
製造・加工者 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措置状況

氏名 住所 対象食品名 食品の種類
使用・混入

の有無
適切な防止措置

の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中
止

製品回
収

原料切換え

山九食品工業株式会社 岡崎市八帖南町字立島４６－ キムチ漬、しぼり大根等 漬物 なし
オカザキ製パン株式会社 岡崎市赤渋町圦ノ口５０ スイート　バンズ パン なし
オカザキ製パン株式会社 岡崎市赤渋町圦ノ口５０ 菓子パン 菓子パン なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ たまごスープ中華風、とろみ等 乾燥スープ なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ カップあさり味、まいたけ汁赤だし等 即席みそ汁 なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 炒め用ソース、キンピラ蒟蒻炒め等 炒め用ソー なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 豆腐サラダ等 ドレッシン なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 韓国向こしこうじ、京風あわせ等 みそ なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 業務用豆腐の具、業務用小町麩の具 乾燥食品 なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 豆漿麦芽 豆乳飲料 なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ コープ　麦芽飲料 清涼飲料水 なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 業務用コーンクリームスープ、コーンクリーム 惣菜 なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ マルサン　すき焼き風味蒟蒻炒め 調味液 なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ マルサン　キンピラ蒟蒻炒め ソース なし
マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ マルサン　チャンコ鍋　みそ味、みそ煮込みう みそ加工品 なし
川上酢店 岡崎市日名本町８－８ 専門焼きそば、オリエンタル焼肉のたれ等 調味液 なし
太田油脂株式会社　駅前 岡崎市柱町字林７－１ 乾燥わかめ、シジミとわかめのお吸い物等 乾燥食品 なし
ミヤコ株式会社 岡崎市明大寺町字大圦１番地 赤ちゃんポンえび味、野菜スナック　バーベ 菓子 なし

ミヤコ株式会社
岡崎市明大寺町字大圦１番地
２１

いきいきＦ組
食物繊維加
工食品

なし

ミヤコ株式会社 岡崎市明大寺町字大圦１番地 ヘルスメイト　小麦はいがＥ粒　深海エキス等 健康食品 なし

太田油脂（株）岡崎工場
岡崎市福岡町字下荒追２８番
地

味の素ＫＫ　　新チャーハン風味油、リキッド
ショートニング等

風味油 なし

太田油脂（株）岡崎工場
岡崎市福岡町字下荒追２８番
地

味の素ＫＫ　チキンシーズニングオイル、ポー
クシーズオイルＮＫー０２０等

調味油 なし

太田油脂（株）岡崎工場
岡崎市福岡町字下荒追２８番
地

味の素ＫＫ　　Cook Ｄｏ 「香味」　、業務用
「トリブタスープ」　等

風味調味料 なし

太田油脂（株）岡崎工場 岡崎市福岡町字下荒追２８番 調味液ＭＦ、総菜甘酢あんかけ 調味液 なし
太田油脂（株）駅前工場 岡崎市柱町字林７－１ シジミとわかめのお吸い物 加工食品 なし

太田油脂（株）駅前工場 岡崎市柱町字林７－１
‘０１味付けわかめＭＡ、‘００味付けわか
め、味付けワカメフレーク、‘味付けわかめＭ

ふりかけ なし

（株）　辰屋 額田郡幸田町深溝堂２１
いか唐揚げ、いかのぶつ揚げ、いかのうす焼
き、いかのかる等

菓子 なし

栄屋乳業株式会社 岡崎市東牧内町字甲田４５ シューアイス、チョコ入りアイス等 ラクトアイ なし
栄屋乳業株式会社 岡崎市東牧内町字甲田４５ ミルクバー、ねりチョコアイスバー等 アイスミル なし
栄屋乳業株式会社 岡崎市東牧内町字甲田４５ 300いちごかき氷 氷菓 なし
栄屋乳業株式会社 岡崎市東牧内町字甲田４５ シューアイス アイスク なし
（有）　サンタモニカ 額田郡幸田町大字菱池字毘沙 ババロア、　　ムース 菓子 なし
（有）　タツミヤ 岡崎市戸崎新町３２ ババロア、　　ムース 菓子 なし
合名会社　備前屋 岡崎市伝馬町２－１７ 葵の舞、たつきの里、手風琴のしらべ等 菓子 なし
エイティエイト(株) 尾西市明地字南茱之木１２－ トマトとチーズのリゾット レトルト食 なし
エイティエイト(株) 尾西市明地字南茱之木１２－ 中華風玉子のリゾット レトルト食 なし
エイティエイト(株) 尾西市明地字南茱之木１２－ そばめし 冷凍食品 なし
菊一あられ(株) 一宮市末広１－１５－１８ あられ 菓子類 なし
岩田食品(株) 一宮市萩原町松山５６６－８ ナムル 漬物 なし
岩田食品(株) 一宮市萩原町松山５６６－８ 柔らかたこ酢、牛肉金平、かりかりごま小魚 そうざい なし

㈱　マルヨネ 一宮市浅井町黒岩番外９ 焼うどんしょうゆ味（ソース） 調味料 なし

㈱　マルヨネ 一宮市浅井町黒岩番外９
込みうどん（スープ）、本場八丁みそ煮込みう
どん（スープ） そうざい なし

㈱なごやきしめん亭 一宮市浅井町黒岩番外１９ ゆでたぬきうどん（スープ）、焼うどん（スー そうざい なし



㈱　壱番屋 一宮市三ツ井６－１２－２３ ロースカツ（成型肉） 食肉 なし
㈱　壱番屋 一宮市三ツ井６－１２－２３ カレーミートソース そうざい なし
㈱　壱番屋 一宮市三ツ井６－１２－２３ 冷凍カレー弁当 冷凍食品 なし
㈱　美ノ久 一宮市萩原町戸苅字本郷前２ ブラウンマスタードBMH-1134、BMH-1326 香辛料 なし
㈱　美ノ久 一宮市萩原町戸苅字本郷前２ からしマヨネーズ、バーベキューソース１５P 調味料 なし
㈱　美ノ久 一宮市萩原町戸苅字本郷前２ 調味液T-25 加工用原料 なし
日天製菓㈱ 一宮市萩原町西御堂字突田５ 浮千鳥（あられ） 菓子類 なし
プチローズ㈱ 一宮市大赤見八幡北１－１ 西洋菓子 菓子類 なし
(有)　ベルアンジュ 一宮市萩原町字県５ ゼリー 菓子類 なし
（株）セトデリカ 瀬戸市南山口町６４０ 中華春さめサラダ、スパゲッティサラダ等 そうざい なし
成田　竹次郎 瀬戸市陶原町４－３ ゼリー 菓子 なし
有限会社　エリカ洋菓子 瀬戸市京町２－１０ ババロア 菓子 なし
株式会社　高砂ベルシュ 尾張旭市南本地ヶ原町３－７ ケーキ 菓子 なし
中山　修 瀬戸市平町１－１５ ババロア 菓子 なし
松原　英幸 瀬戸市新道町１４－４ ゼリー 菓子 なし

（株）こがね 瀬戸市美濃池町６９－１
ミニおにぎりランチ、クラブハウスサンド、韓
国風カルビ丼等 弁当 なし

（株）こがね 瀬戸市美濃池町６９－１ スパイシー唐揚、特選厚切りカツサンド等 そうざい なし

寿がきや食品(株) 名古屋市中区大須４‐11‐39
生寿がきやラーメン和風とんこつ、生タイプ天
ぷらうどん等 麺製品 なし

フジパン(株)豊明工場 豊明市新田町井の花１８番地 和・洋菓子 菓子類 なし
フジパン(株)豊明工場 豊明市新田町井の花１８番地 パン類・油菓子類 パン類 なし

泉万醸造㈱ 知多郡武豊町字里中７８
味つけ味噌（保存料無添加）、ざるきしつゆス
トレート、すきやきのたれ等

調味料 なし

泉万醸造㈱ 知多郡武豊町字里中７８ しぐれ煮、もつ味噌煮込み、カレー等 そうざい なし
泉万醸造㈱ 知多郡武豊町字里中７８ しょうゆ しょうゆ なし
泉万醸造㈱ 知多郡武豊町字里中７８ みそ みそ なし
カトウたまご産業㈱ 半田市旭町５－６８－１ 乾燥スープ 調味料 なし
㈱半田ミツカン 半田市中村町２－６ ぽん酢、和風ドレッシング等 調味料 なし
キッコウトミ㈱ 半田市東天王町１－３０ しょうゆ しょうゆ なし
キッコウトミ㈱ 半田市東天王町１－３０ 中華ドレッシング、焼鳥のたれ、つゆ等 調味料 なし
キッコウトミ㈱ 半田市東天王町１－３０ 味噌 みそ なし

協同食品㈱ 半田市成岩東町２４－１
オタフクソース焼そば、カレーうどん、焼き肉
屋さんの冷麺等

調味料 なし

大和食品工業㈱ 半田市州の崎町２－９２ 焼そばソース、めんつゆ、ふりかけ、ラーメン 調味料 なし
中埜酒造㈱ 半田市東本町２－２４ 合成清酒、清酒 酒 なし
中野武（ナカノ食品） 武豊町字下田１８ 大学いも そうざい なし

ユタカフーズ㈱ 知多郡武豊町字川脇３４－１
ＣＯＯＰコンソメ、うなぎ蒲焼きのタレ添付
用、細うち中華めん　しょうゆ味等

調味料 なし

ユタカフーズ㈱ 知多郡武豊町字川脇３４－１ ＮＳみそ漬け用みそ みそ なし
㈱調味 半田市亀崎町１０－１４３－ 生協用シーズニングＴ２、とんこつラーメンも 調味料 なし
㈱マルサンフーズ 半田市瑞穂町１－９－１ ポン酢、だしつゆ、中華調味液等 調味料 なし
㈱マルモ 半田市旭町２－１４ 味付穴子、煮込みうなぎ そうざい なし
㈱マルモ 半田市旭町２－１４ 寿司てり その他の食 なし

㈱三井酢店
知多郡阿久比町大字卯坂字下
同志鐘１－１０

ラーメンスープ（みそ、しょうゆ、とんこ
つ）、ところ天スープ等

調味料 なし

㈱港食品 半田市中午町６８ 味付け用粉末食品、スープ類、ふりかけ類 調味料 なし

㈱ヤマミ醸造 半田市港町３－１０６
米菓用綜合調味液、粉末調味料、スープ、焼肉
たれ等

調味料 なし

家田製菓（株） 南知多町豊丘字山田３７ せんべい 菓子類 なし
カワサ（株） 南知多町山海向山１８ せんべい 菓子類 なし
川仁商店 南知多町豊浜東之浦１３９－ せんべい 菓子類 なし
天藤商店 南知多町豊浜塩屋浦３３－３ せんべい 菓子類 なし
浜幸（株） 美浜町古布枡池６－３ いわし甘露煮 佃煮 なし
シンワ堂（株） 南知多町豊浜西之浦７１ せんべい 菓子類 なし



山三商会（株） 南知多町豊浜貝ｹ坪２９－１ せんべい 菓子類 なし
うしお商店 南知多町大字豊丘字中平井９ せんべい生地 菓子類 なし
藤商店 南知多町大字豊丘字郷島６２ せんべい 菓子類 なし
岩正製菓 南知多町豊浜字 せんべい 菓子類 なし
與吾商店 南知多町豊浜字清水谷２７－ せんべい 菓子類 なし
磯屋商店 南知多町豊浜字西狭間８－１ せんべい 菓子類 なし
高木食品 南知多町豊浜字上大田面１２ 天ぷら そうざい なし
春日井製菓㈱春日井工場 春日井市牛山町天神前656-2 グミキャンデー、キャンデー、グリーン豆 菓子類 なし
丸愛納豆㈱ 春日井市庄名町913 納豆のタレ、しそのりタレ その他食品 なし
㈱カナエフーズ 春日井工
場 春日井市神屋町2242

卵ソースＨ、ＦＷレアスクランブルエッグ、ふ
わふわエッグＤＸ等 そうざい なし

飯田民男(飯田ナッツ) 春日井市大手田酉町3-12-5 幸福豆(ハッピー） 菓子類 なし
デイリーパック中部㈱ 春日井市勝川町西4-19-1 味付け牛肉、牛肉(スライス）、牛ミンチ 食肉 なし
高橋康夫(サンマルコ) 春日井市旭町4-27 ババロア、マスカルポーネ 菓子類 なし
㈱サンク　ド　ノア 春日井市味美上ノ町初茸2032- ケーキ、クッキー 菓子類 なし
（株）リボン 小牧市小木１－４８ ソフト北海道、たっぷりおいしい生巨峰 菓子 なし
中島製菓（株） 小牧市文津字山岸９８９ かにスナック、小麦あられ 菓子 なし

寿がきや食品（株） 小牧市横内字惣境５５６
２連とんこつスープ、みそ煮込うどんスープＡ
Ｌ－４５、冷しラーメンｽｰﾌﾟST-50等 スープ なし

丸川製菓（株） 小牧市小針中島3-260 噛むブラッシングガム 菓子 なし
三州食品（株） 小牧市大草壇ノ上5447-6 玉子6入味付（実演）、茶碗蒸しの素（関東 そうざい なし
（株）奥三河どり 小牧市東新町５８ 生ハンバーグ 肉類加工品 なし

キング製菓（株） 小牧市多気西町１０４－１
ココアサンド、ブラッククッキー、アイスバー
ガーシート等 菓子 なし

（株）コモ 小牧市村中下之坪５０５－１
アップルテイーパン、ﾊﾟﾈｰﾄ紅茶&ｱｯﾌﾟﾙ、ク
リーム小町、小倉小町等 パン類 なし

（株）エースベーカリ 小牧市三ツ渕南播州１２５０ バームクーヘン、カステラケーキ 菓子 なし
ﾀｯｷｰﾌｰｽﾞ（株） 小牧市小牧原新田小家前１１ チキンステーキのたれ、手羽先唐揚げのたれ たれ なし

佐藤食品工業（株） 小牧市堀の内４－１５４
粉末酒ワイン（赤タイプ、白タイプ、EBタイ
プ） 粉末酒 なし

佐藤食品工業（株） 小牧市堀の内４－１５４
チキンエキスＣ、ビーフエキスＮＧ、松茸エキ
スＭＮ、鰹節エキス１００ 粉末調味料 なし

（株）三友商会 小牧市西之島旦那畑１４０３ 潮騒便り大辛柿ピー、嵐のおつまみ等 菓子 なし
ｾﾝﾄﾗﾙ製麺（株） 小牧市東４－２ てんぷらうどんセット、屋台ラーメン、月見と めん類 なし
（株）カマヒロ 小牧市川西２－２６ 海鮮シリーズイカ天、ごぼう巻、きんぴら、三 そうざい なし
（株）カマヒロ 小牧市川西２－２６ かまぼこ　大赤、竹輪　鯛ちく 魚肉練り製 なし

(株)ﾌｧｰｽﾄﾌｰｽﾞ名古屋 小牧市本庄白池８１１－１
ゲティ、忍法帳　牛焼肉、スペシャルオムハヤ
シ等 弁当 なし

ﾃﾞﾘｶ食品工業（株） 小牧市入鹿出新田郷前１１６ 一口串カツ、照焼ステーキ、チキンから揚げ 弁当 なし

イチビキ㈱
豊川市御油町美世賜２１０番
地

「具どっさりのおみそ汁赤だし」のとうふ、
ルーみそミックス、ルーみそ赤だし等 即席みそ汁 なし

イチビキ㈱ 豊川市御油町美世賜２１０番 業務用調理みそ、かつ時みそかつ用みそたれ等 みそ加工品 なし
イチビキ㈱ 豊川市御油町美世賜２１０番 業務用ミックス あわせみそ なし
イチビキ㈱ 豊川市御油町美世賜２１０番 業務用赤だし 豆みそ なし

カゴメ㈱
宝飯郡小坂井町大字伊奈字慶
応２３番地

サソース（ビリ辛）925ｇ、シズヤ向けサンド
イッチソース９Ｌ ソース類 なし

雪印乳業㈱愛知工場 宝飯郡小坂井町伊奈字南山新 プチガトーマスカルポーネ 菓子 なし

サンビシ㈱
宝飯郡小坂井町大字篠束字若
宮５３

煮込みハンバーグソース、本格醤油ですっきり
焼肉、業務用ＤＷ－０７号 醤油加工品 なし

㈱香月堂 豊川市西島町袖身８
香月堂バウムクーヘン、香月堂マドレーヌ、
coopチーズケーキ、無印良品スイートポテトバ 菓子類 なし

豊川食肉センター協業組
合

宝飯郡一宮町橋尾字郷３７－
１

ロースハム、ピリ辛ウィンナー、フランクフル
トソーセージ等

加熱食肉製
品 なし

天狗缶詰㈱三河工場 宝飯郡御津町佐脇浜二号地１ ミートソース缶詰、デミグラスソース缶詰 ソース類 なし



天狗缶詰㈱白鳥工場 豊川市白鳥町原溝２８－１ 大龍印ビーフン炒め、天狗印松茸御飯の素 冷凍食品 なし

㈱光陽
宝飯郡一宮町上長山字小南口
原８３

パスタ（魚介、ナポリタン）、カゴメデキタテ
パスタ　ミートソース、生協きんぴらごぼう等 冷凍食品 なし

㈱光陽
宝飯郡一宮町上長山字小南口
原８３ 惣菜類 惣菜 なし

㈱光陽
宝飯郡一宮町上長山字小南口
原８３ 弁当類 弁当 なし

㈱平松食品御津工場
宝飯郡御津町佐脇浜３号地１
－２７

さんま蒲焼、いわし甘露煮、明太いわし、小鯛
甘露煮、北海ちりめん、あさり志ぐれ等

惣菜
なし

山本製粉㈱
宝飯郡小坂井町小坂井八幡田
３７－１

カップ本店の味（メンマしょうゆ味、中華そ
ば、野菜しお味）、カップみそ煮込みうどん等

即席めん
なし

㈱ジョイフル愛知工場
宝飯郡御津町佐脇浜3号地１－
１７

ハンバーグ、カルビ肉、ビーフカレー、ミート
ソース、ガーリックソース等

惣菜
なし

豊橋マルイチ加工㈱
宝飯郡小坂井町大字小坂井字
道地8番地

味つけやわらか煮貝スライス、たこマリネ、い
かほのか白醤油漬、味つけ数の子等

惣菜
なし

豊橋マルイチ加工㈱
宝飯郡小坂井町大字小坂井字
道地8番地 海鮮煮貝炊き込み御飯の素、えびフリッターＹ

冷凍食品
なし

長谷川　三千男
宝飯郡御津町大字広石字小前
３５－７ ババロア、ムース、ゼリー 洋菓子 なし

三河屋製菓有限会社
宝飯郡御津町大字西方字松本
１番地の１ ケーキ類等 菓子 なし

石黒　義治 蒲郡市竹谷町新井６３ 手造り生コロッケ 惣菜半製品 なし
石黒　義治 蒲郡市竹谷町新井６３ どて煮 そうざい なし

㈱一色屋 蒲郡市松原町４－２１
１２０g さざ波、浜の色彩り、煎餅（梅・わさ
び、えび・いか等）、 菓子類 なし

㈲蒲糸食品 蒲郡市三谷町四舗１５ ちくわ・かまぼこ 魚肉練り製 なし
㈱千賀屋 三谷町東前78-5 手作りカニクリームコロッケ、天然鯛ちりセッ そうざい なし
㈱金トビ志賀 丸山町4-38 味噌煮込みうどん添付スープ その他 なし
㈱マルダイ畑川 浜町67-3 中華風赤にし貝 そうざい なし
大橋　英一 元町8‐3 ムースババロア 洋菓子 なし
（資）福寿軒 栄町9‐37 ババロア、ごまプリン 洋菓子 なし
鵜飼　尋之助 元町14‐21 ババロア 洋菓子 なし
稲吉　厚郎 形原町会下１ ムース、ゼリー 洋菓子 なし
柴田　正実 形原町川原24‐1 ムース、ババロア 洋菓子 なし
㈱筬春 本町7‐4 ムース、ゼリー 洋菓子 なし
木俣　之宏 拾石町宮前26 ムース、フランボワーズ 洋菓子 なし
壁谷　和敏 八富町12‐15 ババロア 洋菓子 なし
（株）泉屋製菓総本舗 七宝町大字遠島字十坪９０ 米菓　豆菓、珍味　豆菓子等 菓子類 なし
（株）浜乙女　弥富工場 弥富町大字鯏浦字北前新田１ ふりかけ、のり、茶漬けの素等 その他の食 なし

㈱トーカン 弥富町五之三川平193-2
お好み焼粉、牛すじねぎ焼の素、味風情さとい
も煮っころがし等

その他の食
品 なし

㈱プレジィール 蟹江町西之森柳原216-1 ケーキ・ギフト用洋菓子 菓子類 なし
丸信製粉㈱ 蟹江町西之森柳原216-1 麺用つゆ その他の食 なし
㈱磯美人 弥富町寛延哉外27 味付海苔 その他の食 なし
（株）さんわコーポレー
ション

海部郡大治町大字西條字附田
106-3

サクサクチキン、カツレツ風チキンソテー、肝
煮、チキン韓国風焼肉（コチュジャン）等 そうざい なし

（株）さんわコーポレー
ション

海部郡大治町大字西條字附田
106-3

ローストチキン用味付、カラ揚げ用練り込み、
てりらか、名古屋コーチンハンバーグ 食肉 なし

（株）さんわコーポレー 海部郡大治町大字西條字附田 ローストチキン 食肉製品 なし
（株）鎌倉ハム 海部郡甚目寺町中萱津紺屋田 牛肉しぐれ、懐石しぐれ、鶏しぐれ そうざい なし

（株）鎌倉ハム
海部郡甚目寺町中萱津紺屋田
30

ウィンナーソーセージ、焼豚、フランクフルト
ソーセージ、ボロニアソーセージ等 食肉製品 なし

佐藤醸造（株） 海部郡七宝町安松２７４３ 丼たれ、麺つゆ、調味液、鳥てり等 その他の食 なし
佐藤醸造㈱ 七宝町安松２７４３ 白だし、しょうゆ しょう油 なし
（株）ナカシマ 甚目寺町下萱津五反田45 豆菓子 菓子類 なし



（株）マツヤ 海部郡七宝町鷹居7-34-1 噛むブラッシングガム、ぐーぴたっグミ 菓子類 なし

東海缶詰（株） 海部郡佐織町大野山三日月78
チゲ鍋用スープ、煮込みそ、ちゃんこ鍋用スー
プ、ミートソース等

その他の食
品 なし

東海缶詰（株） 海部郡佐織町大野山三日月78 牛もつ味付 そうざい なし
泉屋製菓総本舗（株） 海部郡七宝町大字遠島字十坪 珍味 その他の食 なし
吉田食品（株） 海部郡大治町長牧前田92-2 中華スープ その他の食 なし

（株）瑞逢社
海部郡佐屋町大字西條字相之
江133 餃子皮、ジャンボ春捲き他、ピザクラスト等

その他の食
品 なし

トモエ食品（株）
海部郡佐屋町大字大井字六川
北１５１

ポン酢、味噌煮込み、中華スープ、ごまだれ、
麺つゆ等

その他の食
品 なし

藤田昌克 海部郡美和町篠田字居島49-3 ゼラチン その他の食 なし
泉屋製菓総本舗（株） 海部郡七宝町大字遠島字十坪 いかせんべい、豆菓子、米菓 菓子類 なし
（株）マツヤ 海部郡七宝町大字鷹居7-34-1 もんじゃ焼 その他の食 なし
シノブフーズ（株） 海部郡十四山村四郎兵衛1-128 ロースハムサンド、ボリュームサンド、カン 調理パン なし
シノブフーズ（株） 海部郡十四山村四郎兵衛1-128 おむすび、新ボリュームのり弁当、エビフライ 弁当類 なし

平野製菓（株）
海部郡七宝町大字沖ノ島字上
折38 おこし 菓子類 なし

（株）丸昇
海部郡佐織町大字草平新田字
阿原8-1 梅１、梅２ 漬物類 なし

（有）ももの木
海部郡弥富町大字前ヶ須新田
字野方771 ゼリー 菓子類 なし

（資）森川飲料
海部郡美和町大字乙之子字江
又義2 コーヒーゼリー 菓子類 なし

タカラ食品（株） 海部郡七宝町桂河原1292 ソース（とんかつ、濃厚、スーパー） 調味料類 なし
敷島製パン（株） 刈谷市西境町広見２７ パン、肉まん等 菓子類 なし
大英産業（株） 刈谷市西境町広見１３５ ケーキミックス その他の食 なし
日東醸造（株） 碧南市松江町６－７１ ドレッシング、調味液 その他の食 なし
日東醸造（株） 碧南市松江町６－７１ 白しょうゆ しょうゆ なし
日東醸造（株） 碧南市松江町６－７２ ソース（濃厚、中濃、ウスター） ソース なし
（株）朝日フレシア 高浜市芳川町４－３－１ 納豆添付のたれ その他の食 なし
ヤマゴ食品（株） 碧南市田尻町３－８７ えびせんべい 菓子類 なし
（有）かとう製菓 碧南市塩浜町２－５０ えびせんべい（わさび、うめ） 菓子類 なし
(有）山三製菓 碧南市錦町２－１７ えびせんべい 菓子類 なし
(株）葵フーズディナーズ 刈谷市高松町４－４８ ビーフカレー そうざい なし
(株）葵フーズディナーズ 刈谷市高松町４－４９ ステーキソース その他の食 なし

九重味醂（株） 碧南市浜寺町２－１１
焼肉のたれ、えびせんべいのたれ、かつおだ
し、ポン酢しょうゆ、調味液等

その他の食
品 なし

九重味淋㈱ 碧南市浜寺町２－１４ 和風ドレッシング ドレッシン なし
スギ製菓（株） 碧南市前浜町２－３５ えびせんべい（油菓子、焼菓子） 菓子類 なし
㈱クレフォート 刈谷市松坂町３－３０７ ハムエッグ、スクランブルエッグ、卵焼き等 そうざい なし
（有）井桁屋製菓 高浜市豊田町1－204－14 かりんとう 菓子類 なし
荒川　拓三 刈谷市小垣江町東王地68 ババロア 菓子類 なし
ヤマシン株式会社 碧南市西山町３－３６ 白だし しょうゆ なし
ヤマシン株式会社 碧南市西山町３－３７ 液体調味料 その他の食 なし
神谷鉦治 刈谷市東境町昭山１－４ ゼリー 菓子類 なし

いずみ製菓株式会社
愛知県安城市和泉町井ノ上３
番地１

コーンスナック、ポップコーン、ポテトスナッ
ク、たこたこ大将

スナック菓
子 なし

いずみ製菓株式会社
愛知県安城市和泉町井ノ上３
番地１ 五色 米菓子 なし

いずみ製菓株式会社
愛知県安城市和泉町井ノ上３
番地１ のり小町 せんべい なし

サンデイリー株式会社
愛知県安城市宇頭茶屋町南裏
８１－１ 豆腐ハンバーグ

そうざい半
製品 なし

サンデイリー株式会社
愛知県安城市宇頭茶屋町南裏
８１－１ 生ラーメン、煮込みうどん 麺類 なし



三河漬物
愛知県安城市城ヶ入町南池９
７ ピリッ胡瓜 漬物 なし

日本水産株式会社
愛知県安城市東栄町横根畑５
９－７

かにシューマイ、紅ずわいのかにシューマイ、
えびシューマイ等

そうざい
（冷凍食 なし

日本水産株式会社
愛知県安城市東栄町横根畑５
９－７ いなり寿司

弁当（冷凍
食品） なし

日本水産株式会社
愛知県安城市東栄町横根畑５
９－７

クリーミーコロッケかに、きのこクリームコ
ロッケ、コーンクリーミーコロッケ等

そうざい半
製品（冷凍 なし

澤田　信市 愛知県安城市御幸本町１２番 焼き菓子 菓子 なし
杉浦製粉株式会社 愛知県安城市桜町８－１６ 中華そば 麺類 なし
株式会社　北城屋 愛知県安城市御幸本町８番１ おひとつ 菓子 なし

イケダヤ製菓（株）
幡豆郡一色町大字一色字東塩
浜１６２

いか焼き、熊本馬肉せんべい
せんべい
（菓子）

なし

(有)徳永製菓 西尾市徳永町西側８ かにせんべい
せんべい
（菓子）

なし

三河屋製菓（株）
幡豆郡一色町大字味浜字上長
割５０番１

えびせんべい、いかせんべい、ＣＯＯＰえび満
月、小魚チップ等

せんべい
（菓子）

なし

柴田　誠一
幡豆郡一色町大字一色字古新
田３ えびフレアー（せんべい）、いかせんべい等

せんべい
（菓子）

なし

石崎製菓(有)
幡豆郡一色町一色西塩浜２０
４

いかぼん、伊勢えび、えびとチーズ、いか吉等
せんべい
（菓子）

なし

㈱ナカムラ製菓 西尾市市子町平加８７
たこやき、えび素材、ごぼうせん、海鮮ミック
ス等

せんべい
（菓子）

なし

㈱みの屋海苔店 西尾市市子町西蓑手３６ 味付海苔たれ 味付海苔 なし
生田　哲也 西尾市熊味町道萬１ ムース、ゼリー 生菓子（菓 なし
㈱宏昌食糧研究所 西尾市錦城町２８８番地 サランキムチ キムチ漬の なし
中村　吉明 幡豆郡一色町池田後河２２ みやび、車えび姿焼き、いか姿焼き せんべい なし
㈱松屋栄食品本舗 犬山市字落添２０－１ タレ・ソース 調味料 なし 　
㈱松屋栄食品本舗 犬山市字落添２０－１ 惣菜 惣菜 なし
㈱松屋栄食品本舗 犬山市字落添２０－１ スパイス 香辛料 なし
㈱サイトウ本社 犬山市松本町１－１６２ ソーセージ 食肉製品 なし

敷島製パン㈱
犬山市大字羽黒新田字不二見
坂１－５

ケーキ類・カレーパン類、ソフトピザ・カレー
スッティク、中華ピロシキ等 パン類 なし

キッコーナ㈱
丹羽郡扶桑町大字南山名字西
ノ山５０ タレ・調味液、タレ・ソース、みそ等 調味料 なし

㈱東海千日 岩倉市八剱町野畑５９－１ 太巻芯、卵焼き 惣菜 なし
森永乳業㈱中京工場 江南市中奈良町一ツ目１ ＴＢＣアップル 清涼飲料水 なし
森永乳業㈱中京工場 江南市中奈良町一ツ目１ アイスクリーム 乳製品 なし
サンハウス食品㈱ 江南市高屋町西里７７ カレールー・シチュー・スープ レトルト食 なし
㈱シルビア 丹羽郡大口町上小口2-124-1 洋菓子、ケーキドーナツ、焼き菓子 菓子類 なし

コーミ㈱犬山工場
犬山市大字羽黒新田字上平塚
１－５ ソース類 調味料 なし

㈱日麺 江南市河野町菅竹１３ ソース類 調味料 なし
㈱日麺 江南市河野町菅竹１３ スープ類、揚げ玉 その他の食 なし
岩本製菓（株） 稲沢市日下部北町４－５ たまごボーロ、ウエハース、４０本　オーチー 菓子類 なし
明治乳業（株） 稲沢市奥田大沢町２－１ 乳製品 乳製品 なし
（株）オリエンタル稲沢 稲沢市大矢町１－１ カレー、スープ等 レトルト食 なし
（株）オリエンタル稲沢
工場 稲沢市大矢町１－１

Ｐカレールウ、即席ハヤシドビー、激カレーフ
レーク 加工食品 なし

三井ハム製造（株） 稲沢市国府宮４－１０－２０
ソフトサラミソーセージ、あらびきウイン
ナー、ポークウインナー、ボイルタン等 食肉製品 なし

㈱小菱屋 稲沢市日下部北町４－１－１ 唐辛子入りきつね揚げ 豆腐類 なし
㈱小菱屋 稲沢市日下部北町４－１－１ おぼろ豆腐のたれ、揚げ出し豆腐のつゆ 調味料 なし
タカラ食品株 稲沢市天地遠松町１０ 明太子スパゲッティー、麺（冷凍麺） 麺類 なし
タカラ食品株 稲沢市天地遠松町１０ 食パン等 パン なし



タカラ食品株 稲沢市天地遠松町１０ ごまだれ中華、ラーメンスープ 調味料 なし
タカラ食品株 稲沢市天地遠松町１０ 焼きそば、焼きラーメン、ミートスパゲティー そうざい なし
桜食品㈱新城工場 新城市平井字地官35 牛もつ味付け、マルサン　牛もつ煮 そうざい類 なし
桜食品㈱新城工場 新城市平井字地官35 青椒肉絲の素 その他の食 なし
桜食品㈱新城工場 新城市平井字地官35 健康ダイエットドリンク 缶飲料 なし
㈱サンジーピー協業 新城市有海字市道５番地１ 日替わりみそ汁、カップみそ汁等 即席みそ汁 なし
やまびこ農業協同組合 東
栄チキンプラント

北設楽郡東栄町大字中設楽字
南城市１ 東栄チキン 冷凍食品 なし

やまびこ農業協同組合 東
栄畜産加工所

北設楽郡東栄町大字中設楽字
南城市５ スモークチキン 食肉製品 なし

イチビキ株式会社 高横須賀町鳥帽子５５－１ スープ、つゆ、調理みそ等 調味料 なし
イチビキ株式会社 高横須賀町鳥帽子５５－6 牛カルビビンバ そうざい なし
イチビキ株式会社 高横須賀町鳥帽子５５－2 惣菜 レトルト食 なし
(資）丸内本店 知多市岡田字堂山１２ ミニ醤油むらさき 調味料 なし
八角(株） 東海市東海町３－４－６ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製 なし
竹新製菓株式会社 知多市岡田字太郎坊１０９－ 鬼揚サラダ、せんべい 菓子 なし
株式会社アサダ 名古屋市中村区稲西町１８１ 風流かっぱ、福神漬等 漬物 なし
盛田㈱小鈴谷工場 常滑市小鈴谷字亀井戸21-1 ドレッシング、たれ、ソース、つゆ等 調味料 なし
盛田㈱小鈴谷工場 常滑市小鈴谷字亀井戸21-1 清酒 酒精飲料 なし
有限会社丸藤製菓 知多市岡田字上田中５５－２ せんべい 菓子 なし
株式会社かなん堂 知多市岡田字上田中５５－3 せんべい 菓子 なし
合資会社山大製麺所 東海市太田町下浜田５１ ラーメン、煮込みうどん、スパゲティ、焼そば 麺類 なし
株式会社一富士製麺所 知多市岡田字高根山１１－１ むししょうゆ焼そば、生名古屋コーチンガラだ 麺類 なし
株式会社一富士製麺所 知多市岡田字高根山１１－１ スープ 調味料 なし
株式会社エルビー 東海市加木屋町白拍子６９－ コラーゲン 乳酸菌飲料 なし
名古屋製酪株式会社 大府市横根町坊主山１－１１ カレー、パスタソース、スープ等 レトルト食 なし
名古屋製酪株式会社 大府市横根町坊主山１－123 スジャータ、フレッシュ、ホイップ 乳製品 なし
コッコ株式会社 知多市南粕谷新海２－１０ 牛ヒレベーコン巻、牛サーロインステーキ、肉 冷凍食品 なし
小島食品製造株式会社 東海市名和町一番割中２５ バタークリーム 菓子 なし
大日食品株式会社 東海市富木島町東広５２ 奈良漬、キムチ、沢庵等 漬物 なし
名古屋牛乳 大府市東新町１－２３７ コーヒーフレッシュ、ヨーグルト 乳製品 なし
カゴメ株式会社 東海市荒尾町東屋敷１０８ 野菜いため そうざい なし
カゴメ株式会社 東海市荒尾町東屋敷109 ソース 調味料 なし
サンブレッド協業 知多市北浜町１３ パン パン なし
株式会社木曽路名古屋場 大府市大府町上原２０ 茶碗蒸 そうざい なし
チタカ・インターナショ
ナル・フーズ（株） 西春町沖３０ トン汁、クリームスープ、クラムチャウダー スープ なし
チタカ・インターナショ
ナル・フーズ（株） 西春町沖３０ 今佐カレー等 カレー なし
（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ めんつゆ、おでんつゆの素等 つゆ なし
（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ スープ、杉浦みそ煮込み等 スープ なし
（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ 木の久 たれ等 たれ なし
愛知物産（株） 新川町阿原字池之表８１ カレーA、ドレッシングA、トマトハーブソース ソース なし
明治チュ－インガム 西枇杷島町旭３－８ チューイングキャンデー、煎餅 菓子類 なし
（株）小塚屋 豊山町豊場西之町８－１ ゼリー、プリン、ババロア、ムース等 菓子類 なし
（株）松風屋 清洲工場 清洲町西田中字長堀６ チューイングキャンデー 菓子類 なし
名糖産業（株） 西区笹塚町２－４１ ミルクティー、白桃紅茶 菓子類 なし
名糖産業（株） 西区笹塚町２－４１ インスタントスープ スープ なし
(有)水上食品 師勝町井瀬木字高畑２４－２ すき焼き そうざい類 なし
みの勝食品(株) 師勝町久地野字牧野５４ カップゼリー 菓子類 なし
チタカ・インターナショ
ナル・フーズ（株） 西春町沖３０ パステルボロネーズソース ソース なし
チタカ・インターナショ
ナル・フーズ（株） 西春町沖３０ シチュー、牛丼の素、ハヤシビーフ そうざい類 なし
（有）マルヨシ食品 西枇杷町地領１－８－１６ サラダ、ピリピリこんにゃく、ピリピリいいだ そうざい類 なし



フジパン（株）西春工場 西春町法成寺戊亥出１ パン パン類 なし
愛知物産（株） 新川町阿原字池之表８１ ポットパイ そうざい類 なし
愛知物産（株） 新川町阿原字池之表８１ ベシャメルスープ スープ なし
（株）美矢尾 西春町徳重字小崎３８－１ ハンバーグ、肉じゃが そうざい類 なし
（株）美矢尾 西春町徳重字小崎３８－１ ビビンバ弁当 弁当類 なし
池重食品（有） 春日町落合字桑３－２ 煎餅 菓子類 なし
光栄製菓（株） 師勝町熊之庄字小烏１４６－ ごまプリン、まんじゅう 菓子類 なし
（株）ポッカコーポレー 師勝町熊之庄字十二社６６－ じっくりコトコト煮込んだスープ等 スープ なし
（株）ロピア 西春町法成寺字中道８６ 飲むゼリー 菓子類 なし
（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ やきそばソース、ハンバーグソース ソース なし
（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ 海藻サラダ めん類 なし
（株）コロンバン 名古屋 西枇杷町旭町３－１７ 洋生菓子 菓子類 なし
井上 孝清（レーゼ） 西春町九ノ坪字天下地６０－ ゼリー、ババロア、ムース 菓子類 なし
（株）小塚屋 豊山町豊場西之町８－１ そうざい豆腐 そうざい類 なし
㈱丸越パック 西加茂郡三好町大字打越字上 ぬか漬け、メロン漬け・白菜付け、カクテキキ 漬物 なし
㈱丸越パック 西加茂郡三好町大字打越字上 キムチの液 キムチのた なし
㈱樽政本店 西加茂郡三好町大字三好字西 カレーうどん、生ラーメン等 麺つゆ なし
㈱かね貞 西加茂郡三好町大字莇生字上 あげかま、はんぺい 魚肉練り製 なし






