦糸焼売
シュウマイ（た
んぱく加水分解
物）

なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況
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の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 錦糸焼売
シュウマイ（牛
脂）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 チキンカツ フライ（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 錦糸玉子（ちらし寿司）
すし（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 錦糸玉子（ちらし寿司） すし（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 天丼のたれ
たれ（ビーフエ
キス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 天丼のたれ
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 サラダ巻き　北の味 ゼラチン なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 ポテトコロッケ
コロッケ（牛
脂）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 バッテラシート穴子（押し寿司）
すし（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 とんかつソース
ソース（ビーフ
エキス）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 とんかつソース
ソース（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 味付きマスコ（ちらし寿司　わっぱめし）
すし（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 味付きマスコ（ちらし寿司　わっぱめし）
すし（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 カツ丼　丼たれE-5003
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩
工場

石狩市新港西2丁目754-1 カツ丼　丼たれE-5004
たれ（ゼラチ
ン）

なし

デイリーパック北海道
（株）

江別市工栄町5－8　 焼き肉のたれBＣ－40（富士食品）
たれ（蛋白加水
分解物）

なし

デイリーパック北海道
（株）

江別市工栄町5－8　 日本フードカルビーのたれ
たれ（牛肉エキ
ス）

なし

日本ハム惣菜（株）北海道
工場

江別市工栄町11－5 惣菜各種
そうざい（ビー
フエキス）

なし

江別製粉株式会社 江別市緑町東3丁目91 ミックス粉調味料
調味料（ビーフ
エキス）

なし

三栄食品株式会社
石狩市新港西１丁目７０６
－６

味付きメンマ
調味料（蛋白加
水分解物

なし

三栄食品株式会社
石狩市新港西１丁目７０６
－６

ラーメンスープ スープ（牛脂） なし

三栄食品株式会社
石狩市新港西１丁目７０６
－６

ラーメンスープ
スープ（ゼラチ
ン）

なし

三栄食品株式会社
石狩市新港西１丁目７０６
－６

焼き肉のたれ
たれ（蛋白加水
分解物）

なし

三栄食品株式会社
石狩市新港西１丁目７０６
－６

スープの素、焼き肉たれ
たれ（牛エキ
ス）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

赤鶏だんご鍋セット
食肉加工品（肉
エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

赤鶏だんご鍋セット
肉類加工品（牛
肉エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

豚ロース焼き肉
肉類加工品（牛
脂）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

豚だんご鍋セット
肉類加工品（牛
脂）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

合鴨だんご鍋セット
肉類加工品（牛
脂）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

若鶏照焼（味付き）
肉類加工品（牛
肉エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

若鶏照焼（味付き）
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

14 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

手ごねハンバーグ
ハンバーグ（牛
エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

やわらか豚ローストンカツ
トンカツ（ビー
フエキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

ねぎ焼き肉
肉類加工品
（ビーフエキ
ス）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

ねぎ焼き肉
肉類加工品（牛
由来エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

鶏肉だんご鍋セット
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

牛すじ煮込み鍋セット
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

あっさりちゃんこ鍋セット
肉類加工品（蛋
白加水分解物）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

こってりちゃんこ鍋セット
肉類加工品（蛋
白加水分解物）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

こってりちゃんこ鍋セット
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

牛すき焼き鍋セット
肉類加工品（牛
肉）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

牛すき焼き鍋セット
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

豚汁鍋セット
肉類加工品（蛋
白加水分解物）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

豚汁鍋セット
肉類加工品（蛋
白加水分解物）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

豚汁鍋セット
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

韓国風キムチ鍋セット
肉類加工品（牛
肉）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

韓国風キムチ鍋セット
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

牛辛口カルビ鍋セット
肉類加工品（牛
肉）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

牛辛口カルビ鍋セット
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌
センター

石狩市新港西１丁目２－７
７０

ローストビーフサラダ
サラダ（ビーフ
エキス）

なし

（株）ダイエーセントラル
水産

石狩市新港西１丁目２－７
７０

味付数の子（北栄）
数の子（ゼラチ
ン）

なし

（株）ダイエーセントラル
水産

石狩市新港西１丁目２－７
７０

味付数の子（北栄） 数の子（牛皮） なし

（株）ダイエーセントラル
水産

石狩市新港西１丁目２－７
７０

数の子わさび漬け（北栄）
数の子（蛋白加
水分解物）

なし

（株）ダイエーセントラル
水産

石狩市新港西１丁目２－７
７０

数の子わさび漬け（北栄） 数の子（牛皮） なし

（株）ダイエーセントラル
水産

石狩市新港西１丁目２－７
７０

三平汁、薬膳鍋　塩味スープ
スープ（ゼラチ
ン）

なし

（株）ダイエーセントラル
水産

石狩市新港西１丁目２－７
７０

つみれ鍋　鍋物スープ
スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ビーフハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ビーフ＆ポークハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

フレーヴィーハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

メンチベース 食肉（牛肉） なし
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株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

焼きハンバーグレンジくん
食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

焼きハンバーグレンジくん
食肉冷凍食品
（牛脂）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

焼きハンバーグレンジくん
食肉冷凍食品
（ビーフエキ
ス）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ホクビーサーロイン 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ホクビーサーロイン 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ミニホクビーサーロイン 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ミニホクビーサーロイン 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

バリューサーロイン 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

バリューサーロイン 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

Ｎロースステーキ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

Ｎロースステーキ 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ヒレステーキ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ヒレステーキ 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

USロイン 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

USロイン 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ハンギングテンダー 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ハンギングテンダー 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

デミグラスソース
食肉冷凍食品
（牛すじ）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

デミグラスソース
食肉冷凍食品
（牛脂）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ホクビービーフシチュー
食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ホクビービーフシチュー
食肉冷凍食品
（牛脂）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ホクビービーフシチュー
食肉冷凍食品
（ビーフエキ
ス）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ボイルドビーフカット/ミート＆ブイヨン
食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ボイルドビーフネット付き
食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

牛肉の角煮（和風仕立て）
食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

牛肉の角煮（和風仕立て）
食肉冷凍食品
（ゼラチン）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ローストリブブロック
特定加熱食肉製
品（牛肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ローストビーフ
特定加熱食肉製
品（牛肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ＳＬビーフ 食肉（牛肉） なし
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株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

十勝ビーフハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ホクレン北海道ハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

北海道産牛ヒレ１口カットステーキ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

コトコト煮込んだロールキャベツ（トマト）
惣菜半製品（牛
肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

クラーク博士のライスカリー
冷凍食品（牛
肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

牛もつ煮込み
冷凍食品(大小
腸）

有 無 回腸遠位端 大小腸 実施 実施

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ビーフシチューマデラ風
冷凍食品（牛
肉）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ビーフシチューマデラ風
冷凍食品（ビー
フブイヨン）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ビーフシチューマデラ風
冷凍食品（ビー
フエキス）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

ビーフシチューマデラ風
冷凍食品（ゼラ
チン）

なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

北海道丸ごとハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー
石狩市新港西１丁目７２５
－１

北海道丸ごとハンバーグ
食肉（ビーフエ
キス）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うまみスープ味平カボチャポタージュ
レトルトパウチ
食品スープ(コ
ンソメ)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うまみスープ味平カボチャポタージュ
レトルトパウチ
食品スープ(チ
キンエキス)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うまみスープ男爵ポテトポタージュ
レトルトパウチ
食品スープ(コ
ンソメ)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うまみスープ男爵ポテトポタージュ
レトルトパウチ
食品スープ(チ
キンエキス)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うまみスープハニーコーンポタージュ
レトルトパウチ
食品スープ(コ
ンソメ)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うまみスープハニーコーンポタージュ
レトルトパウチ
食品スープ(チ
キンエキス)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うまみスープ石狩さけスープ
レトルトパウチ
食品スープ(コ
ンソメ)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うまみスープ石狩さけスープ
レトルトパウチ
食品スープ(チ
キンエキス)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　白粥
レトルトパウチ
食品米飯類(カ
ツオエキス）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　白粥

レトルトパウチ
食品米飯類(コ
ラーゲンペプチ
ド）

なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　かに粥
レトルトパウチ
食品米飯類(カ
ツオエキス）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　かに粥

レトルトパウチ
食品米飯類(コ
ラーゲンペプチ
ド）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　鮭粥
レトルトパウチ
食品米飯類(カ
ツオエキス）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　鮭粥

レトルトパウチ
食品米飯類(コ
ラーゲンペプチ
ド）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　昆布粥
レトルトパウチ
食品米飯類(カ
ツオエキス）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　昆布粥

　レトルトパウ
チ食品米飯類
(コラーゲンペ
プチド）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　ほたて粥
レトルトパウチ
食品米飯類(カ
ツオエキス）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　ほたて粥

レトルトパウチ
食品米飯類(コ
ラーゲンペプチ
ド）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　あずき粥
レトルトパウチ
食品米飯類(カ
ツオエキス)

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道粥御膳　あずき粥

レトルトパウチ
食品米飯類(コ
ラーゲンペプチ
ド）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 白い牧場プリン
プディング（ゼ
ラチン）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーホタテ 調味料（牛骨） なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーホタテ
鰹エキス（肉、
軟骨）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリー鮭 調味料（牛骨） なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリー鮭
鰹エキス（肉、
軟骨）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーうに 調味料（牛骨） なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーうに
鰹エキス（肉、
軟骨）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーかに 調味料（牛骨） なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーかに
鰹エキス（肉、
軟骨）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うま味スープ白花豆
レトルトパウチ
食品スープ（コ
ンソメ）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うま味スープ白花豆
レトルトパウチ
食品スープ（チ
キンエキス）

なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うま味スープにんじんポタージュ
レトルトパウチ
食品スープ（コ
ンソメ）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うま味スープにんじんポタージュ
レトルトパウチ
食品スープ（チ
キンエキス）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うま味スープオニオンスープ
レトルトパウチ
食品スープ（コ
ンソメ）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 北海道特選うま味スープオニオンスープ
レトルトパウチ
食品スープ（チ
キンエキス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷やしラーメンスープごまだれ（寿がきや食品製造分） たれ(牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ヤマモリ株式会社製造分）
たれ(牛エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ヤマモリ株式会社製造分）
たれ(動物性た
んぱく加水分解
物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ヤマモリ株式会社製造分） たれ(ゼラチン) なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業株式会社製造分
ソース(牛エキ
ス国産）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業株式会社製造分
ソース(牛エキ
ス輸入）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業株式会社製造分
ソース(ゼラチ
ン)

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業株式会社製造分
ソース(たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業株式会社製造分 ソース(牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 うどんスープ（ヤマキ株式会社分）
スープ(ゼラチ
ン加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式会社分）
たれ(牛エキス
輸入）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式会社分）
たれ(牛エキス
国産）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式会社分）
たれ(牛たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式会社分） たれ(ゼラチン) なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式会社分） たれ(牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベル食品株式会社製造分）
たれ(牛肉エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベル食品株式会社製造分）
たれ(牛たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベル食品株式会社製造分） たれ(ゼラチン) なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベル食品株式会社製造分）
たれ（牛肉エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベル食品株式会社製造分）
たれ（牛たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベル食品株式会社製造分）
たれ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベル食品株式会社製造分） たれ（牛脂） なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（株式会社南華園製造分）
たれ（牛たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（株式会社南華園製造分）
たれ（ゼラチン
加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（株式会社南華園製造分）
たれ（牛エキス
（輸入））

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和弘株式会社製造分）
たれ（牛エキス
（輸入））

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和弘株式会社製造分）
たれ（牛エキス
（国産））

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和弘株式会社製造分）
たれ（牛たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和弘株式会社製造分）
たれ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和弘株式会社製造分） たれ（牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 めんつゆ
つゆ（蛋白加水
分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺類（キューピー乾燥卵白ＭＢ） 麺類（牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 塩ラーメン添付スープ（正田醤油株）
スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップそば添付スープ（正田醤油株）
スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップそば添付スープ（正田醤油株） 蛋白加水分解物 なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップたぬき添付スープ（正田醤油株）
スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップたぬき添付スープ（正田醤油株）
スープ（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップワンタンスープ（正田醤油株）
スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 ポークハム（プリマハム株）
ハム（牛エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 豆板醤（協和発酵株） 豆板醤（牛皮） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップごまそば・なると
なると（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップ生ラーメン・中華味顆粒（味の素）
調味料（牛エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 炒麺ポンテオハオユ（味の素） 調味料（牛骨） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 ざるそば・そばつゆ つゆ（牛骨） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 あんかけ焼きそばゼラチン（太陽化学株）
たれ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 チャンポン麺スープＴ（アリアケジャパン株）
スープ（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 チャンポンたれＡＣ（アリアケジャパン株）
たれ（蛋白加水
分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば・チキンガラスープ（アリアケジャパン株）
スープ（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷やし中華スープ（マツモト株）
スープ（ビーフ
エキス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば粉末ソース（ヤマト株）
ソース（ビーフ
エキス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば粉末ソース（ヤマト株）
ソース（蛋白加
水分解物）

なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば粉末ソース（ヤマト株） ソース（牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば液体ソース（オタフク）
ソース（牛エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば液体ソース（オタフク） ソース（牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば液体ソース（オタフク）
ソース（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップ醤油ラーメンスープ（和弘食品）
スープ（ゼラチ
ン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 鮭たたき（イズミ食品）
たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 鮭チャンチャン焼き　だししるべK-C（宝酒造） たれ（牛肉） なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 鮭チャンチャン焼き　だししるべK-C（宝酒造）
たれ（ゼラチ
ン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 紅鮭サーモンロール、ゼラチンＳＴ（ニッピゼラチン）
魚肉練り製品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目
磯こごり（海鮮ゼリーカップ入り）、ゼラチンＳＴ（ニッピ
ゼラチン）

ゼリー（ゼラチ
ン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 紅鮭切り込み、生珍味ベース（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 紅鮭切り込み、三升漬けの素白（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 鮭明太、三升漬けの素白（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 鮭明太、辛子明太調味液（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 明太とば、辛子明太調味液（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 明太とば、辛子明太調味液（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 明太とば、辛子明太調味液（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（蛋白加水分解
物）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 紅鮭切り込み、三升漬けの素黒（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 鮭明太、三升漬けの素黒（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（蛋白加水分解
物）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 貝の煮合わせ、アワビ調味液（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 いかうに数の子、いかねり（ウニベース）かねとく
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 ほたてうに、いかねり（ウニベース）かねとく
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 チューの塩辛、チュー調味（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 蒲鉾帆立味、クン蒲ベース（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（蛋白加水分解
物）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 蒲鉾帆立味、クン蒲ベース（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 明太ロッキー、辛子明太調味液SS（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし
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佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 辛味とば、辛子明太調味液SS（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 蒲鉾かに味、クン蒲ベースかに（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 蒲鉾エビ味、クン蒲ベースエビ（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目
鮭ルイベ漬け明太味、辛子明太調味液SS（三郁サンダイ
ヤ）

魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 いかかっこみ、辛子明太調味液SS（三郁サンダイヤ）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目
筋子明太（鮭、鱒筋子）辛子明太調味液SS（三郁サンダイ
ヤ）

魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 味付数の子、数の子用調味液A-351(日香化成）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 味付数の子、数の子用調味液A-352(日香化成）
魚介類加工品
（蛋白加水分解
物）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 ひとくち数の子、数の子用タレ(日香化成）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 数の子入松前漬け、数の子用調味液(日香化成）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 数の子入松前漬け、数の子用本調味液(日香化成）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

佐藤水産サーモンファクト
リー

石狩市新港東１丁目 鮭のルイベ漬け、粉末調味料３（日香化成）
魚介類加工品
（ゼラチン）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ピリカラチキン、たれ調味料
肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ビーフジャーキー
肉類加工品（牛
肉）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ サイコロステーキ（塩） 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ サイコロステーキ（みそ） 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ヤキニクジュウ　ギュウロース 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ギュウソーセージ
ソーセージ（牛
肉）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ギュウハム ハム（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ギュウフランク
フランクフルト
ソーセージ（牛
肉）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ サラミ
サラミソーセー
ジ（牛肉）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ビーフアンドポークウインナー
ウインナーソー
セージ（牛肉）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ヤキギュウ
肉類加工品（牛
肉）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ローストビーフハーブ
肉類加工品（牛
肉）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ アジツケギュウニク 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ヤキニクジュウ　カルビー 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ギュウカクニ
肉類加工品（牛
肉）

なし
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有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ビーフハンバーグ 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ギュウタンスモーク
肉類加工品（牛
肉）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ギュウタンスライス 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ギュウタンハム ハム（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ヤキギュウタン 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ヤキニクジュウ　ギュウタン 食肉（牛肉） なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ サラミ（ケーシング）
サラミソーセー
ジ（牛腸）

なし

有限会社トンデンファーム 江別市元野幌９６８－５ ヤキニクジュウ　サガリ 食肉（牛肉） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類
調理パン（牛
骨）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類
調理パン（牛
脂）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類
調理パン（牛エ
キス）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類
調理パン（ゼラ
チン）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類
調理パン（牛蛋
白加水分解物）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類
調理パン（牛由
来アミノ酸・調
味料）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類
調理パン（牛
肉）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 和菓子類 和菓子（牛骨） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 和菓子類
和菓子（牛蛋白
加水分解物）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 和菓子類 和菓子（牛脂） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 洋菓子類 洋菓子（牛骨） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 洋菓子類
洋菓子（牛由来
アミノ酸・調味
料）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 洋菓子類 洋菓子（牛脂） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 洋菓子類
洋菓子（牛蛋白
加水分解物）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類 米飯類（牛骨） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類
米飯類（ゼラチ
ン）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類 米飯類（牛脂） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類
米飯類（牛蛋白
加水分解物）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類
米飯類（牛由来
アミノ酸・調味
料）

なし
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日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類 米飯類（牛肉） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 食パン類 食パン（牛脂） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 食パン類 食パン（牛肉） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類
菓子パン（牛
脂）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類
菓子パン（牛エ
キス）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類
菓子パン（ゼラ
チン）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類
菓子パン（牛蛋
白加水分解物）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類
菓子パン（牛
肉）

なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５８４番地 包装羊肉 包装食肉 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５８５番地 包装羊肉 包装食肉 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５８６番地 ﾋｰﾌｼﾞｬｰｷｰ
乾燥包装食肉製
品

なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５８７番地 ﾋｰﾌｼﾞｬｰｷｰを除く
乾燥包装食肉製
品

なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５８８番地 ﾗｯｸｽﾊﾑ類 非加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５８９番地 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ
特定加熱食肉製
品

なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９０番地 牛ﾀﾝｽﾓｰｸ 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９１番地 牛ﾀﾝｽﾗｲｽ 包装食肉 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９２番地 ﾊﾑ類（ﾍﾟｯﾊﾟｰﾋﾞｰﾌ) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９３番地 ﾊﾑ類（ﾍﾟｯﾊﾟｰﾋﾞｰﾌを除く) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９４番地 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ類 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９５番地 ソーセージ類(徳用ソーセージ) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９６番地 ｿｰｾｰｼﾞ類(赤ｳｨﾝﾅｰ･P&Cｳｨﾝﾅｰ) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９７番地 ｿｰｾｰｼﾞ類(ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９８番地 ｿｰｾｰｼﾞ類(上記以外) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山５９９番地 ﾍﾞｰｺﾝ類(ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝを除く) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山６００番地 やわらかひとくちﾎﾟｰｸ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山６０１番地 ﾋﾚｶﾂ(ｻｸｻｸ)ﾎﾟｰｼｭｵﾝ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山６０２番地 ﾃﾞﾘｶﾋﾚｶﾂﾎﾟｰｿﾝ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山６０３番地 ﾄﾝｶﾂﾎﾟｰｼｮﾝ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山６０４番地 棒ﾋﾚｶﾂﾎﾟｰｼｮﾝ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

江別市角山６０５番地 なし

オルソン(株) 恵庭市戸磯 たらとチーズ、サラミ風 水産加工品 なし
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オルソン(株) 恵庭市戸磯 サラミ板 水産加工品 なし

オルソン(株) 恵庭市戸磯 カマンベールチーズスティック 乳製品 なし

オルソン(株) 恵庭市戸磯 たらとチーズ 水産加工品 なし

北海道はまなす食品(株) 北広島市北の里 柿の種バターピー 菓子 なし

北海道はまなす食品(株) 北広島市北の里 スイートハートセサミ 菓子 なし

北海道はまなす食品(株) 北広島市北の里 ごまたら千 水産加工品 なし

北海道はまなす食品(株) 北広島市北の里 一夜干しあたりめ 水産加工品 なし

よつ葉乳業(株) 北広島市輪厚 なし 乳製品 なし

北海食品(株) 千歳市泉沢 アイスクリーム類
アイスクリーム
類

なし

北海食品(株) 千歳市泉沢 氷菓
アイスクリーム
類

なし

北海食品(株) 千歳市泉沢 中華まんじゅう 冷凍食品 なし

フタバ食品(株) 千歳市泉沢 アイスクリーム類
アイスクリーム
類

なし

フタバ食品(株) 千歳市泉沢 氷菓
アイスクリーム
類

なし

フタバ食品(株) 千歳市泉沢 中華まんじゅう 冷凍食品 なし

森永乳業(株)札幌工場 恵庭市戸磯 山崎エクストラ 乳製品 なし

岩田醸造(株)千歳工場 千歳市長都 紅一点チャンチャン焼用みそ みそ なし

岩田醸造(株)千歳工場 千歳市長都 とんでんわかめ入りみそ汁 みそ なし

岩田醸造(株)千歳工場 千歳市長都 とんでんだし入りみそ汁 みそ なし

日本新薬(株)千歳食品工場 千歳市泉沢 カニコンク 調味料 なし

日本新薬(株)千歳食品工場 千歳市泉沢 カニコンクＳ 調味料 なし

日本新薬(株)千歳食品工場 千歳市泉沢 カニコンクＳＯ 調味料 なし

日本新薬(株)千歳食品工場 千歳市泉沢 コクメイトＦ 調味料 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 太ごぼう 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 鍋だねえび寄せ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 鍋だねすじ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 鍋だね鰯つくね 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 鍋だねつくねごぼう 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 野菜てんぷら 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 お造り蒲鉾(白) 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 お造り蒲鉾(紅) 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 お造り蒲鉾(うずまき) 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 焼竹輪 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 竹笛 魚肉練り製品 なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 お造り竹輪 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 チーちくミニ8個 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 チーズサンドはんぺん 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 新)肉餃子 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 肉ワンタン(添付スープ) 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 パリパリポテト 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚かまぼこ　　丸天 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 リテーナ成型かまぼこ類 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 5本ちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 焼ちくわ、お徳用焼ちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 なると類(蒸かま） 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(生粋、生粋五目) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 茶碗蒸類(茶わんむし、ＰＧ卵茶わんむし） 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(特撰さつま揚げ) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(大判シャキシャキ、がんも) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 おつまみサラミ入りちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 お徳用おでん種 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 北海つみれ、とりごぼう 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 蒸かまぼこ(純ねり） 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 おつまみチーズ入りちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(揚げボール) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 風味かまぼこ(サラダメイト、えぞちらし1㎏) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町

揚げかまぼこ(四宝揚、ほっけ天、玉ねぎサクサク、マルト
クさつま揚げ、絹ごしてんぷら、絹ごしきんぴら、いももち
巻、いももち巻かぼちゃ、玉子ほうれん草巻、さきがきごぼ
う、さきがきごぼうごん棒、白身魚入りがんも、五目おとう
ふ揚げ)

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町

風味かまぼこ類(スーパーキング、ニューアラスカ、おつま
みアラスカ、アラスカ倶楽部、フレッシュアラスカ、アラス
カ12本、スーパーサラダ、アラスカロング、アラスカ30本、
アラスカ1㎏、アラスカしぶき1㎏、アラスカ倶楽部1㎏)

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 スライスかまぼこ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 リテーナ成型かまぼこ(業務用赤板、業務用白板) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 冷凍業務用ちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 蒸かまぼこ(マイカル揚げ物用かまぼこ) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 蒸かまぼこ(マイカル揚げ物用かまぼこ)海鮮 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 蒸かまぼこ(マイカル揚げ物用かまぼこ)お刺身とうふ 魚肉練り製品 なし
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適切な防止措
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使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚かまぼこＩＹ丸天 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 ＣＯＯＰカニ風味かまぼこ12本入り 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 リテーナ成型かまぼこ類大板(赤、白、青) 魚肉練り製品 なし

(株)ロバパン　恵庭工場 恵庭市恵南 パン類、菓子類 菓子 なし

北海道アグリ・フーズ(株) 千歳市上長都 ジャーマンポテト　200g 冷凍食品 なし

北海道アグリ・フーズ(株) 千歳市上長都 ジャーマンポテト　1㎏ 冷凍食品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1201 スモークウインナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1202 ギョウジャウインナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1202 ピリ辛ウインナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1203 ガーリックウインナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1204 コッホサラミ 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1205 パブリカリオナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1206 ビアブルスト 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1207 ローストビーフ 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1208 ボロニアン 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1209 スモークハム 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1210 ジーフジャーキー 肉類加工品 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-7 スモークタン 肉類加工品 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-8 スモークジャーキー 肉類加工品 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-9 シチリアｿｰｾｰｼﾞ 肉類加工品 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-10 オードブルｿｰｾｰｼﾞ 肉類加工品 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-11 ボロニアｿｰｾｰｼﾞ 肉類加工品 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-12 山ぶどうゼリー 菓子 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-13 抹茶ムース 菓子 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-14 パンプキンムース 菓子 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-15 レアチーズケーキ 菓子 なし

(株)見方
北広島市大曲工業団地2丁目
1-3

子牛と豆の煮込み そうざい類 なし

(株)見方
北広島市大曲工業団地2丁目
1-4

牛肉のカルパッチョ そうざい類 なし

(株)見方
北広島市大曲工業団地2丁目
1-5

ビーフシチュー そうざい類 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-5 ロースハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-6 Ｌロースハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-7 Ｌボンレスハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-8 特ショルダーベーコン 肉類加工品 なし
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北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-9 ショルダーベーコン 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-10 ベーコン 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-11 ボンレスハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-12 Ｊロースハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-13 ベーコン類 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-14 無塩漬モモベーコン 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-15 無塩漬プレスハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-16 上プレスハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-17 チョップドハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-18 ミックスハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 リオナｿｰｾｰｼﾞ 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 あらびきﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 辛党リング 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 ポークフランクフルト 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 あらびきウィンナー 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 北酪リオナｿｰｾｰｼﾞ 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 北酪ウインナー 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 北酪ポークウインナー 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 あらびきW 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 あらびき辛党W 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 スキンレスF 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 あらびきW420 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 あらびきチキンロング 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 堀川サラミ 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 ポーク&ビーフウインナー 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 ポーク&ビーフｿｰｾｰｼﾞ 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 ローストビーフ(ﾓﾓ) 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 こだわりローストビーフ 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 ローストビーフ(ロース) 肉類加工品 なし

ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里27 生姜エキス 健康食品 なし

ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里28 天然ビタミンＥ 健康食品 なし

ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里29 The元気 健康食品 なし
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ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里30 骨の素アパタイトカルシュウム 清涼飲料水 なし

ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里31 ﾋﾟｽﾄﾝｱﾊﾟﾀｲﾄｶﾙｼｭｳﾑ 清涼飲料水 なし

ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里32 イオカルヒンAP 清涼飲料水 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 焼竹輪（４本） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 焼竹輪（１本） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 生竹輪（３本） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 おでんはんぺん 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 旨み揚鴨ねぎ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 旨み揚鶏たこ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 旨み揚はまぐり 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 かりんとう揚　野菜 そうざい類 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 野菜天ぷら（４枚） そうざい類 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ金目鯛入り蒲鉾（紅） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ金目鯛入り蒲鉾（白） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 本造り蒲鉾（中）白 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 本造り蒲鉾（中）紅 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 適量蒲鉾（白） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 適量蒲鉾（紅） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 適量蒲鉾（うずまき） 魚肉練り製品 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 森もとｶﾚｰ（甘口） そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 森もとｶﾚｰ（辛口） そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 チキンロール そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｶﾙﾋﾞ焼きﾌﾗｲ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｻｸｻｸﾐｰﾄ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾟﾁｸﾘｰﾑﾁｮｺ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾍﾞｰｺﾝｴﾋﾟｰ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾚｯｼｭﾄﾞｯｸﾁｷﾝｺﾞﾎﾞｳ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 照り焼きﾄﾞｯｸ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 照りﾏﾖﾁｷﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾊﾑﾁｷﾝｻﾝﾄﾞ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾂﾅ&ﾋﾞｰﾌｻﾝﾄﾞ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾁﾘﾌﾗﾝｸ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾋﾟﾀｻﾝﾄﾞのﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾋﾞｰﾌ&ﾁｷﾝｻﾝﾄﾞ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾊﾟｽﾄﾗﾐﾋﾞｰﾌとたっぷり野菜ｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾚｯｼｭﾄﾞｯｸｶﾂｶﾚｰ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾄﾞｯｸ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾎｯﾄﾒｷｼｶﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾚｯｼｭｻﾝﾄﾞﾁｷﾝｺﾞﾎﾞｳ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｽｲﾌﾄﾄﾞｯｸ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾗﾑﾚｰｽﾞﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾊﾁﾐﾂﾚﾓﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾍﾞｰｺﾝ＆ﾁｰｽﾞ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾊﾞﾝﾌﾞﾛｰ 肉類加工品 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｻﾗﾀﾞｴｯｸﾞﾍﾞｰｺﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 三角ｻﾝﾄﾞﾔｼﾍﾞｰｺﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ごまﾊﾞｰｶﾞｰ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾟﾁﾁｮｺ（白） 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｼｮｺﾗﾌﾞﾚｯﾄ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾁｮｺ棒 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｽｲｰﾄﾌﾞﾗﾝ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾟﾁﾁｮｺ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 Bﾁｮｺ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｶﾚｰﾌﾗｲ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｶﾂｶﾚｰﾌﾗｲ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾟﾁﾊﾞｰｶﾞｰｺﾛｯｹ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾚｯｼｭﾄﾞｯｸｺﾛｯｹ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾟﾁﾊﾞｰｶﾞｰ焼肉 そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾋﾟﾛｼｷﾎﾞｰﾙ そうざい類 なし

有限会社くにぼん 恵庭市柏陽町３丁目17-18 ゼリー 菓子 なし

有限会社くにぼん 恵庭市柏陽町３丁目17-18 ムースクリーム 菓子 なし

日本アスパラガス（株） 岩内町字野束22-3 ﾐﾙｸｺｰﾋｰ 乳飲料 なし

（株）山武林商店 岩内町字野束25 味付数の子 漁卵製品 なし

サン食品（株） 岩内町御崎7-8 味付メンマ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

日本のオニオンスープ袋詰め そうざい なし

㈱ぎょれん室蘭食品 伊達市北黄金町１４－２ 帆立ウインナー 魚肉ねり製品 なし

30 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドミートソース そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドコーンスープ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドピースープ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドパンプキンスープ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドポテトスープ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドコールドコーンスープ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドオニオンスープ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドチキンカレー そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドビーフカレー そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランドビーフシチュー そうざい なし

北海道あけぼの食品㈱ 虻田郡虻田町字高砂町１３ パンプキングラタン（缶詰） そうざい なし

㈱藤幸食品 室蘭市日の出町２－７－９ 漬物 漬物 なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

福島シェフ　フレンチオニオンスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

福島シェフ　クリームコーンスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

福島シェフ　ミネストローネスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

神戸シェフ　ミネストローネスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

神戸シェフ　オニオンスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

神戸シェフ　イタリアンコーンスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

中村シェフ　タマネギスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

中村シェフ　トウモロコシスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

中村シェフ　アジアンスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

イセタン向けフクシマ・ショウハチブランド　クリームコー
ンスープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハチブランド　ポテトスープ
缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハチブランド　ミネストロー
ネスープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハチブランド　フレンチオニ
オンスープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハチブランド　フレンチオニ
オンスープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　フクシマ・ショウハチブランド
パンプキンスープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　フレンチオニオンスープ　１６０
ｇパウチ詰め

そうざい なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況
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適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　ミネストローネスープ　１６０ｇ
パウチ詰め

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　クリームコーンスープ　１６０ｇ
パウチ詰め

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　ビーフカレー　２２０ｇパウチ詰
め

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　チキンカレー　２２０ｇパウチ詰
め

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　シンガポールカレー　２２０ｇパ
ウチ詰め

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハチブランド　ビーフカレー
缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハチブランド　シンガポール
カレー缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハチブランド　チキンカレー
缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　ポロネーゼ　１６０ｇ詰アルミス
タンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテル向け　カレーソース１Ｋｇ袋詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌メルパルク　ビーフカレー１９０ｇ詰アルミスタンドパ
ウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

ニュー北海ホテル　パンプキンスープ缶詰　１８０ｇ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

ニュー北海ホテル　コーンスープ缶詰　１８０ｇ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

鶴屋百貨店向け　オニオンスープ缶詰　１６０ｇ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

岩田屋向け　チルドかぼちゃスープ袋詰　アルミスタンドパ
ウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

岩田屋向け　チルドコーンスープ袋詰　アルミスタンドパウ
チ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランド　コーンスープ１２０ｇ袋詰 そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

鶴屋百貨店向け　ポテトスープ缶詰　１６０ｇ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

鶴屋百貨店向け　コーンスープ缶詰　１６０ｇ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

鶴屋百貨店向け　パンプキンスープ缶詰　１６０ｇ そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランド　牛肉と真昆布炊き合わせ缶詰
５５ｇ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランド　コーンスープ１２０ｇ袋詰
アルミスタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランド　かぼちゃスープ１２０ｇ袋詰
アルミスタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

札幌グランドホテルブランド　コーンクリームスープ２００
ｇ袋詰　アルミスタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

花畑牧場ブランド　クリームシチュー２００ｇ袋詰　アルミ
スタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

花畑牧場ブランド　かぼちゃシチュー２００ｇ袋詰　アルミ
スタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

花畑牧場ブランド　チキンカレー２３０ｇ袋詰　アルミスタ
ンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　ポモドーロ１６０ｇ詰アルミスタ
ンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

クイーンズイセタン向け　クリームトマトソース１６０ｇ詰
アルミスタンドパウチ

そうざい なし
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クレードル興農㈱
札幌市中央区南４条西１３
丁目２－２８

花畑牧場ブランド　ボルシチ２３０ｇ袋詰　アルミスタンド
パウチ

そうざい なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２えびまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２かにまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２チーズまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２キムチ餃子 そうざい なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２行者ニンニク餃子 そうざい なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ごままんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２パンプキンまん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ミニ包子・あんまん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２マイカル肉まん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２マイカルあんまん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２クリームまん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２チョコレートまん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２キムチまん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２そば めん なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２うどん めん なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ラーメン めん なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ギョーザ、シュウマイの皮 めん なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２
札幌国際観光（株）ブランド　ミニ包子・肉まん（中華まん
じゅう）

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２札幌国際観光（株）ブランド　えびまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２札幌国際観光（株）ブランド　かにまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２札幌国際観光（株）ブランド　チーズまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２札幌国際観光（株）ブランド　キムチ餃子 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２札幌国際観光（株）ブランド　胡麻まんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２札幌国際観光（株）ブランド　行者ニンニク餃子 そうざい なし

北海道あけぼの食品㈱ 虻田郡虻田町字高砂町１３ 十勝ポテトのはたてグラタン（缶詰） そうざい なし

北海道あけぼの食品㈱ 虻田郡虻田町字高砂町１３ 十勝ポテトのチキングラタン（缶詰） そうざい なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ ビーフジャーキー　ステーキ　ノーマル 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ ビーフジャーキー　ステーキ　ペッパー 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ ビーフジャーキー　ストリング　ノーマル 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ ビーフジャーキー　ペッパー　ストリング 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ ビーフソーセージ　ノーマル 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ ビーフソーセージ　大葉 食肉製品 なし
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農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ ビーフソーセージ　仔牛 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ 牛のしぐれ煮 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ 肉豆腐の具 そうざい なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ 和風だれ 調味料 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ ミートソース そうざい なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ カレーソース 調味料 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市乾町２０１－４６ コーンビーフ 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市弄月町４６－３１ ソフトミックス 乳主原食品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧
場

伊達市弄月町４６－３１ 業務用３リットルバルクアイス（バニラ・キャラメル） アイスクリーム なし

ﾗｲﾗｯｸﾌｰｽﾞ㈱
北海道白老郡白老町字石山
６８番地９

玉子焼き そうざい類 なし

ﾗｲﾗｯｸﾌｰｽﾞ㈱
北海道白老郡白老町字石山
６８番地１０

ｸﾞﾗﾀﾝ、ﾄﾞﾘｱ そうざい類 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
259

帆立わっぱ飯 折詰弁当 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
260

帆立おこわ 折詰弁当 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
261

帆立弁当 折詰弁当 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
262

帆立おこわおむすび 折詰弁当 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
263

ちらし寿司 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
264

ちらし寿司（大） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
265

海鮮ちらし 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
266

ちらし寿司（徳用） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
267

貝たっぷりちらし 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
268

助六ちらし 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
269

帆立わっぱ飯 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
270

中華丼 釜飯 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
271

おむすび（紀州梅） おにぎり なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
272

五目いなり寿司 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
273

助六寿司（華） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
274

細巻（玉子） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
275

太巻き１本 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
276

太巻きハーフ 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
277

いなり寿司 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
278

ﾌｧｯｼｮﾝﾛｰﾙ 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
279

ﾌｧｯｼｮﾝﾛｰﾙﾊｰﾌ 寿司 なし
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ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
280

韓国巻（焼肉・キムチ） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
281

中巻（焼肉） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
282

おにぎり（焼肉） おにぎり なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
283

親子ちらし寿司 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
284

サラダ巻 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社
北海道苫小牧市字錦岡521ｰ
285

天麩羅セット 天麩羅 なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４０ COOPJASﾎﾞﾝﾚｽ92ｇ ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４１ ｸﾘｱﾊﾟｯｸ北海道ｻﾗﾐ ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４２ ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｳｲﾝﾅｰ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４３ ｶﾞｵﾚﾝｼﾞｬｰｳﾝﾅｰ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４４ ﾑｴﾝﾊﾛｰｷﾃｨｳｲﾝﾅｰ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４５ ｱﾗﾋﾞｷｼｮｸﾆﾝｶﾀｷﾞ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４６ 新北海道ｻﾗﾐ原木 ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４７ ｸﾞﾘﾙﾊｳｽｳｲﾝﾅｰ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４８ 超ｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰ
ｼﾞ

なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４９ 骨付きｿｰｾｰｼﾞ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５０ COOPJASﾛｰｽ ﾛｰｽﾊﾑ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４０ ﾁｰｽﾞ入りｿﾌﾄｻﾗﾐ８５ｇ ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４１ 北海道直送ﾁｰｽﾞｻﾗﾐ100g ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４２ ｷﾞ)SHFｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ300g
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰ
ｼﾞ

なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４３ SPﾋﾟｻﾞ用ﾋﾞﾔﾎﾋﾞｨHK
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰ
ｼﾞ

なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４４ ｷﾞ)早来ﾁｰｽﾞｿﾌﾄｻﾗﾐGF ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４５ ｷﾞ)NL腸詰めﾌﾗﾝｸ400g
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰ
ｼﾞ

なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４６ ｷﾞ)SHFｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ300HK
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰ
ｼﾞ

なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４７ COOPﾏｲﾝﾊｳｾﾞﾝ130g ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４８ COOPﾊﾟﾘﾊﾟﾘｳｲﾝﾅｰ130g ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４９ 北海道ｷﾚﾃﾙｻﾗﾐ85 ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５０ COOPｸﾘｱﾎﾞﾝﾚｽ160g ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５１ COOPｸﾘｱﾊﾟｯｸうす切りﾛｰｽ130g ﾛｰｽﾊﾑ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５２ COOPｸﾘｱﾊﾟｯｸﾛｰｽ150g ﾛｰｽﾊﾑ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５３ 新北海道ｻﾗﾐ120g ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５４ 北の大地あらびきﾌﾗﾝｸ300g
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰ
ｼﾞ

なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５５ 料理名人V450 ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし
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雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５６ 料理名人Vロング400ｇ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５７ 料理名人V130×２ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５８ 料理名人V140×2PHK ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５９ 北海道ｻﾗﾐSPﾂｲﾝ85ｇ ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅６０ ｸﾘｱﾊﾟｯｸ北海道ｻﾗﾐ85×2 ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅６１ ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾌﾗﾝｸ500g
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰ
ｼﾞ

なし

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅６２ ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾌﾗﾝｸ70×5
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰ
ｼﾞ

なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-6

鰹ｴｷｽMDー１ 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-7

ﾋﾞｰﾌｴｷｽﾍﾟｰｽﾄNTー３ 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-8

鮭節ｴｷｽ 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-9

野菜ﾐｯｸｽFB ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-10

野菜ﾐｯｸｽW ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-11

ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄR-10 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-12

ｷﾑﾁﾍﾞｰｽS-2SD なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-13

ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄN-2 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-15

ﾁｷﾝﾍﾟｰｽﾄNo.15 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-16

ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄＲ－Ｄ 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-17

ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄNo.11M 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-18

鰹ｴｷｽKB-2 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-19

ﾗｰﾒﾝﾍﾞｰｽJS-4 スープ なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-20

米粉調味液 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-21

ﾎﾀﾃｴｷｽＳ 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-22

鰹ｴｷｽＫ 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-23

ﾒﾝﾏ調味液Ｆ 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-24

ﾒﾝﾏ調味液MS 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-25

ｱｻﾘｴｷｽ 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-26

ｱｻﾘｴｷｽSTｰ3 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-27

鰹ｴｷｽHA 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-28

にぼしｴｷｽＮ 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-29

鰹ｴｷｽKK-2 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-30

鰹ｴｷｽD-8 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-31

SHRIMP EXTRACT27 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-32

鰹ｴｷｽHK-2 風味調味料 なし
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東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-33

ｶﾚｰﾍﾞｰｽC-2 カレールゥ なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-34

ｽｰﾌﾟﾍﾞｰｽMK-1 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-35

ﾁｷﾝﾍﾟｰｽﾄNo.２-D 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-36

ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄFI-6 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-37

ﾗｰﾒﾝﾍﾞｰｽMu スープ なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-38

醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟSD-1 スープ なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-39

味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟYT スープ なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-40

野菜ﾐｯｸｽAB ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-41

野菜ﾐｯｸｽNF-2 ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-42

野菜ﾐｯｸｽW-2 ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場
北海道勇払郡早来町富岡
254-43

野菜ﾐｯｸｽY ｶｯﾄ野菜 なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-19 広島風茹焼きそば 中華麺 なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-20 ３食焼きそば 中華麺 なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-21 焼きうどんﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ味 うどん なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-22 ﾄﾚｰ味味噌煮込みうどん うどん なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-23 味噌煮込みうどん うどん なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-24 屋台中華　醤油 生めん なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-14

冷凍ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ ｻﾗﾀﾞ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-15

明太子ｿｰｽ 風味調味料 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-16

明太子ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ ｻﾗﾀﾞ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-17

明太子ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-18

明太子ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞｷｯﾄ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-19

おかず工房明太子ｽﾊﾟｾｯﾄ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-20

おかず工房ﾊﾞﾅﾅｻﾗﾀﾞ ｻﾗﾀﾞ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-21

ﾖｰｸﾞﾙﾄﾌﾙｰﾂｻﾗﾀﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-22

高野豆腐 豆腐 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-23

ｺﾝﾋﾞｰﾌﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-24

焼きうどんｾｯﾄ うどん なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-25

ﾅﾎﾟﾛﾀﾝｾｯﾄ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-26

うの花 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-27

ひじき煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-28

煮しめ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-29

こあえこんにゃく そうざい類 なし
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株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-30

いんげん油炒め そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-31

季節のうの花 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-32

茶碗蒸し そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-33

季節の炒り豆腐 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-34

おかず工房うの花 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-35

おかず工房ひじき煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-36

旬の青菜と大根の煮物 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-37

ひじき煮弁当用 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-38

おかず工房洗い出し そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-39

細竹とイカの煮物 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-40

肉じゃがｾｯﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-41

煮込みおでんｾｯﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-42

ﾄﾏﾄとﾎﾟﾃﾄのｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-43

冷凍ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞｾｯﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-44

Dｲｶ大根 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-45

おかず工房ｶﾙﾋﾞ焼きｾｯﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-46

ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-47

ｸﾘｰﾐｰｶﾎﾞﾁｬｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-48

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-49

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-50

JFSAﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞﾚｽﾄﾗﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-51

JFSAｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞﾚｽﾄﾗﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-52

ﾚｽﾄﾗﾝﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-53

ﾚｽﾄﾗﾝｽﾊﾟｹﾞﾃｨ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-54

ﾂｲｽﾄﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-55

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾐｾﾘ風 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-56

RFCﾂﾅ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-57

RFCﾀﾏｺﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-58

H和風きのこｽﾊﾟｹﾞﾃｨ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-59

H生野菜ｻﾗﾀﾞｺｰﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-60

H秋の味覚ｶﾎﾞﾁｬｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-61

D野菜たっぷりﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-62

Dｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし
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株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-63

Dﾊﾟｰﾃｨｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-64

D人気ｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-65

おかず工房ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-66

おかず工房ｻｰﾓﾝﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-67

R鶏ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-68

ﾁｷﾝｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞRF そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-69

Hｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-70

おかず工房きのことｺﾞﾎﾞｳ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-71

D彩り野菜ｺﾞﾎﾞｳ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-72

ﾌﾚｯｼｭｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-73

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ筑前煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-74

Fｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-75

鮭ﾏﾖﾈｰｽﾞ300 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-76

ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞTA そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-77

Fﾀﾏｺﾞｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-78

ﾚｽﾛﾗﾝﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-79

ﾏｾﾄﾞｱﾝﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-80

ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞT そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-81

ﾊｲﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-82

ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ400 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-83

JFSAﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞﾚｽﾄﾗﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-84

Fﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-85

HHｺｰﾝﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-86

ﾁｮﾘｿｰﾎﾟﾃﾄN そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-87

RFCﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-88

RFCﾌﾚｯｼｭｶｯﾌﾟﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-89

Fｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-90

Hｲｶｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-91

おからと豆のｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-92

北海ｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-93

ﾌﾚｯｼｭｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞＤ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-94

JFSA函館ｲｶｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-95

ｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞﾏｲﾙﾄﾞ そうざい類 なし
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株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-96

ｲｶｻﾗﾀﾞｷｯﾄﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-97

ﾌﾘｰｽﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ切昆布煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-98

冷凍豚軟骨煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-99

冷凍切昆布煮Ｒ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-100

冷凍うの花Ｎ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-101

ｼｰﾌｰﾄﾞﾀﾙﾀﾙ帆立子 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-102

ﾂﾅｻﾗﾀﾞＷ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-103

たらこｺﾝﾆｬｸ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-104

ｶﾚｰ用ﾎﾟﾃﾄ(ﾊｰﾌ) そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-105

冷凍ﾎﾟﾃﾄｺｰﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-106

冷凍ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-107

冷凍ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄKS そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老
北海道白老郡白老町字石山
68-108

人参煮（ｶﾚｰ味） そうざい類 なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番9

ｿｰｾｰｼﾞﾄﾞｰﾅﾂ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番10

ｶﾚｰﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番11

小倉あんﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番12

こしあんﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番13

ﾓｶﾁｰﾉｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番14

ﾒﾝﾁｶﾂﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番15

ﾊﾟﾝｺﾛｯｹ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番16

ｷｬﾍﾞﾂが入ったﾒﾝﾁｶﾂﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番17

ﾒｰﾌﾟﾙのﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番18

ﾂﾅｵﾆｵﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番19

ｻｸｻｸ林檎のﾃﾞﾆｯｼｭ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番20

ｸﾘｰﾐおさつ＆ﾎｲｯﾌﾟ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番21

ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番22

ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ６ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番23

ごまとｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番24

ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽｸﾛﾜｯｻﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番25

ﾐﾙｸﾚｰｽﾞﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番26

くるくるｼｭｸﾚ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番27

ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄなﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番28

ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし
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㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番29

ﾐﾙｷｰﾌﾗﾝｽ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番30

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番31

ﾎｲｯﾌﾟｼｮｺﾗ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番32

ﾐﾙｷｰﾒﾛﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番33

豊の香いちご＆ﾎｲｯﾌﾟ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番34

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ＆ﾐﾙｸ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番35

ﾎｲｯﾌﾟﾁｮｺ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番36

ﾎﾜｲﾄﾐﾙｸﾛｰﾙ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番37

ﾐﾙｷｰﾌﾗﾝｽ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番38

ﾎｲｯﾌﾟ＆ｶｽﾀｰﾄﾞﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番39

ﾊﾞﾅﾅｶｽﾀｰ＆ﾎｲｯﾌﾟ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番40

ｶﾌｪﾓｶｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番41

ｺｯﾍﾟつぶあん＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番42

ｺｯﾍﾟｼﾞｬﾑ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番43

ｿﾌﾄﾋﾟｰﾅﾂｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番44

ﾐﾙｸﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番45

ちぎりﾊﾟﾝ（ﾊﾞﾆﾗﾁｮｺ） 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番46

ﾌｧｯﾄｽﾌﾟﾚｯﾄﾞＳ1000 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番47

ﾋﾟｰﾅｯﾂｸﾘｰﾑ３ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番48

たっぷりﾊﾞﾀｰｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番49

ﾂﾅ包み焼きﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番50

ふんわりのｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番51

おさつｽﾃｯｸｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71番52

ﾛﾝｸﾞｼｭｶﾞｰﾏｰｶﾞﾘﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

王子ｻｰﾓﾝ株式会社
北海道苫小牧市有明町２丁
目５－２１

牛ﾀﾝ薫製 肉類加工品 なし

㈱三星
北海道苫小牧市字糸井141番
地

ｼｮｰﾄｹｰｷ ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

㈱三星
北海道苫小牧市字糸井142番
地

ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱三星
北海道苫小牧市字糸井143番
地

豆ﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱三星
北海道苫小牧市字糸井144番
地

ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱三星
北海道苫小牧市字糸井145番
地

ｱﾝﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱三星
北海道苫小牧市字糸井146番
地

ｼｬｰﾍﾞｯﾄﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-9

新辛子明太子－N 魚卵成形加工品 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-10

新焼辛子明太子-N 魚卵成形加工品 なし
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㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-11

混ぜ込みわかめ　花むすび なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-12

ﾒﾝﾁｶﾂ70g そうざい類 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-13

米飯用ﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-14

ﾗﾝﾁｮﾝﾐｰﾄ30g 肉類加工品 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-15

ｾﾞﾗﾁﾝﾃﾞﾘｶ15 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-16

SETﾌﾗｲｿｰｽ0101 ｿｰｽ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-17

ｽﾍﾟｼｬﾙﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ 乾燥ｽｰﾌﾟ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-18

ﾁｷﾝｺﾝｿﾒ 乾燥ｽｰﾌﾟ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-19

ｼｭﾘﾝﾌﾟﾍﾟｰｽﾄ 魚介類加工品 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-20

加工業務用本みりんP みりん なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-21

SE紀州本かつお練り梅 調味梅漬け なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-23

鶏照のたれ たれ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-24

肉団子のたれNo.3 たれ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-25

NYS野菜ｺﾛｯｹ そうざい類 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-26

無着色ｽﾗｲｽ東京たくあん たくあん漬 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場
北海道白老郡白老町字石山
71-27

No.4和風ｼｰﾁｷﾝのたれ たれ なし

浦河ハム株式会社 浦河町荻伏町３７５番地の２０ウインナー ソーセージ なし

浦河ハム株式会社 浦河町荻伏町３７５番地の２０ソーセージ ソーセージ なし

㈱　金城軒 三石郡三石町字鳧舞１２３ いか加工品 魚介乾製品 なし

㈱　金城軒 三石郡三石町字鳧舞１２３ つぶ薫製品 魚介類薫製品 なし

ファーマーズジャパン
（株）

浦河町荻伏４９２－１ 牛混正肉 牛肉 なし

ファーマーズジャパン
（株）

浦河町荻伏４９２－１ 牛挽肉 牛肉 なし

ファーマーズジャパン
（株）

浦河町荻伏４９２－１ 牛丼の具 そうざい なし

ファーマーズジャパン
（株）

浦河町荻伏４９２－１ 牛バラスライス 牛肉 なし

ファーマーズジャパン
（株）

浦河町荻伏４９２－１ 牛モモスライス 牛肉 なし

ファーマーズジャパン
（株）

浦河町荻伏４９２－１ 牛ロースステーキ 牛肉 なし

ファーマーズジャパン
（株）

浦河町荻伏４９２－１ 牛ローススライス 牛肉 なし

ファーマーズジャパン
（株）

浦河町荻伏４９２－１ 牛クラッシュ 牛肉 なし

北海道日高乳業（株） 門別町富川東２ー９２０ モッツアレラチーズ チーズ なし

　　　　　〃 　　　　　〃 クレマトップ コーヒー用乳 なし

　　　　　〃 　　　　　〃 ココア・オ・レ ココア なし

　　　　　〃 　　　　　〃 コーヒー牛乳 コーヒー なし

　　　　　〃 　　　　　〃 ミルクコーヒー コーヒー なし
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　　　　　〃 　　　　　〃 メロンミルク 乳飲料 なし

（株）味車 美唄市東7条北8丁目 ところてん トコロテン なし

（株）美唄農産物高度利用
研究所

美唄市東6条北9丁目1-11 富良野ラベンダーアイス等アイスクリーム10種 アイスクリーム なし

（株）美唄農産物高度利用
研究所

美唄市東6条北9丁目1-11 夕張メロンピュアゼリー等ゼリー5種 ゼリー なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ミニスター等ドライソーセージ2種
ドライソーセー
ジ

なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ロングカッセル
サラミソーセー
ジ

なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 荒びきソーセージ等ボロニアソーセージ3種
ボロニアソー
セージ

なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ミートローフ
ポークソーセー
ジ

なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 標準ロースハム ロースハム なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 しょうゆ焼豚等焼豚2種 焼豚 なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ミニハンバーグ等ハンバーグ2種 ハンバーグ なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ミートオムレツ そうざい なし

坂田発酵食品（株） 岩見沢市上幌向町529 金のつぶにおわなっとう等納豆4種の添付たれ たれ なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 クリーミーコロッケかに等冷凍コロッケ26種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 カニシュウマイ等冷凍シュウマイ9種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 ほたて風味フライ等冷凍フライ34種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 肉まん等冷凍蒸しまんじゅう15種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 よもぎまんじゅう等冷凍菓子5種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 北の幸ホワイトソース等冷凍ソース4種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 白花豆ポタージュ 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 スクールソフトすり身いわしボール等冷凍魚肉練り製品22種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 ふんわりカニバーグ等ハンバーグ風冷凍総菜8種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 ふんわりコーンステーキ等ステーキ風冷凍総菜5種 冷凍食品 なし

ほくれい（株） 夕張市沼ノ沢510-11 ポテトカップグラタン等上記以外の冷凍食品28種 冷凍食品 なし

（株）モリタン 岩見沢市志文町825-2 サクサクホクホクコロッケコーン等冷凍コロッケ126種 冷凍食品 なし

（株）モリタン 岩見沢市志文町825-2 コロちゃんメンチカツ等冷凍フライ18種 冷凍食品 なし

（株）モリタン 岩見沢市志文町825-2 ホタテグラタン等冷凍グラタン2種 冷凍食品 なし

（株）モリタン 岩見沢市志文町825-2 えびチリソース4種 冷凍食品 なし

（株）モリタン 岩見沢市志文町825-2 中華丼の具等上記以外の冷凍食品５種 冷凍食品 なし

谷田製菓（株） 夕張郡栗山町錦3丁目１３４ きびだんご物語牧場編 きびだんご なし

ニホンフード（株） 岩見沢市大和4条7丁目 キムチメンマ しょうゆ漬 なし

ニホンフード（株） 岩見沢市大和4条7丁目 えび天ぷら等天ぷら2種 天ぷら なし

ニホンフード（株） 岩見沢市大和4条7丁目 鍋焼添付用山菜パック 煮物 なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

ニホンフード（株） 岩見沢市大和4条7丁目 日配向 いなり揚げ 調味油揚げ なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンアイスクリーム アイスクリーム 不明
250℃50バール
で4時間以上

不明

着色料（カ
プシカム色
素中のグリ
セリン）

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 ハスカップアイスクリーム アイスクリーム なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンゼリー等ゼリー11種 ゼリー なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンゼリー（業務用） ゼリー 不明
200℃40バール
で20分以上の
加水分解

不明

着色料中の
グリセリ
ン、グリセ
リン脂肪酸
エステル

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 鹿鳴館プディング等プリン6種 プディング なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 北海道夕張メロンシャーベット、夕張メロンシャーベット 氷菓 不明
250℃50バール
で4時間以上

不明

着色料（カ
プシカム色
素中のグリ
セリン）

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 ショコラスウィート等洋生菓子2種
洋生菓子（ムー
ス）

なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンバームクーヘン バターケーキ なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンの漬物6種

ワイン漬、焼酎
漬、粕漬、しょ
うゆ漬（たまり
漬、三升漬）、
朝鮮漬

なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張ワイン等ワイン2種 果実酒 なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 コンブワイン等ワインベースの甘味果実酒3種 甘味果実酒 なし

ヒナタフーズ（株） 夕張郡由仁町古川７3-1 おかめ納豆添付たれ「北海道たれ」 たれ なし

ヒナタフーズ（株） 夕張郡由仁町古川７3-1 おかめ納豆添付カラシ カラシ なし

（株）大地 岩見沢市6条西9丁目12 ピリ辛梅キムチ昆布 菓子 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

三笠市岡山207-9 RUえびピラフ等冷凍ピラフ５種 冷凍食品 なし

ホクレン農業協同組合連合
会

三笠市岡山207-9 RUドライカレー 冷凍食品 なし

（株）サンワールド 三笠市岡山440-12 時計台ファンタジー等サブレ8種 クッキー なし

河田　勇 岩見沢市美園3条2丁目2-12 ストロベリー・ムーマ
洋生菓子（ムー
ス）

なし

マックスデリカフーズ
（有）

夕張郡由仁町本三川691-3 若鶏の唐揚げ 唐揚げ なし

マックスデリカフーズ
（有）

夕張郡由仁町本三川691-3 チキンカツ煮 煮物 なし

マックスデリカフーズ
（有）

夕張郡由仁町本三川691-3 ミートスパゲティー等パスタ3種 弁当（パスタ） なし

マックスデリカフーズ
（有）

夕張郡由仁町本三川691-3 専門店のすきやき鍋等鍋物2種
そうざい（鍋物
の詰め合わせ）

なし

（株）スターゼンミートグ
ループ

岩見沢市上幌向南1条1丁目
1210-2

焼肉牛カルビ等味付け肉6種 食肉 なし

㈱マツオ 滝川市明神町３－５－１２ ジンギスカン めん羊肉 なし

北海道共栄フード株
空知郡上砂川町字上砂川１
－２

乾燥赤パン粉 なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－１

抹茶ムースケーキ ショートケーキ なし

44 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－１

レモンムースケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

ショコラパリケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

エンゼルケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

カラメルポアールケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

レアチーズケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

セサミスイートケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

フルーツカクテルケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

ｼｬﾄﾚｰｾﾞダブルシュークリーム シュークリーム なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

ｼｬﾄﾚｰｾﾞとうきびチョコ チョコレート なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

ｼｬﾄﾚｰｾﾞプレミアムシュークリーム シュークリーム なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

とうきびチョコDX チョコレート なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

お餅のショコラ（エクセレント） だいふく なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

お餅のショコラ（いちご） だいふく なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

夕張メロンケーキ パイ なし

㈱ホリ
砂川市西１条北１９丁目２
－1

ドラキュラ葡萄ハスカップケーキ パイ なし

㈱北海道加ト吉 赤平市字赤平６０６ 麺類
うどん、そば、
ラーメン

なし

㈱北海道加ト吉 赤平市字赤平６０７ コロッケ コロッケ なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目４ 家庭商品のたれ（ビーフエキス液体調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目４ 家庭商品のたれ（ビーフエキス粉末調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（蛋白加水分解物液体調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（蛋白加水分解物粉末調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（ゼラチンみりん） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（ゼラチン発酵調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（牛肉液体調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（牛肉粉末調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目5 家庭商品のたれ（牛脂） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目6 業務用商品のたれ（ビーフエキス液体調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目7 業務用商品のたれ（ビーフエキス粉末調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（蛋白加水分解物液体調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（蛋白加水分解物粉末調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（ゼラチンみりん） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（ゼラチン発酵調味料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（牛肉液体原料） ソース なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（牛肉粉末原料） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（牛脂） ソース なし

伊豫田製菓㈲ 砂川市東７条西２丁目１－８ 洋生菓子 ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

（株）ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－１ﾐﾗﾉｼｭｰｸﾘｰﾑｷｯﾄ ｼｭｰｸﾘｰﾑ なし

（株）ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－2ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙｹｰｷ ショートケーキ なし

（株）壺屋 砂川市西１条南１丁目 ｺｰﾋｰｾﾞﾘｰ ゼリー なし

（株）壺屋 砂川市西１条南2丁目 ﾁｮｺﾚｰﾄﾑｰｽ ムース なし

（株）壺屋 砂川市西１条南3丁目 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾑｰｽ ムース なし

（有）花月堂松尾製菓 滝川市花月町３丁目６－６ ﾚｱﾁｰｽﾞ ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

（有）花月堂松尾製菓 滝川市花月町３丁目６－７ 洋なしのﾊﾞﾊﾞﾛｱ ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

（有）花月堂松尾製菓 滝川市花月町３丁目６－８ ショコラムース ムース なし

㈲野上菓子舗 滝川市黄金町東４丁目２－２ 洋生菓子 ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

日高屋製菓㈲ 赤平市本町１丁目２番地 モンブラン ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

日高屋製菓㈲ 赤平市本町１丁目3番地 ティラミス ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

北空知食品（株） 深川市広里町４丁目１－５０ アンサンブルエッグ 冷凍食品 なし

すぐる食品（株） 深川市広里町４丁目１－５０ プチ丸 冷凍食品 なし

深川油脂（株） 深川市広里町４丁目１－５０ 元気一杯オムレツ 冷凍食品 なし

深川油脂（株） 深川市広里町４丁目１－５０ 肉じゃが茶巾 冷凍食品 なし

深川油脂（株） 深川市広里町４丁目１－５０ 肉いりオムレツ 冷凍食品 なし

深川油脂（株） 深川市広里町４丁目１－５０ チーズ入鯛形オムレツ 冷凍食品 なし

旭川製麺株式会社 東川町西町６丁目２－１ ｽｰﾌﾟ･たれ 15 なし

びえいフーズ株式会社 美瑛町字大村大久保第一 ｺｰﾝｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 冷凍食品２ なし

デイジー食品工業
（（株））

士別市武徳町４６線東３号 塩焼（さんま、いわし、紅鮭、帆立）
そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業
（（株））

士別市武徳町４６線東４号 塩焼（さんま、いわし、紅鮭）
そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業
（（株））

士別市武徳町４６線東５号 茶漬（たらば、まぐろ、はたて）、紅鮭フレーク
そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業
（（株））

士別市武徳町４６線東６号 紅鮭フレーク
そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業
（（株））

士別市武徳町４６線東７号 ティンドサフォーク
そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業
（（株））

士別市武徳町４６線東８号 ティンドサフォーク
そうざい（缶
詰）

なし

トリタ製菓（前田妙子） 士別市大通東１４丁目 せんべい せんべい なし

（有）寿永堂 名寄市西４条南６丁目 洋生菓子 洋生菓子 なし

士別市農畜産物加工㈱ 士別市武徳町８８４－４ リヨネーズポテト 冷凍食品 なし

士別市農畜産物加工㈱ 士別市武徳町８８４－５ ジャーマンポテト 冷凍食品 なし

士別市農畜産物加工㈱ 士別市武徳町８８４－６ お好み焼（豚玉） 冷凍食品 なし

46 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

士別市農畜産物加工㈱ 士別市武徳町８８４－７ お好み焼ミックス 冷凍食品 なし

（株）三島 士別市大通東１丁目 カレールー なし

（株）三島 士別市大通東２丁目 カレールー なし

明治乳業株式会社稚内工場 稚内市声問4757 粉乳 粉乳 無

明治乳業株式会社稚内工場 稚内市声問4757 バター バター 無

明治乳業株式会社稚内工場 稚内市声問4757 脱脂濃縮乳 脱脂濃縮乳 無

明治乳業株式会社稚内工場 稚内市声問4757 クリーム クリーム 無

よつ葉乳業株式会社宗谷工
場

枝幸郡浜頓別町字頓別4111
番地

全粉乳 全粉乳 無

よつ葉乳業株式会社宗谷工
場

枝幸郡浜頓別町字頓別4111
番地

脱脂粉乳 脱脂粉乳 無

よつ葉乳業株式会社宗谷工
場

枝幸郡浜頓別町字頓別4111
番地

バター バター 無

よつ葉乳業株式会社宗谷工
場

枝幸郡浜頓別町字頓別4111
番地

クリーム 生クリーム 無

白戸俊敬 天塩郡豊富町大通り5丁目 ムース類 ムース 無

(有)小鹿 稚内市中央1-3-35 ムース類 ムース 無

(有)やまた香花堂 稚内市中央3丁目8-20 ムース類 ムース 無

(株)清水屋 稚内市中央3丁目10-19 ムース類 ムース 無

(株)かしわぎ 稚内市中央3-14-14 ムース類 ムース 無

工藤正信 稚内市大黒2丁目7-30 ムース類 ムース 無

山谷信一 稚内市大黒4-5-9 ムース類 ムース 無

日下隆 稚内市緑3丁目9-19 ムース類 ムース 無

房雅博 稚内市萩見2-5-8 ムース類 ムース 無

谷川忠一 枝幸郡浜頓別町大通り2 ムース類 ムース 無

工藤広志 枝幸郡浜頓別町北1-2 ムース類 ムース 無

市呂純一 枝幸郡浜頓別町大通り2 ムース類 ムース 無

三浦陽一 枝幸郡中頓別町28 ムース類 ムース 無

笹原芳雄 枝幸郡中頓別町145 ムース類 ムース 無

野崎広治 枝幸郡枝幸町本町 ムース類 ムース 無

君ヶ袋政行 枝幸郡枝幸町本町 ムース類 ムース 無

岡田実
利尻郡利尻富士町鴛泊字本
泊町

ムース類 ムース 無

北谷内英実
利尻郡利尻富士町鴛泊字富
士野

ムース類 ムース 無

寺嶋秀明 利尻郡利尻町沓形日ノ出 ムース類 ムース 無

寺嶋宏平 利尻郡利尻富士町鬼脇 ムース類 ムース 無

石岡イ子 利尻郡利尻町沓形本町 ムース類 ムース 無

小池数雄 礼文郡礼文町字香深村 ムース類 ムース 無
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野村政司 天塩郡遠別町字本町3丁目 ムース類 ムース 無

北川菊雄 天塩郡遠別町字本町3丁目 ムース類 ムース 無

川端実 天塩郡豊富町大氷7丁目 ムース類 ムース 無

高井真喜一 稚内市港3丁目4-17 ムース類 ムース 無

セイコーフレッシュフーズ
(株)稚内工場

稚内市末広1丁目5-2 惣菜 無

セイコーフレッシュフーズ
(株)稚内工場

稚内市末広1丁目5-2 調理パン 無

森山恵次 稚内市宝来3丁目2-10 ムース類 ムース 無

(株)ニチロ宗谷工場 稚内市恵比須2-4-12 エビソース 不明
200℃、40気
圧､20分加水分
解

不明
ベシャメル
ソース(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝ）

(株)ニチロ宗谷工場 稚内市恵比須2-4-12 カニミソソース 不明
200℃、40気
圧､21分加水分
解

不明
ベシャメル
ソース(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝ）

(株)ニチロ宗谷工場 稚内市恵比須2-4-12 うにソース 不明
200℃、40気
圧､22分加水分
解

不明
ベシャメル
ソース(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝ）

(株)ニチロ宗谷工場 稚内市恵比須2-4-12 ほたてソース 不明
200℃、40気
圧､23分加水分
解

不明
ベシャメル
ソース(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝ）

（株）北海道畜産公社　上
川事業所　道北食肉セン
ター

北海道天塩郡天塩町字ウブ
シ５３２４の１

ハヤシソース
ハヤシライスの
素

なし

（株）北海道畜産公社　上
川事業所　道北食肉セン
ター

北海道天塩郡天塩町字ウブ
シ５３２４の１

フォン・ド・ボー スープの素 なし

（株）北海道畜産公社　上
川事業所　道北食肉セン
ター

北海道天塩郡天塩町字ウブ
シ５３２４の１

ブレゼービーフ
煮込み牛肉・
ソースの素

なし

（株）北海道畜産公社　上
川事業所　道北食肉セン
ター

北海道天塩郡天塩町字ウブ
シ５３２４の１

ハンバーグミニ
冷凍食品ハン
バーグ

なし

（株）北海道畜産公社　上
川事業所　道北食肉セン
ター

北海道天塩郡天塩町字ウブ
シ５３２４の１

ハンバーグミート
冷凍食品ハン
バーグ

なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

塩数の子 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

味付数の子　お寿味付 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

味付数の子昆布 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

たらこ 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

たらこ（日本海釣り物） 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

たらこ（噴火湾） 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

辛子めんたいこ 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

辛子めんたいこ 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

味付いくら 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

塩いくら 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社
北海道留萌市船場町１丁目
２４

すじ子 魚介類加工品 なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印脱脂粉乳２５ｋｇ 脱脂粉乳 なし
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の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印脱脂粉乳S２５ｋｇ 脱脂粉乳 なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印脱脂粉乳Y２５ｋｇ 脱脂粉乳 なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バターミルクパウダーコンテ２５ｋｇ
バターミルクパ
ウダー

なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バターミルクパウダーL２５ｋｇ
バターミルクパ
ウダー

なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バターミルクパウダー２５ｋｇ
バターミルクパ
ウダー

なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道バターこだわり芳醇（缶入り）土産品 バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印BS北海道特選醗酵バター３００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道スノーロイヤルバター３００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道バター（缶入り）土産品２００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道バター北の大地（缶入り）土産品２００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道バター醗酵タイプ缶土産品２２５ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道バター摩周浪漫（缶入り）土産品３００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

花畑牧場雪印北海道醗酵バター（缶入り）２２５ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道バターホワイト（缶入り）土産品２２５ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印BS北海道バター（缶入り）２２５ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印BS北海道醗酵バター（缶入り）２２５ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印レーズンバター１２５ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印ミニパックバター８ｇ×８ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印SA北海道バター２００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道バター２００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印北海道バター食塩不使用２００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

ポーションバタースノー８ｇ（×１００個、５０個） バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

バター８ｇTOKYU８ｇ×１００個 バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター８ｇ（×１００個、５０個） バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター有塩（２０ｋｇ、３０ｋｇ） バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター無塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター有塩P２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター特級有塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター特級無塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター醗酵無塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バターファーメント無塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター醗酵無塩F２５　２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バターH特級有塩　２０ｋｇ バター なし
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雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バターシート特級無塩 バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター無塩PY バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バターファーメントシート無塩５００ｇ×２０ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場
北海道天塩郡幌延町栄町１
２

雪印バター無塩ED バター なし

株式会社　加藤水産
留萌市旭町３丁目１１９番
地

味付数の子（関東風味） 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組
合

留萌市東雲町１丁目３５番
地

松前数の子 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組
合

留萌市東雲町１丁目３５番
地

真いか沖漬 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組
合

留萌市東雲町１丁目３５番
地

真いか沖漬 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組
合

留萌市東雲町１丁目３５番
地

味付数の子かつお風味 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組
合

留萌市東雲町１丁目３５番
地

味付数の子かつお風味 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組
合

留萌市東雲町１丁目３５番
地

にしん菜の花漬 魚介類加工品 なし

石井乙吉（山屋ベーカ
リー）

留萌市幸町２丁目５－１０ ゼリー 洋菓子 なし

石井乙吉（山屋ベーカ
リー）

留萌市幸町２丁目５－１０ 牛カルビーパン 調理パン なし

石井乙吉（山屋ベーカ
リー）

留萌市幸町２丁目５－１０ ビーフカレードーナツ 調理パン なし

有限会社ルモンド 留萌市錦町３丁目 ゼリー 洋菓子 なし

北海道あけぼの食品（株）
湧別工場

紋別郡湧別町曙町144番地 ほたてベーコン巻、ほたてステーキ（野菜入） 冷凍食品 なし

北海道あけぼの食品（株）
湧別工場

紋別郡湧別町曙町144番地
ほうれん草とポテトのチーズ焼、ベーコンとポテトのチーズ
焼、かぼちゃとポテトのチーズ焼

冷凍食品 なし

北海道あけぼの食品（株）
湧別工場

紋別郡湧別町曙町144番地 かぼちゃとポテトのチーズ焼 冷凍食品 なし

マルハ（株）紋別工場 紋別市港町１丁目5-29 たらばがに水煮（容器包装詰加圧加熱殺菌食品） 缶詰 なし

マルハ（株）紋別工場 紋別市港町１丁目5-29
たらばがに水煮、ずわいがに鉄砲汁、毛がに鉄砲汁（容器包
装詰加圧加熱殺菌食品）

缶詰 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

和牛カレー（レトルトカレー） レトルト食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

サンジェルマン（冷凍スープ） 冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

ヴィシソワーズ（冷凍スープ） 冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

アスパラスープ（冷凍スープ） 冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

味の素冷凍食品（株）向けビーフカレー（調理冷凍食品） 冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

味の素冷凍食品（株）向け新欧風ビーフカレー（調理冷凍食
品）

冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

味の素冷凍食品（株）向け甘えびの唐揚げ（調理冷凍食品） 冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

味の素冷凍食品（株）向けスタッフトポテト（調理冷凍食
品）

冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

味の素冷凍食品（株）向けキーマカレードリアペンネカルボ
ナーラ（調理冷凍食品）

冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

味の素冷凍食品（株）向けえびしんじょう湯場包み（調理冷
凍食品）

冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

味の素冷凍食品（株）向けクリームソース（調理冷凍食品） 冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

日本たばこ産業（株）向けまるごと北海道グラタン　鮭・ア
スパラ（調理冷凍食品）

冷凍食品 なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

日本たばこ産業（株）向けまるごと北海道グラタン　チーズ
入り（調理冷凍食品）

冷凍食品 なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

（株）ノルディックファー
ム

紋別郡生田原町字伊吹１７
－４

アイスクリーム アイスクリーム なし

（株）ノルディックファー
ム

紋別郡生田原町字伊吹１７
－４

ソフトクリームミックス 乳主原 なし

（株）ノルディックファー
ム

紋別郡生田原町字伊吹１７
－４

アイスクリームの副材料
ナチュラルチー
ズ

なし

オホーツクニチロ 紋別郡雄武町字雄武972 ずわいがにフレーク（ブレンド）、べにずわいがに脚肉 レトルトパウチ なし

オホーツクニチロ 紋別郡雄武町字雄武972 宝漁汁 缶詰 なし

オホーツクニチロ 紋別郡雄武町字雄武972 鉄砲汁 缶詰 なし

オホーツクニチロ 紋別郡雄武町字雄武972 ホタテ飯の具 缶詰 なし

オホーツクニチロ 紋別郡雄武町字雄武972 カニ飯の具 缶詰 なし

オホーツクニチロ 紋別郡雄武町字雄武972 ウニ飯の具、ホタテ飯の具 缶詰 なし

雪印乳業（株）興部工場 紋別郡興部町字興部853 スノーパウダー100　アオ　20Kｇ プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）興部工場 紋別郡興部町字興部853 カマンパウダー18ｋｇ プロセスチーズ なし

（株）エヌケイフーズ
紋別郡遠軽町学田３丁目６
番地１２

特製ビーフオムライス 冷凍食品 なし

㈱モリタン紋別支店 紋別市北浜町１丁目１番３８号
焼売、エビボール、五目寄せ、イカカツ、帆立風味フライ、
餃子、かにめしの素

冷凍食品 なし

㈱モリタン紋別支店 紋別市北浜町１丁目１番３８号カニチーズ焼売、沖アミチーズロール、焼カマチーズ 冷凍食品 なし

㈱モリタン紋別支店 紋別市北浜町１丁目１番３８号カニボール、カニドック、帆立ステーキ、 冷凍食品 なし

㈱モリタン紋別支店 紋別市北浜町１丁目１番３８号バターコーンカマボコ、 冷凍食品 なし

㈱モリタン紋別支店 紋別市北浜町１丁目１番３８号ポテト、南瓜包み揚げ 冷凍食品 なし

㈱モリタン紋別支店 紋別市北浜町１丁目１番３８号カニ甲羅揚げ、カニグラタン、 冷凍食品 なし

㈱モリタン紋別支店 紋別市北浜町１丁目１番３８号帆立、パンプキン、カップコーングラタン 冷凍食品 なし

北海道クノール食品㈱
北海道常呂郡訓子府町東町
４２３

味の素ＫＫコンソメ粉末 調味料 なし

北海道クノール食品㈱
北海道常呂郡訓子府町東町
４２３

クノールフォン・ド・ボー 調味料 なし

北海道クノール食品㈱
北海道常呂郡訓子府町東町
４２３

コンソメＣＰＮ 調味料 なし

北海道クノール食品㈱
北海道常呂郡訓子府町東町
４２３

コンソメＳＶ 調味料 なし

北海道クノール食品㈱
北海道常呂郡訓子府町東町
４２３

ビーフブイヨンＣＰＫ 調味料 なし

北海道クノール食品㈱
北海道常呂郡訓子府町東町
４２３

チキンブイヨンＣＰＫ 調味料 なし

北海道クノール食品㈱
北海道常呂郡訓子府町東町
４２３

ブイヨンキューブ 調味料 なし

北海道水産工業㈱
北海道常呂郡置戸町字東栄
４４３

ホルゲン 栄養補助食品 なし

㈱日本冷食 北海道網走郡津別町字活汲８６コロッケ 冷凍食品 なし

㈱日本冷食 北海道網走郡津別町字活汲８６春巻き 冷凍食品 なし

㈱日本冷食 北海道網走郡津別町字活汲８６グラタン 冷凍食品 なし

㈱日本冷食 北海道網走郡津別町字活汲８６上記以外 冷凍食品 なし

フレッシュ食品㈱
北海道網走郡美幌町三橋南
５－３

コロッケ そうざい半製品 なし

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ フォン 調味料 なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ オニオンスープ スープ なし

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ ベジタブルスープ スープ なし

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ ｸﾗﾑﾁｬｳﾀﾞｰｽｰﾌﾟ スープ なし

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ コロッケ 冷凍食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

スープ 缶詰 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

スープ レトルト食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

ソース 缶詰 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

ソース レトルト食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

サラダ 缶詰 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

サラダ レトルト食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

ホタテ 缶詰 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

乾燥マッシュポテト 食品原料 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

コロッケ類 調理冷凍食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

グラタン 調理冷凍食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

パスタ 調理冷凍食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

スープ 調理冷凍食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

ソース 調理冷凍食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

デザート 調理冷凍食品 なし

クレードル食品㈱
北海道網走郡美幌町字稲美
１６４

上記以外 調理冷凍食品 なし

鈴木勝典 北海道北見市大通東４丁目 ムース 菓子 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

北の食材　かにグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

北の食材　チーズカレーグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

北の食材　えびグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

サーモングラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ポテトカップグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

スクールミートップグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

パスタグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ピザグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

カボチャグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ミルクファーム　かにグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ミルキーシェフ　チーズカレーグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

海老と若鶏のペンネグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ミルクファーム　チーズカレーグラタン 惣菜半製品 なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ミルクファーム　えびグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ミルクファーム　チキンときのこグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

コープ厳選　かにグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

コープ厳選　チキンときのこグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

コープ厳選　えびグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ミルキーシェフ　かにグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ミルキーシェフ　えびグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

北の食材　チキンときのこグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ミルキーシェフ　チキンときのこグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部チーズカレーグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

かに甲羅グラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部かに甲羅グラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部白花豆グラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

岩手産シーフードスペシャルグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部かにグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部えびグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部南瓜グラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部かにドリア 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部マカロニグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部コーングラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

味そう倶楽部えびグラタンソース 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

スクールドリアチキン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

スクールかぼちゃグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

スクール鮭グラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

スクールドリアえび 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

スクールほたてグラタン 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

ニシンマリネ（野菜入り） 冷凍食品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

（株）デリカスノーエビグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

（株）デリカスノーカニグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

（株）デリカスノーコーングラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

（株）デリカスノーチーズグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

（株）デリカスノーニコニコグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

チーズグラタン 冷凍食品 なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

ほくれい株式会社網走工場
網走市北９条東１丁目３２
番地

日清医療食　えびグラタン 冷凍食品 なし

古川製菓株式会社 網走市海岸町１番１－３ 生姜せんべい・のり富士せんべい せんべい なし

網走千秋庵（藤田恵美子）
網走市南４条西２丁目５番
地

レアチーズ 洋菓子 なし

（有）東條菓子舗 網走市南８条西１丁目 菓子、調理パン 菓子、調理パン なし

羽前屋（中野猛） 網走市南４条西２丁目５ 菓子 菓子 なし

（有）すがの商店 網走郡東藻琴村３５３番地 菓子 菓子 なし

（有）旭堂尾形菓子店 網走市潮見８丁目１－２８ 洋菓子 洋菓子 なし

梅月菓子舗（近藤悟） 網走市南６条東４丁目 ババロア 生菓子 なし

デイジー食品工業（株） 富良野市字中五区4245 ふらの和牛カレー そうざい なし

デイジー食品工業（株） 富良野市字中五区4245 オニオンスープ スープ なし

デイジー食品工業（株） 富良野市字中五区4245 チーズフォンデュ レトルト食品 なし

デイジー食品工業（株） 富良野市字中五区4245 きのこソース ソース なし

デイジー食品工業（株） 富良野市字中五区4245 ミートソース ソース なし

富良野市 富良野市清水山 ふらのワイン ワイン なし

空知ミート（株） 上富良野町丘町 ピザローフ
ウィンナーソー
セージ

なし

空知ミート（株） 上富良野町丘町 ハーブウィンナー
ウィンナーソー
セージ

なし

（有）菓子司新谷 富良野市朝日町４番７号 ショートケーキ ショートケーキ なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

あらびきフランク６５ｇ＊５ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

黒撰あらびきポークウインナー１１５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

黒撰あらびきポークウインナー１１５ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

黒撰あらびきウインナー１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

デカ袋皮なしウインナーポーク&チキン３８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ジャンボパック皮なしウインナー５５０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

おいしさマイルド皮なしウインナー４１０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

お徳用皮なしウインナー４９４ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ポークノビッコ１００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ポークノビッコ１００ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

おはようグルメあらびきポークウインナー１００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

おはようグルメあらびきポークウインナー１００ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

あらびきポークウインナー２６５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

あらびきポークウインナー３００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産十勝清水町発あらびきウインナー１３５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

焼いておいしいあらびきフランク３５０ｇ 食肉製品 なし
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プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産十勝清水町発あらびきフランク２００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ロングウインナー３５ｇ－１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産十勝清水町発あらびきウインナー１３５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ＣＯ－ＯＰあらびきポークウインナー３００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ＣＯ－ＯＰあらびきポークウインナー３３０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ＣＯ－ＯＰあらびきポークフランク３００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝グルメの便りホワイトウインナー１１５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝ハーブウインナー１２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝の里ハーブウインナー１２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ハーブウインナー１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ハーブウインナーロングタイプ１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

フランクフルトソーセージ７５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ポーク＆チキンウインナー１５０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

あらびきウインナーお徳用袋４８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

あらびきウインナー５００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

あらびきウインナー７００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ウインナーソーセージ１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

皮なしフランク（徳用）４５ｇ＊１０ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

皮なしフランクフルトソーセージ４５ｇ＊１０ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

あらびきウインナー１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

あらびきウインナー３６０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

荒挽きポークウインナー本格派４００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

プリマウインナーお徳用１８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

お徳用パック　プリマハムウインナー１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

お徳用パック　プリマハムウインナー４００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

匠逸品ミートローフ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北国自慢ミートローフ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

粋匠ミートローフ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

匠逸品パストラミポーク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

逸品パストラミポーク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ﾍﾞｯｻｰﾊﾟｽﾄﾗﾐﾎﾟｰｸ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北国自慢パストラミポーク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

粋匠パストラミポーク 食肉製品 なし

55 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

切り落とし赤身ベーコン１７０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ロースハム（業務用） 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ロースハム（スライス）４２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

新鮮使い切りロースハム４３ｇ＊３パック 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

新鮮使い切りロースハム４３ｇ＊４パック 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝グルメの便りロースハム４３ｇ＊４パック 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

１０％増量ロースハムパック４８ｇ＊４パック 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

１０％増量ロースハムパック４８ｇ＊３パック 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

フレッシュサラダロース１２３ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

焼豚４００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産焼豚３００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道北国自慢焼豚３００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

じゃがバターステーキ１２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝グルメの便りじゃがバターステーキ１２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフト焼豚　粋匠焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフト焼豚　十勝逸品焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフト焼豚　十勝の里焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフト焼豚　匠逸品焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフト焼豚　北国自慢焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）　北国自慢ロースハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）　粋匠ロースハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）　赤ちゃん本舗グルメ派
ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）　セブン逸品ロースハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）　粋匠ロースハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトボンレスハム（ＪＡＳ標準）　粋匠ボンレスハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標準）　匠逸品スモークハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標準）　ベッサースモークハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標準）　十勝の里スモークハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標準）　十勝逸品スモークハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標準）　北国自慢スモークハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）　匠逸品ロースハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）　十勝ロースハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）　十勝逸品ロースハム 食肉製品 なし
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プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）　匠逸品ロースハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）　十勝の里ロースハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ギフトボンレスハム（ＪＡＳ上級）　匠逸品ボンレスハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

おつまみギャラリー　スナックサラミ２０ｇ細長タイプ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ソフトサラミソーセージ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝ソフトサラミやわらか皮なしタイプ８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産ソフトサラミやわらか仕上げ２３５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

サラミソーセージゲンボク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産サラミソーセージ２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝清水十勝サラミソーセージ２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ＣＯＯＰサラミソーセージ９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ＣＯＯＰサラミソーセージ９０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

無添加カルパス 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

おつまみギャラリー　ひとくちサラミ１８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

おつまみギャラリー　お手軽ひとくちサイズひとくちサラミ
８０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ひとくちサラミ２８ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産ミニサラミ１８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

おつまみデュエットサラミ４８ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

スティックサラミ２本入り２４ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ジューシーミニサラミ３５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ミニカルパス３５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝ミニサラミ４０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

Tokyo Disneyland サラミソーセージ４０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

おつまみギャラリー　あらびきサラミ１４０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ドライソーセージ（スライス）１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ドライソーセージ（細切り）１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ドライソーセージ（スライス）３００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産カルパス１１５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産カルパス１１５ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産カルパス１１５ｇ＊３ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産カルパス１１５ｇ（Ｄ） 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産カルパス１８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産カルパス１１０ｇ＊２ 食肉製品 なし
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プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産ドライ１１０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産ドライソーセージ１１０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝産ドライ１１０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産カルパス３６０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産カルパス７２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

セミドライソーセージ１１００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道カルパススライス８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝カルパススライス８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝の里カルパススライス８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産カルパススライス８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ビーフジャーキーソフトタイプ２７ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ビーフジャーキーソフトタイプ４６ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ビーフジャーキーチギリタイプ３５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

ドライ９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産ドライ９０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産ドライ９０ｇ＊３ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

富士百撰北海道十勝産ドライソーセージ９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産ロングドライ３５０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

乾燥食肉製品（スライス）１１００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

乾燥食肉製品（細切り）１０００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

極あらびきサラミ９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

プレスハム（細切り）１０００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

食肉ハム（チョップドハム）スライス５００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

食肉ハム２．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

食肉ハム２．５ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝の里ヒレ生ハム９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

十勝のヒレ生ハム９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

北海道十勝産ヒレ生ハム９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

バフェットハム　スライス２５０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社
北海道上川郡清水町本通り
西２－１１－１

バフェットハム 食肉製品 なし

株式会社十勝大福本舗 幕別町緑町７番地 大福餅、団子製品 和菓子 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 特線デリ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・ユーコープ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし
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株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・ユーコープクリームコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・パルコープ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 し・京都生協牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 日生協牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 日生協サクミニ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ＣＶＳサクミニ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・ポテトカレーコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 なつかしのカレーコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・男しゃく牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・エビクリームコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・ほっかり牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 し・ｺｰﾝクリームコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・東都生協牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 洋食屋ビーフコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 若菜ほっかり牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 相栄カニコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 岩田牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 お肉屋さん牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 特撰デリかぼちゃコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 特撰デリすき焼きコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 衣サクサク十勝カレーコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ほっかりすき焼きコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 京都生協牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 学給かぼちゃコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 寿やサクミニ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 市・サクミニ牛肉コロッケ（衣がサクサク牛肉コロッケ） 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 日流牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 デリカカレーコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 デリカミートコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 衣サクサク十勝かぼちゃコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ＣＣほっかり牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 イズミヤ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 コモディほっかり牛肉コロッケ 冷凍食品 なし
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株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 飛騨牛コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 サミット牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ほっかり牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 手作り風牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ニューデリカ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ベントマンかぼちゃコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ほっかりかぼちゃコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 道学給ポテトビーフコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ＣＦ特撰牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 旬サクサク十勝すき焼きコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 マイカル牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 衣サクサク十勝カレーコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 衣サクサク十勝牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 サクサク牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 大自然牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 大自然ミートコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 Ｋさっくりかぼちゃコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ＩＹ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ＩＹかぼちゃコロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 ユーコープほっかり牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 サクサク牛肉（白）コロッケ 冷凍食品 なし

株式会社北海道フーズ 士幌町西２線１４６番地 柿安牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

コスモ食品株式会社北海道
工場

芽室町東芽室北１線４８番
地

バターフレーバー なし

コスモ食品株式会社北海道
工場

芽室町東芽室北１線４８番
地

カルニッチ３，５，７ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・クリームシチュー なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・コンソメスープ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・みそスープ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・ミネストローネ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・トマトスープ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

ｺｰﾝスープ 冷凍食品 なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・ｺｰﾝポタージュ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・オニオンスープ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

ビシソワーウ 冷凍食品 なし
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更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

パエリア 冷凍食品 なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

チキンクリームシチュー なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

缶詰・骨付きカルビスープ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

缶詰・キムチスープ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

缶詰・ビーフカレー なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・ビーフカレー なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・仔牛のホワイトソース煮 なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

レトルトパウチ・ビーフシチューの赤ワイン煮 なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

缶詰・石焼き風ビビンバ なし

更別食品株式会社
更別村字更別基線東９１番
地の２

オニオンスープ 冷凍食品 なし

ジェイエイ芽室フーズ株式
会社

無室町西士狩北３線５３番
地

焼じゃがバター 冷凍食品 なし

士幌町農業協同組合 士幌町西２線１４６番地 スナック なし

十勝冷凍食品株式会社
帯広市西２２条北１丁目８
－３

コロッケ類 なし

西宮和雄 帯広市西１条南２８丁目 レモンフレーバー、香辛料 なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治十勝コーンクリームスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治十勝オニオンスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治十勝パンプキンスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 日缶ギフト用コーンクリームスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 日缶ギフト用オニオンスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 日缶ギフト用パンプキンスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 十勝のとうもろこしのスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 十勝のたまねぎのスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 十勝のかぼちゃのスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 十勝の冷たいスープ（ヴィシソワーズ）
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 ＣＯ・ＯＰ中華ｺｰﾝスープ
容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治Ｔ.ｺｰﾝグラタン 冷凍食品 なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治パーティーラザニア 冷凍食品 なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治ホワイトソース 冷凍食品 なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治ハンバーグ用ブラウンソース 冷凍食品 なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治業務用ｺｰﾝスープ 冷凍食品 なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 ＣＯ・ＯＰｺｰﾝスープ 冷凍食品 なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 あっぷるぐりむコーンクリームスープ 冷凍食品 なし

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 明治のホタテのマリネ 冷凍食品 なし
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適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

日本缶詰株式会社北海道工
場

芽室町西９条９丁目１番地 ＫＦＣ向けきのこグラタン 冷凍食品 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 デミグラスソースベースＥ　１５ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 デミグラスソースベース２００１　１５ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ＢＳ－チキンＢ　１０Ｋｇ箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ＦＶ－エキスＰ（ＦＤ）　１５Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ミルポアペースト　１４Ｋｇ袋 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 Ｓミルポア　１４Ｋｇ袋 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ミルポアバターファット　１５Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ミルポアパウダー　１５Ｋｇ袋 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 オニオンバターソテー　１５Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ブラウンルーＭＨ　１４．５Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ルーＤＧ　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ルーＳＧ　１５Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 クルトン　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 クルトンＬ　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ＫクルトンＬ　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ｋｋクルトン２５０　５Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会
社十勝工場

芽室町西９条７丁目１番地 ＫチーズクルトンＬ　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

明治乳業（株）十勝工場 帯広市東６条南１６の３ 粉乳 粉乳 なし

明治乳業（株）十勝工場 帯広市東６条南１６の３ バター バター なし

明治乳業（株）十勝工場 帯広市東６条南１６の３ チーズ チーズ なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ スノウブランマスカルポーネ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ スノウブランクワルク
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ スノウブランクリームチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ ゴーダチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ ストリングチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 市販用ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ ギフト用ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 業務用ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ生タイプ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ プロセスチーズ用原料ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ カッテージチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 原料用マスカルポーネ
ナチュラルチー
ズ

なし
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雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ スパイゼクワルク
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ クインクワルク
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 大樹クリームチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 北海道ブルーチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ カマン＆ブルーチーズ大樹
ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 製菓原料Ｋ ホエイパウダー なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 製菓原料Ｉ、アイラクト ホエイパウダー なし

よつ葉乳業（株）十勝主管
工場

音更町新通２０丁目３番地 ソフトチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管
工場

音更町新通２０丁目３番地 シュレッドチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管
工場

音更町新通２０丁目３番地 ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管
工場

音更町新通２０丁目３番地 ゴーダチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管
工場

音更町新通２０丁目３番地 ホエイパウダー ホエイパウダー なし

よつ葉乳業（株）十勝主管
工場

音更町新通２０丁目３番地 モザレラチーズ
ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管
工場

音更町新通２０丁目３番地 クリーム
ナチュラルチー
ズ

なし

株式会社プライムジャパン
十勝工場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ ローストビーフ 味付け食肉 なし

株式会社プライムジャパン
十勝工場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ 味付けザンギ 味付け食肉 なし

株式会社プライムジャパン
十勝工場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ 味付け牛サガリ 味付け食肉 なし

株式会社プライムジャパン
十勝工場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ ロースジンギスカン 味付け食肉 なし

株式会社プライムジャパン
十勝工場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ ロースジンギスカン生姜タイプ 味付け食肉 なし

渋谷醸造株式会社 本別町共栄町１４番地３ つゆ つゆ なし

合資会社まさおか 芽室町東１条２丁目 洋菓子 洋菓子 なし

有限会社帯広とうふ 幕別町札内みずほ町３２６番地２豆腐 豆腐 なし

六花亭製菓株式会社 帯広市西２４条北１丁目 アイスクリーム アイスクリーム なし

六花亭製菓株式会社 帯広市西２４条北１丁目 生ピザ 生ピザ なし

六花亭製菓株式会社 帯広市西２４条北１丁目 肉まんじゅう 肉まんじゅう なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 森永業務用４．３牛乳 加工乳 なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 北海道業務用３．６牛乳 牛乳 なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 十勝うらほろ３．６牛乳 牛乳 なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 森永北海道３．６牛乳 牛乳 なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 ＣＯＯＰ北海道牛乳 牛乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 凍結クリーム４．８％ クリーム なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 森永脱脂粉乳 脱脂粉乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 全脂濃縮乳Ｍ 濃縮乳 なし
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浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 全脂濃縮乳Ｈ 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 森永北海道全脂濃縮乳 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 脱脂濃縮乳Ｍ 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 北海道脱脂濃縮乳 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 脱脂濃縮乳Ｈ 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 タカナシ全粉乳 全粉乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 森永全粉乳 全粉乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 ４８％生クリームＨ クリーム なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 フレッシュクリーム浦幌 クリーム なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 フレッシュクリーム３５浦幌 クリーム なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

バターロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ＣＣバターロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

レーズンバターロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ＣＣレーズンバターロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ようあんぱん パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

豆パン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ＣＯＯＰバターロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

レーズンツイスト パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

そのまんまロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ジャンボドッグ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

小ドッグ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

あんクリームミックス パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ビッグジャム パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ビッグ小倉 パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ビッグクリーム パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

甘納豆パン（４） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ナイススティック パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

フレッシュロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

チョコチップスナック パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

いっちゃんチョコチップ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

いっちゃんスナック パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

アップルハーフ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

おおたちの仲良くチョコクロワッサン（ポケモン） パン なし
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イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

元気チョコクロワッサン（ポケモン） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

十勝バターパン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ミニクロワッサン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

十勝バターツイスト パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ミルフィーユ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

シュガークロワッサン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙブレッド パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

スナックゴールド パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

カステラサンド パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ビッグメロン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

メロンパン（４） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ようあんツイスト パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ビーンズロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

メリープのシュークリームパン（ポケモン） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

シュークリームパン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

子供の森 パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ジャンボレーズンシュガーマーガリン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ジャム&マーガリン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ホワイトパウダー パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ミニホワイトパウダー パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

くるみ&きのこカレーパン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

焼栗あんぱん パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ダージリン紅茶ホイップ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

さつまいもパン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

イーブイの大好きショコラ（ポケモン） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

カメロンパン（ポケモン） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ハクリュウの長いステックパン（ポケモン） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

あんぱん家族（こしあん） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

あんぱん家族（小倉） パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ジャンボカステラ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ジャンボカステラハーフ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

生チョコステッキ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

生クリームステッキ パン なし
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イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

トップバリュー山食５枚 パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ロイヤルナッツ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

いちまるふんわり パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

メロディー パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ふんわりスィート パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ふんわりソフト パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ＣＯＯＰスーパーソフト パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ＣＯＯＰスペシャルスライス パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

メロディー３斤 パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

デッエット３斤 パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

プラスサンド パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

マンナン入り食パン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

サンクスチルド３斤 パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ピザパン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

たまごがいっぱい パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ジャンボソーセージ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

まるまるソーセージ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

フランクロール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

カレードーナツ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ツイストドーナツ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

リングドーナツ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

クリームドーナツ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

アンドーナツ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

オーガニックごまおさつブレッド パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

オーガニック清里ミルクブレッド パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

清里ミルクブレッド パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

オーガニック練乳ミルクボール パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

オリジナルベーカリーふんわり甲州ぶどう パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

オリジナルベーカリーフンワリマスクメロン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

オーガニックブラックショコラ パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

オリジナルベーカリークロワッサン パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

オーガニックレーズンカスタード パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

果肉の入ったメロンパン パン なし
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イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

北海道牛乳パン 冷凍生地 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

モーニングロール 冷凍生地 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

メロンパン 冷凍生地 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ビタチョコペストリー 冷凍生地 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

チョコチップメロンパン 冷凍生地 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

クロワッサン 冷凍生地 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

カレードーナツ 冷凍生地 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ウインナーロール 冷凍生地 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

チーズワッフル 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

デコ台 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

黒豆タルト（かぼちゃ） 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

十勝ワインケーキ 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

十勝ブランディーケーキ 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ソルト 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

バナナスナック 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

イチゴスナック 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

マーブルスナック 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

アーモンドスナック（３） 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ツインジャムスナック 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

スィートポテト 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ミニ甘食 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

チョコ甘食 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ロールシート（加工製品） 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

甘食 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ジャンボシュー 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

スペシャルシュー 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

がんこおやじの石焼き芋 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

切り芋 菓子 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

中華定食弁当（マーボー豆腐） 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ＢＩＧサンド（白身フライ&コロッケ） 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ソフトＨＯＴサンド（たこ焼きそば） 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

コロッケ卵ロール 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

さけ弁当 弁当 なし
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イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

白身フライ海苔弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

クラブＨＯＴサンド 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ソフトホットサンド（チーズハンバーグ） 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

鶏唐海苔弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

サンマ竜田揚げ弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

白身フライ弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

豚生姜焼き弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

焼きそばロール 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

栗ご飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

Ｃａたっぷりチーズバーガー 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

焼きたらこ 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

明太子 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

紀州梅 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

おにぎりバスケット 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

鶏五目 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

豆ひじきご飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

洋風弁当（カーリックライス） 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ハヤシライス 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

チャーシューチャーハン 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

細巻き寿司弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ツナマヨネーズ 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

三色鶏飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ザンギロール 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ＢＩＧサンド（バラエティ） 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ゆで卵ミックス 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ポテトハムロール 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

大盛り焼きそば 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ボリュームとんかつ&鶏照焼弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

助六寿司 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

いなり寿司 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

バター醤油 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

手作りナンＤＥピザ 調理パン なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ロースハム&エッグサンド 調理パン なし
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イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

白身フライ海苔弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

秋鮭フライ海苔弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ミニ寿司サラダ巻 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

うにご飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

三色鳥飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社
帯広市西２３条北１丁目２
番３号

ソフトＨＯＴサンド 調理パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ おさつスティックサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ カフェモカサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ カレーパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ キャベツが入ったメンチカツパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ クリーミーおさつ＆ホイップ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ クリームパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ くるくるシュクレ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ こしあんドーナツ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ コッペジャム&マーガリン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ コッペつぶあん&マーガリン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ごまとカマンベール パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ こんがり小麦のクロワッサン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ サクサク林檎のデッシュ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ スイート＆シャポー パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ スイートポテトなパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ スティックピザ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ソーセージドーナツ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ソフトジャム＆マーガリン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ソフトピーナツサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ソフトフランスクロッワッサン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ たっぷりバターソフト パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ダブルクリームサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ チーズ＆マヨネーズ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ チーズナポリターナ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ちぎりパン(バニラチョコ） パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ツナオニオン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ツナ包み焼きパン パン なし
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株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ バナナカスター＆ホイップ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ハム＆チーズ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ パンコロッケ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ブルーベリー＆ミルク パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ふんわりクリームサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ふんわりチーズのパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ふんわり豆パン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ホイップ＆カスタードーナツ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ホイップショコラ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ホイップチョコ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ホワイトミルクロール パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ミックスチーズピザ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ミルキーフランス パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ミルキーメロン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ミルキーレーズン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ミルクパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ メープルのパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ メロンパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ メンチカツパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ モカチーノサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ ロングシュガーマーガリン パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ 小倉あんドーナツ パン なし

株式会社エフビーエス十勝
工場

音更町東通２０丁目３番３ 豊の香いちご＆ホイップ パン なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 天天有鶏がら白湯味 カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 ら～麺藤平なにわ風とんこつラーメン カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 熟成光麺とんこつじょうゆ味 カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 ユッケジャンラーメン カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 長浜屋台やまちゃん カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 中華そば万楽とんこつしょうゆ豆板醤入り カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 ラーメンてつやとんこつ塩味、とんこつ正油味 カップ麺 なし

ホクレン農業協同組合連合
会・十勝食品工場

幕別町軍岡６３番地１ 総菜缶詰・野菜五目６５ｇ 缶詰 なし

ホクレン農業協同組合連合
会・十勝食品工場

幕別町軍岡６３番地１ 濃縮コーンスープ　１ｋｇ レトルト食品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ スパイスタン 食肉製品 なし
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十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ 味付カルビー 食肉 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ 味付ヤキニク 食肉 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ サラミ 食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ ビーフソーセージ 食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ ローストビーフ
特定加熱食肉製
品

なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ スパイスビーフ 食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

牛部分肉・牛正肉 食肉 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

牛挽肉 食肉 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

ハンバーグ 食肉 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

牛タタキ 食肉 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

牛どんのもと レトルト食品 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

牛脂・牛脂ミンチ 食肉 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

牛スジ 食肉 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

牛スジスープ スープ なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

牛ボイルスジ 食肉製品 なし

株式会社十勝清水フード
サービス

清水町字清水４１９番地７
９

カクマクミンチ 食肉 なし

有限会社ティ・バイ・ティ
芽室町東芽室基線１９番地
３８号

プラセンタエキス末 健康食品用原料 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

カップかき揚げそば カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

カップ生塩ラーメン カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

カップ生醤油ラーメン カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ざるそば カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

チャンポン麺 カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ミニ塩中華 カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

アメリカンクラブサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

チーズチキンカツロール 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

チキンカツサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

てりやきバーガー 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ハム玉子ロール 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ハムチーズサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ハム野菜サンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ブリトーハムチーズ 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ブリトーエンチェラダ 調理パン なし
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株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

フレッシュハムサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ミックスサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

焼きそばロール 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

イカフライ弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

えび天丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

大玉たこ焼き 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

大盛り肉入り焼きそば 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

きのこ御飯弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

牛カルビー弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

こだわりの本格かつとじ丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

四川風マーボ丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

特製味わい御前 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

特製チャーハン 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

鶏そぼろ弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ナポリタンスパゲティ 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ハンバーグカレー 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

豚スタミナ丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ホイコーロー丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

北海道海老いか天丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

北海中華丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ボリュームハンバーグ弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

幕の内４５０ 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

幕の内ＤＸ 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

ミニ五目あんかけ焼きそば 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝
工場

音更町東通り２０丁目３－
３

洋風バラエティ弁当 弁当 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２
２線北５７番１２

ローストポーク 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２
２線北５７番１３

無塩漬バラベーコン 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２
２線北５７番１４

無塩漬ショルダーベーコン 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２
２線北５７番１５

無塩漬皮付ベーコン 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２
２線北５７番１６

無塩漬ロースハム 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２
２線北５７番１７

無塩漬ボンレスハム 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２
２線北５７番１８

ドライソーセージ（ミニサラミ） 肉類加工品 なし

㈱ニチロ釧路工場 釧路市海運３丁目１－１ 鮭サラダ油漬フレーク レトルト食品 なし

72 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

㈱ニチロ釧路工場 釧路市海運３丁目１－2 いかこんにゃく田舎煮 魚介類缶詰 なし

㈱ナラザキフーズ 釧路市新野２４－１０７２ 博多辛子明太子６０ｇ 魚卵製品 なし

㈱釧路丸水 白糠郡白糠町庶路甲区６番地５７７鮭フレーク そうざい なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 西友ファインセレクト醤油ラーメン めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ＣＯＯＰえびシュウマイ そうざい なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ＣＯＯＰかにシュウマイ そうざい なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 熟まる屋しょうゆラーメン めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 熟まる屋みそラーメン めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 熟まる屋しおラーメン めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ３人前ラーメンしお めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ３人前ラーメンみそ めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ３人前ラーメンしょうゆ めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ スライスハム 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 徳用ソーセージ 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ９０ｇソーセージ 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ９０ｇソーセージ３本束 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ９０ｇソーセージ３本束＋１本 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ フック式９０ｇソーセージ 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ４０ｇソーセージ４本入 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ４０ｇソーセージ４本入＋１本 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ フィッシュハンバーグ 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ １９０ｇ角ハム 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ２７０ｇ角ハム 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ チーズｉｎかまぼこ４本入 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 業務用ソーセージ（４０ｇ、１８０ｇ） 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 焼きちくわ（５本入） 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 中華焼売 そうざい なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 海鮮焼売 そうざい なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ソフト天ぷら 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ソフト野菜天ぷら 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 鶏と魚のつくね串（チーズ入り） 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 鉄板焼うどん照焼き醤油味 めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 香蒸し焼そば めん類 なし
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釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 鉄板焼うどん和風ソース味 めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 具にこだわりふかひれ入りラーメン めん類 なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工
場

厚岸郡厚岸町港町４４番地 味付数の子 魚卵製品 なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工
場

厚岸郡厚岸町港町４４番地 さんま煮付 そうざい なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工
場

厚岸郡厚岸町港町４４番地 さんま蒲焼 そうざい なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工
場

厚岸郡厚岸町港町４４番地 さんま胡麻みりん そうざい なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工
場

厚岸郡厚岸町港町４４番地 ほっけカラ揚げ そうざい なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工
場

厚岸郡厚岸町港町４４番地 塩助子 魚卵製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－３

雪印脱脂粉乳２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－３

雪印脱脂粉乳Ｌ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印脱脂粉乳Ｎ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印脱脂粉乳Ｙ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印脱脂粉乳Ａ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印バターミルクパウダーＬ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム４２バラ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム４７バラ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム４７Ｈ１０㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム４７（凍結）１８㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム５０バラ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム５０（凍結）１８㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム５０　１０㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム５０　１８㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム５０Ｗ９５０㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道フレッシュクリーム５０　９５０㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道バター切れてる１００ｇ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印ＳＡ北海道バター２００ｇ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印北海道バター２００ｇ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印バター無塩ＰＹ２０㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１
５線東１－3

雪印バター無塩ＥＤ２０㎏ 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 牛乳 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 バター 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 脱脂粉乳 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 生クリーム 乳製品 なし

74 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 濃縮乳 乳製品 なし

山六北栄食品㈱ 釧路市鳥取南７丁目１番２
０号

さしみこんにゃく こんにゃく なし

山六北栄食品㈱ 釧路市鳥取南７丁目１番２
０号

豆腐 豆腐類 なし

山六北栄食品㈱ 釧路市鳥取南７丁目１番２
０号

あげ 豆腐類 なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番
１号

塩筋子（５㎏） 魚卵製品 なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番
１号

いくら醤油漬（ビン詰１５０ｇ）、容器ライフェル（２５０
ｇ、５００ｇ、１㎏、２，５㎏）

魚卵製品 なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1
号

鰯明太漬 そうざい なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1
号

味付けシシャモ卵（明太味） そうざい なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1
号

うなぎまぜごはんの素 そうざい なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1
号

うなぎ茶漬け そうざい なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1
号

ニシン立田揚 冷凍食品 なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1
号

キザミうなぎ（蒲焼） 冷凍食品 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

木綿豆腐（４００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

木綿豆腐（３００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

ハーフ木綿豆腐（２００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

白鳥豆腐（４００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

白鳥豆腐（３００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

ミニ白鳥豆腐（２００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

しつげん豆腐（５５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

固め木綿豆腐（４５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

湯豆腐（４５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

焼豆腐（２５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

寄せ豆腐（５５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

寄せ豆腐（３８０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

冷奴豆腐タレ付（３００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

まりも豆腐（５５ｇ×３） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

三角揚（２００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

厚揚（２００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

ジャンボところてん（４００ｇ） 海藻加工品 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

平カップところてん（２００ｇ） 海藻加工品 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番
２０号

角カップところてん（２００ｇ） 海藻加工品 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番
地１１１７

おしんこ盛り合せ 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番
地１１１７

本格キムチ 漬け物 なし

75 / 78 ページ



製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番
地１１１７

からっキュウ 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番
地１１１７

おしんこ茄子胡瓜 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番
地１１１７

から味胡瓜 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番
地１１１７

昔なじみの鰊漬 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番
地１１１７

なたわり漬 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番
地１１１７

あっさり白菜漬 漬け物 なし

トーチク産業 釧路市新富士６－１　中央
市場内

スライス牛肉 食肉 なし

はまざき菓子店 根室市西浜町8-116 ケーキ 洋生菓子 なし

はたけやま菓子店 根室市栄町2-111 ケーキ 洋生菓子 なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印脱脂粉乳 脱脂粉乳 なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印脱脂粉乳Ｈ 脱脂粉乳 なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰＮ ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰ なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ＢＳパウダー
乳等を主成分と
する食品

なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

Ｎ脱脂濃縮乳バラ 脱脂濃縮乳 なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ＷＢパウダー ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰ なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印特粉Ｓ３
乳等を主成分と
する食品

なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター無塩20kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター無塩ＰＹ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター有塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター無塩450g バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター無塩1kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター無塩Ｆ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター無塩2kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター低塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター特級有塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター特級無塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター醗酵無塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ﾊﾞﾀｰﾌｧｰﾒﾝﾄ無塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バターシート有塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バターシート無塩Ｋ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バターシート無塩1kg×10 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バターシート無塩2.4kg×6 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バターシート無塩2.6kg×6 バター なし
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雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バターシート無塩5kg×2 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ﾊﾞﾀｰｼｰﾄ特級無塩Ｋ500g×20 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ﾊﾞﾀｰｼｰﾄ特級無塩Ｋ900g×10 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ﾊﾞﾀｰｼｰﾄ特級無塩KNK バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ﾊﾞﾀｰｼｰﾄ無塩Ｆ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ﾊﾞﾀｰ有塩500g×30 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター無塩Ｅ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター無塩ＥＤ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター有塩20kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印バター有塩30kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

ポーションバターチコＲ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

ホイップバターＳ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

Ｇホイップバター バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

ポーションバターチコ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

ポーションバターロコ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

Ｇガーリック＆バター バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

カットバター無塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

カットバター有塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印ガーリック＆バター バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印北海道ﾊﾞﾀｰ食塩不使用 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印SA北海道ﾊﾞﾀｰ食塩不使用 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場
北海道野付郡別海町別海鶴
舞町８

雪印北海道バター バター なし

明治乳業株式会社西春別工
場

北海道野付郡別海町西春別
４３－７

粉乳 脱脂粉乳 なし

明治乳業株式会社西春別工
場

北海道野付郡別海町西春別
４３－７

バター バター なし

明治乳業株式会社西春別工
場

北海道野付郡別海町西春別
４３－７

脱脂濃縮乳 脱脂濃縮乳 なし

明治乳業株式会社西春別工
場

北海道野付郡別海町西春別
４３－７

クリーム クリーム なし

別海町酪農工場
北海道野付郡別海町別海常
盤町２４５－１８

牛乳 牛乳 なし

別海町酪農工場
北海道野付郡別海町別海常
盤町２４５－１８

アイスクリーム アイスクリーム なし

別海町酪農工場
北海道野付郡別海町別海常
盤町２４５－１８

ヨーグルト 発酵乳 なし

別海町酪農工場
北海道野付郡別海町別海常
盤町２４５－１８

チーズ チーズ なし

別海町酪農工場
北海道野付郡別海町別海常
盤町２４５－１８

バター バター なし

別海町酪農工場
北海道野付郡別海町別海常
盤町２４５－１８

乳飲料『こめちち』
乳等を主成分と
する食品

なし

別海町酪農工場
北海道野付郡別海町別海常
盤町２４５－１８

ソフトクリームミックス ラクトアイス なし
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製造・加工者 　　　対象食品名※ 特定部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 (食品の種類)
使用･混入
の有無

適切な防止措
置の有無

使用･混入部位 原因原材料 販売中止 製品回収 原料切替え

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

ソフトチーズ入り丸焼 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

なかしべつカレーコロッケ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

なかしべつ牛肉コロッケ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

ソーセージチーズカツ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

バーグ串フライ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

まぐろの香草メンチカツ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

カジキの三味カツ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

手巻風ウインナー玉子焼 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

アメリカンエッグフライ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

丸型ハムエッグフライ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

鶏れんこんフライ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

ハムエッグフライ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

チキンメンチカツ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

ＳＴ　ポテトコロッケ 冷凍食品 なし

すぐる食品株式会社　中標
津工場

北海道標津郡中標津町字俵
橋１３６８－１９

ＳＴ　枝豆コロッケ 冷凍食品 なし
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