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収
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え

㈲北村ハム製造所 水戸市谷津町１－５１ プレスハム 食肉製品 無

㈲北村ハム製造所 水戸市谷津町１－５１ ソーセージ 食肉製品 無

長島食品 東茨城郡小川町小川１５９３ わら納豆 納豆 無
イトウ製菓（株）・他社ブラ
ンド品

東茨城郡美野里町西郷地１６６
７

ハイカルケット 菓子 無
イトウ製菓（株）・他社ブラ
ンド品

東茨城郡美野里町西郷地１６６
７

ハイカルフアミリー 菓子 無
イトウ製菓（株）・他社ブラ
ンド品

東茨城郡美野里町西郷地１６６
７

カルケット 菓子 無
イトウ製菓（株）・他社ブラ
ンド品

東茨城郡美野里町西郷地１６６
７

歯固めカルケット 菓子 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 水府そば めん類 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 花梨ラーメン湯麺 めん類 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 花梨焼そば めん類 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 無農薬 ミニ３段 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 厳選小粒 ４段 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 厳選大粒 ２段 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 挽割納豆 ２段 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 北海道産小粒 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 無農薬極小粒 ３連 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 体にうれしい ２連 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 厳選小粒 ３連 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 小粒揃い四段重ね 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 挽割納豆 ４０g 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 水戸童カップ バラ 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 納豆詰合パック 納豆 無

（株）東京かねふく 東茨城郡大洗町五反田５４１ 辛子明太子 魚介類加工品 無

（株）東京かねふく 東茨城郡大洗町五反田５４１ 辛子明太子関連商品 魚介類加工品 無



（株）東京かねふく 東茨城郡大洗町五反田５４１ たらこバラコ 魚介類加工品 無

（株）東京かねふく 東茨城郡大洗町五反田５４１ すじこ醤油漬 魚介類加工品 無

タカノフーズ（株）
東茨城郡小川町野田字大沼領１
５４２

納豆添付カラシ 調味料 無

タカノフーズ（株）
東茨城郡小川町野田字大沼領１
５４２

納豆用「タレボトル」 調味料 無

タカノフーズ（株）
東茨城郡小川町野田字大沼領１
５４２

味付納豆中「大根」 調味料 無

タカノフーズ（株）
東茨城郡小川町野田字大沼領１
５４２

納豆添付タレ「北海道タ
レ」 ５cc,2.7cc

調味料 無

茨城雪印牛乳（株） 水戸市笠原町１４１４
雪印ヨーグルト牧場の朝
（高生乳）

発酵乳 無

（株）山本商店
東茨城郡大洗町磯浜７７９３ー
１

酢たこ 魚介類加工品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
具材入りクッキングケ
チャップ チキンライス １８
０gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
具材入りクッキングケ
チャップ ナポリタン ２００
gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
トマトソース調味タイプ ２
９５Ｇ／１２×２

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
はじめてのトマトソース １
２０gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
トマトソース２個パック ２
１０g×２

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
あさりのオリーブオイル
ソース ９０gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
きのこのオイルソース ９０
gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
きのこのトマトソース １４
０gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
厚切りベーコンのカルボ
ナーラ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ナポリの家庭風ミートソー
ス １４０gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
なすとベーコンのトマト
ソース １４０gパウチ

レトルト食品 無



カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
菜園風トマトソース １４０
gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ハンバーグソース３種のき
のこのデミグラスソース仕
立て １００gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ステーキソース炒めた玉葱
の照焼きソース仕立て １０
０gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
きのことトマトのパスタ
ソース ２１０gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのミートソース
７号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのミートソース
７号缶２缶パック

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのミートソース
マッシュルーム入り ７号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのミートソース
マッシュルーム入り ７号缶
２缶パック

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのナポリタン
ソース ７号缶

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのミートソース
マッシュルーム入り １４０
gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのナポリタン
ソース １４０gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのミートソース
２１０gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのナポリタン
ソース ２１０gパウチ

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
完熟トマトのチキンミート
ソース ７号缶

レトルト食品 無 変更予定

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ボロネーゼソース ７号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
なすのトマトソース １４０
gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
厚切りベーコンのトマト
ソース １４０gパウチ

レトルト食品 無



カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
鶏としめじのトマトソース
１４０gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
大粒あさりのトマトソース
１４０gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
なすのざく切りトマトソー
ス仕立て １００gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
あさりの白ワインソース ７
号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
あさりのトマトソース ７号
缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
なすとトマトのパスタソー
ス ２１０gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ピッツｱソース １号
缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ピッツｱソース ２号
缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ナポリタンソース １
号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ナポリタンソース ２
号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ホワイトソース １号
缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ホワイトソース ２号
缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ジャーマンハンバー
グソース ２号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用きのこのハンバーグ
ソース ２号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用イタリアンハンバー
グソース ２号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用和風ハンバーグソー
ス ２号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用実沢山スープミネス
トローネ ２号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用実沢山スープキャベ
ツとソーセージのスープ ２
号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用スープパスタソース
韓国風キムチ味 ２００gパ
ウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用パスタソースボロ
ネーゼソース １kgパウチ

レトルト食品 無



カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用パスタソースツナク
リーム １kgパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
シカゴぺスカトーレ １４０
gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ミートソース（レス
トラン） １号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ミートソース（レス
トラン） ２号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ミートソース（デリ
カ） １号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ミートソース（デリ
カ） ２号缶

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ミートソース（デリ
カ） ３kgパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ 業務用ミートソース １号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ 業務用ミートソース ２号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ミートソース ３kgパ
ウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ミートソース（Ｄ） ２ｋｇ
パウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ミートソースＨ １ｋｇパウ
チ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ローソン向けミートソース
Ｗ １ｋｇパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ デミグラスソース １号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ デミグラスソース ２号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
デミグラスソース ３ｋｇパ
ウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用ナポリタンソース １
４０ｇ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ サルサポモドーロ １号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ サルサポモドーロ ２号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ マリナラソース １号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ マリナラソース ２号缶 レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用スープパスタソース
松茸入り和風きのこ ２００
gパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用スープパスタソース
白ワインクリーム ２００g
パウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用スープパスタソース
野菜のトマト煮込み ２００
gパウチ

レトルト食品 無



カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用パスタソース ボンゴ
レビアンコ １kgパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用パスタソース ボンゴ
レロッソ １kgパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
業務用パスタソース 和風き
のこ １kgパウチ

レトルト食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ サルサ １kgフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ サルサ ３kgフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
カゴメサルサ（Ｂ） １kg
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
カゴメサルサ（スゴ辛） ３
kgフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
オムライス亭ケチャップ
ソース ３ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ポポラーレトマトベース ３
ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ピッツｱソース ３ｋｇフィ
ルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ナポリタンソース ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
神戸館マリナラソース ３ｋ
ｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ナポリタンソースＷ ５ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ピザソース ３ｋｇフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
洋食屋風ナポリタンソース
１ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
トマトソースＫ １ｋｇフィ
ルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ナポリタンソースＨ２  ３ｋ
ｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ミートソースベースＣ２  ３
ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
カチャトーラソース ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
アラビアータソースＦ２  ３
ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
トマトソースソースＦ  ３ｋ
ｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ナポリタンソースＦ３  ５ｋ
ｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ナポリタンソースＦ４  ５ｋ
ｇフィルム

加工食品 無



カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ナポリタンソースＦ５  ５ｋ
ｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
シカゴピザソース １ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
スパイス＆ワインケチャッ
プ（総菜用） １ｋｇフィル
ム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
サルサポモドーロ ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
マリナラソース ３ｋｇフィ
ルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
グルメ杵屋向けトマトソー
ス ３ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
西洋フードトマトソース １
ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
キャナリｲロウ向けトマト
ソース ３ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
トマトベースソースＺ  ３ｋ
ｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
ナポリタンソースＡＲ １ｋ
ｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２
熟つぶケチャップ １ｋｇ
フィルム

加工食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ ＫＦＣ向けきのこグラタン 冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ Ｃｏｏｐ向けグラタン 冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ Ｃｏｏｐ向けドリア 冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ Ｃｏｏｐ向けラザニア 冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５
Ｃｏｏｐ向けパンプキング
ラタン

冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ ピッツｱ 冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ グラタン 冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ ラザニア 冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ ピッツｱ用クラフト 冷凍食品 無

明治乳業（株）茨城工場 東茨城郡美野里町堅倉１４６５ パイ 冷凍食品 無

茨城県経済連ポケットファー
ムドキドキ

東茨城郡茨城町下土師高山１９
４５

ソーセージ 食肉製品 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 冷し狸うどん めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ ざるそば めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ とろろそば めん類 無



美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ コク旨焼うどん めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ とろろそばミニ めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 月見鍋焼うどん（海老天） めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 新天ぷら鍋焼うどん めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ カップ狸うどん めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 本格ソース焼そば めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ ミニ冷し中華 めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ カップ生醤油ラーメン めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ ネギ醤油焼そば めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８
カップ生焼そば・焼豚と野
菜の炒麺

めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 焼豚と野菜の炒麺 めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ ちゃんぽん麺鍋 めん類 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

９５ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

９０ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

８５ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

７５ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

７５ｇ２Ｐホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

７５ｇ４Ｐホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

５０ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

１６０ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

魚肉ソーセージ９５ｇ２Ｐ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

魚肉ソーセージ９５ｇ３Ｐ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

ホモウインナー（２４ｇ） 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

超ビッグジャンボソーセー
ジ（１５０ｇ）

魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

ホットドッグ用ソーセージ
（５０ｇ）

魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

健康志向フィッシュソー
セージ

魚肉ねり製品 無



（株）丸善美野里工場
東茨城郡美野里町堅倉１６３
８ー６

フィッシュソーセージ（ナ
チュラル向）

魚肉ねり製品 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ナポリタンスパゲテイ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

軟骨唐揚 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

若鶏の唐揚げ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

チキンカツ煮 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

広島風お好み焼 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

大玉たこ焼 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

おろしハンバーグ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

海老マカロニグラタン 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ベビー帆立のドリア 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

和風明太子スパゲテイ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

旬のきのこのスパゲテイ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ほうれん草とベーコンのス
パゲテイ

惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

いなり用味付油揚げ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ツナ＆コーンサラダ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

三陸産わかめの海藻サラダ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

中華春雨サラダ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ミートソーススパゲテイ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

きのこサラダ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ドレッシング 調味料 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ミニ五目あんかけ焼そば 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ねぎ塩カルビ 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

専門店の味すきやき鍋 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

生チョコケーキ 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

レアチーズケーキ 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ミルクたっぷりとろりん
シュー

菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

贅沢否仁 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

かぼちゃプリン 菓子 無



美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

テイラミス（新） 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

テイラミス 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

かまくら 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

チョコかまくら 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

たっぷりクリームプリン 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

栗のプリン 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

胡麻のブラマンジェ 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

メロンプリンパフェ 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

抹茶白玉 菓子 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

ジャージャー麺 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

本場の味キムチ鍋 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

豚生姜焼き 惣菜類 無

美野里デリカ（株）
東茨城郡美野里町大字納場６１
７ー１

野菜たっぷり寄せ鍋 惣菜類 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
長すけかつお風味たくあん
（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
長島 かつお風味たくあん
（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
ぬかだいこん（たくあん
漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
自然が美味い（たくあん
漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 旬が美味い（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
お徳用ＢＩＧ１Ｋｇたくあ
ん（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
かつお風味５００（たくあ
ん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
スライス生たくあん新漬風
味（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
スライス生たくあんかつお
風味（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
茨城たくあん（たくあん
漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
花嫁だいこんミニ梅かつお
（たくあん漬）

漬物 無



長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
花嫁だいこんミニプレーン
（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
花嫁だいこんミニかつお
（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
花嫁だいこん 梅酢風味（た
くあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
花嫁だいこん（たくあん
漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
長すけ 生かつお風味たくあ
ん（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
長すけ 生柿皮ぬか入り（た
くあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
長すけ 生 みそ味（たくあん
漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 味だいこん（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
生協用 かつおたくあん半割
ハーフ（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１
東海コープたくあん（たく
あん漬）

漬物 無

明利酒類（株） 水戸市元吉田町３３８ 発酵調味料 Ｄ＆Ｍ－Ｋ 調味料 無

明利酒類（株） 水戸市元吉田町３３８ 発酵調味料 Ｄ＆Ｍ－Ｓ 調味料 無

茨城冷凍食品販売（株） 水戸市柵町２ー７ー１ マカジキ香味揚 惣菜類 無

茨城冷凍食品販売（株） 水戸市柵町２ー７ー１ 鮭唐揚 惣菜類 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ハーブシーズニング（バジ
ル）（シーズニングスパイ
ス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ミックススパイス（ＤＯ－
１）（シーズニングスパイ
ス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ジャンバラヤミックス（中
華）（シーズニングスパイ
ス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

からあげ粉ペッパー風味
（シーズニングスパイス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ドライカレーミックス
（シーズニングスパイス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＢＲ）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＦＩＴ）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＦＰ）（カ
レールウ）

調味料 無



交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＦＲ）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

Ｊａｇａ・ｊａｇａヘル
シーカレールウ（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＫＯＨ）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウＭＥ－３５０Ｓ
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＭＯＪ）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウＴ（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＮＫ－２）
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（Ｎｏ．８）
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＮＯＭ）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（ＮＡ特製）
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

コータスカレールウ辛口、
中辛、甘口（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

アストリアカレールウ（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

インドカシミールカレール
ウＳＴ（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

エースカレールウ（カレー
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（辛口）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

キッズカレールウ（カレー
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

キングカレールウ甘口（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

キングカレールウ辛口（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

キングカレールウ中辛（カ
レールウ） 賞味期限０３．
４．１５以降品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

キングカレールウ中辛（カ
レールウ） 賞味期限０３．
４．１４以前品

調味料 無



交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

キングカレールウ（無塩）
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（Ｘ－２２）
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ハチミツカレー（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

コーンポタージュ（ＣＡ）
（ポタージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ごまポタージュ（ルウタイ
プ）（ポタージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

スパイシーカレールウ中辛
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ソフトカレールウ（カレー
ルウ）賞味期限０３．４．
５以降品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ソフトカレールウ（カレー
ルウ）賞味期限０３．４．
４以前品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

デラックスキングカレール
ウ中辛、辛口（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（デラックス）
ＳＴ（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

デラックスダイヤカレール
ウ（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

デラックスビーフシチュー
（シチュールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

デラックスホワイトルウ
（ホワイトルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

デラックス南ばんカレー
（南ばんカレー）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

コーンポタージュ（ルウタ
イプ）（ポタージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ライフカレールウ（カレー
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ハヤシルウソフト（ハヤシ
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

パンプキンポタージュ（ル
ウタイプ）（ポタージュル
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレーフレーク（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ベシャメルルウ（シチュー
ルウ）

調味料 無



交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ベシャメル・ルウ（ミズ
ホ）（シチュールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ホワイトルウソフト（ホワ
イトルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ホワイトルウ（Ｎ）（ホワ
イトルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ホワイトルウ（ホワイトル
ウ）賞味期限１２．１０．
１１以降品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ホワイトルウ（ホワイトル
ウ）賞味期限１２．１０．
１０以前品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

マイアミカレールウ（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

ハヤシルウ（ハヤシルウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

紫いもポタージュ（ルウタ
イプ）（ポタージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

横濱レトロカリー中辛、甘
口（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

カレールウ（給食）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

志ほ川カレールウ（カレー
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

横濱レトロカリー（ブラッ
ク）（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

特製南ばんカレー（南ばん
カレー）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場
東茨城郡美野里町西郷地１００
０

南ばんカレー（南ばんカ
レー）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場
東茨城郡美野里町西郷地１６８
９

スタミナスープＡ ３６０ｍ
ｌ（ピロー包装）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場
東茨城郡美野里町西郷地１６８
９

スタミナスープＡ ３倍 １ｋ
ｇ（アルミスタンドパウ
チ）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場
東茨城郡美野里町西郷地１６８
９

ローストビーフ風ステーキ
ソース ８０ｇ（アルミスタ
ンドパウチ）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場
東茨城郡美野里町西郷地１６８
９

パンプキンソース １ｋｇ
（樹脂スパウトパック）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場
東茨城郡美野里町西郷地１６８
９

キャロットソース １ｋｇ
（樹脂スパウトパック）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場
東茨城郡美野里町西郷地１６８
９

カツレツスパイスマヨネー
ズ味 ５００ｇ（樹脂袋）

調味料 無



株式会社ダイショー関東工場
東茨城郡美野里町西郷地１６８
９

山形風玉こんにゃくのたれ
２倍濃縮 ３０ｇ（樹脂小
袋）

調味料 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

牛カルビ弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

松茸御飯 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

鶏そぼろ弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

豚生姜焼弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

おにぎり３個入（シーチキ
ン・鮭・明太子）

弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

手巻寿司エビカツ巻 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

ちりめん御飯弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

きのこ御飯弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

特製味わい御膳（赤飯） 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場
西茨城郡岩間町押辺２７４１ー
８

ハンバーグ＆焼肉弁当 弁当 無

亀印製菓株式会社 水戸市美川町２１３９ー５ キャラメルケーキ 洋菓子 無

亀印製菓株式会社 水戸市美川町２１３９ー５ キャラメルノア 洋菓子 無

亀印製菓株式会社 水戸市美川町２１３９ー５ シャルロットポアール 洋菓子 無

亀印製菓株式会社 水戸市美川町２１３９ー５ レアチーズケーキ 洋菓子 無

あさ川製菓株式会社 水戸市元石川町３２５ー１９ ケーキ 洋生菓子 無

あさ川製菓株式会社 水戸市元石川町３２５ー１９ ゼリー 洋生菓子 無

あさ川製菓株式会社 水戸市元石川町３２５ー１９ ビスケット 菓子 無

高橋敏雄 西茨城郡岩瀬町鍬田６２６ー２ 生ケーキ（ムース類のみ） 菓子 無

菊池 由紀 水戸市見和１ー３７７ー１９ 上がけ用ゼリー 菓子 無

財団法人 水戸市農業公社（森
のシェーブル館）

水戸市全隈町１４５４
アイスクリーム（ソフトク
リーム）

アイスクリー
ム

無

タナカ食品株式会社 　ひたちなか市津田２５１２ 和牛メンチカツ 　冷凍食品 無

株式会社ニチロシ－フ－ズ
　ひたちなか市和田町３－１３
４００－２

　赤魚の西京焼 　冷凍食品 無

株式会社ニチロシ－フ－ズ
　ひたちなか市和田町３－１３
４００－２

　赤魚の西京焼 　冷凍食品 無

株式会社ニチロシ－フ－ズ
　ひたちなか市和田町３－１３
４００－２

さわらの照り焼き 　冷凍食品 無

株式会社ニチロシ－フ－ズ
　ひたちなか市和田町３－１３
４００－２

赤魚のほうしょ包み 　冷凍食品 無



株式会社ニチロシ－フ－ズ
　ひたちなか市和田町３－１３
４００－２

焼魚セット 　冷凍食品 無

茨城県漁業協同組合連合会那
珂湊食品工場

　ひたちなか市海門町１－１７
－１４

剣エビフリッタ－ 　冷凍食品 無

株式会社ニチロシ－フ－ズ
　ひたちなか市和田町３－１３
４００－２

イクラ醤油漬け
　魚介類加工
品

無

茨城県漁業協同組合連合会那
珂湊食品工場

　ひたちなか市海門町１－１７
－１４

きびなご胡麻フライ 　冷凍食品 無

茨城県漁業協同組合連合会
　ひたちなか市和田町３－９－
１７

ひとくち昆布 瓶詰め食品 無

茨城県漁業協同組合連合会
　ひたちなか市和田町３－９－
１７

ひとくち昆布　椎茸入り 瓶詰め食品 無

茨城県漁業協同組合連合会
　ひたちなか市和田町３－９－
１７

あゆ昆布巻き レトルト食品 無

茨城県漁業協同組合連合会
　ひたちなか市和田町３－９－
１７

紅鮭昆布巻 レトルト食品 無

極洋食品株式会社　ひたちな
か工場

　ひたちなか市山崎１００ コ－ンサラダ 　冷凍食品 無

茨城県漁業協同組合連合会那
珂湊食品工場

ひたちなか市海門町１－１７－
１４

アジフライ 　冷凍食品 無

茨城県漁業協同組合連合会那
珂湊食品工場

ひたちなか市海門町１－１７－
１４

サ－モンフライ 　冷凍食品 無

茨城県漁業協同組合連合会那
珂湊食品工場

ひたちなか市海門町１－１７－
１４

たこボ－ルフライ 　冷凍食品 無

茨城県漁業協同組合連合会那
珂湊食品工場

ひたちなか市海門町１－１７－
１４

いかフライ 　冷凍食品 無

茨城県漁業協同組合連合会那
珂湊食品工場

ひたちなか市海門町１－１７－
１４

えびいかフライ 　冷凍食品 無

茨城県漁業協同組合連合会那
珂湊食品工場

ひたちなか市海門町１－１７－
１４

さば胡麻揚げ 　冷凍食品 無

丸喜水産株式会社
ひたちなか市沢メキ１１１０－
６３

シマホッケ味噌煮 　冷凍食品 無

丸喜水産株式会社
ひたちなか市沢メキ１１１０－
６３

青ヒラスたまり漬 　冷凍食品 無

丸喜水産株式会社
ひたちなか市沢メキ１１１０－
６３

銀むつ西京漬 　冷凍食品 無

泉川　博 ひたちなか市湊泉町７－６ ハバロア 　菓子 無

泉川　博 ひたちなか市湊泉町７－６ ム－ス 　菓子 無

石川　浩 東海村白方１７３９－１０７ いちごム－ス 　菓子 無

石川　浩 東海村白方１７３９－１０７ レアチ－ズ 　菓子 無

石川　浩 東海村白方１７３９－１０７ 栗ム－ス 　菓子 無

カバヤ食品㈱ 那珂郡緒川村国長400 チョコレート菓子 菓子 無



㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 レアーチーズケーキ 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 ティラミス 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 プリンアラモード 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 チーズーケーキ 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 プリンモンブラン 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 モンブラン 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 牛肉の甘辛煮 そうざい 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 牛筋の煮込み そうざい 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 レンズ豆のスープ そうざい 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 カレー そうざい 無

合名会社　立川醤油店 常陸太田市西二町2177 醤油 醤油 無
くめ・クオリィテイ・プロダ
クツ㈱

久慈郡金砂郷町大里4137 プチ納豆 納豆 無
くめ・クオリィテイ・プロダ
クツ㈱

久慈郡金砂郷町大里4137 東海コープカップ納豆 納豆 無
くめ・クオリィテイ・プロダ
クツ㈱

久慈郡金砂郷町大里4137 日生協カップ納豆 納豆 無
くめ・クオリィテイ・プロダ
クツ㈱

久慈郡金砂郷町大里4137 関西秘伝金印納豆 納豆 無

日本ジフィー食品㈱ 那珂郡大宮町工業団地657 クノール具だくさんスープ そうざい 無

日本ジフィー食品㈱ 那珂郡大宮町工業団地657 ふわふわたまごスープ そうざい 無

日本ジフィー食品㈱ 那珂郡大宮町工業団地657 クノール海老ﾜﾝﾀﾝ そうざい 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 子餅えび 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 味三彩 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 三色おかき 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 できたて揚げせん 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 うにあられ 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 無印良品あげせん 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 まさご 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 ＣＯＯＰうにせん 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 味一徹うにせん 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 無印良品うにあられ 菓子 無



日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 西友うにあられ 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 できたて揚げせんうに 菓子 無

㈱永谷園茨城工場
茨城県高萩市赤浜松久保６０３
－２

ラーメン茶漬け 茶漬け 無

㈱永谷園茨城工場
茨城県高萩市赤浜松久保６０３
－２

そばめしふりかけ ふりかけ 無

横関油脂工業㈱
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－４９

精製牛脂
ショートニン
グ

無

横関油脂工業㈱
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－４９

牛脂局度硬化油 食用油脂 無

正和薬品㈱
茨城県北茨城市華川町臼場１８
７－１１

ゼラチン 健康食品 無

正和薬品㈱
茨城県北茨城市華川町臼場１８
７－１１

骨髄加工食品 健康食品 無

正和薬品㈱
茨城県北茨城市華川町臼場１８
７－１１

コンドロイチン含有食品 健康食品 無

正和薬品㈱
茨城県北茨城市華川町臼場１８
７－１１

コラーゲン含有食品 健康食品 無

正和薬品㈱
茨城県北茨城市華川町臼場１８
７－１１

カルシュウム錠 健康食品 無

㈱日立ライフ 茨城県日立市諏訪町２－８－１ めんつゆ 調味料 無

浅草ハム㈱関東工場
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－５２

ビーフミックスウインナー 加熱食肉製品 無

浅草ハム㈱関東工場
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－５２

ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 無

浅草ハム㈱関東工場
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－５２

ペパロニ 加熱食肉製品 無

浅草ハム㈱関東工場
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－５２

コックサラミ 加熱食肉製品 無

浅草ハム㈱関東工場
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－５２

リオナソーセージ 加熱食肉製品 無

浅草ハム㈱関東工場
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－５２

ビアシンケン 加熱食肉製品 無

浅草ハム㈱関東工場
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－５２

ソフトサラミ 加熱食肉製品 無

浅草ハム㈱関東工場
茨城県北茨城市中郷町日棚６４
４－５２

スモークタン 加熱食肉製品 無

渡辺周昭 茨城県日立市久慈町３－４－３ マーボ豆腐 そうざい 無

内山正子
茨城県日立市水木町１－３０－
１２

めんつゆ 調味料 無



内山正子
茨城県日立市水木町１－３０－
１２

寿しょうゆ 醤油 無

㈱永谷園茨城工場
茨城県高萩市赤浜松久保６０３
－２

そばめしチャーハンの素 調味料 無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 はっ酵乳 はっ酵乳 無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 焼プリン 生菓子 無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 アイスクリーム類
アイスクリー
ム類

無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 氷菓 氷菓 無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 乳飲料 乳飲料 無

今泉食品㈱ 行方郡鉾田町当間1376 ソウルキムチ 漬物 無

今泉食品㈱ 行方郡鉾田町当間1376 ソウルカクテキ 漬物 無

(有)大蔵 行方郡北浦町内宿417 煮物のたれ ソース類 無

(有)大蔵 行方郡北浦町内宿417 あんかけのたれ ソース類 無

(㈱井川食品 行方郡玉造町浜５３１－２ 納豆添付用カラシ 香辛料 無
牛由来以
外材料置
換

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 カレーフレークファミリー 調味料 無

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 カレーラーメン(フレーク) 調味料 無

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 カレーフレークDX.辛口SD 調味料 無

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 減塩カレー 調味料 無

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8
ハンバーグスパイスR。SK-
1.W-33

調味料 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶごま和え納豆C２ 納豆 無 　 　 　 　 　 　

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 富士有機３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 富士有機カップ３ 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 メグス有機カップ３ 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶ有機カップ３ 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 ヨコサン有機３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 有機栽培大豆３Pプラス１ 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 有機栽培大豆３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 有機健膳２P 納豆 無



㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶ有機栽培大豆３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶほね元気有機３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 COOP極小粒納豆４P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 水戸のふっくら極小粒４P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶふくまろ３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶ香りふくまろ３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1
金のつぶにおわなっとう
カップ３

納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶ香りふくまろ２P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶふくまろ２P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶほね元気３P 納豆 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９ クリームかにコロッケ 調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９
えび入りクリーミーコロッ
ケ

調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９ 甘えびクリームフライ 調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９
コーン入りかにクリーミー
コロッケ

調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９ コーンクリーミーコロッケ 調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９ 甘えびクリーミーコロッケ 調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９
えび入りクリーミーコロッ
ケ

調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９ 甘えびクリームフライ 調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９
コーン入りかにクリーミー
コロッケ

調理冷凍食品 無

㈱髙木物産 波崎町５２７９ たこ焼クリーミーコロッケ 調理冷凍食品 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーS 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＬ 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＬ特 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＦ 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＡ 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＮ 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガー東京製粉 掛け砂糖 無

昭和産業㈱船橋工場
千葉県船橋市日の出２－２０－
２

昭和お好み焼粉 加工用原料 無



昭和産業㈱船橋工場
千葉県船橋市日の出２－２０－
２

ＳＨＯＷＡ（家）たこ焼粉 加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場
千葉県船橋市日の出２－２０－
２

暮らしの８８お好み焼粉 加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場
千葉県船橋市日の出２－２０－
２

ファインセレクトお好み焼
粉

加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場
千葉県船橋市日の出２－２０－
２

買物上手お好み焼粉 加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場
千葉県船橋市日の出２－２０－
２

バリューお好み焼き粉 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

ケーキマフィンミックスＡ
Ｘ－０２

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

まるめて焼くだけパンミッ
クス

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

COOPお手軽パン風ミックス
Ｂ－０４

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

内麦パンミックスＢ－１６ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

ハースブレッドミックスＢ
－６１

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

お好み焼粉Ｊ－１４０ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

たこ焼ミックスＪ－７５、
２０Ｋg

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

たこ焼ミックスＪ－７６ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉　Ｋ－１８（１
０Ｋg)

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉スタンダードＫ
－２５（１Ｋg×１０、１０
Ｋg）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

Ｈ、Ｃから揚げ粉Ｋ－２７
（１Ｋg×１０）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚粉とり肉用塩味（Ｋ
－５２）１Ｋg×１０、１０
Ｋg

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－６７（１０
Ｋｇ）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－８０（１０
Ｋｇ）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－８８（１０
Ｋｇ）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－９２（１０
Ｋｇ）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－９５（１Kg
×１０）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－９９（１０
Kg）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

東海から揚げ粉K-１０１ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉ＭＵＫ９７２ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－１１２ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

ムネ肉用から揚げK-１２３ 加工用原料 無



昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

ニチレイ向けから揚げ粉K-
１３１

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉スタンダードＡ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉K-１４７ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉K-１５０ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

菓子パンベースミックスR－
６０

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

ホームカットドーナツミッ
クスS-０１

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

フレンチクルーラーミック
スS－０５

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

ドーナツミックスS－３４ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

シューボールミックスS－８
５

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

クラウンレイズイースト
ドーナツミックスXL－２２

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

エクセルケーキミックスXL
－６５

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

無印良品ポンデケージョ風
パンミックス

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－１５２ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－４１ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－７８（１０
Ｋｇ）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

から揚げ粉Ｋ－９０（１Ｋ
ｇ×１０）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

ふんわりドーナツミックス
Ｓ－１０３

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場
潮来市島須字今林３０７５－３
０

スーパーレイズイースト
ドーナツＸＬ－２０

加工用原料 無

仙波包装
栃木県真岡市並木町２－１－１
０

グレーズミックスD－１０ 加工用原料 無

仙波包装
栃木県真岡市並木町２－１－１
０

ヨーグルトグレーズミック
スD－２１

加工用原料 無

仙波包装
栃木県真岡市並木町２－１－１
０

ふわふわから揚げ粉（１０
０ｇ）

加工用原料 無

仙波包装
栃木県真岡市並木町２－１－１
０

早ワザカツ揚げ粉 加工用原料 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ミートソース２９５ｇ ソース類 無



㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ミートソースマッシュルー
ム入２９５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
無添加ミートソース２９５
ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ミートソース（イラスト
缶）２９５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ボンゴレソース（イラスト
缶）２９５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ナポリ風ボンゴレロッソ２
９５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ボローニャ風ミートソース
２９５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
太陽のリストランテ生パス
タセット用ミートソース１
４０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ NSPミートソース２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ GGRミートソース２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
太陽のリストランテ　アマ
トリチャーナ１４０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
GRSTアマトリチャーナ１４
０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
太陽のリストランテ　ボロ
ネーゼ１４０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ GRSTボロネーゼ１４０ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
生パスタギフト用太陽のリ
ストランテ　ミートソース
１４０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
GRSTなすのトマトソース１
２０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
RIワギュウミートソース１
２０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
きのこソース（イラスト
缶）２８５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
RIマツタケソース１２０ｇ
×２

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ＩＦミートソース２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ＩＦなすのトマトソース２
８０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
NSPカルボナーラソース２
８５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ＧＲカルボナーラソース２
８５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ＩＦカルボナーラソース２
８５ｇ

ソース類 無



㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ＲＩカルボナーラソース１
２０ｇ×２

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
ＲＳＴカルボナーラソース
１２０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１
生パスタギフトセット用カ
ルボナーラ１４０ｇ×２

ソース類 無

マルハマ食品㈱ 島根県浜田市周布町イ１００
太陽のリストランテ卵黄と
生クリームのカルボナーラ
１３０ｇ

ソース類 無

マルハマ食品㈱ 島根県浜田市周布町イ１００
からめるそーす　お出汁３
０ｇ

ソース類 無

マルハマ食品㈱ 島根県浜田市周布町イ１００
からめるそーす　お味噌３
０ｇ

ソース類 無

東北エスエスケイ食品㈱
福島県伊達郡伊達町字中志和田
町３０

国産牛１００％ミートソー
ス２８５ｇ

ソース類 無

㈱二幸 千葉県船橋市高瀬町２０
海と山のパスタ　イカスミ
ソース１２０ｇ

ソース類 無

㈱二幸 千葉県船橋市高瀬町２０
海と山のパスタ　ベーコン
トマトソース１２０ｇ

ソース類 無

㈱二幸 千葉県船橋市高瀬町２０
海と山のパスタ　あさりし
めじソース１２０ｇ

ソース類 無

㈱二幸 千葉県船橋市高瀬町２０
海と山のパスタ　ミート
ソース１２０ｇ

ソース類 無

三求化学工業㈱
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢
一街区１４

お釜にポン（１５粒入）
はいが油含有
食品

無

三求化学工業㈱
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢
一街区１４

お釜にポン（１００粒入）
はいが油含有
食品

無

三求化学工業㈱
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢
一街区１４

お釜にポン（５粒入）
はいが油含有
食品

無

三求化学工業㈱
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢
一街区１４

お釜にポン（小粒２０粒
入）

はいが油含有
食品

無

三求化学工業㈱
埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢
一街区１４

お釜にポン（小粒５０粒
入）

はいが油含有
食品

無

(有)ニッポー商事 静岡県富士宮市大中里１０２８ 小麦はいが油（１３２ｇ）
食用小麦はい
芽油

無

(有)ニッポー商事 静岡県富士宮市大中里１０２８ レシチン
大豆レシチン
食品

無

㈱トーカイシステム
岐阜県土岐市下石町３０４－７
３３

海の活力DHA（１１０粒）
DHA含有精製
魚油加工食品

無

㈱トーカイシステム
岐阜県土岐市下石町３０４－７
３３

海の活力DHA（１８０粒）
DHA含有精製
魚油加工食品

無



アリメント工業㈱
山梨県南巨摩郡南部町南部７７
６４

アトピコート
ガンマーリノ
レン酸含有食
用油

無

マコマ㈱
水海道市大生郷町字中村６１４
０－６

ヨーグルトカルシウム
カルシウム含
有食品

無

佐藤物産㈱ 奈良県御所市茅原１２３ ローヤルゼリー
ローヤルゼ
リー（カプセ
ルタイプ）

無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ こだわりカレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ピロシキ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 新小倉パン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 新こしアンパン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ フーケカレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ブルーベリーロール 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 十勝あんドーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ クルミカマンベール 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ピリ辛カレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ アンドーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ピロシキ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ＩＮアンドーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ごまあんドーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ こくまろカレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ イーストリング 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ イーストドーナツ平 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 菓子ぱん平 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ グラハムブレッド１００ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ イーストツイスト 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 食パン平 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ オランダ家ロール 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ クルミパン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ Kピザ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 小倉あん 冷凍生地 無



新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 新Yあんドーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ よもぎあんパン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ こしあんぱん 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ こだわりカレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 梅しそあんぱん 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ いよかんあんパン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ いちごミルクあんパン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ うぐいすあんパン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ブルーベリーあんパン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 桜ビーンズ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 桜あんパン 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ メロンパン 冷凍生地 無       

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 本格カレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ （Y)本格カレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３
こくまろカレードーナツカ
レードーナツ

冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ フーケカレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ガーリックカレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ピリ辛カレードーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ デニッシュドーナツロング 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ チョコチョコデニッシュ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ Bロングドーナツ 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ Mパイスクエアー 冷凍生地 無       

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ パイロング 冷凍生地 無       

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ Aデニッシュスクエアー 冷凍生地 無       

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ソーセージブレッド 冷凍生地 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ラビオリマル 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ラビオリＲ 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ラビオリＳＬ 冷凍食品 無



新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ラビオリビーフＳＳ 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ラビオリ５００ 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 本格ラビオリ（ミート） 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 本格ラビオリハーブミート 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ラビオリＣ３００ 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ラビオリＣみどり 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ ラビオリＣ５００ 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 無添加ラビオリ 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 肉入りワンタン 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 牛たこ焼 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 昭和たこ焼Ｎ 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３
京風だしのたこ焼ソース付
き

冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ 関西風たこ焼ソース付き 冷凍食品 無

新潟エリート食品㈱ 新潟県白根市下塩俵１１２３ コープながのたこ焼 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

イナサワビーフオニオン 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

ライスコロッケ 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

野菜たっぷりつくね 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

手羽餃子 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

特選もも唐揚げ青のり風味 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

クラッカーチキンタンド
リー風味

冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

特選もも唐揚げタンドリー
風

冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

タンドリーウｨング 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

特選もも唐揚げ醤油味 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

もも正肉タンドリー味 冷凍食品 無



福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

クッキー生地 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

クッキー棒トリオ 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

ＮＥＷカネロニベーコン 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

ビーフカネロニ 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

カネロニ 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

ハーブウイング真空パック 冷凍食品 無

福島エリート食品
福島県伊達郡桑折町大字谷地字
形土１１－１

パーティチキン塩胡椒味 冷凍食品 無

菜花堂
岩手県一関市萩荘字鍋倉１９－
１

冷凍シュー生地三角袋 冷凍生地 無

日立ライフ
ひたちなか市足崎字西原１３８
０－３３

ミートパイ 冷凍生地 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ ふくじん漬 ふくじん漬 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ メンマ味付け・ラー油味 そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７
セービング　味付けザーサ
イ

そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ 高菜ザーサイ そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ のりつくだ煮 つくだ煮 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ メンマ味付・ラー油味 そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ くきわかめ佃煮 つくだ煮 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ 刻み しょうゆ漬 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ 刻み高菜 そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７
具っとべんり　カレーうど
んの素（ビーフ）

そうざい 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０
体脂肪健康エコナ（エコナ
クッキングオイル）

食用調理油 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０
コレステロール健康エコナ
（エコナヘルシー＆ヘル
シークッキングオイル）

食用調理油 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０
健康エコナドレッシング
ソース（イタリアン）

サラダ用調味
料

無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ エコナＣＯ
ショートニン
グ

無



花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ スーパーソフトエコナ
ショートニン
グ

無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ ニューエコナＳＳ
ショートニン
グ

無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ クリームワンダー マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ チェリカゴールド マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ ＮＣＦ１００ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ ＫＡ－ＣＰ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ チェリカＳＫ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ チェリカＤＫ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ パーソナルフレッシュ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ スーパーワンダー マーガリン 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ フォンドボーエキス５００ 調味料 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ボンゴレトマトソース パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ボンゴレクリームソース パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ビーフカレー カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ チキンカレー カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７
ファインフレッシュ　真だ
このマリネ（和風）

冷凍食品 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７
五味調和　卵と牛肉のスー
プ

スープ 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７
鴨川シーワールド専用　ハ
ヤシソース

ソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７
ヒューマックス　ボロネー
ズ用ソース

ソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ 和風きのこソース パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ボンゴレホワイトクリーム パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ライスコロッケ（Ｔ） コロッケ 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７
パスタソース（ミート入
り）

パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ マッシュルームソース ソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ コンビーフハッシュ ポテト加工品 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ カレーソース ソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７
ＣＯＱＤ’ＯＲ　デミグラ
スソース

ソース 無



光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ 若鶏のカレー カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ 中華丼の素 冷凍食品 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ 牛丼の素 冷凍食品 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ハヤシソース 冷凍食品 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ カレーソース カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ＫＲカレーパンフィリング カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ビーフスプリームカレー カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ キーマカレー カレー 無

㈱鴨安商店　新港工場 波崎町新港３－５ いわし竜田揚 冷凍食品 無
旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ コーヒーゼリーＳ 製菓材料 無
旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ コーヒーゼリーデラックス 製菓材料 無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ７０３
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ７００
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ マルシェマロン
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ フランシスＳＰ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ マルシェバナナ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュチョコ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュカスタードＡ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ フランシスＤＸ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュバナナ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５
ケフィークリーム（カス
タード）

乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュカスタード
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュＤＨＳ
フラワーペー
スト類

無



旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュＤ
フラワーペー
スト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュＤ（マロン）
フラワーペー
スト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５
パリッシュＤ（ティラミス
風味）

フラワーペー
スト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュＤ（チョコ）
フラワーペー
スト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュＤ（ＳＰ）
フラワーペー
スト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ９００Ｑ－Ｈ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ９００ＭＲ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ９００
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ７０３ＮＦ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ７０３Ｌ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ７００ＱＨ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ７０３ＨＧ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造
所

神栖町東深芝５ パリッシュ７００Ｑ
乳等を主要原
料とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 牛脂食用硬化油
食用精製加工
油脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂Ｈ
食用精製加工
油脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＳＢオイル 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂ＤＳ－４オイル
食用精製加工
油脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＳＢオイルーＴ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＳＢオイルーＺ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ カレーオイルＧＳ－２
食用精製加工
油脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食硬牛脂Ｋ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 牛脂Ｋ４７ 食用油脂 無



旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアソフトＱ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアシートＭＣＲ－
０８

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアさくさくシート マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアさくさく マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＹＰＲ－７ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＹＰＲ－８ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＹＰＲ－Ｋ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＡＰ－１
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂Ａ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ マクドナルド
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ サンテオレフライオイル 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
アウトバックショートニン
グ

ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ STH-1 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＤＳ－４オイル 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ カレーオイルＧＳ－２
食用精製加工
油脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ネオシューＭ－Ｆ
調整マーガリ
ン

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ネオシューＭ－Ａ
調整マーガリ
ン

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ネオシューＭＦ　ＨＳ
調整マーガリ
ン

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 硬化精製牛脂
食用精製加工
油脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ クラウンラード＃３００ 調整ラード 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ヘット４１℃ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアストローＳ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ マルニ白ＯＲ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアデラックス有塩 マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアデラックス半塩 マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＥＫ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピア８０ マーガリン 無



旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアライスＤＸ有塩
５００

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアカットシート８
０

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシート３－１０ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアシートＫＭ－１
０

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシート３－０５ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシートＭＫ－５ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアシートＭＣＲ－
ＹＫ

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアスライス５０４
Ｋ

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアスライス５０６ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＴＡＹ－ＣＯ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアカットシート８
０ＴＮ

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアシート５－１０
ＴＡＹ

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピアカットシート５
－１０

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシートＭＫ－７ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＮＰ－ＴＫ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアポンパドウル マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピア２０００シート マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピア２０００シート
１４Ｋ

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピア２０００ＳＮ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＧ有塩 マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
オリンピア２０００シート
ＳＦ６００

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 学校給食用ショート
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ アメリカーナ
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ アメリカーナＫ
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ アメリカーナＮ
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
リス印シェフマーガリンＬ
Ｓ

マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ シェフマーガリンＤＸ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ カネカ昭和ラード 調整ラード 無



旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ カネカ調整ラード 調整ラード 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＦＳフライショートＶＦ
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ デイリーショート
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９
ファーストキッチンショー
トニング

ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＤＱショート
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ フライングショートＯＬ
ショートニン
グ

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ リスショートＯＲ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用硬牛脂Ｈ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 硬化油 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食牛脂 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂Ａ　４６℃ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂Ａ　４７℃ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂ＫＦ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂硬化油４７ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ルイーゼ白
ファットスプ
レッド

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ルイーゼホイップ白
ファットスプ
レッド

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ルイーゼホイップイチゴ
ファットスプ
レッド

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ルイーゼホイップチョコ
ファットスプ
レッド

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ジョニー７ＰＶ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ジョニーＫ（ム） マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ジョニー７（ム） マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ Ｂ＆Ｓスペシャル マーガリン 無

㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ さけごはんの素 レトルト食品 無

㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ ほたてごはんの素 レトルト食品 無

㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ 味付串焼きほたて そうざい 無

㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ 照焼ほたて そうざい 無

㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ はたてどんぶり そうざい 無



㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ かきどんぶりの具 そうざい 無

㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ 海鮮串 そうざい 無

㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ ふっくら炊き昆布 そうざい 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ プランタン 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ フルーツハーモニー 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ カフェ 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ モカ・レアケーキ 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ メロンゼリー 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ キャラメル・ムース 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ マロン・ムース 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ フルーツトルテ 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ マロニエ 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ フルーツ・バスケット 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ ショコラ・ムース 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール
神栖町平泉外１２入会６４－２
０４

ヨーグルトゼリー 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール
神栖町平泉外１２入会６４－２
０４

抹茶 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール
神栖町平泉外１２入会６４－２
０４

ポエム（苺のババロア） 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール
神栖町平泉外１２入会６４－２
０４

ムース・オ・フレーズ 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール
神栖町平泉外１２入会６４－２
０４

ケーゼクレーム 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール
神栖町平泉外１２入会６４－２
０４

チロラートルテ 洋菓子 無

㈱あずまぴあ 茨城県稲敷郡東町伊佐布５１０ 焼肉ビビンバおにぎり 冷凍食品 なし

㈱トロナジャパン
茨城県牛久市奥原町１６５０－
６０

冷凍食品ピザ 冷凍食品 なし

㈱ハナマサ新利根工場
茨城県稲敷郡新利根町下太田谷
中１７７１

メンチカツ そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場
茨城県稲敷郡新利根町下太田谷
中１７７１

和牛メンチカツ そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場
茨城県稲敷郡新利根町下太田谷
中１７７１

煮込みハンバーグ そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場
茨城県稲敷郡新利根町下太田谷
中１７７１

ハンバーグ そうざい製品 なし



㈱ハナマサ新利根工場
茨城県稲敷郡新利根町下太田谷
中１７７１

キーマカレー そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場
茨城県稲敷郡新利根町下太田谷
中１７７１

肉団子 そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場
茨城県稲敷郡新利根町下太田谷
中１７７１

チキンミートボール そうざい製品 なし

㈱大栄食品新利根工場
茨城県稲敷郡新利根町下太田谷
中１７７１

肉じゃが そうざい製品 なし

㈱ゼリヤ新薬工業 茨城県牛久市桂町２２００－５ コラーゲンＥＸ 清涼飲料水 なし

㈱ゼリヤ新薬工業 茨城県牛久市桂町２２００－５ コラーゲンドリンク 清涼飲料水 なし

㈱ゼリヤ新薬工業 茨城県牛久市桂町２２００－５ ＪＳコラーゲン 清涼飲料水 なし

㈱イセデリカ
茨城県竜ヶ崎市馴馬町５１６７
－１

森のｅ卵　温泉卵 そうざい製品 なし

㈱イセデリカ
茨城県竜ヶ崎市馴馬町５１６７
－１

ＮＢ温泉たまご そうざい製品 なし

ネスレジャパンマニュファク
チャリング㈱霞ヶ浦工場

茨城県稲敷郡桜川村神宮寺迎山
１７５１

コーヒーゼリー（４００
ｇ）

菓子 なし

ネスレジャパンマニュファク
チャリング㈱霞ヶ浦工場

茨城県稲敷郡桜川村神宮寺迎山
１７５１

ムースデザートミックス
チョコレート風味（１ｋ
ｇ）

菓子 なし

ネスレジャパンマニュファク
チャリング㈱霞ヶ浦工場

茨城県稲敷郡桜川村神宮寺迎山
１７５１

ムースデザートミックスス
トロベリー風味（１ｋｇ）

菓子 なし

㈱丸大食品茨城工場 茨城県稲敷郡東町西代３０９ 焼肉 食肉 なし

㈱日本薬品工業
茨城県稲敷郡東町伊佐布１２８
１

ＯＰＣ　ＥＸＴＲＡ
容器包装食品
（その他の加
工食品）

なし

㈱日本薬品工業
茨城県稲敷郡東町伊佐布１２８
１

コンシチウムＨ
容器包装食品
（その他の加
工食品）

なし

㈱日本薬品工業
茨城県稲敷郡東町伊佐布１２８
１

きちんとキトサン
容器包装食品
（その他の加
工食品）

なし

㈱ヤマダフーズ茨城工場
茨城県牛久市奥原町塙台１７５
３

風味だし 納豆たれ なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ ミートソーススパゲティー そうざい類 なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ ミニ五目あんかけ焼きそば そうざい類 なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ ミニ上海焼きそば そうざい類 なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ メンチカツロール そうざい類 なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ エビかつハム玉子サンド そうざい類 なし



㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ ハムカツサンド そうざい類 なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ ホットドッグ そうざい類 なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ 焼きそばロール そうざい類 なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ ナポリタンスパゲティー そうざい類 なし

㈱プライムデリカ竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－５ 広島風お好み焼き そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

ピザまんじゅう そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

特性肉まん そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

ホットロール（焼肉カル
ビ）

そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

カリカリまん（エビグラタ
ン）

そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

カリカリまん（焼きリン
ゴ）

そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

カリカリまん（メキシカン
タコス）

そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

ＮＲレストランカレーパン
（甘口、辛口）

そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

ＳＳカラクチカレーパン そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

ＳＳＨピロシキ そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場
茨城県牛久市桂町２２００－４
６筑波南桂工業団地内

ＯＬＣチャパタ そうざい類 なし

㈱ニップン冷食　竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－７
ＶＳ７８ナポリタンスパ２
食入り

冷凍食品 なし

㈱ニップン冷食　竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－７ Ｙソフト調理ロール 冷凍食品 なし

㈱ニップン冷食　竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－７ 調理ナポリタンスパ５個Ｐ 冷凍食品 なし

㈱ニップン冷食　竜ケ崎工場 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－７ クイックスパナポリタン 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ロースハム 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ショルダーベーコン 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ベーコン 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ＢＭ焼豚 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ウィンナー① 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ウィンナー② 食肉製品 なし



㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ソーセージ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

無塩せきウィンナー① 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

無塩せきウィンナー② 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

無塩せき生ウィンナー① 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

無塩せきソーセージ① 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

エビハンバーグ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

えびかつ① 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

いかハンバーグ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ミンチかつ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ヒレカツ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

黒豚ちゃんこ　肉だんご 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

えびつみれ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

スープ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ポトフ鍋 　ベーコン 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

スープ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ロースハム９０ｇ、４００
ｇ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

赤身ハーフベーコン８０ｇ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

キザミベーコン３００ｇ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

切り落としベーコン８０ｇ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

あつぎりベーコン６０ｇ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

バラベーコン 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

使い切りベーコン６０ｇ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ＢＭ焼豚　１０ｋｇ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ポークウィンナー４５０ｇ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

あらびきポークウィンナー
１１０ｇ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

サラダソーセージ　ハムか
つ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ドーナツ用ウィンナー７０
０ｇ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

黒豚あらびきウィンナー１
００ｇ、１６０ｇ

食肉製品 なし



㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

細挽き皮なしウィンナー１
１０ｇ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ポーク＆チキンソーセージ
１６０ｇ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ポークソーセージ９０ｇ、
２００ｇ、２２０ｇ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

米沢郷鶏チキンソーセージ
１４０ｇ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

鶏きんぴらソーセージ１７
０ｇ

食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

黒豚生ウィンナー１４０ｇ 食肉製品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

エビハンバーグ１８０ｇ、
２４０ｇ、９０ｇ

冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

エビかつ２４０ｇ、３００
ｇ、４５０ｇ

冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

エビかつ６０ｇ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

いかたっぷりＨＢ１８０ｇ 冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

職人さんの作ったミンチカ
ツ３４０ｇ、８５ｇ

冷凍食品 なし

㈱林兼産業　関東工場
茨城県竜ヶ崎市向陽台４－６－
１

ヒレカツ４００ｇ 冷凍食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

たれで仕上げるから揚げ粉
１８０ｇ

粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

くらしモアから揚げ粉１４
０ｇ

粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

粉末スープ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

わかめスープ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

Ｂ８０１１唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

Ｂ８４７７唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

Ｂ８６８６唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

Ｂ８７９９唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

ＴＲ－１唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

魚介類唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

Ｂ８３８３イワタ竜田揚げ
粉

粉末食品 なし



セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

Ｂ８９９８イワタ竜田揚げ
粉

粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

Ｂ９０６０マリネート醤油 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

業務用これでい粉和風醤油 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

ＭＤチョコレートケーキ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

ＭＤショコラフレンチ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株）
茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－
１

ＭＤフレンチクルーラー 粉末食品 なし

（株）トラサンデリカ本社工
場

茨城県北相馬郡守谷町緑２－３
２－７

業務用新おでん汁ＴＤ初回
仕込み用４６５ｇ そうざい類

なし

（株）トラサンデリカ本社工
場

茨城県北相馬郡守谷町緑２－３
２－７

つぎたし用５８．４ｇ そうざい類 なし
（株）トラサンデリカ本社工
場

茨城県北相馬郡守谷町緑２－３
２－７

業務用江戸っ子もっちりち
くわぶ そうざい類 なし

（株）トラサンデリカ本社工
場

茨城県北相馬郡守谷町緑２－３
２－７

業務用新おでん汁１ｌ詰 そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

ホットドッグ そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

メンチカツロール そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

ハムカツサンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

エビかつハム玉子サンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

ツナと玉子サンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

ミックスサンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

バラエティーボックス そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

ツナサンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

肉だんごと春雨の中華スー
プ そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

さばの照り焼き そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

かぶの鶏そぼろあんかけ そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

チンゲンサイのクリーム煮 そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

帆立と青梗菜のクリーム煮 そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

肉じゃが そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

具だくさん八宝菜 そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場
茨城県北相馬郡守谷町緑１－２
－８

栗と鶏肉のこっくり中華煮
込み

食肉 なし

（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ 挽き肉 食肉製品 なし



（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ ハンバーグ そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ 水餃子の具（キムチ味） そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ 水餃子の具 そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ スパイシーつくね３０ｇ そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ 豚ナンコツ煮込み そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ つくね串 食肉製品 なし

（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ つくねの具
食肉製品

なし

（株）ミリオンエンタプライ
ズ茨城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ 味付き牛バラボイルカット 食肉製品 なし

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ ボンレスハム１㎏・300ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ ボンレスハム１㎏・250ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
新鮮使い切りボンレスハム3
パック

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
新鮮使い切りボンレスハム
４パック

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
切り落とし赤身ベーコン170
ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
切り落とし赤身ベーコン２
０４ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ サラダハム140ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ うすぎりレシピプチロース 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ ロースハム128ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
新鮮スライスうす切りロー
スハム128ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
おいしさ使い切りロースハ
ムダブルフレッシュ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
チョップドハムスライス
シュゼット

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
チョップドハムスライス８
ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
チョップドハムスライス１
１ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
チョップドハムスライス１
３ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ クリアパックベーコン170ｇ 食肉製品 無



プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ クリアパックベーコン128ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
新鮮使いたてパックベーコ
ン

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ 味大陸ベーコン 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
くらしモア味わいフレッ
シュベーコン

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
たっぷり使えるベーコンお
徳用192ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
フレッシュ応援団ハーフ
ベーコン

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
くらしモア味わいフレッ
シュハーフベーコン

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ まろやか工房上級ベーコン 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ 燻りのベーコン68ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
くらしモア味わいフレッ
シュロースハム

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ クリアパックロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５ 新大陸ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原６３５
新鮮切り立てパックロース
ハム193ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ロースハム180ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 セービングロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
くらしモアスライスロース
ハム３パック

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
くらしモアスライスロース
ハム４パック

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 うす味ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
さわやか物語うす塩ロース
ハム120ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 うす塩ロースハム120ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
うす切りホワイトロースハ
ム

食肉製品 無



プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
サラダにちょうどいいねう
す切りロースハム

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
くらしモア味わいフレッ
シュうす切りロースハム

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
サラダにちょうどいいね2/3
ロースハム

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
新鮮使い切りホワイトロー
スハム

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
サラダにちょうどいいねビ
アソー９０ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
おべんとランドひとくちス
テーキ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 黒撰あらびきミニステーキ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
新鮮使い切りミニステーキ
３パック

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 じゃがバターステーキ120ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
十勝産Sｃｈｍｅｋソフトサ
ラミ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
十勝産切れてるサラミスラ
イス45ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ボンレスハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ボンレスハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 パストラミポーク 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ショルダーベーコン 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ショルダーベーコン 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ショルダーベーコン 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
お徳用赤身ショルダーベー
コン

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 赤身ステーキ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ショルダーベーコン 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
パストラミショルダーベー
コン

食肉製品 無



プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 パストラミ赤身ステーキ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 コールドビーフハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ヤングハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ポークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
デラックススコッチウイン
ナ-

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 あらびきスコッチウインナ- 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 スコッチウインナ- 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 たれぱんだソーセージ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 元気もりもりウィンナー 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 創燻ボンレスハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 燦餐ボンレスハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠ホワイトボンレス 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ボンレスハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠逸品スモークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 創燻スモークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 香燻スモークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠の膳スモークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠の薫スモークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ベッサ-スモークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 常陸スモークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 スモークハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠逸品ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 香燻ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 創燻ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠ロースハム600ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
逸品ホワイトロースハム350
ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 香燻ホワイトロースハム 食肉製品 無



プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠ホワイトロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 創燻ホワイトロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠ホワイトロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 香燻ホワイトロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ロースハム 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠逸品焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 香燻焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 創燻焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 燦餐焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠逸品焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 常陸焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠の膳焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 黒豚焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠逸品焙焼焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 グルメ派焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 焼豚 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠逸品ミートローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 粋匠ミートローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 香燻ミートローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠の膳ミートローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ベッサ-ミートローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 創燻ミートローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠の薫ミートローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 創燻あらびきローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 匠逸品パストラミポーク 食肉製品 無



プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 パストラミポーク 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ベッサ-パストラミポーク 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 香燻パストラミポーク 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 逸品スパイシーポーク 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 創燻パストラミポーク 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
モンシェリーミートパウン
ド

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 熟成パストラミポーク 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 あらびきフランク325ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 あらびきフランク300ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ポークソーセージ510ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 フランクフルト425ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ビッグフランク375ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
ポークノビッコ皮なしウィ
ンナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
お徳用ポークノビッコ皮な
しウィンナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 赤いポークウィンナー 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
おべんとうポークウィン
ナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
フランクフルトソーセージ
300ｇ・400ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 串刺し丸かじりフランク 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
セービング皮なしウィン
ナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ポークソーセージ350ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
ポークくん皮なしウィン
ナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
おいしさ定番皮なしポーク
ウィンナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
フランクフルトソーセージ
450ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 プリマウィンナーお徳用 食肉製品 無



プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 切れ目ウィンナー 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 食肉ソーセージ650ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
プチソフト皮なしウィン
ナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 辛口フランク350ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
ポークソーセージ２５００
ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
ポークソーセージ２８００
ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ポークソーセージ３７５ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
フランクフルトソーセージ
350ｇ

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
デカ袋皮なしウィンナー
ポーク＆チキン

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
お弁当にぴったり皮なし
ウィンナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635
おいしさマイルド皮なし
ウィンナー

食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 皮なしウィンナーお買得 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ローストビーフ300ｇ 食肉製品 無

プリマハム㈱茨城工場 土浦市中向原635 ブレットン300ｇ 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ 特選プリモア 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
ウィンナーソーセージ1250
ｇ

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
ポーク＆ビーフあらびき
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ ポークソーセージ500ｇ 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
特選フェアブラウンあらび
きポーク

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
あらびきポークウィンナー
300ｇ

食肉製品 無



㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
特選特味選あらびきポーク
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
特選黒撰あらびきポーク
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
特選特味選あらびきポーク
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
ＳＥＩＹＵ　ＦＩＮＥＳＥ
ＬＥＣＴまろやかあらびき
ポークウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
ＳＡＬＳＵＳ特選あらびき
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
買い物上手特選あらびき
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ 味大陸あらびきウィンナー 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
あらびきポーク皮なしウィ
ンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
味鮮価特選あらびき皮なし
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
味鮮価特選ポーク皮なし
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ 味大陸皮なしウィンナー 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
くらしモアあらびきウィン
ナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
特選あらびきポークウィン
ナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ とびっきりポーク 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
絹びきロングとびっきり
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ スパイシーソーセージ50 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ ポークソーセージ 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
ジャンボパック皮なしウィ
ンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
モーニングファミリーポー
クあらびき

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ あらびき皮なしウィンナー 食肉製品 無



㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
香の物語あらびきハーブ＆
ペパー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
香の物語あらびきさっぱり
と青じそ

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
香の物語あらびきチョリ
ソー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
香の物語あらびき味わいス
モーク

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
あらびきウィンナーあっさ
りと青じそ

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
さわやかハーブあらびき
ウィンナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
特選ポークロングウイン
ナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
おすすめレシピあらびきス
モーク

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
特選あらびきポークウイン
ナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
おはようグルメあらびき
ポークウインナー

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ お徳用燻香ベーコン 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ ベーコン（スライス） 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
フレッシュ応援団ロースハ
ム（スライス）

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
ボリュームパック薄切り
ロースハム

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ ロースハム（スライス） 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ ロースハム（スライス） 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ ロースハム（スライス） 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ ボンレスハム（スライス） 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
ショルダーハム（スライ
ス）

食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ プレスハム（細切り） 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５ チョップドハム・スライス 食肉製品 無

㈱ドルチャ 土浦市中向原６３５
ポークソーセージ（フラン
ク・スライス）

食肉製品 無



プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

ルスボワールフライッシュ
ブルスト300g

食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

ルスボワールビアシンケン
300g

食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

ルスボワールハーブルス
チェン

食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

ルスボワールヴィナーブル
スチェン

食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

ルスボワールボックブルス
ト

食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

ルスボワールリブフランク 食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

焼き豚 食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

黒五　ローストビーフ 食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

黒五ウインナー 食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

黒五ミートローフ 食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

切れてるサラミチーズ40g 食肉製品 無

プリマハム㈱阿見プラント
稲敷郡阿見町小池字新田８７０
－１

ローストビーフ300g 食肉製品 無

茨城ベストパッカ-㈱ 土浦市中６２５－３ 牛カルビ焼肉（甘口だれ） 食　　肉 無

茨城ベストパッカ-㈱ 土浦市中６２５－３
牛カルビ焼肉（韓国風だ
れ）

食　　肉 無

茨城ベストパッカ-㈱ 土浦市中６２５－３ 串かつ80
そうざい半製
品

無

茨城ベストパッカ-㈱ 土浦市中６２５－３ ロースカツ
そうざい半製
品

無

筑波乳業㈱ 石岡市泉町６－１ 明治ＦＹプレーンミックス 乳主原食品 無

筑波乳業㈱ 石岡市泉町６－１ ＰＢ－１００ 油脂加工食品 無

筑波乳業㈱ 石岡市泉町６－１ 明治メリーソフト 乳主原食品 無

㈱朝一番 土浦市乙戸字上野番外１－７７ 納豆のたれ 納豆のたれ 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地
いばらき乳業成分無調製牛
乳200ｍｌ（牛乳）

乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地
酪農牛乳1000ｍｌ（全農直
販）（牛乳）

乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地
農協牛乳1000ｍｌ（全農直
販）（牛乳）

乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地
農協3.6牛乳1000ｍｌ（牛
乳）

乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地
いばらき乳業成分無調製3.6
牛乳1000ｍｌ，500ｍｌ（牛
乳）

乳 無



茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地
いばらきコープ産直牛乳
1000ｍｌ（牛乳）

乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地 こだわり珈琲牛乳 乳飲料 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地 タマゴプリン 洋生菓子 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地 エクセレントヨーグルト 発酵乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地
北海道ソフトヨーグルト・
北海道ヨーグルト

発酵乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地 果物市場 発酵乳 無

ソントン食品工業㈱石岡第二
工場

石岡市水久保12886 モアロクリーム
フラワーペー
スト

無

ソントン食品工業㈱石岡第二
工場

石岡市水久保12886 フラワーホワイト220
フラワーペー
スト

無

ソントン食品工業㈱石岡第二
工場

石岡市水久保12886 ピークル611
フラワー
（ナッツ）
ペースト

無

ソントン食品工業㈱石岡第二
工場

石岡市水久保12886 デコＡ
バタークリー
ム

無
ソントン食品工業㈱石岡第二
工場

石岡市水久保12886 テミスバターミルクＣ
バタークリー
ム

無
ソントン食品工業㈱石岡第二
工場

石岡市水久保12886 バナナバター４Ｂ
バタークリー
ム

無
ソントン食品工業㈱石岡第二
工場

石岡市水久保12886 いちごジャムＰ－２ ジャム 無

コアミミート㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見4588 食肉製品 食肉製品 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ ＡＢラック 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉・特粉97・特粉Ａ 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉サブレ 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉Ｓ 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉ソフトミックス 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉ＣＰ 製菓材料 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

カルシウム250 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

きなこダイエット 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

プロポリスグリーン 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

イチョウ葉＆ＤＨＡ 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

マムシ濃縮エキス 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

ノコギリヤシ＆大豆コレス
テロール

栄養補助食品 無



陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

ビタミンＥ＆β-カロチン 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

ビルベリー 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

消臭屋・シャンピニオン＆
パセリ

栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

コラーゲン＆オリゴ糖 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

桑葉＆クロム酵母 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

濃縮ウコン 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

陶参聖 栄養補助食品 無

陶陶酒製造㈱千代田工場
新治郡千代田町大字下稲吉２７
６２

ビタミンＢコンプレックス
複合

栄養補助食品 無
㈱フードインスティテュート
インターナショナルつくば工
場

新治郡霞ヶ浦町宍倉６１４７－
５５

ピジョンベビーフード 栄養補助食品 無

㈱フードインスティテュート
インターナショナルつくば工
場

新治郡霞ヶ浦町宍倉６１４７－
５５

ＦＤ肉 栄養補助食品 無

㈱フードインスティテュート
インターナショナルつくば工
場

新治郡霞ヶ浦町宍倉６１４７－
５５

野菜をたべるスープ 栄養補助食品 無

㈱フードインスティテュート
インターナショナルつくば工
場

新治郡霞ヶ浦町宍倉６１４７－
５５

クックドビーフパウダーＦ
Ｐ‐１７００

栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

大盛りメンチかつ弁当 栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

白身フライとお好み弁当 栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

スパゲティミートソース 栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

本格ミートソース 栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

洋風ミックスグリル弁当 栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ちくわの磯部揚げ 栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ジャンボ焼きそば 栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

焼うどん 栄養補助食品 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

キャベツメンチ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ジャーマンポテトマヨネー
ズ

そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ナポリタンサラダ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

野菜とビーフのカレー そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ナポリタンロール そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ポテトロール そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ホットドック そうざい 無



㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ヤキソバウィンナーロール そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

中華サラダ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

マカロニサラダ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

スタミナカルビ重 そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

カルビ弁当 そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

チャーハン そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

ミニチキンカレー そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

黄金のチャーハン そうざい 無

㈱ローズコーポレーション
新治郡千代田町上稲吉２０４５
－１

牛丼 そうざい 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ムコテインＴＤＭ ムコ多糖 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフＮＧＭ
ビーフパウ
ダー

無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスＭＯ－１０ エキス調味料 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスＭＯ エキス調味料 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスＭ エキス調味料 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１
チキンパウダープレーンタ
イプ

チキンパウ
ダー

無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＰＢ－１００ 動物油脂 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＰＯＭ－７５０ 粉末油脂 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ チキンオイルパウダー２Ｎ
チキンオイル
パウダー

無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＯＬ　１５㎏ 牛脂極度硬油 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ケンネン脂 ケンネン脂 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 精製牛脂 牛脂 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＮＥＷ-ＣＰＷ
蛋白加水分解
物

無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ホタテエキスTS ホタテエキス 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

永楽醤油（　ラーメンスー
プ

スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

永楽塩（ラーメンスープ） スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

中華風お吸い物 スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

お吸い物　銀の皿 スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

中華風ストック 粉末調味料 無



東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

中華スープＭ２ 粉末調味料 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

餃子の素スープストック 粉末調味料 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

味噌ラーメン（ラーメン
スープ）

スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

生中華塩（ラーメンスー
プ）

スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

生中華Ｌ（ラーメンスー
プ）

スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

めんつゆＬ つゆ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

生みそ汁　かに 汁物 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

生みそ汁　ほたて 汁物 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

和風つゆＳＯ つゆ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

韓国冷麺スープ スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

うなぎのたれ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

焼肉のたれ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

てんつゆ つゆ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

天どんのたれ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

冷中華Ｌ（冷中華スープ） スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

冷中華Ｓ（冷中華スープ） スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

特選天どんのたれＡＣ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

濃縮釜たれの素（釜飯用た
れ）

たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

特選濃縮カツどんのたれ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

生中華３５０（ラーメン
スープ）

スープ 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１
㈱ハクジュライフサイエン
ス　マルチビタミンＳ８９
１０

健康食品（ゼ
ラチンカプセ
ル）

無

ひげた食品㈱ 土浦市田中２－９－８ 黒大豆納豆のたれ 調味料 無

ひげた食品㈱ 土浦市田中２－９－８ 納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ローストビーフスープ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ あわ漬 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆずかつおしょうゆ 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 紫峰 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ＮＷひれかつ丼のたれ ソース類 無



ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 冷麺スープ ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ すしたれ（関西） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ シェフのデミソース ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ キムチ風調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 天つゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ エビ味付調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 玉子スープＮ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液KM 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ぬれせん調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ めんつゆ（ストレート） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４
ゆずかつおしょうゆ（うど
ん市）

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 焼肉のたれＡ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 新納豆のたれ（柴沼） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ たまり漬№２ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ いか漬調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４
ともえ商事様専用
茶碗蒸し調味液

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ　新カップ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４
関西風納豆のたれ
Ｗ－４－１

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４
だるま納豆様専用
納豆のたれ

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ（柴沼醤油） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 焼き鳥のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４
三宝産業様専用
湯豆腐のたれ（生姜）

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 牛丼のたれＫ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 中華風みそだれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ フライドソース 調味料 無



ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ イタリアンドレッシング 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 鍋つゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つけつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ おでんのつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 全糖味付蛸Ｓ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 冷し中華スープ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ぽん酢ゆず風味 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ＮＷてん丼のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 中華ドレッシング 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ヒレカツ丼のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ てん丼のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液ＳＴ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ セパレートドレッシング 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆず唐辛子調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 紫峰うす塩 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ しょうゆ漬の素 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味ぽん酢 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ざる 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 健骨醤油 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 冷し中華（甘酢） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ あなごのたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 全糖味付糖ＮＲ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４
めんつゆストレート
関西風①ＣＰ

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 中華わかめ調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 数の子昆布調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液淡口 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ みりん干しのたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆで玉子のつゆ 調味料 無



ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆばのたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 鍋つゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味付蛸調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 青柳調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ごぼうサラダの素 ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 黒大豆納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 中華ドレッシング ドレッシング 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液濃口 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液ＴＢ－１ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 全糖味付蛸ＡＴ－２ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味付蛸Ｎ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つぶ貝調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 沖漬のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 酢蛸調味液Ａ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味付蛸Ｋ－２ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 紫峰 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 豆腐のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つくねのたれＡ－３ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ホルモン焼のたれ№２ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ジンギスカンたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ うどんつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つくねたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液Ｋ－１こいくち 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 和風おろしソース ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 冷し中華スープストレート 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つくねのたれＡ－３ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 機内食用めんつゆ 調味料 無



ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ところてんのたれＮＧ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液Ｋ－１うすくち 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ところてんのたれＴ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆず調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ そばひろ様専用めんつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 牛もつ煮込みのたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味付け油あげ用調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４
マイルドペパードレッシン
グ

ドレッシング 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４
マレーシア航空専用めんつ
ゆ

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 沈菜館様用冷麺スープ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ キムチ鍋の素 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ あわ漬（ノングルタイプ） 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 赤いキムチの素 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 魚用調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 茨城県魚連用白醤油 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つぶ貝調味液ストレート 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ みちのくそばつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 麺つゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 白だし醤油（無添加） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 醤油たれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 新　うどんつゆ 調味料 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ極上ハオ味醤
520ｇ，1690ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ　キムチラーメン
1580ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ　キムチ鍋の素
1500ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ　韓国風チゲの素
1500ｇ

ソース類 無



ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ　ステーキソース
和風おろし　1510ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ　おろしのたれ
1490ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
塩焼きそばのたれ
1470ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ中華炒調味料　　麻
姿豆腐用　　1490ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ カルビ焼肉のたれ ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ　焼きそばのたれ
フルーツマイルド　1.59Ｋ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３
エバラ中華炒調味料　　酢
豚用　　1490ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ 大学生協おろしのたれ ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ キンレイ向け湯麺の素 調味料等 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ 栄食品冷し中華スープ 調味料等 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ 塩焼きそばのたれ ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ ヨウスイフーズ特製塩だれ ソース類 無

日本コロイド㈱茨城工場 新治郡八郷町東成井1883 粉末ゼラチン 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキス 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキス505 加工用原料 無
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協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ボンポークエキス 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ボンビーフエキス 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ コラーゲンエキス 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ゼラチン 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ カツオコンクＳフレーバー 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ポークパウダー 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 鰹節パウダー 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ コラーゲンパウダー 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ホエイパウダー 加工用原料 無



協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 配合調味料 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 食品添加物　配合調味料
加水分解型調
味料

無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ カニ漬 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 牛肉ブリスケットフレーク 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ チャーシューペースト 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフマローオイル 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ マスターフレーバー 風味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ スーパーマーガリン 食用油脂 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 粉末ゼラチン 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビタエースプラス 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ プロポリス粒 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 肝元カプセル 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ベーターハイ 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 大商グルコサミン錠 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１
ファインラブマルチカロチ
ノイド

栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビタミンＣ－５ 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビタミンＥα 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＭＤグルコサミンＤＸ 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ オレンジＣａ 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ プロスチンＡ 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ まぜて健康 栄養補助食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１
リメイク　コラーゲンホワ
イト

健康食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１
リメイク　コツコントロー
ル

健康食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ リメイク　グルコサミン 健康食品 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１
リメイク　マルチビタミン
＆ミネラル

健康食品 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１
スノーマンハッシュドビー
フドリア

そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１
スノーマンエビマカロニグ
ラタン

そうざい 無



㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ 鶏そぼろ重 弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ 栗おこわ 弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ 栗おこわおにぎり 弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ コロッケスパゲティロール 調理パン 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ コロッケパン 調理パン 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ コロッケヤキソバロール 調理パン 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ おでん用焼竹輪 魚肉練り製品 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１
バラエティチキンバスケッ
ト

そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ きのこおにぎり 弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１
白身フライとお好み弁当
（ハンバーグ）

弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１
白身フライとお好み弁当
（煮物）

弁当 無

小松屋食品㈱ 土浦市蓮河原新町９－５ 牛佃煮しぐれ そうざい 無

小松屋食品㈱ 土浦市蓮河原新町９－５
牛佃煮（松茸・貝柱・しめ
じ・ごぼう・椎茸・蓮根・
そぼろ）

そうざい 無

小松屋食品㈱ 土浦市蓮河原新町９－５ 蓮根牛煮合 そうざい 無

小松屋食品㈱ 土浦市蓮河原新町９－５ 牛そぼろ蓮根 そうざい 無

小松屋食品㈱ 土浦市蓮河原新町９－５ 牛肉（山くらげ・くるみ） そうざい 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ チーズバーガー 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ビーフバーガー 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ビッグバーガー 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ コンビーフ＆ポテトサンド 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ボリュームメンチカツ 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ビーフカツサンド 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ミートコロッケロール 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ライスバーガー 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３
具だくさんミートスパゲ
ティ

弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ 牛カルビ弁当 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ねぎ塩カルビ弁当 弁当 無



丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ カレーライス 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ スペシャルオムハヤシ 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ よくばり弁当 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ 肉じゃが弁当 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ スーパー幕の内 弁当 無

タカノフーズ㈱霞ヶ浦工場 新治郡玉里村田木谷１７７
タカノフーズ　味付け納豆
「大根」100g・２００ｇ

そうざい 無

牛由来以
外の材料
に置き換
え予定

タカノフーズ㈱霞ヶ浦工場 新治郡玉里村田木谷１７７
タカノフーズ　おかめ納豆
添付用カラシ1.2g・0.6ｇ

香辛料 無

牛由来以
外の材料
に置き換
え予定

オーランドフーズ㈱ 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ミートパイＭＬ そうざい 無

オーランドフーズ㈱ 稲敷郡阿見町阿見４０４１ デニッシュＢ４５ 製菓材料 無

オーランドフーズ㈱ 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ミルファーマ 製菓材料 無

丹波和夫（トレビアン洋菓子
店）

稲敷郡阿見町中央１丁目６番３
号

洋生菓子・ムース類
洋生菓子・
ムース類

無

丹波和夫（トレビアン洋菓子
店）

稲敷郡阿見町中央１丁目６番３
号

洋生菓子・ムース類
洋生菓子・
ムース類

無

東洋スープ㈱　土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

ＮＧ鶏だしうどんつゆ 調味料 無

東洋スープ㈱　土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

玉子とじ鶏だしうどんスー
プ粉末

調味料 無

東洋スープ㈱　土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

カレーミックスＢ 調味料 無

東洋スープ㈱　土浦工場
稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６
－１

塩バターストック バター 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスパウダー 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 製パン用品質改良製剤 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 製菓・製パン用材料 食用加工油脂 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＮＳ♯３２ 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ チキンパウダー 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ クックドビーフ 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスＡ 調味料 無



協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ オキアミペースト 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 配合調味料ーＷ 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ メイプグルコサミンＳ 健康食品 無

㈱常陸屋本舗　筑波工場 つくば市作谷７４６ 焼麩 焼麩 無

東京フード㈱ つくば市上大島１６８７－１ チョコレート 菓子 無

東京フード㈱ つくば市上大島１６８７－１ チーズクリーム 製菓材料 無

東京フード㈱ つくば市上大島１６８７－１ ホイップチョコレート 製菓材料 無

東京フード㈱ つくば市上大島１６８７－１ コーティングチョコレート 製菓材料 無

㈱クリップ 谷和原村細代７３０－３ コラーゲンペプチド 健康食品 無

㈲筑波ハム つくば市下平塚３８３ ヨーグルト 乳製品 無

㈲中島食品 谷和原村小絹１２７３－７ ハンバーガー 調理パン 無

杉山友毅　（カイザー） つくば市稲荷前２６－１ チキンローフ 食肉製品 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ 中華春雨サラダ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ シーフードサラダ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ブロッコリーのサラダ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ニーズ風サラダ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ 野菜スティックサラダ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１
海老と野菜のバルサミコサ
ラダ

そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ Ｐシーフードマリネ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ Ｐきのこマリネ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ミネストローネスープ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１
ハンバーグのビール煮込み
キット

そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ポテトコロッケ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ じゃがいもコロッケ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ブランケットボーキット そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１
子牛の頬肉のポルトソース
キット

そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１
チキンのガーリックソース
キット

そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ チキンの赤ワイン煮込み そうざい 無



タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ミラノ風ミートドリア そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ フレッシュゴボウサラダ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ハンバーグドリア そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１
サケソースのクレープドリ
ア

そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ビーフシチューキット そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ビーフシチューハンバーグ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ オムライス そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１
ハンバーグのビール煮込み
キット

そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ チキンの赤ワイン煮込み そうざい 無

塙正英　（叶家） つくば市花畑２－６－４ 洋生菓子 菓子 無
㈱筑波学園ホテル　（オーク
ラフロンティアホテルつく
ば）

つくば市吾妻１－１３６４－１ 洋生菓子 菓子 無

㈱肉の神明中央ミートセン
ター第二工場

下館市下川島655－1 牛タン燻製スライスパック 食肉製品 無

㈱肉の神明中央ミートセン
ター第二工場

下館市下川島655－1 牛肉 食肉 無

㈱根本製菓 下館市外塚801 米菓 菓子 無

常陽製菓㈱ 下館市野殿1555
アーモンドドラジェ
（12kg，2kg×5，300ｇ，
500ｇ）

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 緑黄色野菜のクラッカー 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
本物の味ミックスフィン
ガー

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ＢＳチョコ英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
ミニストップ80ｇフィン
ガーチョコ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
スリーエフ45ｇテーブル
チョコ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
マルシゲＨＡＰＰＹチョコ
フィンガー

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 買物専科チョコビス（赤） 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
ちょっとおいしいヨ　チョ
コ英字

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 自然味フィンガーチョコ95g 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
にぎわい倶楽部チョコシ
ガー

菓子 無



㈱モンド 下館市野殿1555
満点チョイス110ｇチョコビ
ス

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 無印チョコ掛けココアビス 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 買物専科チョコビス（青） 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 300ｇテーブルチョコ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
90ｇカカオ倶楽部テーブル
チョコ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 スリーエフ65ｇチョコ英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ミニチョコチップクッキー 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ミニバタークッキー 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
満点チョイス65ｇチョコ
チップクッキー

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 260ｇミックステーブル 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 コープシリアルビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 留型マリービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 300ｇマリオビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
175ｇいい味見つけたマリー
ビスケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
160ｇ小麦倶楽部スナックク
ラッカー

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
160ｇ小麦倶楽部シガービス
ケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
160ｇ小麦倶楽部プレーン英
字ビスケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
160ｇ小麦倶楽部ごま英字ビ
スケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 400ｇプチラックビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 380ｇゴマ英字ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
150ｇダフネの英字ビスケッ
ト

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 12枚全粒粉ごまビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 12枚全粒粉ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ＢＳハードビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
ファイン100ハードビスケッ
ト（オレンジ）

菓子 無



㈱モンド 下館市野殿1555
ファイン100ハードビスケッ
ト（ピンク）

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
ファイン100フィンガーチョ
コ（オレンジ）

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
ファイン100フィンガーチョ
コ（ピンク）

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 暮らしの88英字ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 生活志向シガービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 生活志向マリービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
ＴＯＣプレーン英字ビス
ケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
ＣＯ－ＯＰごまだらけビス
ケット120ｇ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
マリービスケット（100）
190ｇ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
4連やんちゃるモンちゃホワ
イトクリームビスケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
８パックおじゃる丸おやつ
パック

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
６パックおじゃる丸おやつ
パック

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
40ｇしまじろう英字ビス
ケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
40ｇしまじろうゴマビス
ケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 しまじろう４連ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
味好百菓シガービスケット
（増量）30％

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
味好百菓ハードビスケット
（増量）20％

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
味好百菓シガービスケット
（増量）20％

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓ホワイト英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓シガービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓プレーン英字ビス 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓ハードビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
お買得気分ホワイト英字Ｃ
ＶＳ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 お買得気分ホワイト英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
満点チョイス95ｇホワイト
英字

菓子 無



㈱モンド 下館市野殿1555 ごまごまＡＢＣ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
ちょこっとシガービスケッ
ト

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
４連忍たま乱太郎チョコビ
スケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 200ｇアルプローゼ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
80ｇカカオ倶楽部アルプ
ローゼ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
110ｇカカオ倶楽部チョコ英
字

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
250ｇＣＯＯＰアソートチョ
コ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ＪＣＣ280ｇアソートチョコ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 フレッシュアソートチ240ｇ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555
サークルＫ328ｇアソート
チョコ

菓子 無

上ホ醤油㈱ 下館市樋口303 玄人
しょう油加工
品

無

上ホ醤油㈱ 下館市樋口303 技
しょう油加工
品

無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1 ソーセージ 食肉製品 無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1 ハム 食肉製品 無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1 Ｎ－ＲＯタンザク１トク 豚肉 無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1
ビヤＳ（ス）６ｇ１．０ト
ク

畜肉（豚肉，
牛肉）

無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1 ソフトサラミ（Ｌ）Ｄ
畜肉（豚肉，
牛肉）

無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1 グリルドＲＯ 豚肉 無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1 ＢＯカク（３Ｌ） 豚肉 無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1
ＮＦ(Ｃ)アラワキリ１．０ト
ク（ワギリウインナー）

豚肉 無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1
ＮクシＦ（Ｃ）アラ８０Ｇ
キレメ

豚肉 無

日本ハム㈱茨城工場 下館市みどり町2－1－1
ＦＳ－ＳＢＡ（ＬＬ）１．
０トク

豚肉 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ミノだれＦ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 焼き肉のたれＮｏ．３ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ホルモンだれＦ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 カルビ牛丼のたれ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 焼き肉のたれマリナード ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 焼き肉のたれマリナードＺ ソース類 無



ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ＯＰ調理パンソース ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 焼肉のたれＮｏ．１ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 バーガーソースＮｏ．２ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 オイスターソース ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
エバラ熟撰味噌ラーメン
スープの素　３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
エバラ焼きそばのたれ
１．６ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
ＳAＮＹＵ味噌ラーメンスー
プ ３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
鳳城酒家　ラーメンスープ
３０ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
九十九とんこつラーメン特
製味噌 ３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
むつみ屋　特製赤味噌
６．６ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
業務用「みそラーメンのた
れＡ」　３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 芋煮用調味液 ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 カレーソース ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 サンドーレソース ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
キムチラーメンの素　２１
ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 宝産業極上みそ３．３ｋｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
将軍らーめん味噌らーめん
の素３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
ラーメンスープ醤油味４０
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
ハンバーグソースデミグラ
スＮ２０ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
中華のそうさんしょうゆ３
６ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
キンレイキムチラーメンの
素４４ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
中華のそうさん担々麺４５
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
台菜味噌ラーメン３．３ｋ
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 エバラ焼肉塩だれ１Ｌ ソース類 無



ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
珍来焼きそばソース１６０
０ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
ラーメン工房「あ」みそ
らー麺の素３．３ｋ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
ばり屋辛味噌だれ３．３ｋ
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16
陽気味噌ラーメンスープ
３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ホルモン用味噌だれ ソース類 無

日水製薬㈱つくば工場 真壁郡明野町向上野1500－1 サプリメント(錠型） 健康補助食品 無

日水製薬㈱つくば工場 真壁郡明野町向上野1500－1 スーパープラセンタエキス 健康補助食品 無

日水製薬㈱つくば工場 真壁郡明野町向上野1500－1
サプリメント（軟カプセ
ル）

健康補助食品 無

㈱一冷茨城支店 真壁郡関城町関本下762 チキンステーキ そうざい 無

㈱一冷茨城支店 真壁郡関城町関本下762 チキンカツ そうざい 無

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248 ヨーグルトプルーン 菓子 無

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248
ひとくちむらさき芋ようか
ん

菓子 無

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248 マリンランドラムネ 菓子 無

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248
サインチョコ（チョコ・ピ
ンク・ホワイト）

菓子 無

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248 ひとくち焼きいもようかん 菓子 無

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486
味処味付け玉子首都圏味付
用汁の素濃口18Ｌ缶

調味料 無

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486
新カップ大根実演ＫＢ濃縮
だし18Ｌ缶

調味料 無

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486
味処なべぞこ大根首都圏味
付用汁の素濃口18Ｌ缶

調味料 無

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486 昆布だし大根 そうざい 無

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486 ふろふき大根ゆず味噌 そうざい 無

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486 大根チルド そうざい 無

(有)茨城食品ガーリック工業 結城市結城6391 味付けメンマ そうざい 無

(有)茨城食品ガーリック工業 結城市結城6391
ふかひれスープ（冷蔵販売
品）

レトルト食品 無

(有)茨城食品ガーリック工業 結城市結城6391
ふかひれスープ（常温販売
品）

レトルト食品 無

(有)茨城食品ガーリック工業 結城市結城6391 味付け煮たまご そうざい 無

(有)茨城食品ガーリック工業 結城市結城6391
具っとりカレーうどんの素
（ビーフ）

レトルト食品 無



(有)茨城食品ガーリック工業 結城市結城6391 麻婆豆腐の素 調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ 粉末スープ 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ ｻｯﾎﾟﾛしょうゆスープ 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ 顆粒用和風つゆ 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ 顆粒しょうゆ辛口 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ ﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞ醤油顆粒 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ ﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞ　ﾀﾝﾒﾝ顆粒 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ ｻｯﾎﾟﾛ豚骨スープ 粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ ガラスープ顆粒 粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ 中華だしの素顆粒 粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１
中華だしの素顆粒（有限会
社万惣ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１
中華だしの素顆粒（株式会
社耀盛號ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１
中華だしの素（大阪いずみ
市民生活協同組合ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１
ガラスープ顆粒（有限会社
万惣ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１
ガラスープ顆粒（大阪いず
み市民生活協同組合ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１
チキンガラスープ顆粒（株
式会社耀盛號ＰＢ）

粉末調味料 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ 生活志向ﾁｮｺｼｭｰ85g 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９０0 うまい棒ﾃﾘﾔｷﾊﾞｰｶﾞｰ味 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ うまい棒サラミ味 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ 牛どんスナック25g 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ ﾁｮｺｶﾙｼｭｰ 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ 徳用ｶﾙｼｭ 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ ｶﾙｼｭｰﾊﾞﾅﾅﾁｮｺ 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ ｶﾙｼｭｰｲﾁｺﾞﾁｮｺ 菓子 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
COOPちぃっちゃな五目がん
も

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
かにと豆腐のハンバーグ
（Ca)

そうざい 無



不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
こんがり焼いたお弁当ポテ
トサラダ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
具だくさんの和風ハンバー
グ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
COOP具たくさんの五目厚揚
げ２８０

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
COOP具たくさんの五目厚揚
げ２１０

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
絹がんも、湯葉ひろうす
YHT320、GA‐YHT‐４０

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
白身魚と枝豆のハンバーグ
（Ca)

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
いわしと豆腐のハンバーグ
（Ca)

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
野菜たっぷりいわしハン
バーグ（Ca)

そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ポトフ そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８0 六角さといものそぼろあん そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 金平ごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 細切きんぴら そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ たたきごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 薄切れんこん そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 竹の子味付け そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 竹の子土佐煮 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ごぼう巻 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ひねりこんにゃく そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 角切こんにゃく そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ころふき大根 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ おでん3人前 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ きんぴらレンコン そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 鶏ごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ きんぴらごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ さといも味付け そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 丸特さといも味付け そうざい 無



エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 丸特さといも味付け500g そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ささがき金平 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 味ごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ さといも味付け そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 丸特といも味付け そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 丸特さといも味付け500g そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ごぼう煮 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ピリ辛れんこん そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ さといも味付け そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 丸特さといも味付け500g そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 具たくさんのけんちん汁 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ けんちん汁の具 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 肉じゃが そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 人参グラッセ（コイン） そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 人参グラッセ（まきわり） そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ マルエツ向け肉じゃが そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ごぼう煮 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ピリ辛れんこん そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 大根切干 そうざい 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ即席ラーメン
ワンタン麺

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ喜多方風中華
そば

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ満福食堂煮玉
子ラーメン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ即席ラーメン
しょうゆ味

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ即席ラーメン
みそ味

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
濃厚ガラ仕込しょうゆラー
メン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ 濃厚ガラ仕込みそラーメン 即席めん 無



ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ下町の来々軒
中華そば

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ豚骨ねぎラー
メン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ横浜もやしそ
ば

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチみそバター
ラーメン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチカルビキムチ
ラーメン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチねぎみそラー
メン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチチャーシュー
メン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチねぎラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチとん汁うどん 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチねぎそば 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ炒め野菜たん
めん亭

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチにんにくねぎ
みそ屋

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ満福食堂豚バ
ララーメン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチいかたこ焼そ
ば

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
ニュータッチ東京浅草ソー
ス焼そば

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ Ｂｉｇ－A醤油ラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ Ｂｉｇ－A味噌ラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ Ｂｉｇ－A塩ラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８
街の評判店しょうゆラーメ
ン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８５４ 街の評判店みそラーメン 即席めん 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ 手焼風卵ロール 焼物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ 手焼風卵ロール（大吉） 焼物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ オムライスシートH40 焼物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ふわふわエッグ（中華風） 蒸し物 無



㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ FMどんぶり玉子No.7 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ トッピンエッグH 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ 丼の素H 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ジューシータマゴNo.2 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ふわふわエッグHR 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ 卵ご飯の素SU 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ＦＭどんぶり玉子No.8 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１
ふわふわエッグ（カルボ
風）

蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ トッピングエッグHR 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ LふわふわエッグH　No.2 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ タマゴベース（中華） 蒸し物 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 森永プリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 森永プリン９０×３ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１
くらしモアプリン９０ｇ×
３

生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ e-priceプリン９０×３ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１
マックふんわりチョコムー
ス

生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ ココアプリン８０ｇ×３ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ メロン牛乳プリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 特濃牛乳プリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 珈琲牛乳プリン１１０ｇ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 珈琲牛乳プリン１８０ｇ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１
石鍋シェフのカフェラテプ
リン

生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ たっぷりプリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１
石鍋シェフのとろけるブラ
マンジェ　ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｿｰｽ付

生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１
森永プリン本舗・抹茶ミル
ク

生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 森永プリン本舗･枝豆ミルク 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１
ココアプリンつぶつぶマロ
ンソース入り

生菓子 無



森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１
コーヒーフレッシュ５００
ｍｌ

乳を主要原料
とする食品

無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ ケーキホイップ
乳を主要原料
とする食品

無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ LPー８３原末 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ LACー３４３原末 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ Mー１６V原末 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ ビフィズス菌末BB５３６ 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 生菌原末M６０２ 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ BIFILON－５０N菌末 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ BIFILONーEX菌末 生菌粉末 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ 究極の豆腐バーグKK80M そうざい 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ ミンチ 食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８
スライスポーション（モ
モ、バラ、ロース、カタ）

食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８
スライスポーション（ハン
ギングテンダー、タン）

食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８
角切（モモ、バラ、ロー
ス、カタ）

食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ 牛脂角切 食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ たれづけ肉 食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ 結着ステーキ肉 食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ メンチカツ
そうざい半製
品

無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８
衣つけ商品類（ビーフカ
ツ）

食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８
ハンバーグ（牛肉ハンバー
グ）

食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８
ハンバーグ（牛・豚肉ハン
バーグ）

食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ 牛肉みそづけ 食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ 牛タンみそづけ 食肉 無

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ 衣つけ商品類（コロッケ）
そうざい半製
品

無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ テリヤキハンバーグ 食肉製品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１
ミートボール（テリヤキ、
ワクワク）

食肉製品 無



日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ シャーローワンズ 食肉製品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１
オベントミニカルビヤキニ
ク

食肉製品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ スミビヤキハンバーグ 食肉製品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ビーフハンバーグ１４０ｇ 食肉製品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ 牛たれつけ 食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ チルドハンバーグ 食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ビーフカツ 冷凍食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ビーフスライス 冷凍食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ オコサマハンバーグ 冷凍食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１
ビーフハンバーグ（レン
ジ）

冷凍食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ アミヤキハンバーグ 冷凍食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ メンチカツ 冷凍食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ギュウヒキニク 冷凍食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１
ギュウニクスライス１．２
M

冷凍食肉 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ハンバーグベントウ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ スキヤキベントウ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ヤキニクベントウ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ヤクニククッパ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ イシヤキビビンバ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ マーボーナスノグ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ギュウカルビメシ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ギュウハルサメイタメ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ チンジャオロースノグ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ビーフドリア そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ソウザイハンバーグ そうざい 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ギュウドン 冷凍食品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ミートソース 冷凍食品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ コウライカルビ 冷凍食品 無



日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ プルコギピザノグ 冷凍食品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ チュウカミートソース 冷凍食品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ カルビヤキニク（L) 冷凍食品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ヤキハンバーグ 冷凍食品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ヤキパティ 冷凍食品 無

日本ハム食品㈱関東プラント 水海道市坂手町５６８７－１ ハンバーグパティ 冷凍食品 無

和弘食品㈱関東工場 岩井市幸田１２８２－１ 業務用「天つゆN] 液体調味料 無

和弘食品㈱関東工場 岩井市幸田１２８２－１
業務用「AFJ」担々麺のた
れ

液体調味料 無

和弘食品㈱関東工場 岩井市幸田１２８２－１ 業務用「担々麺」 液体調味料 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ミルキーメロン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

小倉あんドーナツ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

こしあんドーナツ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

モカチーノサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

メープルのパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

厚切りハム＆チーズ そうざいパン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

カレーパン そうざいパン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

中華ドーナツ そうざいパン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

シナモンスティックドーナ
ツ

菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ごまとカマンベール 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

くるくるシュクレ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

スイートポテトのパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

メロンパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

豊の香いちご＆ホイップ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ブルーベリー＆ミルク 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ホイップチョコ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ホワイトミルクロール 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

モカチーノサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

クリーミーおさつ＆ホイッ
プ

菓子パン 無



㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ホイップ＆カスタードーナ
ツ

菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

バナナカスター＆ホイップ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

カフェモカサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

コッペつぶあん＆マーガリ
ン

菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

コッペジャム＆マーガリン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

スイートポテトなパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ソフトピーナツサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

豊の香いちご＆ホイップ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ミルクパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ちぎりパン（バニラチョ
コ）

菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ブルーベリー＆ミルク 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

メープルのパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

プロベストEL 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

おさつスティックサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ふんわりクリームサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ロングシュガーマーガリン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ダブルクリームサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ホイップショコラ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

メンチカツパン 調理パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

パンコロッケ 調理パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

キャベツが入ったメンチカ
ツパン

調理パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

カフェモカサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

クリーミーおさつ＆ホイッ
プ

菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

クリームパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ホイップ＆カスタードーナ
ツ

菓子パン 無

㈱リバティーフーズ
結城郡石下町大字高野山１３３
１

ミルキーフランス 菓子パン 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ナチュラルハウスのコーン
クリームシチュー

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ナチュラルハウスのカレー
ルウ　中辛

ルウ 無



東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ナチュラルハウスのカレー
ルウ　マイルド

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ナチュラルハウスのハヤシ
ライスルウ

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
べに花コーンクリームシ
チュー

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ ＭＯＡハヤシライスルウ ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ＭＯＡコーンクリームシ
チュー

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ ＭＯＡカレールウ中辛 ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ ＭＯＡカレールウ甘口 ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ べに花マイルドカレー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 自然万歳マイルドカレー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 気になるトマトカレー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ミセスナチュラルグルメカ
レー

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 自然万歳グルメカレー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 中華だし一番 調味料 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 洋風だし一番 調味料 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ おでんの素 調味料 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 自然万歳ハヤシライスルウ ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
自然万歳コーンクリームシ
チュー

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 自然万歳インドカレー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ べに花インドカレー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ べに花グルメカレー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ べに花ハヤシライスルウ ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ミセスナチュラルコーンク
リームシチュー

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ミセスナチュラルインドカ
レー

ルウ 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ベシャメルＰ－ＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ タマネギショウユＨＦ 調味料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
ウェットマサラＧＥー５９
７６

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ワインソース稲 食品原料 無



稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ トウバンジャンＰ－ＨＦ 調味料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
タコヤキペーストＧＥー５
４１１

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ スパイス玉葱ソテー 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ スパイスＳＯーＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ソースベースＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ スパイスルーＨＦ２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ルーセピアＨＦ２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ パームドミグラスＩＢ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ オニオンジンジャーＨ 調味料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ナガネギオイルーＨＦ 調味料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ミルクコンクＨＦ２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ミルクコンクＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
ラクトリッチルーＴ－３２
９４

製菓材料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
グリーンスナックペースト
ＧＥー６０８０

製菓材料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
フォンドボーペーストＧ
Ｅー８０３８

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ドミグラスＩＢ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ドミグラスソース稲 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
ドミグラスソースＧＥー６
５５９

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
ドミグラスソースＧＥー４
４２２

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ カレーブレンドＣＮ２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ カレーＣＵパウダ＾ー２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
カレーソテーＯＴＳ－２８
３９

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
カレーソテーＯＴＳー１６
５９

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ブイヨンＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ブイヨンＩＢ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
ビーフペーストＧＥー６７
２４

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
ビーフフルーツペーストＧ
Ｅー６８５６

食品原料 無



稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４
ビーフフルーツペーストＧ
Ｅー４３６９

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ブラウンルーＴ－３０６９ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ビーフブイヨンＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ビーフミートＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ バルサミコワイン稲 食品原料 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ チキンポタージュ、 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ トマトポタージュ 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 中華スープ醤油味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 中華スープ塩味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 中華スープ味噌味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ コンソメポーク味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ コンソメビーフ味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 味噌汁白 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ すまし汁しいたけ 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ すまし汁カニ 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 味噌汁ロースト 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 味噌汁赤 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ぐりむ食品ＰＢハッシュド
ビーフ

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ぐりむ食品ＰＢビーフシ
チュー

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
ぐりむ食品ＰＢ奄美カ
レー、中辛・甘口・ちびっ
こ

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ クッカ（和風） 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ クッカ（洋風） 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 無添加カレールウ ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
アスカＰＢコンソメシーズ
ニング

シーズニング 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ ＭＯＡ醤油ラーメンスープ 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 無添加ホワイトソース ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ ホワイトソース ルウ 無



東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
レストランカレー（中辛・
甘口・特）

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ カレールウ４０８ ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ フレーククリームシチュー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ フレークマイルドカレー ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
コープ自然派ＰＢクリーム
シチュールウ

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
せうふていＰＢクリームシ
チュールウ

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
大林食品ＰＢカレールウ甘
口・中辛

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
地球の子供たちＰＢカレー
ルウ（中辛・甘口）

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
コープ自然派ＰＢカレール
ウ（中辛・甘口）

ルウ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０
せいふていＰＢカレールウ
（辛口・甘口）

ルウ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３
トップバリュ中華風調味料
（麻婆豆腐の素）

調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３
トップバリュ中華風調味料
（回鍋肉の素）

調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３
トップバリュ中華風調味料
（八方菜の素）

調味料 無

㈱天狗 水海道市内守谷町４１２８ 揚げ出し豆腐にこごり風 豆腐加工品 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
豆腐と魚の京ひろうす（黒
豆）－４０、－４０ｇ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３

とうふと魚のいわしハン
バーグー１００Ｇ、９０Ｆ
Ｐ、９０Ｗ、３０、３０
Ｇ、１２０Ｗ、１００Ｗ、
１２０Ｇ）

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３

白身魚のあっさりハンバー
グ（ひじき）－９０Ｇ、
（緑黄色野菜）－９０Ｇ、
（枝豆）－９０Ｇ）

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
とうふと魚の京ひろうす
（銀杏）－４０、４０Ｇ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
とうふと魚のイカエビハン
バーグー９０Ｗ、－１００
Ｇ、－３０、－３０Ｇ）

そうざい 無



不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
お魚屋さんが作ったイカエ
ビハンバーグー１２０ＦＰ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
ムキエビとイカのハンバー
グー９０ＦＰ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
とうふと魚のねぎハンバー
グー９０Ｇ、９０Ｗ、９０
ＦＰ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
チーズ＆野菜ハンバーグー
９０Ｗ、９０ＦＰ、９０Ｇ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
あっさりハンバーグ（じゃ
こ、わかめ）

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
あっさりハンバーグ（コー
ンとチーズ）

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
あっさりハンバーグ（たっ
ぷり豆腐）

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
あっさりハンバーグ（きの
こ）

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ 揚げだし新丈（山辺） そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３
お魚屋さんが作ったいわし
ハンバーグー１２０ＦＰ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ 花咲さつま そうざい 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ ラーメン屋さん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 甘いか太郎キムチ味 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ キャベツ太郎９０ｇ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 甘いかメンタイ味 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ もろこし輪太郎８８ｇ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 酢だんごさん太郎 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ のしいか太郎 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 酢こんぶいか太郎 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ やきそば屋さん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ どーん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 焼肉さん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ ビッグカツ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 玉ねぎさん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ いかあしあられ７８ｇ スナック菓子 無



㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ もろこし輪太郎豆板醤 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ フライドポテト７８ｇ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 肉じゃが太郎 スナック菓子 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　オリーブ
ダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　新サラシ
アオブロンガエステティッ
クダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　コーヒー
ダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　カラダの
大掃除粒

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
エエクスワン　アクティ
ベックス１００

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
昭和産業DoUpヨーグルトカ
ルシウム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ラフィス　パーフェクトス
リム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
カンダイ　スーパーフィッ
ト

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
メディカル　ビタミンBコン
プレックス

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ ラフィス　スーパーSOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本プレシックス　セレブ
ラッド

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　ビタミンBコ
ンプレックス

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ ケーツー　スーパーSP100V 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　肌うるおい
サプリ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　コラーゲン
サプリ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イースギムネマパワー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ホームビューティースリム
キトライン

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
フィジカル　SOD&ビタミン
ズ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 沖縄ウコン堂　ハブ粒 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　サラシアオ
ブロンガダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　JINプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマJ豆元 健康食品 無



マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマグランド 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
エランセ　スーパーエクセ
ル

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ウイズダム　プラセンター
倶楽部

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 寅壱　スーパーSOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
センシア　ローヤルプロポ
リス花粉

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　肌つやサプ
リ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　ホワイトニ
ングサプリ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　MGプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　マグネ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　DI豆元 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
イース　オールインワン
スーパー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　SE豆元SOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ヘルスクリーン　サメ軟骨
粒

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　キダチアロ
エ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アクセスジャパン　グルコ
サミンエクセレント

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ アイディック　ビール酵母 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　スーパー豆元SOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
山田製薬　ノービルカルシ
ウム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　スーパー豆元SOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 寅壱　ベータキトサン 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　スリム　ウェイ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　SE豆元 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ スーパークロム 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ セレ　ドリームスーパー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　クロムプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　DIプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 天真マルチビタミン 健康食品 無



マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　スーパーパック 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　ザ・スリム 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　スレンダー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　スムーザー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
マコマ　ザ・ジョイントサ
ポート

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
マコマ　スペシャルデ
ラッゥス　ゴールド豆元

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　スーパー豆元SOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　コーヒー
ダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　オリーブ
ダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　カラダの
大掃除粒

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　新サラシ
アオブロンガエステティッ
クダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　スキット
ダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
マコマ　カプセル豆元５５
５

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　マローカルシー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ G豆元カプセル（赤） 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本プレシックス　セレキ
ング

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
沖縄ウコン堂　ローヤルス
タミナー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　グランド 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ラフィス　パーフェクトス
リム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
カンダイ　スーパーフィッ
ト

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　カーット
ギュートWスリム（レギュ
ラー得用）

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
イース　オールインワン
スーパー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　スーパー豆元SOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　スーパー豆元SOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　SE豆元 健康食品 無



マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
イース　スーパーパック・
ナイト

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本プレシックス　セレキ
ング

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　SE豆元SOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　グランド 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 寅壱スーパー　SOD 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
エランセス　スーパーエク
セル

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ヘルスクリーン　サメ軟骨
粒

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
サラシノール　ビュー
ティー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ホームビューティーセン
ター　キトメシア

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ヘルスサポートステーショ
ン　地球生命体MX-48

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ エランセ　シャークリッジ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　コラーゲン
サプリ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　シャークプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　ニューライフ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ラフィス　ビューティーサ
ポート

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ホームビューティーセン
ター　スーパーキトサン

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ ウィズダム　ザクロ倶楽部 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ エランセ・ザレディー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　ザ・ビューティー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　美更年 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
インターナショナル　ヘル
スサービスSOS

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ヘルスサポートステーショ
ン　朋万漢

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ スリムキトライン 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ ホーム　ビューティー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　新カラダ
ダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　カロリー
スパーク

健康食品 無



マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ ミロヴィーナス　新生女性 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　サラシオ
オブロンガTV5ダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　マイクロ
スピード

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　MCHA顆粒 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 寅壱　ゲンキ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　ゲンキモア 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマワート　元気 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　MCHAカルシウム 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ラメールホワイト　ホワイ
トヴィーナス

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ エランセ　ジ・アパタイト 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　ギムネマパワー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミｒｐヴィーナス　カロ
リースパーク

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ ミロヴィーナス　新生女性 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　カーット
ギュートWスリム（レギュ
ラー得用）

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本ウコン産業　春ウコン
カプセル最強

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本ウコン産業　沖縄本店
春ウコン　５００粒

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本ウコン産業　秋ウコン
５００（粒）

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本ウコン産業　特選ウコ
ン　春シルバー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本ウコン産業　特選ウコ
ン　秋シルバー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
㈱サンファースト　ダイ
エット　タブレット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マイクロスピード 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
サンファースト　ダイエッ
トタブレット

健康食品 無



マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ コアー　トリプルＳ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
沖縄ウコン堂　スリムエイ
ト

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　肌うるおい
サプリ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　燃える闘
魂力

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　ＳＥ豆元 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本プレシックス　セレド
リーム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
コアー　プロミールピーチ
味

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ エランセ　ハイセレン 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ アイディック　ビール酵母 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　コーヒー
ダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　シトラ
ス・サラシアオブロンガ２
４００ｍｇダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　スリムメ
リハリ　ゴージャスダイ
エット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　エチケット
タブレット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　新サラシ
アダイエット粒

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　コラーゲン
サプリ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ エランセ　Ｃウェイ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　得用カ
アーットギューットＷスリ
ム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　総結集ダ
イエット完成版

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　アミノ酸
ロングロングダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
昭和産業　ＤｏＵｐヨーグ
ルトカルシウム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ラフィス　パーフェクトス
リム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　カアーッ
トギューットＷスリム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　カラダの
大掃除粒

健康食品 無



マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ ミロヴィーナス　食物繊維 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 昭和産業　ビタミンＣ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　シトラス
マンナン

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　コラーゲン
サプリ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 寅壱　ビタＣ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
フィジカル　ＳＯＤ＆ビタ
ミンズ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
マコマ　レッドマローカル
シー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　メリロート
＋フーカス

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　Ｃ５００ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　ＶＣプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 寿物産　寿エナジー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ホームビューティー　スリ
ムキトライン

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　ホワイトニ
ングサプリ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アゴーラ　ティアラ　ビ
ターＣ２１

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　ＳＥ豆元ＳＯＤ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　セレナーゼ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　セレノプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　サラシアオ
ブロンガダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
メディカル　動脈硬化予防
粒

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　ビタミンBコ
ンプレックス

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ エランセ　ザ・レディー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ ウイズダム　ザクロ倶楽部 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　DICｒ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　クロムプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本プレミックス　セレド
リームスーパー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
MUサイエンス　スーパーク
ロム

健康食品 無



マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　J豆元 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　JINプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ホームビューティー　スー
パーキトサン

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ラフィス　ビューティーサ
ポート

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　キダチアロ
エ

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
サラシノール　ビュー
ティー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
マコマ　チルドレンズ　マ
ルチビタミン

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ルールジュポン化成　スリ
ムクイーン

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
マコマ　スペシャルデラッ
クスゴールド豆元

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 甘記　リラックス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　Zプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ コアー　ジンクプラス 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
NUサイエンス　スーパージ
ンク

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ミロヴィーナス　スーパー
カプサイシン＋キトサンW
スリムダイエット

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　おなか元気 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　ナットキング 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
サンファースト　ダブル元
気

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ カンダイ　鉄子の体 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ アイディック　鉄 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
日本プレシックス　セレブ
ラッド

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 天真マルチビタミン 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
山田製薬　ノービルカルシ
ウム

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
ウイズダム　プラセンター
倶楽部

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　プロテインココア 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ 沖縄ウコン堂　ハブバルク 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　ミトラスダ
イエット

健康食品 無



マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
メディカル　マルチビタミ
ン＆ミネラル

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ アイディック　健圧ヘルプ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ アイディック　成人ヘルプ 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６
アイディック　クロム＋マ
ルベリー

健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　スレンダー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　ザ・スリム 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマ　美更年 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ イース　ザ・ビューティー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マローカルシー 健康食品 無

マコマ㈱茨城工場 水海道市大生郷町６１４０－６ マコマカプセル豆元５５５ 健康食品 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 焼きそば そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ ふき煮 そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 中華春雨サラダ そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１
具だくさん　中華春雨サラ
ダ

そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 具たっぷり　肉じゃが煮 そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ ミートソーススパゲッティ そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ ターキーハムサラダ そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１
ちくわとコンニャクの炒め
煮

そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１
エビときのこのパスタサラ
ダ

そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 生野菜（大根ミックス） そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 生野菜（ツナ・コーン） そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 生野菜（フレッシュ中華） そうざい 無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDかゆ（梅）
フリーズドラ
イ食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDかわ（鶏）
フリーズドラ
イ食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（ほたて）
フリーズドラ
イ食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１
FDお吸いもの（ほたてカレ
ンダー）

フリーズドラ
イ食品

無



㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（松茸）
フリーズドラ
イ食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１
FDお吸いもの（松茸カレン
ダー）

フリーズドラ
イ食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（鯛）
フリーズドラ
イ食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１
FDお吸いもの（鯛カレン
ダー）

フリーズドラ
イ食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDかゆ（鮭）
フリーズドラ
イ食品

無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（モ
モ）

食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（バ
ラ）

食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（ロー
ス）

食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（ヒ
レ）

食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（肩
ロース）

食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（モ
モ）

冷凍食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（バ
ラ）

冷凍食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（ロー
ス）

冷凍食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（ヒ
レ）

冷凍食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

スライスポーション（肩
ロース）

冷凍食肉 無

アンズコフーズ㈱サザンフー
ズ事業部北関東工場

石下町大字平内字西口３１９－
４

牛タンスライス 冷凍食肉 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1023中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1015中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８
1039冷し中華ストレートタ
イプ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1171冷し棒々鶏 液体スープ 無



あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 5215加ト吉肉うどんつゆ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８
5540大番　特製正油ラーメ
ンスープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８
5631ハイウェイラーメン
スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８
5623クロコダイルラーメン
スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1111焼きそばベース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1141すき焼きのたれ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1250うなぎのたれ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 5128中華味ベース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1016味わい中華亭（醤油
味）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1019味わい中華亭（冷し中
華味）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1021中華スープ（E-20) 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1051冷し棒々鶏スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1054冷しラーメン 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1055冷麺スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1060冷中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1063冷中華スープ（ジャン
ボ）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1064冷中華スープ（ジャン
ボ１００）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1066冷中華スープ（レモン
入）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1067冷中華スープ（フレッ
シュ）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1069冷中華スープ（Ｂｉ
ｇ）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1070さわやかスープ（風
鈴）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1071冷中華スープ（特選グ
ルメ）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1072冷し中華（ごまだれ） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1073特選　グルメ冷中３連 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1074冷中華スープ（特選グ
ルメ）

液体スープ 無



あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1075特選グルメ冷中華スー
プ　５連

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1076冷中華スープ（特選グ
ルメ）２連

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1078冷中華スープ（ジャン
ボ）３連

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1372トックスープ 液体すーぷ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
2010生ラーメンスープ　ち
びっこ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2101生中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2102から味ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
2104Wパックラーメンスー
プ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
2110竜マークみそラーメン
スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
2114みうら食品冷中華スー
プフレッシュ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2125和風白湯スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
2400中華亭　ラーメンスー
プ醤油味

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
2447味わい中華亭（冷し中
華味）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
2448味わい中華亭（醤油
味）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
4200山口醤油ラーメンスー
プ２連

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
4201山口醤油ラーメンスー
プ３連

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
4230埋金製麺　横浜ラーメ
ン

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4231龍舌ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4240長崎ちゃーめん 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
4982美味１００選　和風白
湯スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
4983美味１００選　豚骨
ラーメンスープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5030はくばく　棒麺スリム
醤油味　連結

液体スープ 無



あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5035はくばく　棒麺スリム
醤油スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5036はくばく　あっぱれ！
一番塩スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5038はくばく　味噌ラーメ
ンスープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5039はくばく　みそ　連結 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5091重慶しょうゆスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5120都一　冷中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5169関本　和風ラーメン
スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5172関本　冷中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5173関本　例中華スープ
（菜）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5177関本　冷中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5188関本とんこつ醤油スー
プ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5218十文字　風鈴ラーメン 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5224十文字ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5226十文字ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5227十文字　Wパックラー
メンスープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5275ゆめやサッポロしょう
ゆスープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5296あかさたな京風ラーメ
ン（醤油味）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5312だい久　冷中華スープ
ビッグ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5321丸大　塩ラーメンスー
プ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5324崎陽軒しょうゆラーメ
ンスープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5330シーエスシー　生ラー
メンスープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1204八宝菜ソース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2301北京風味アップ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2529蒸鶏用ソース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5119焼うどんスープ 液体調味料 無



あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5123都一　トマトソース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5207はくばく　イカ姿焼う
どんスープ

液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5441下田　焼ビーフンソー
ス

液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5442下田　炒め用ソースA 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5447下田　大根のおつけも
の　中華風

液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5449下田　大根の中華風サ
ラダ

液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5692うなぎ蒲焼のたれ（ボ
トル）

液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5693うなぎ蒲焼のたれ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5695鮮魚うなぎのたれボト
ル

液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
7960チムニー　カレーソー
ス

レトルト食品 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
8117チムニー　レトルトハ
ンバーグソース

レトルト食品 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
8204プロント　新ペペロン
チーノソース

レトルト食品 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 8251カレーソース レトルト食品 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1260ビーフコンソメスープ 粉末スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1280スープストック 粉末スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1282玉子スープの素 粉末スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5124都一　カレーうどん
スープN

粉末スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1005野菜炒めの素 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
1132焼そばソース　カレー
味

粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4210山口　焼そばソース 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5595ごまあえの素 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 7775泉食品　粉末　調味料 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
7776泉食品　粉末　キムチ
の素

粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5608本格ポークカレー レトルト食品 無



あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5775熟成オリジナルびーふ
かれー

レトルト食品 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
5778オリジナルカレーソー
ス

レトルト食品 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
7930チムニー　チキンカ
レー

レトルト食品 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３
7984チムニー用ビーフカ
レー(中辛）

レトルト食品 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ JRデミソース 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ JRラザニアソース 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ 特選ソースかつのたれ 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ チビッコハンバーグソース 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ ハンバーグソースB 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ JRミートソース 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ そぼろあん 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ ソース焼そば 液体調味料 無

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 柴常別注調味液 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 梅干調味液シルバー№２ 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物調味液（こいくち） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物調味液（うすくち） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ シーマンゆずぽん酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物百珍　煮物の素 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００
すし酢№２０９（初音すし
酢）

調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００
どんぶりのタレ（ストレー
トタイプ）

調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物用調味液１００ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 御飯昆布調味液 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 低塩梅干用調味液 調味酢 なし



キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 南蛮漬け用調味液№２ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物用調味液ＹＣ－１１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物用調味液（ベース） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 照りダレＹＫ　№２ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 春雨調味液２００ 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ だしゼリー　№２ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ ぷるぷる三杯酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００
あんかけのたれ（こいく
ち）

調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００
バッチョベース（トマト
風）

調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ P-春雨白調味液 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 照り焼きのタレ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　№８１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　№３０１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　４０１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　５０１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　６０１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ P-サラダ用うまみ酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　№１１９ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ たたき用ワイン調味液 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ イモ・デ・パッチョ 調味液 なし



キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００
和え物酢（りんご酢タイ
プ）

調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 春雨サラダ調味液（白） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ マリネ調味液（赤ワイン） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 酢の物用調味液（梅酢） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ きぬがわや専用酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 酢の物用梅肉酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ シーマンすだちぽん酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物用調味液YC－９ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００
煮つめたれ（D-煮つめた
れ）

調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 調味液ゴールド（梅干用） 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ ちよだ鮨づけタレ 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 低塩梅干調味液A 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 梅干調味液NOK-２ 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ FKK調味液　№２ 調味液 なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００
ＱＰ１／３しょうゆ（ごま
油風味）ドレッシン

ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００
ＱＰ１／３和風ドレッシン
グ

ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００
ＱＰ１／３イタリアンド
レッシング

ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 凍結卵白濃縮№３ 液卵 なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ＱＰノンオイル青じそ ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ＱＰノンオイル中華 ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００
ＱＰテイステイノンオイル
青じそ

ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００
ＤＨＡシーオイルパウダー
Ｗ

油脂加工食品 なし
キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ 味付けぽん酢の素 調味料 なし



キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００ サラダ用うまみ酢 調味料 なし
キューピー醸造株式会社五霞
工場

猿島郡五霞町小手指１８００
パッチョベース（バジリコ
風）

調味料 なし

株式会社　全農キューピー
エッグステーション茨城工場

猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

乾燥ヨークランマヨネーズ
風味

鶏卵加工品 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
無印良品　コーンチップ
タコス味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
無印良品　コーンチップ
チーズ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
無印良品　コーンスティッ
ク　チーズ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
CO・OPカリカリット　チー
ズコーン

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
グルメ　たこやき亭　から
しマヨネーズこんがりソー
ス味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
スペシャルドリトス　チ
リ・コン・カン味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
グルメ・チートス　コーン
ポタージュ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ポップコーン　タンドリー
チキン味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ドリトス　テキサス・ス
テーキ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
チートス・パフ　スペシャ
ル　ダッカルビ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
チートス・パフ　スペシャ
ル　プルコギ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ぎょうざ屋さん　キムチ
ぎょうざ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ぎょうざ屋さん　カレー
ぎょうざ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
恐竜界　和風バーベキュー
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 夏のスナック　うす塩味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
じゃがローニ　ミネスト
ローネ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ドリトス　ジャンバラヤ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ファニオン　Ｗオニオン＆
ガーリック味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
オリエンタル　マースカ
レー　コーンスナック

スナック菓子 なし



ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
オリエンタル　マースハヤ
シ　コーンスナック

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ファニオン　サワークリー
ム＆オニオン味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
マイクポップコーン　バ
ターしょうゆ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス　クランチ スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ファニオン スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ミニオン　サワークリーム
＆オニオン味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ミニオン　プレーンソルト
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
イカマヨネーズ味　コーン
スナック

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 そばめし　スナック スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 えびめし　スナック スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス・パフ　担担麺味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
秋のスナック　きのこバ
ター味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
秋のスナック　きのこク
リームシチュー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
グルメ・チートス　チー
ズ・フォンデュ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
チートス　ビーフ・コンソ
メ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
スペシャルドリトス　チ
リ・ビーフ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
スペシャルドリトス　たっ
ぷりチーズ

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
グルメ・チートス　コクの
あるチーズ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ドリトス（ツイスト）
チーズ＆ガーリック

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
スペシャルドリトス　窯焼
きピザ味

スナック菓子 なし



ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ドリトス（ツイスト）　チ
リ・ビーフ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
元祖たこやき亭　縁日風と
ろ～りソース味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ドリトス　ナチョ・チーズ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
チートス・パフスペシャル
明太子マヨネーズ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
いかめし味　コーンスナッ
ク

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
まちのお菓子屋さん　オニ
オンリング

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ドリトス　メキシカン・タ
コス味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
チートス　まろやかチーズ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ミニオン　オニオン　グラ
タンスープ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
じゃがローニ　ガーリック
＆ペッパー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ポテトdeパスタ　炭火焼
バーベキュー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
スペシャルドリトス　Ｗ
ガーリック＆レッドペッ
パー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
５グレイン　チートス
チーズ＆セサミ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ファニオン　オニオン　グ
ラタンスープ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
生活志向　トルティアチッ
プス（タコス味）

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ポテトdeパスタ　ミート
ソース＆バジル味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
チートス・パフ　スペシャ
ル　イカ墨カレー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ポテトdeパスタ　韓国牛カ
ルビ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ポテトdeパスタ　チキンか
ら揚げ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス　海鮮キムチゲ味 スナック菓子 なし



ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
スペシャルドリトス　チー
ズフォンデュ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ポテトスナック　ロースト
ビーフ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
チートス　ローストビーフ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
CO・OPコーンボールスナッ
クバーベQ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
CO・OPオニオンリングス
ナック

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
CO・OPかわいいお星様
コーンポタージュ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ぎょうざ屋さん　エビチリ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2
ぎょうざ屋さん　肉ぎょう
ざ味

スナック菓子 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚肉とポテトの炒めもの 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
Ｓ豚オイスターソース味
（野菜入り）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛スタミナ焼き 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚バラポパイキムチ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
すこやかポークヒレみそづ
け

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚スペアリブソースのたれ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 中華とろみのたれ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
Ｓ豚カタロースもろみ味噌
づけ

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚じゃが炒め用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
Ｓ牛プルコギ（韓国式焼き
肉）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
Ｓ牛ガーリック一口ステー
キ

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ牛バラカルビXO醤焼肉 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ牛モモ細切中華炒め用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
Ｓ牛モモ肉と中華野菜のXO
醤炒め

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
カマンベールチーズインカ
ツ

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 オニオンたっぷりカツ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 田舎メンチカツ 調味液 なし



（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産和牛風味焼肉 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚スペアリブ煮込み用（タ
レ付）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
国産牛肉のにんにく野菜炒
め

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚スタミナ漬（しょうゆ
味）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚オイスターソース味（野
菜入り）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚スタミナ漬（キムチ味） 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚肉とほうれん草の炒めも
の

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚モモ肉とニンニクの芽の
炒めもの

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
八千代牛モモガーリックス
テーキ

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛スタミナ漬け 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
国産牛肉の野菜炒めの素
（にんにく味）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚モモ一口みそづけ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚オイスターソース味（野
菜入り）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚ロースガーリックみそス
テーキ

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肉とポテトの炒め物 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 牛カルビ焼き肉中おち 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚カタロース山賊焼き 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚バラ肉ポパイキムチ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚スタミナ漬け（キムチ
味）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
八千代牛モモ細切中華炒め
用

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚じゃが炒め用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚バラ肉七味焼き用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚モモ一口みそづけ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
Ｓ豚で作るポトフスープ
セット

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
Ｓ豚ガーリックみそステー
キ

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
Ｓ豚スペアリブ煮込用（タ
レ付）

調味液 なし



（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 牛肉（生肉） 枝肉 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 牛肉（生肉） 部分肉 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 牛丼用カルビ（タレ付）
タレ（調味

料）
なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛ヒレ肉ＸＯ醤焼
タレ（調味

料）
なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肉オイスターソース
タレ（調味

料）
なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 黒豚スペアリブ角煮用
タレ（調味

料）
なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛ガーリックﾛｽﾃｰｷ
タレ（調味

料）
なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肉なす味噌炒め
タレ（調味

料）
なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
アメリカ産牛スタミナ焼き
肉

タレ（調味
料）

なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚ロースガーリック味噌ス
テーキ

タレ（調味
料）

なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肩ロースブロック煮豚用
タレ（調味

料）
なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚カラシ肉の味噌焼き用
タレ（調味

料）
なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2
豚肉カタロースイタリアン
ソース

タレ（調味
料）

なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 牛プルコギ用
タレ（調味

料）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 石川中華スープSA
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
めん匠喜多方醤油ラーメン
スープ

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 キムチスープの素
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープ　100ｇ
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 豆腐そうめん胡麻だれ
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 屋台の中華そばスープ
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
（株）狩野ｼﾞｬﾊﾟﾝ喜多方棒
ﾗｰﾒﾝ食用ｽｰﾌﾟ

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
（株）狩野ｼﾞｬﾊﾟﾝ博多棒ﾗｰﾒ
ﾝ2食用ｽｰﾌﾟ

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ﾗｰﾒﾝスープ（商品番号４１
８）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷麺スープ（商品番号４２
２）

調味料（その
他の加工食

品）
なし



三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷麺スープ（商品番号４２
２）用からみの素

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷麺スープ（商品番号７５
２）シングル

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷麺スープ（商品番号７５
２）Ｗキムチ付

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ラーメンスープ小袋（商品
番号８２２）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
醤油ラーメンスープ（商品
番号４１６）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
塩味スープ（商品番号４１
５）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ﾗｰﾒﾝスープ（商品番号４１
７）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
味噌ラーメンスープ（商品
番号５１８）４連

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
喜多方味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ（あら
い屋様向け757）3連

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷麺スープ（商品番号７５
９）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
味噌ラーメンスープ3.3K
（商品番号400）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 中華スープ（No.８８７）
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
支那そばラーメンスープ
（No８２３）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷やし中華スープ（Ｍｰ３
０）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷やし中華ゴマ味（No９８
４）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
味噌ラーメンスープ（No８
８５）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
鍋焼うどんつゆ（商品番号
３２）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
辛子味噌ラーメンスープ
（No８３３）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
味噌ラーメンスープ
（No911）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
液体焼きそばソース（新栄
様向け）

調味料（その
他の加工食

品）
なし



三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
無添加液体焼きそばソース
（新栄食品様向け）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
無添加とんこつラーメン
スープ（新栄食品様向け）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
無添加粉末味噌ラーメン
スープ（新栄食品様向け）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 肉そば
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷中華スープ（No５３）
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープ（No３４）
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
生協様向け醤油ラーメン
スープ（３４Ｎ）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
生協様向けみそラーメン
スープ（３３）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
粉末醤油ラーメンスープ
（スズキ麺工様向け）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
塩ラーメンスープ（ホタテ
味）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
濃厚がらだし醤油ラーメン
スープ（商品番号８４１）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ラーメンスープ（商品番号
４１２）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
うどんつゆ（商品番号３
６）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
つゆストレート（商品番号
３１）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
美味ラーメンスープ（商品
番号３９）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
鍋焼うどんつゆ（丸光食品
様向け）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
チャルメラ醤油ラーメン
スープ

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 肉そば
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
中華スープ（商品番号５
１）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 Aコープ粉末やきそばソース
調味料（その
他の加工食

品）
なし



三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 白河ラーメンスープ
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープA
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
豚骨しょうゆスープ（商品
番号１７）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 塩スープ（商品番号１６）
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
粉末やきそばソース（戸田
久向け）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
味噌ラーメンスープ（商品
番号２４）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
とんこつスープ（商品番号
４０６）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープ５６
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
美味味噌ラーメンスープ
（商品番号４０）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 めんつゆ（商品番号３０）
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
液体焼きそばソース小袋
（商品番号２５）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
液体焼きそばソース1.8L
（商品番号303）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華スープ
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 そばつゆ３５
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
味噌ラーメンスープ（商品
番号８７７）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
塩ラーメンスープ（商品番
号２３）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華スープゴマ味
調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
中華スープ（商品番号２
２）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
中華スープ１．８㍑（商品
番号３００）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
W中華スープ（商品番号２
１）

調味料（その
他の加工食

品）
なし



三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ラーメンスープ（商品番号
８１２）

調味料（その
他の加工食

品）
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
とんこつラーメンスープ
（狩野ジャパン向

その他の加工
食品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
喜多方醤油ラーメンスープ
（狩野ジャパン向）

その他の加工
食品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
特選ガラ入りらーめんスー
プ

その他の加工
食品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 粉末焼きそばソース
その他の加工

食品
なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
粉末醤油ラーメンスープ
（大黒向）

その他の加工
食品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
粉末味噌ラーメンスープ
（大黒向）

その他の加工
食品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 三陸食品海藻ドレッシング ドレッシング なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
かくし味３９（NET４．５
ｇ）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
伊之助三代目魚系しょうゆ
スープ（No１５）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
伊之助三代目芳熟みそスー
プ（No１８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
無添加味付麺用調味液（98-
12-3）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ニチリュウ粉末味噌ラーメ
ンスープ（00-5-24）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ニチリュウ粉末醤油ラーメ
ンスープ（00-5-4）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
宮城生協粉末塩味ラーメン
スープ（00-11-23）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
宮城生協粉末味噌ラーメン
スープ（00-11-2２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
宮城生協粉末醤油ラーメン
スープ（00-11-2１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
粉末カレーうどんスープ
（０１－５－３Ｂ）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
めんつゆ１８Ｌ（商品番号
501）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
めんつゆ１.８Ｌ（商品番号
３０４）

調味料 なし



三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープ１．８Ｌ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
姫ラーメン味噌ラーメン
スープ小袋（商品番号903）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
姫ラーメン味噌ラーメン
スープ３．３ｋ（商品番号
90２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
中華スープ１８Ｌ（商品番
号500）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
とんこつスープ３．３Ｋ
（商品番号407）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープゴマ味１Ｌ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
塩ラーメンスープ１．８Ｌ
（商品番号302）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
塩ラーメンスープ３．３Ｋ
（商品番号402）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷し中華スープ１．８Ｌ
（商品番号301）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷し中華スープレモン入
（商品番号70）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
だしつゆ1.8Ｌ（商品番号
318）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
顆粒がらスープ（商品番号
606）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 たっぷり中華スープ５５ｇ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
味噌ラーメンスープ（商品
番号517）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
醤油ラーメンスープ（商品
番号８０４）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ラーメンスープ（商品番号
８０１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
そばつゆ１８Ｌ缶（商品番
号５０８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
そばつゆ１．８Ｌ（商品番
号３１５）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
醤油ラーメンスープ３連
（商品番号５１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
（無添加）粉末チャーハン
の素

調味料 なし



三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 グンプンヌードルスープ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
醤油ラーメンスープ（商品
番号９１２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
とことんスープ（商品番号
８８３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
もずくのたれ（山下水産様
向け）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 水餃子スープ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
辛子味噌ラーメンスープ
（商品番号830）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
太魯閣醤油ラーメンスープ
（８３６）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 生中華スープSAW 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 生中華スープWI 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
特選がら入ラーメンスープ
１．８Ｌ（商品番号１１
２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ラーメンしょうゆスープペ
アータイプ液体（商品番号
１１７A）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷やし中華ゴマ味（No.８９
４）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷やし中華スープゴマ味
１．８Ｌ

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
横浜とんこつラーメン六國
家

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
醤油ラーメンスープ（商品
番号８６１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
顆粒中華味ベース（商品番
号６０９）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
醤油ラーメンスープ（商品
番号８５８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
特選ガラ入りラーメンスー
プ３．３Ｋ缶（商品番号１
１１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
特選ガラ入りラーメンスー
プ小袋パック（商品番号１
１６）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
だしつゆ２５cc（商品番号
５５）

調味料 なし



三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
魚系しょうゆスープ（商品
番号１５）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
旨塩ラーメンスープ（商品
番号９０９）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷たいラーメンスープカニ
風味（商品番号８４０）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
醤油ラーメンスープ（商品
番号８９３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ラーメンスープ３．３Ｋ缶
（商品番号４１２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
粉末塩ラーメンスープ（商
品番号８４５）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
しゃぶしゃぶゴマだれ（昭
和食品様向け）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
あげだし豆腐のたれ（商品
番号３３３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
味噌スープ（商品番号１
８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
伊之助三代目豚骨しょうゆ
スープ（商品番号１７）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
伊之助三代目海鮮塩スープ
（商品番号１６）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
油そばスープ（商品番号８
７１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
油そばスープ（商品番号８
５４）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
油そばスープ（商品番号８
４６）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷やし中華スープＫ（商品
番号８４８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 高原そば１．８Ｌ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
とんこつスープ（コミヤ冷
食様向け）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
中華スープ３．７ｇ（商品
番号２０３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
塩味スープ１Ｋｇ（商品番
号６０２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
チャーローメン用ソース
（商品番号８５５）

調味料 なし



三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
冷やし中華スープ（商品番
号８９８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
餃子のたれ（商品番号７２
３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
醤油ラーメンスープ３．３
Ｋ缶（商品番号４１３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 生中華スープＷ２ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
中華スープ１．８Ｌ（商品
番号８５１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
ラーメンしょうゆスープペ
アータイプ粉末（商品番号
１１７Ｂ）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3
焼干ラーメンスープ（商品
番号９０８）

調味料 なし

（株）大橋醤油店 猿島郡三和町諸川2564 冷中華スープ
調味料（その
他の加工食

品）
なし

（株）大橋醤油店 猿島郡三和町諸川2564 しゃぶしゃぶぽん酢
調味料（その
他の加工食

品）
〃

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 キング　カレーソース　1/6
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
キング　辛口ビーフカレー
1㎏/06

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
キング　ビーフカレー
1/06

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
キング　ビーフシチュー
200ｇ/20

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
キング神戸牛ビーフカレー
200ｇ/30

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
JA･ローズポークカレー200
ｇ/30

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
JA･やさとチキンカレー200
ｇ/30

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
千成亭　近江牛ビーフカ
レー200ｇ×20

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
カサデプラト　イサミカ
レー200ｇ/20

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
吉田ハム飛騨牛ビーフカ
レー250ｇ/20

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
福島牛ビーフカレー200ｇ
/30

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
千成亭ビーフ・ド・シ
チュー250ｇ/20

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
沢田屋黒豚入りポークカ
レー220ｇ/20

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
沢田屋神戸ビーフカレー220
ｇ/20

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 会津　うまカレー200ｇ/20
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
蔵羽　近江牛カレー200ｇ
/30

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
大長　ビーフカレー200ｇ
/30

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
生活御用達　ハヤシビーフ
180g/20

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越牛肉大和煮
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越辛口ビーフカレー　３
/24

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越ビーフストロガノフ
Ｔ７/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越白クラムチャウダー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白コンビーフ　ＣＢ２/
４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白帆立貝柱クリーム
スープ　Ｓ１/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白ポテトクリームスー
プ　Ｓ１/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白オニオンスープ　Ｓ
１/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越白蟹カレー　Ｔ７/２４
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越インドチキンカレー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越ポークカレー　２００/
２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越（白）牛肉大和煮　Ｋ/
４８

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
生活御用達オニオンスープ
１５０ｇ/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越インドチキンカレー
ソース４/２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越エスニックカレーソー
ス４/２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越牛大和煮　小肉片　Ｋ/
２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越特選ビーフカレー　４/
２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　鶏肉の旨煮　２００ｇ/
４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　牛肉のビール煮２００
ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　若鶏のクリーム煮　２
００ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　インド風チキンカレー
２００ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 辻　夏野菜カレー２００ｇ
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 辻　黒ゴマカレー２００ｇ
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　鶏と野菜のスープ２５
０ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　鴨と牛肉の煮込み２３
０ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越高級ビーフカレー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
レトルト　三越クリームシ
チュー２００ｇ/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越コンビーフホワイトラ
ベル

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越ビーフカレー　３/２４
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
蛎三　ビーフカレー　８４
０ｇ/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
レトルト　フレックビーフ
カレー　１８０ｇ１０Ｐ×
３

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
淡路屋　ビーフコンソメ
スープ　Ｓ１/２４

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
MUC　ビーフカレー　２/１
２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEY　ミートソース　１/０
６（３Ｋｇ）

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEY　ミートソース　２/１
２（８４０ｇ）

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
京王プラザ　フカヒレスー
プ　７/２４

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
京王プラザ　コーンスープ
７/２４

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
萬福臨　貝柱ふかひれスー
プ　Ｓ１

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ホテルパシフィック　コー
ンスープ　７/２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ホテルパシフィック　パン
プキンスープ　７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ホテルパシフィック　ミネ
ストローネスープ　７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ホテルパシフィック　オニ
オンスープ　７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
北緯４３℃　シーフードカ
レー　２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
リトルワールドカレーソー
ス３５０ｇ/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYビーフカレー　１/６
３Ｋｇ缶

缶詰 なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 KEYビーフカレー　２/１２
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYマイルドビーフカレー
１/６　３Ｋｇ

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYマイルドビーフカレー
２/１２　８４０ｇ

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYビーフカレー　１Ｋｇ/
０８

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYボンゴレビアンコ　１
４０ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYボンゴレロッソ１４０
ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEY和風キノコ　１４０ｇ/
３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYカレーソース　１/０６
３Ｋｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ホテルグリーンタワーコー
ンクリームスープＳ１/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ホテルグリーンタワーパン
プキンクリームスープＳ１

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ホテルグリーンタワーコン
ソメスープＳ１/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
鶴屋特選ビーフカレー　Ｔ
７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
鶴屋特選ポークカレー　Ｔ
７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
鶴屋特選チキンカレー　Ｔ
７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
その子　八宝菜　１５０ｇ/
３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
その子　チンジャオロース
１５０ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYカレーソース（欧風）
１Ｋｇ/８

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEY欧風ビーフカレー１Ｋ
ｇ/８

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYカレーソース（欧風タ
イプ）

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
その子　竹の子どん１８０
ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
その子　鶏どん　１８０ｇ/
３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
その子　牛どん１２０ｇ/３
０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
軽井沢カレー倶楽部　２Ｐ/
２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
その子　ミネストローネ
１８０ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
無地ボーさんのカレー（タ
イ風味）２００ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
その子　じゃがいもゴロゴ
ロカレー２３０ｇ/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYホワイトソース　２/１
２　８４０ｇ

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
蛎三　ビーフカレー　辛口
２/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越ハヤシビーフ（ゴール
ド３０）２００ｇ/１８

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
KEYカレーソース２/１２
（８４０ｇ）

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越ビーフシチュー　３/２
４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白ビーフシチューＴ７/
２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白蟹クリームスープ
Ｓ１/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越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

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白パンプキンスープ
Ｓ１/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白貝柱カレー　Ｔ７/２
４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越（白）牛肉大和煮　Ｆ
３

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越ジャガたっぷりカレー
４５０ｇ/１０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
生活御用達コーンクリーム
スープ１５０ｇ/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
生活御用達パンプキンク
リームスープ１５０ｇ/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 生活御用達ビーフシチュー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越ベジタブルカレー　２
００/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
生活御用達イカスミパスタ
ソース

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越シーフードカレーソー
ス４/２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越マイルドカレーソース
４/２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
御用達ベジタブルカレー
１８０ｇ/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越和牛サイコロステーキ
Ｆ３/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越特選ビーフカレー　３/
２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフコーンクリーム
スープ１５０ｇ　１Ｐ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフオニオンスープ
１５０ｇ　１Ｐ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　牛肉のバーベキュー
ソース２００ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　ビーフシチューブルゴ
風２００/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　牛肉のブルーベリー煮
２００ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　欧風ビーフカレー２０
０ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　パンプキンクリーム
スープ１５０ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　ミートソース１５０ｇ/
４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 辻　トマトカレー２００ｇ
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　きのこクリームソース
１５０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　ジャガイモのスープ２
５０ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越ハヤシビーフ
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　インド風ビーフカレー
２００ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 三越インドビーフカレー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越インドビーフカレー
ソース４/２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　きのこクリームスープ
１５０ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ビーフカレー　４/
１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　特選ビーフカレー
４/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　辛口ゴールドビー
フカレー４/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ビーフシチュー
４/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　タンシチュー　４/
１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ビーフカレー　６/
２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ビーフストロガノ
フ　４/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　クラムチャウダー
４/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　レトルト　特選
ビーフカレー　１Ｋｇ/６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ビーフカレー　１
号/６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ビーフカレー　２/
１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　特選ビーフカレー
１号/６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　特選ビーフカレー
２/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　カレーソース　１/
０６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ミートソース　１/
６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ドミグラスソース
１/６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
レトルト　サンタ　ケララ
ビーフカレー　１Ｋｇ/６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　レトルト　辛口
ビーフカレー　１Ｋｇ/６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
レトルト　コーンスープ
１８０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
レトルト　シェフビーフシ
チュー２００ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタムジ神戸牛ビーフシ
チュー２１０ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ牛肉大和煮Ｇ８/２４
（小片肉）

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ビーフカレー業務
用　２/１２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　レトルト　辛口
ビーフカレー５００ｇ/１０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　レトルト　コーン
クリームスープ　５００ｇ/
１０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ふかひれスープ
４/１２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　燕巣スープ　４/１
２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
しゃぶしゃぶ　ごまだれ
Ｊ１９０/３０

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白ビーフシチュー　Ｔ
７/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
二幸海鮮風あんかけ・具入
り１７０ｇ/２０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタビーフシチュー　Ｔ
７/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 青鉄砲の液 調味料 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 たまり漬　２００ｇ　袋入 漬物 なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 たまり漬胡瓜 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 たまり漬生姜 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 朝鮮漬液 調味料 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 紅しょうが 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 胡瓜朝鮮 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 うり鉄砲 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 しそ香漬 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 チョウロギ 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 キング近江カレー辛口
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 サンタ　クラムチャウダー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　ビーフストロガノ
フ　Ｔ７/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 キング　近江カレー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ　コフタカレー業務
用２００ｇ袋入り

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
レトルト　キング　ビーフ
カレー　１Ｋｇ/０６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
通販レトルト　ビーフシ
チュー野菜たっぷり

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
特製　ビーフカレー辛口
１/０６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 東京軍鶏カレー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 軽井沢　欧風カレー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 食都大阪牛すじカレー
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
三越白鱶ヒレスープ　Ｓ１/
２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 通販　牛肉大和煮　Ｋ/２４
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
レストラン用シェフビーフ
カレー２００ｇ/３０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
レストラン向牛舌カレー
１Ｋｇ/６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
特製ビーフカレー　甘口
１/６

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
二幸　レトルト特選ビーフ
カレー２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
サンタ牛肉大和煮（切り出
し）Ｋ/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
二幸インドチキンカレー
Ｔ７/２

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
無地牛ステーキ（一口）６
０ｇＦ３/２４

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 辻　カレースープ１５０ｇ
容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　ガーリックスープ１５
０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
辻　鴨と豆の煮込み２３０
ｇ/４０

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　インド風チキ
ンカレー２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　インド風ビー
フカレー２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　ガーリック
スープ１５０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　カレースープ
１５０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　きのこクリー
ムスープ１５０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　きのこクリー
ムソース１５０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　ジャガイモの
スープ２５０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　トマトカレー
２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　ビーフシ
チューブルゴ風２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　欧風ビーフカ
レー２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　夏野菜カレー
２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし



（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　鴨と牛肉の煮
込み２３０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　鴨と豆の煮込
み２３０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　牛肉のバーベ
キューソース２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　牛肉のビール
煮　２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　牛肉のブルー
ベリー煮２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　鶏と野菜の
スープ２５０ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　鶏肉の旨煮
２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　黒ゴマカレー
２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3
ウィシェフ　若鶏のクリー
ム煮２００ｇ

容器包装詰加
圧加熱殺菌食

品
なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ ﾌﾟﾁﾊﾞﾀｰ 菓子 なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
ﾐﾆたべっ子どうぶつﾒｰﾌﾟﾙﾊﾞ
ﾀ

菓子 なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
食育ランド、幼児のおや
つ、ちいさな動物園

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 幼児のおやつ
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 ちいさなドーナツ
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ どうぶつビス
ケット

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 ﾌﾟﾁﾄﾞｰﾅﾂﾊﾞﾀｰ
菓子（ビス
ケット）

なし



(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつバター味
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
たべっ子どうぶつチョコ
レート味

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 くつろぎの森クッキー
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつミルク味
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつのり味
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 カラフルアニマル
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
スーパービスケット（シナ
モンバター味）

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
スーパービスケット（フレ
ンチバター味）

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
午後のクッキーコンデンス
ミルク味）

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 Ｃ／Ｋミニドーナツ
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
午後のクッキー（コンデン
スミルク味）

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 Ｃ／Ｋミニミニドーナツ
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 プチドーナツバター
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 グリーンコーププチバター
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
グリーンコープどうぶつビ
スケット

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番
くつろぎの森クッキー
（チョコ）

菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 動物４７士
菓子（ビス
ケット）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつのり味
菓子（ビス
ケット）

なし

三和豆友食品株式会社
猿島郡三和町尾崎中台２７６１
－１

揚げ出し豆腐 豆腐 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛タンスライス
内臓（牛タ

ン）
なし



株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛赤センマイスライス
内蔵　　（牛

胃）
なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛シマ腸
内蔵　　（牛

大腸）
なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛ミノスライス
内蔵　　（牛

胃）
なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛レバースライス
内蔵　　（牛

レバー）
なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 国産牛豚合挽肉 牛７：豚３ なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 〃 牛６：豚４ なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 〃 牛５：豚５ なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 合挽パラパラミート 牛６：豚４ なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１
国産牛豚合挽肉１Ｋｇ×１
０　５Ｋｇ×２

牛６：豚４ なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１
国産牛挽肉1Kg×10　5Kg×
10　10Kg×1

牛１００％ なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛挽肉 牛 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 国産牛小間切300g バラ凍結 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 国産牛サイコロ風ステーキ 牛 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１
ゴールドビーフ　牛すきや
き800g

牛ランプ なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１
ゴールドビーフ　牛肩しゃ
ぶしゃぶ用800g

牛クロット なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１
ゴールドビーフ　牛肩ロー
スしゃぶしゃぶ用800g

牛チャック
ロール

なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛肉細切り　600g
牛ｼﾙﾊﾞｰｻｲﾄﾞ､

ｸﾛｯﾄ
なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛タン ラップ巻 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛バラカルビ焼き肉800g 牛 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛肉細切り　１Ｋｇ 牛ｼﾙﾊﾞｰｻｲﾄﾞ なし



株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛カルビ焼セット　4.7Kg 牛 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛ハラミ焼セット　4.7Kg 牛 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１
和牛入り生ハンバーグ
100g×50枚

牛 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１
神戸牛入り生ハンバーグ
100g×50枚

牛 なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛カルビ焼用（上）　500g
牛チャックリ

ブ
なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 牛タンスライス　500g 牛タン なし

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 宮城野合挽ポロポロミート 牛５：豚５ なし

黒岩食品株式会社 古河市原町１２－４０ 朝鮮漬の素１．８Ｌ 調味料 なし

黒岩食品株式会社 古河市原町１２－４０ 朝鮮漬の素１．０Ｌ 調味料 なし

黒岩食品株式会社 古河市原町１２－４０
サンシキ本場朝鮮漬キムチ
の素300g

調味料 なし

ミヤト製菓株式会社 猿島郡三和町下片田８４１ かりんとう本造りミニ版 菓子 なし

ミヤト製菓株式会社 猿島郡三和町下片田８４１
かりんとう１８０ｇピーナ
ツ

菓子 なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

スコッチエッグ 冷凍食品 なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

とりささみカツ 冷凍食品 なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

ＡＬＢチルドコロッケ（松
坂牛）

そうざい半製
品

なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

ＡＬＢチルドコロッヶ
（ミート）

そうざい半製
品

なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

ＡＬＢチルドコロッケ（カ
レー）

そうざい半製
品

なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

ＡＬＢ　Ｃコロッケ（肉
じゃが）

そうざい半製
品

なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

ＡＬＢチルドコロッケ（肉
じゃが）

そうざい半製
品

なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

メンチカツ丼セット
そうざい半製

品
なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

ピーマンの肉詰めカツ
そうざい半製

品
なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

生メンチカツ
そうざい半製

品
なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

コンビネーションサラダ
（サウザン）

惣菜 なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

コーンクリームスープ　Ｂ
１５

惣菜 なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

もちもち春雨の中華風スー
プ　Ｂ１５

惣菜 なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

ALコロッケベース（ミー
ト）

そうざい半製
品

なし



アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

チルドスコッチエッグＳ
そうざい半製

品
なし

アルブスター株式会社
猿島郡五霞町大字元栗橋４０３
－２

チルドスコッチエッグ白
そうざい半製

品
なし

富士産業株式会社茨城工場 猿島郡三和町尾崎４７３３ 串剣先いか 魚介乾製品 なし

富士産業株式会社茨城工場 猿島郡三和町尾崎４７３３ 焼するめ 魚介類乾製品 なし

富士産業株式会社茨城工場 猿島郡三和町尾崎４７３３ ピリ辛味付するめ 魚介類乾製品 なし

富士産業株式会社茨城工場 猿島郡三和町尾崎４７３３ 味付するめ足 魚介類乾製品 なし

株式会社　ロルフフーズ 猿島郡境町伏木　１０１１－１
ｃｏｏｐ　パスターソース
（チーズクリーム）

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

カレーフレーク
その他の加工

食品
なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

カレーフレークマイルド
その他の加工

食品
なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　マドラスカレー
湿潤　１Ｋｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　ハヤシルー　湿潤
１Ｋｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　マドラスカレー
リッチ＆スパイシー　１Ｋ
ｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　マドラスカレー
１Ｋｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　マドラスカレー
３．３Ｋｇ/２０Ｋｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　マドラスカレー
湿潤　１０Ｋｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　フェニックス手造
りカレールウ　180ｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　フェニックス手造
りビーフシチュールー　1８
0ｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　横浜舶来亭　カ
レーフレーク　120ｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　横浜舶来亭　ハヤ
シフレーク　120ｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　担々麺スープ　９
００ｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　辛口ラーメンスー
プ醤油味　950ｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

エバラ　カレーパウダー
１２Ｋｇ

その他の加工
食品

なし



角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

アマタケカレールー１８０
ｇ

その他の加工
食品

なし

角光化成株式会社境工場
猿島郡境町下小橋蝉野８６７－
１０

AGCRー１２（調味料
その他の加工

食品
なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
チップスタースパイシーチ
リ　L

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
チップスタースパイシーチ
リ　ミニ

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７ チップスターガーリック　L スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
チップスターガーリック
ミニ

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
プチコーン　粗挽きペッ
パーコンソメ風味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
プチコン　ホットバーベ
キュー味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
良味１００選コーンスナッ
クバーベキュー味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
良味１００選コーンスナッ
クバーベキュー味〃

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
ポテトチップ　ビーフコン
ソメ

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテトライト　コンソメ味 スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
味わいポテト　ピリ辛焼肉
キムチ味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
味わいポテト　ピリ辛マー
ボー味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
味わいポテト野菜スープ味
ペッパー仕立

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテトチップ　うしお スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテトチップ　のりしお スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
良味１００選　ポテトチッ
プ　しお味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
うまいじゃが　すっきりサ
ラダ味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
うまいじゃが　すっきりサ
ラダ味

スナック菓子 なし



ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
うまいじゃが　さっぱりし
お味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７
うまいじゃが　さっぱりし
お味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社
古河事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテライト　チーズ味 スナック菓子 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 とっぴん具あげ玉
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 玉子入揚玉
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 揚玉ＹＳ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 揚玉ＹＳー２
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 揚玉ＹＳー３
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 Ｍー１（おでんの素）
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9
Ｍ－３（ぴり辛玉コンのタ
レ）

その他の加工
品

なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9
Ｍ－５（こんにゃく煮のタ
レ）

その他の加工
品

なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ところてんつゆＤＸ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ところてんつゆＳＸ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 焼きうどんソース
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ところてんつゆ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ワンタン麺スープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 タンメンスープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 冷麺スープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 醤油ラーメンスープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9
ＤＸラーメンスープ（液
体）

その他の加工
品

なし



スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ワンタンスープ（液体）
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ワンタンスープ（液体）
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ワンタンスープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ACOOPカレーうどんスープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 日生協カレーうどんスープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9
長持麺　カレーうどんスー
プ

その他の加工
品

なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 焼そばソース（粉末）
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 スープストック（粉末）
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 切干大根スープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ＃１０７　ラーメンスープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9
＃１０１　塩ラーメンスー
プ

その他の加工
品

なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 大谷かけうどんつゆ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 焼うどんソース
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 お吸い物
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 冷たいラーメンスープ
その他の加工

品
なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9
ビッグエー醤油ラーメン
スープ

その他の加工
品

なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9
ビッグエー味噌ラーメン
スープ

その他の加工
品

なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9
ビッグエー塩ラーメンスー
プ

その他の加工
品

なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 カワチ醤油ラーメンスープ
その他の加工

品
なし



スター食品工業（株）
茨城県猿島郡猿島町内野山６４
７－２

生ラーメン用スープ（醤油
味）

その他の加工
品

有 無 脊髄
牛ｴｷｽ（牛
骨）

受託先に
て自主回
収、販売
中止

スター食品工業（株）
茨城県猿島郡猿島町内野山６４
７－２

生ラーメン用スープ（味噌
味）

その他の加工
品

有 無 脊髄
牛ｴｷｽ（牛
骨）

受託先に
て自主回
収、販売
中止

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ カニスープ 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ かに味噌汁 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
ナンドック（カレー味）、
ホットナンドック（カレー
味）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
中華のタレＷ（醤油ベー
ス）

調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 中華のタレＷ（麻婆豆腐） 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
ピザソース（ガーリックタ
イプ）

調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ネギソース 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ チキンカレー（シャンテ） 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
ナンドッグ　ピザ（カ
レー）東京コールドチェー
ン向け

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ＪＢピザ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ピザトースト５枚　加ト吉 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
ミックスピザ（ミッキーピ
ザ）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ミックスピザ　協和向け 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ミックスピザ　歌広場向け 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
こだわりゴーダーチーズピ
ザ２枚

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 牛脂 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ソフトピザ　２枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
ベーコンドック　４本（ピ
ザ）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ナンピザ（カレー味） 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
中華のタレＷ（かき油ベー
ス）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
唐揚げのたれ（甘酢しょう
ゆ）

加工品 なし



東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ けんちん汁Ｇ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ けんちん汁Ｋ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ けんちん汁Ｔ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ サクサクピザ４個 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 無添加トーストピザ５枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
ナンドッグ　ピザ　カレー
味（１本）、（２本）、
（新）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
ナンドック（サルサ味）、
ホットナンドック（トマト
味）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
ナンドッグ　ピザ　カレー
味（１本）、（２本）、
（新）、（ピザ）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 無添加ミックスピザ２枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
10インチパーティーピザ
（チキン）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
10インチパーティーピザ
（ミックス）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
パンピザミックス２枚（フ
レッシュピザ）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 味噌うどんスープ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 寄せ鍋のだし「調味料」 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ べこピザ　１枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ミニトーストピザ　５枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
高温窯ピザ　ミックスピザ
２枚

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ たらも＆チーズピザ　３本 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 無添加丸ピザ　３枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ おやつピザ　５枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９
デラックスミックスピザ
３枚

加工品 なし

藤川米菓製造（株） 猿島郡総和町丘里14-1 米菓 せんべい なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ホイコーソース
ガラスープの

素
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 レバータレ１Ｌ
ガラスープの

素
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上海炒麺タレ１Ｌ
ガラスープの

素
なし



（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 チャーシュー
ガラスープの

素
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 白鶏ムシドリ
ガラスープの

素
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付け鳥もも肉
ガラスープの

素
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 醤油ラーメンダレ
ガラスープの

素
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ホイコーソース
ガラスープの

素
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付け挽肉（１Ｋｇ）
ガラスープの

素
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 お子様ハンバーグ 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 挽肉そぼろ（５００ｇ） 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 タンとハチノス煮こみ 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 アグリコハンバーグ 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付け牛千切り肉 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛肉バラ柔らか煮 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付け牛ロース赤身 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 コムタンスープ 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668
味付けゼンマイ（５００
ｇ）

加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 カルビチム 加工品 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 A４特選ブロック 牛肉（もも） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛厚切り上タン
　牛肉　（タ

ン）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 A４特選リブロース
　牛肉　（ﾘﾌﾞ

ﾛｰｽ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛ミノ（チルド）
内臓（胃、ミ

ノ）
なし



（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛レバー（チルド）
　内蔵　（レ

バー）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 特選上カルビ 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛ホルモン（チルド） 内臓（腸） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛骨付きカルビ 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛上カルビ 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛カルビ３人前 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛ギアラ（チルド）
内臓（胃：ギ

アラ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛切り落としカルビ 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛ロース
　牛肉

（ロース）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛骨山カルビ 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 朱苑　ギアラ
内臓（胃：ギ

アラ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛トロハチ
　内蔵

（胃：ﾊﾁﾉ
ｽ）

なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 和牛センマイ
　内蔵

（胃：千枚）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上ロース１５０ｇ
牛肉（ロー

ス）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上海Ｆロース赤身
牛肉（ロー

ス）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 特選上カルビ 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 A４特選肩ロース
牛肉（ロー

ス）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛並タン（チルド）
　牛肉　（タ

ン）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 A４特選ロース
　牛肉

（ロース）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 A４特選ヒレ
　牛肉　（ヒ

レ）
なし



（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 朱苑　和ロース
　牛肉

（ロース）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 A４特選角切り
　牛肉　（バ

ラ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 A４特選薄切り
　牛肉　（バ

ラ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 朱苑　セレクトカルビ
　牛肉　（バ

ラ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 加工　テール（生） 牛肉 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上海カルビ
　牛肉　（バ

ラ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上海チンジャオ用
　牛肉

（ロース・バ
ラ）

なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ファミリーロース３人前
　牛肉

（ロース）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ユッケビビンバ
　牛肉

（ロース）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛肉ユッケ（生食用）
　牛肉

（ロース）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 セレクトロース
　牛肉

（ロース）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上ミノ（５人前）
内臓（胃：ミ

ノ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 素材市場　牛ロース
牛肉（ロー

ス）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 特ジャンボ骨付きカルビ
　牛肉　（バ

ラ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 セレクトカルビ
　牛肉　（バ

ラ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 タンロド
　牛肉　（タ

ン）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 カットタン３人前
　牛肉　（タ

ン）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 並タン３人前
　牛肉　（タ

ン）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛ハラミ
内臓（ハラ

ミ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ホルモン５人前
　内蔵
（腸）

なし



（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 厚切り上タン 牛肉（タン） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668
ファミリーカルビ（チル
ド）

　牛肉　（バ
ラ）

なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 レバー焼き（５人前）
内臓（レ
バー）

なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 カルビスープ用 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ファミリーカルビ５Ｋｇ 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 薄切り骨付きカルビ 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛上タン（チルド）
　牛肉　（タ

ン）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛ゲンコツ 牛肉 なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上海ハラミ
内臓（ハラ

ミ）
なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上海ファミリースライス 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ユッケジャン 牛肉（バラ） なし

（株）サリックスマーチャン
ダイズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 素材市場　牛カルビ 牛肉（バラ） なし

サンフーズ（株） 猿島郡総和町高野1442 中華肉まん・あんまん 加工品 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 煮タレ（牛丼のタレ） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 焼肉のタレ（みそ） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59
分離液状ドレッシング（新
中華）

調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59
分離液状ドレッシング（中
華）

調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 焼肉のたれ（しょうゆ） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 ステーキソース 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59
分離液状ドレッシング（新
しょうゆ）

調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59
分離液状ドレッシング
（しょうゆ）

調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59
パスタソース（ペペロン
チーノ）

調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59
パスタソース（バジルソー
ス）

調味料 なし



仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 新親子丼のたれ 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 新特選唐揚げタレ２９０ 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 新竜田揚げタレ 調味料 なし

ローズテクノ（株） 猿島郡境町内門653 チキンエキスCM（調味料） 調味料 なし

（有）サカエフーズ 猿島郡境町若林140-2 牛ホホ肉の赤ワイン煮込み 調味料 なし

（有）サカエフーズ 猿島郡境町若林140-2 仔牛ホホ肉のプロシュート 調味料 なし

（有）サカエフーズ 猿島郡境町若林140-2 コンソメ　ナチュール 調味料 なし

サンバーグ（株）茨城工場 猿島郡境町西泉田1436番の1
冷凍食品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類､ﾐｰﾄ
ﾎﾞｰﾙ類）

加工品 なし

サンバーグ（株）茨城工場 猿島郡境町西泉田1436番の1 冷凍食品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類） 加工品 なし

サンバーグ（株）茨城工場 猿島郡境町西泉田1436番の1
冷凍食品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類､ﾐｰﾄ
ﾎﾞｰﾙ類）

加工品 なし

サンバーグ（株）茨城工場 猿島郡境町西泉田1436番の1
冷凍食品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類､ﾐｰﾄ
ﾎﾞｰﾙ類）

調味料 なし



（別紙２）






























































































































































































































































































