
（別紙２）

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所
（食品の種

類）
使用・混入

の有無
適切な防止
措置の有無

使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換

え

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ しゃぶしゃぶのたれ ソース類 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ 冷しゃぶのたれ ソース類 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ ウインナーソーセ－ジ 食肉製品 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３
ウインナーソーセ－ジ　ロングウイ
ンナー

食肉製品 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３
ウインナーソーセージ　ライトス
モーク

食肉製品 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３
ウインナーソーセージ　ライトウイ
ンナー

食肉製品 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ ソフトサラミ 食肉製品 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ スモークビーフ 食肉製品 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ ボロニアソーセージ 食肉製品 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ あらびきロールステーキ 食肉製品 なし

宮崎県立高原高等学校 西諸県郡高原町４９８１－２ チーズ 乳製品 なし

宮崎県立高原高等学校 西諸県郡高原町４９８１－２ シュークリーム 菓子類 なし

宮崎食品株式会社 宮崎県延岡市粟の名町1953-1 牛タン串、牛かルビー串 肉類加工品 なし

サンヨー食品株式会社 宮崎県延岡市妙見町3927-8 ビーフロール野菜巻 冷凍食品 なし

サンヨー食品株式会社 宮崎県延岡市妙見町3927-8 ビーフロールゴボウ巻 冷凍食品 なし

サンヨー食品株式会社 宮崎県延岡市妙見町3927-8 牛肉ロール巻芯、牛肉巻芯 冷凍食品 なし

サンヨー食品株式会社 宮崎県延岡市妙見町3927-8 牛カルビ巻芯、牛肉ロール 冷凍食品 なし

サンヨー食品株式会社 宮崎県延岡市妙見町3927-8 焼肉 冷凍食品 なし

サンヨー食品株式会社 宮崎県延岡市妙見町3927-8 つくね串（ビーフ、牛巻、牛肉巻） 冷凍食品 なし

株式会社大久保商店 宮崎県延岡市櫛津町3305-1 無添加油炒め高菜（150ｇ、110ｇ） 漬物 なし

株式会社大久保商店 宮崎県延岡市櫛津町3305-1 割干し田舎110ｇ 漬物 なし

株式会社大久保商店 宮崎県延岡市櫛津町3305-1 割干しキムチ110ｇ 漬物 なし



株式会社大久保商店 宮崎県延岡市櫛津町3305-1 福神漬け300ｇ 漬物 なし

株式会社大久保商店 宮崎県延岡市櫛津町3305-1 大久保無添加高菜200ｇ 漬物 なし

株式会社大久保商店 宮崎県延岡市櫛津町3305-1 干ししそ風味沢庵 漬物 なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 手巻き寿司、にぎり寿司、巻寿司 弁当 なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115
ちらし寿司、カニレタス巻、レタス
巻

弁当 なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115
幕の内弁当、焼肉弁当、照り焼き弁
当

弁当 なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 カレーライス、牛丼 弁当 なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 エビチリソース、若鶏甘酢あんかけ そうざい なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 肉団子甘酢あんかけ そうざい なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 うま煮、肉じゃが、煮しめ そうざい なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115
コロッケサンド、焼きうどん、焼き
そば

弁当 なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 ハンバーグ、いわしバーグ そうざい なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115
カキフライ､コロッケ、牛肉コロッ
ケ

そうざい なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 牛レバー竜田揚、ミートコロッケ そうざい なし

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 ローストチキン、チキンステーキ 肉類加工品 なし

（有）都城グリーンフーズ
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字
南原３６６６番地１

ロールキャベツ 冷凍食品 なし

〃 〃 味付ロールキャベツ（コンソメ味） 冷凍食品 なし

〃 〃
ロールキャベツ　　　（一品香向
け）

冷凍食品 なし

株式会社　イーエスシー
宮崎県都城市庄内町１４３０７番
地２

牛脂 牛脂 なし

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－９３ ソース類 なし

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 豚骨ラーメン スープ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 醤油ラーメン　スープ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 麻婆豆腐　たれ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 八宝菜用　たれ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 青淑肉絲　たれ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ゆずドレッシング ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＴＲ－７１ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－６９ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 チャンポンスープ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＪＡ青淑肉絲　たれ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＪＡ麻婆豆腐　たれ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＪＡ酢豚　たれ ソース類 なし



ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－５５ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 もつ鍋味噌 ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 もつ鍋醤油 ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 酢豚用№２ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－８８ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 すし具のタレ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 天丼つゆ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 カツ丼つゆ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－９２ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－４ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－８６ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＴＲ－５１ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＴＲ－６５ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＴＲ－６８ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 みたらし団子のたれ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－１ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－６７ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－７４ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－９ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 茶碗蒸しのタレ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 おでんの素 ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＫＡ－１３ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＫＡ－１６ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＫＡ－３８ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－７ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 塩ラーメン　スープ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 麻婆豆腐用　たれ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－９７ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＹＭ－１３ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 カルビたれＡ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 カルビたれＳＰ ソース類 なし
ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ノンオイルたまねぎドレッシング ソース類 なし

株式会社　都城くみあい食品
宮崎県北諸県郡山田町大字中霧島
３５００－７

ハンバーグ 食肉製品 なし

株式会社　都城くみあい食品
宮崎県北諸県郡山田町大字中霧島
３５００－７

ミートボール 食肉製品 なし

株式会社　都城くみあい食品
宮崎県北諸県郡山田町大字中霧島
３５００－７

トンバーグ 食肉製品 なし

株式会社　都城くみあい食品
宮崎県北諸県郡山田町大字中霧島
３５００－７

焼き豚 食肉製品 なし

株式会社　都城くみあい食品
宮崎県北諸県郡山田町大字中霧島
３５００－７

豚なんこつ レトルト食品 なし

株式会社　都城くみあい食品
宮崎県北諸県郡山田町大字中霧島
３５００－７

ショートプレートスライス 食肉 なし

株式会社　都城くみあい食品
宮崎県北諸県郡山田町大字中霧島
３５００－７

食材向けハンバーグ 食肉製品 なし



株式会社　中村食肉
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４
４５４－５

焼肉コロッケ そうざい なし

株式会社　中村食肉
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４
４５４－５

ハンバーグ　① そうざい なし

株式会社　中村食肉
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４
４５４－５

ハンバーグ　② そうざい なし

キトサン食品工業株式会社
宮崎県都城市高木町４８６４番地
７

マインドエースカプセル 健康食品 なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 焼きうどん そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 焼きそば そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ ミートコロッケ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ チキンステーキ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ ローストチキン そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 牛丼 そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 照り焼き弁当 弁当 なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 肉団子甘酢あんかけ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ ちらし寿司 そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 牛肉コロッケ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 肉じゃが そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ レタス巻 そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 牛レバー竜田揚げ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 若鶏甘酢あんかけ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ コロッケ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ カキフライ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ いわしバーグ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 焼肉弁当 弁当 なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 巻寿司 そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 牛肉コロッケ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ ハンバーグ そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ カニレタス巻 そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ にぎり寿司 そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ コロッケサンド そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ エビチリソース そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ カレーライス そうざい なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 幕ノ内弁当 弁当 なし
江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 手巻き寿司 そうざい なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ 牛すじ煮込み１００ そうざい なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ 牛すじ煮込み５００ 冷凍食品 なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ どて焼味噌味１４０ そうざい なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ どて焼味噌味５００ 冷凍食品 なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ どて焼しょう油味１４０ そうざい なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ どて焼しょう油味５００ 冷凍食品 なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ スモーク舌ハーフ250･300･330 食肉製品 なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ 塩タンハーフ250･300･３３０ 食肉製品 なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ スパイシー塩タン原木３．１ 食肉製品 なし
林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ スモーク牛タン原木３．１ 食肉製品 なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

牛バラ大和煮 そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

一口唐揚 そうざい なし



みやさん食品㈱　新富工場
宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

酢鶏 そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

若鶏甘酢セット そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

若鶏唐揚甘酢あんかけ そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

チキン甘酢あんかけ そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

鶏珍妙 そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

やわらかムネ唐揚げ そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

モモプリ唐揚　６０ｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

和風ビーフ そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

和風ビーフ　１２５ｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

和風ビーフ　Ｌ そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

和風ビーフ　１ｋｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

和風焼肉 そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

やきにくＳ生　１５０ｇ 食肉 なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

やきにくＳ生　１．２ｋｇ 食肉 なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

油淋鶏 そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

竜田チキン そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

Ｓ・豚しょうが焼（生） 食肉 なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

てりごまチキン そうざい なし
みやさん食品㈱　新富工場

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５
３９８

徳用唐揚 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

やわらか酢鶏 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

もつ煮 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

南蛮丼のたれ ソース類 なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

惣菜用チキン南蛮 食肉 なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏モモ南蛮Ｊ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

やわらかチキン南蛮 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

チキン南蛮Ｎ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏モモ南蛮ＳＮ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

チキン照焼９０ｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

チキン照焼１１０ｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

若鶏もも照焼 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

一口チキン照焼 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

チキン照焼（ダイス） そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

ローストレッグ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

ジャンボローストレッグ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

ピザ照（醤油味） そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

チキン照焼１６５ｇ(ｽﾗｲｽ) そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

ピザ照Ｍ（醤油味） そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

蒲焼鶏 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏肝煮 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏肝田舎煮ＫＯ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏肝煮　５００ｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

豚生姜焼 そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

焼き肉－１００ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

うす切りチキン鉄板焼き そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏そぼろ　５０ｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏そぼろ　１ｋｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏そぼろ　Ｓ ソース類 なし



みやさん食品㈱　都城事業所
宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏そぼろ－１２０　５００ｇ 食肉 なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏そぼろ－２７０ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

肉じゃが そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

肉じゃが　２００ｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

肉じゃが　１ｋｇ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

鶏そぼろＨ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

梅そぼろ そうざい なし
みやさん食品㈱　都城事業所

宮崎県都城市南横市町８８２１番
地

トッピング用牛肉 そうざい なし
株式会社　中川ホルモン

宮崎県都城市志比田町５５４８－
７

牛味付けホルモン 食肉 なし
株式会社　中川ホルモン

宮崎県都城市志比田町５５４８－
７

牛小腸ボイル 食肉 なし

有限会社　都城グリーンフーズ
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字
南原３６６６番地１

春キャベ包めんち 食肉 なし

有限会社　都城グリーンフーズ
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字
南原３６６６番地１

手造り・桜島鶏ロールカツ 食肉 なし

有限会社　都城グリーンフーズ
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字
南原３６６６番地１

梅肉大葉巻き・改 食肉 なし

有限会社　都城グリーンフーズ
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字
南原３６６６番地１

チーズチキン大葉巻き 食肉 なし

有限会社　都城グリーンフーズ
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字
南原３６６６番地１

キンピラロールカツ 食肉 なし

有限会社　都城グリーンフーズ
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池字
南原３６６６番地１

生メンチカツ 食肉 なし

志戸春雄
宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２
８０７

ロースハム 食肉製品 なし

志戸春雄
宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２
８０７

ショルダーハム 食肉製品 なし

志戸春雄
宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２
８０７

ボンレスハム 食肉製品 なし

志戸春雄
宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２
８０７

プレスハム 食肉製品 なし

志戸春雄
宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２
８０７

ウィンナー 食肉製品 なし

志戸春雄
宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２
８０７

ベーコン 食肉製品 なし

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　昆布風味 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　柿風味 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　パイン風味 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　柿風味お手ごろ 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　昆布風味　お手ごろ 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　柿風味　全糖 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　昆布風味　全糖 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 浅漬たくあん 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 甘口たくあん 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 美し大根 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ かつおたくあん 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　割 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　コロコロ 漬物 なし



株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ サクラ漬 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 千切大根 漬物 なし
株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ マイルド伊勢 漬物 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

肉じゃが そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

いかと里芋の煮物 そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

筑前煮 そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

金平ごぼう そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

ごぼうこんにゃく そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

おでん そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

地鶏＆そぼろ弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

焼きそば＆俵むすび弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

味めぐり弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

弁当キット幕の内鮭 そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

特注弁当（助六） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

から揚げ弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

から揚げ弁当キット そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

のり弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

栄養こだわり弁当（鉄分） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

おかずセット和風 そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

丸コロッケ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

パーティー寿司　松 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

稲荷　５ヶ、８ヶ、１０ヶ 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

五目稲荷 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

ミニ助六 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

助六Ｂ 弁当 なし



株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

ジャンボ助六 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

寿司盛合せ（雅） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄ稲荷３ヶ、５ヶ、６ヶ、７ヶ 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄランチ太巻稲荷ミニ 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄランチサラダ巻きセットミニ 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄランチ地鶏巻きセット 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄ創業祭盛り合せ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄ助六（小） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄ押寿司盛り合せミニ 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄ伊達巻盛り合せ 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄランチ助六 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

巻き寿司（椎茸なし） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

巻き寿司（２本） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄ盛り合せ（十五市） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄ太巻き６本 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

ジャンボ稲荷五目 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

爆弾おむすび 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

おにぎりバスケット 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

特注弁当（俵おにぎり） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

手まり弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

弁当キット幕の内（エビフライ） そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

シューマイサラダ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

茶碗蒸し そうざい なし



株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

特注弁当（鮭弁当） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

ひじき御飯弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

弁当キット幕の内（鶏照焼き） そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

酢豚弁当キット そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

栄養こだわり（鉄分） そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

栄養にこだわった弁当（食物繊維） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

牡蠣フライ弁当キット そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

牛肉弁当キット そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄおにぎり弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄ和風弁当キット そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

プチかしわ飯弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

プチレディース鮭弁当 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

棒々鶏サラダ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

大根とじゃこの入りサラダキット そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

手巻き（ツナ入り） 弁当 なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄフラワー３、４、６、８本 そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

ペアーサラダ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

カップサラダツナ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

カップサラダコーン そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

カニ風味ポテトサラダ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

ゴボウサラダ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

緑黄色野菜サラダ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

ほうれん草とごぼうのサラダ そうざい なし



株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

サラダくらげ中華 そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄランチサラダ巻きセットミニ そうざい なし

株式会社　ダイエットクック都城
宮崎県都城市野々美谷町７６６番
地

Ｄサラダ助六 そうざい なし

有限会社都農農産加工工場
都農町大字川北字新別府１４４４
－ロ 寒干し太平洋ミニ 漬物 なし

有限会社都農農産加工工場
都農町大字川北字新別府１４４４
－ロ 寒干し太平洋一本 漬物 なし

南信漬物株式会社（宮崎工場）
宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

キムチうまい○ （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

日南っ娘きざみ （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

きざみつぼ漬 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

つぼ千枚 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

きざみ漬わさび風味 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

ピリッと野沢菜漬（わさび風味） （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

合わせ漬 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

合わせ漬わさび風味 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

一夜干しうまい○ （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

ピリッとわさびの香りうまい○ （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

高菜漬 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

きざみ高菜漬 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

ひょっとこ （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

ひょうすんぼ （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

弁当しば （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

一本しば （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

野沢菜漬 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

からい菜 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

ピリピリカラ辛 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

ごんはるの便りきゅうり （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

旨辛キムチの素 （つけもの） なし
南信漬物株式会社（宮崎工場）

宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙
2598

浅漬の素 （つけもの） なし
谷口醸造株式会社 宮崎県大堂津2丁目2番18号 つゆ （つゆ） なし
谷口醸造株式会社 宮崎県大堂津2丁目2番18号 味付ぽん酢 （つゆ） なし
古澤醸造合名会社

宮崎県日南市大堂津4丁目10番1
号

かつお醤油
（風味調味
料）

なし
竹井醸造合名会社 宮崎県日南市大堂津4丁目4-10 白だし

（風味調味
料）

なし
竹井醸造合名会社 宮崎県日南市大堂津4丁目4-10 つゆ （つゆ） なし
宮崎県農協果汁株式会社 川南町大字川南２００１６番地３ ポケモンカフェオーレ 乳飲料 なし
宮崎県農協果汁株式会社 川南町大字川南２００１６番地３ 鉄道浪漫コーヒー 乳飲料 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

02きざみ蒲鉾天然着色 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

03短冊蒲鉾 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

04 徳用越前棒 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

05 10本入り越前棒 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

06越前ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

07業務用越前棒 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

08ｶﾆﾌﾚｰｸ風蒲鉾 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

09たらばﾀｲﾌﾟかに風味 魚肉ねり製品 なし



イチマル産業株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

10惣菜越前棒 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

11花咲風蒲鉾 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

12いわしだね 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

13いかだね 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

14えびだね 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

15鰻入りごぼうﾛｰﾙ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

16まる天ｴﾋﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

17まる天ﾊﾞﾗｺﾚﾝｺﾝ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

18さつま揚２枚入り大判 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

19大判さつま揚200g 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

20野菜仲間(人参､大根､かぶ､MIX) 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

21いか利休 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

22給食用揚げﾎﾞｰﾙ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

23じゃこ天50g 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

24えびすり身団子 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

25つみれﾎﾞｰﾙ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

26五目豆腐たれ 加工調味料 なし

イチマル産業株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

27五目豆腐(25g､40g､60g､100g､しい
たけ､枝豆､川海老､ひじき)

魚肉ねり製品 なし

イチマル産業株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

28五目豆腐鶏団子 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

29柔らかお魚ﾌﾞﾛｯｸ(しらす､ひじき) 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

30ふわふわお魚とうふ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

31小丸お魚ひじき25g 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

32魚河岸丸型ﾌﾟﾚｰﾝ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

33加工用魚河岸ﾎﾞｰﾙ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

34ﾐﾆ魚河岸揚げ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

35ﾏﾘｰﾝ3P 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

36海鮮かに風味蒲鉾 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

37Coopﾐﾆかに風味蒲鉾 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

38Coopﾋﾟﾘ辛れんこん 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

39Coopﾋﾟﾘ辛ごぼう 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

40Coop鶏軟骨揚げ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

41ﾋﾟﾘ辛たこ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

42CVSさばﾋﾟﾘ辛揚げ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

43CVSえびいり野菜揚げ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

44CVSﾁｰｽﾞちくわ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

45ﾋﾟﾘ辛ごぼう(500g) 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

46日向鶏と阿蘇の野菜 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

47ﾊﾟﾘﾊﾟﾘれんこん筏揚げ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

48北海道のﾎﾟﾃﾄ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

49あらびきえび団子 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

50あらびきいか団子 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

51ﾊﾟﾘﾊﾟﾘﾋﾟﾘ辛ごぼう 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

52ｼｬｷｼｬｷﾋﾟﾘ辛れんこん 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

53色串ﾄﾚｰ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

54野菜三色串 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

55ﾕﾆｰ野菜かき揚げ 魚肉ねり製品 なし



イチマル産業株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

56鰻入りごぼう巻き 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

57お魚とうふ小松菜＆人参 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

58FFLばくだん 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

59FFLさつま揚げ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

60魚とうふ長ねぎ＆きくらげ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

61ごぼう巻き真空 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

62いか巻き真空 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

63JAままかり棒 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

64ｲｶ入り野菜揚げ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

65越前棒Aﾀｲﾌﾟ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

66ｻﾗﾀﾞに具 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

67おでんはんぺん 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

68おでん亭はんぺん 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

69北海棒 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

70太巻き用かに風味蒲鉾 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

71ｶﾆｶﾏｽﾃｨｯｸ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

72ｶﾆｶﾏﾌﾗﾜｰ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

73業務用かに蒲ちらし 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

74ｶﾆｶﾏﾌﾚｰｸ 魚肉ねり製品 なし
イチマル産業株式会社 東臼杵郡門川町大字門川尾末 75焼きそばｽｰﾌﾟ 加工調味料 なし

イチマル産業株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

76からし酢みそ 加工調味料 不明

あり（２５
０℃　５０
気圧　１時
間処理）

不明
グリセリ
ン脂肪酸
エステル

イチマル産業株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

77さばの合わせ味噌煮(M､L) 惣菜 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

78さばどんどん 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

79いかちぎり揚 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

80いわし開きﾁｰｽﾞﾌﾗｲ 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

81ｶﾆ爪ﾌﾗｲ 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

82野菜五色揚げ(20g､50g) 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

83ﾆﾖｯｷ人参 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

84ﾆﾖｯｷ(かぼちゃ､ほうれん草) 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

85さばの味噌煮(M､L) 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

86ｺﾘｺﾘ軟骨揚 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

87豆腐ｺﾛｯｹ 冷凍食品 なし
イチマル産業株式会社

東臼杵郡門川町大字門川尾末
8499

88お好みｯｸｽ(50g､60g) 冷凍食品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 02CFﾁｰｽﾞHBR 冷凍食品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 07HPﾛｰｽﾃﾝｶﾝﾛﾆ1.7 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 08Hｽﾌﾞﾀﾆｸﾀﾚｾｯﾄ群 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 13Hﾄﾝﾃﾝﾉｶﾝﾛﾆ1.7 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 16HﾌﾞﾀRNｲﾀﾒ2.0 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 19Hﾛｰｽｽﾌﾞﾀｾｯﾄ1.0 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 64ｹﾞﾝｷﾔｷR 惣菜 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 65ｹﾞﾝｷﾔｷN群 惣菜 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 66ｹﾞﾝｷﾔｷ辛口 惣菜 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 67ｹﾞﾝｷﾔｷねぎ塩群 惣菜半製品 なし



日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 68Sｶﾙﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ200 惣菜 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 69Sﾄｳﾌﾁｹﾞﾅﾍﾞ400G 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 71Sﾔｷﾋﾞｰﾌﾝｱｼﾞｱ200 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 73Tｼﾛﾓﾂ1.0 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 74Tﾀﾞﾂｶﾙﾋﾞ1.0 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 75Tﾀﾞﾂｶﾙﾋﾞｵﾆｷﾞﾘ1H 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 76Tﾀﾞﾂｶﾙﾋﾞｿｰｽ300G 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 78Tﾄﾝﾃﾝﾉﾀﾚ0.35 惣菜 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 80Tﾐﾔｻﾞｷﾁｷﾝｶﾂ85G 冷凍食肉 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 81もつ鍋しょう油群 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 82もつ鍋みそ群 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 83Sﾁｭｳｶﾄﾞﾝﾉｸﾞ0.11 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 84Sｱｻﾘﾀｹﾉｺﾒｼ0.2 惣菜 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 85Sﾀｷｺﾐﾀｶﾅﾒｼﾓﾄ200 惣菜半製品 なし
日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 86Ｔﾐﾔｻﾞｷﾁｷﾝｶﾂ群 冷凍食肉 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

01NBP群(MP.R.170ﾋﾞﾆ､MP.R.170ｵｶｲﾄﾞ
ｸ､SP.R.120ﾆｺ､SP.R.120ｶﾞ､ｼｪﾌP.R75､
FP.R.200､FP.R.200KJ､ｻﾝP.R270､
R(ｽ).270ｵｶｲﾄﾞｸ､MP.Rｽ50Gﾘｮｳ､
MP.R.180Sｲﾁ､NBR.ｽﾗｲｽ､
NBR.1.0(1.5MM)､NBR.1.0(2.0MM)､
NBR500､NBR500(10G)､NBR.1.0(10G)､
NBR13Gｲｹﾀﾞ､NBR(ｽ)1MM､NBRｾﾝｷﾞ
ﾘ､NBRﾎｿｷﾞﾘ､NBRﾀﾝｻﾞｸ､NB

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 02GP.R100、GP.R120ｲｷ 食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

03ﾊﾞｻｼ群(ﾊﾞｻｼｸﾝｾｲ130､ﾊﾞｻｼｸﾝｾｲ
130ﾀﾞ､ﾊﾞｻｼｸﾝｾｲ130ﾂﾙ､ﾊﾞｻｼｸﾝｾｲ130
ﾋｺﾞ､ﾊﾞｻｼｺｼｮｳ130､ﾊﾞｻｼｺｼｮｳ130ﾀﾞ､ﾊﾞ
ｻｼｺｼｮｳ130ﾂﾙ､ﾊﾞｻｼｺｼｮｳ130ﾋｺﾞ､ﾊﾞｻｼ
ｺｼｮｳ400ﾂﾙ､ﾊﾞｻｼｻﾝｼｮｳ130､ﾊﾞｻｼｻﾝ
ｼｮｳ130ﾂﾙ､ﾊﾞｻｼｻﾝｼｮｳ160ﾋｺﾞ､ﾊﾞｻｼｻ
ﾝｼｮｳ160ﾐ､ﾊﾞｻｼｻﾝｼｮｳ160ｲﾜ､ﾊﾞｻｼｻﾝ
ｼｮｳ160ﾀ､ﾊﾞｻｼｻﾝｼｮｳ160ﾋ､ﾊﾞｻｼｻﾝｼｮ
ｳ160ﾋｺﾞ､ﾊﾞｻｼｼ

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
04PCH群(GP.PCH､MP.PCHｽ67ﾘｮｳ､
PCHｶｸ.2.0.ｱｶ) ｷｻﾞﾐﾎﾟｰｸH群(ｷｻﾞﾐﾎﾟｰ
ｸﾊﾑ114g)

食肉製品 なし



南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

05ﾎﾝｶｸBP群(ﾎﾝｶｸBP280G､ﾎﾝｶｸ
BP280Gﾃﾞﾊﾟ､ﾎﾝｶｸBP280Gｵｷ､ﾎﾝｶｸ
BP280Gｼｰ､ﾃｽﾀﾑBP300G､ﾃｽﾀﾑ
BP300Gｵｷ､ﾃｽﾀﾑBP300GDP､ﾃｽﾀﾑ
BP300Gﾋｺﾞ､ﾃｽﾀﾑBP300Gﾌｪ､ﾃｽﾀﾑ
BP200G.B)､ｶﾀRBP群(ｶﾀRBP300gﾈｯﾄ､
ｶﾀRﾂﾙｼBP450gﾈｯﾄ､ｶﾀRﾂﾙｼ
BP800gDP､ﾂﾙｼBP280gﾈｯﾄ)､ﾑﾃﾝｶP群
(ﾑﾃﾝｶP.ｽ.500G､ﾑﾃﾝｶP.ｽ.100G､ﾑﾃﾝｶ
P.ｽ.ｹｲ､ﾑﾃﾝ

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
06NKPｽﾗｲｽ､NKP(ｽ)ﾋｭｳ､NKP(ｽ)500ﾚ
ｲ､NKP(ｽ)ﾀﾝｻﾞｸ､NKP(ｽ)ﾎｿｷﾞﾘ､NKP(ｽ)
ｶｸｷﾞﾘ

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
07ﾂﾙｼBP800､ﾂﾙｼBP800KJ､ﾂﾙｼ
BP800ｵｷ､ﾂﾙｼBP400､ﾂﾙｼBP400KJ､ﾂ
ﾙｼBP400ﾃﾞﾝｼｮｳ､ﾂﾙｼBP400ﾀｲﾖ

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 08ﾑﾃﾝｶﾛｹｯﾄR.800KZ､NR.ﾀﾝｻﾞｸ1.0 食肉製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 09ﾔｷﾛｰｽﾊﾑ350 食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

10WH.ｽ(WH.ｽ.2.0､MP.WH.102､
MP.WH.102ﾀﾞ) WH.ｼﾛ(WH.ｼﾛ.ﾀﾝｻﾞｸ､
1AH.ｽﾗｲｽ､1AH.ﾀﾝｻﾞｸ) WH1K(WH.HS.
ｽ､WH.ｽ.1mm.500.5K､WH.ｽ.1mm.1K)

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

11ｻﾝﾄﾞﾊﾑ.ｱｶ(ｻﾝﾄﾞﾊﾑ.235G.ｱｶ) ｻﾝﾄﾞﾊ
ﾑ.ｼﾛ(ｻﾝﾄﾞﾊﾑ.235G.ｼﾛ､ｻﾝﾄﾞHｽ.11G.ｼﾛ
ﾄﾚｰ､ｻﾝﾄﾞHｽ.13G.ｼﾛﾄﾚｰ､ｻﾝﾄﾞHｽ.15G.
ｼﾛﾄﾚｰ､ｻﾝﾄﾞHｽ.20G.ｼﾛ500)

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

12 4RH群(4RH.1.0(1.5mm)､
4RH.1.0(1.0mm)､ｵｷｶｸ(1.5mm)500､ｵｷ
ｶｸ(10G)1000､4RH.2mm.500.5K､
4RH.1mm.500.5K､4RH.1.0(10mm)､ｵｷｶ
ｸ(1mm)500､4RH(10G)500､
4RH(1mm)500､4RH.ｶｸ.ｱｶ.1.0､4RH.ｶ
ｸ.2.0(ｾﾝｷﾞﾘ)､4RH.ｽ.10G(ﾊﾝｷﾞﾘ)､4RH.ｼ
ﾛ(ｾﾝｷﾞﾘ)､4RH.ｼﾛ(ﾀﾝｻﾞｸ)､4RH.ｼﾛ(ｽ)､
4RH.ｼﾛ.1.0(3mm.RS))

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

13P&BW群､P&BW(P&BW160.T､
P&BW160.ﾏｲ､SS.P&BW160､P&BW120
ﾂﾙPB､P&BWｶﾗｲ(SS.P&BW200､ｶﾗｼ
P&BW1.0) ｳｲﾆｰ(ｳｲﾆｰﾊﾞﾗ1.0)

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 14ｿﾌﾄｻﾗﾐS280.ｶﾞ 食肉製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 15P&Bﾎﾞﾛﾅ4.0､ﾋﾞｱS.1.0.ﾄｸ 食肉製品 なし



南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 16ﾁｰｽﾞﾛｰﾌ200.T 食肉製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 17ｻﾗﾐS.180.T､SSｻﾗﾐS.120 食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

18ｶｵﾘW群(ｶｵﾘW220､ｶｵﾘW220×2､ｶｵ
ﾘｺﾂﾌﾞW115､ｶｵﾘｺﾂﾌﾞW1.0､ｶｵﾘｺﾂﾌﾞ
W1.0ﾚｲ､ｶｵﾘWKGｼﾃｲ､ｶｵﾘW1.0､ｶｵﾘ
W1.0ﾚｲ､ｶｵﾘﾋﾟﾘｶﾗW200､ｶｵﾘﾋﾟﾘｶﾗ
W1115)､ﾎﾈﾂｷF群(ﾎﾈﾂｷF500Gｶﾞ､ﾎﾈﾂ
ｷF250Gｶﾞ､ﾎﾈﾂｷF200(4P)､ﾎﾈﾂｷF200
ﾀｶ､ﾎﾈﾂｷF200ﾏｲ､ﾎﾈﾂｷF200ｷﾞ､ﾎﾈﾂｷ
F90T､ﾎﾈﾂｷF50G､ﾎﾈﾂｷF50ﾚｲ､ﾎﾈﾂｷ
F50Gﾀﾞ､ﾎﾈﾂｷFDﾎﾝｶｸ､ﾎﾈﾂｷF

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
19ｶｵﾘｱﾗﾋﾞｷW110､ｶｵﾘｱﾗﾋﾞｷW110×
2､ｱﾗPW110×2.Sｲﾁｶｵﾘｱﾗ.ﾛﾝｸﾞ
SW160､ｶｵﾘｱﾗW.600

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

20DW群、DW(DW.1.0､DWｷﾚﾒ1.0､
DW380KJ､DW370､DW210､DW210ﾀｲﾖ､
DW115､DW115×2､DW370ｼﾝｾ)､ｶﾜﾑｷ
F群(ｶﾜﾑｷF2.0､ｸｼFFS(33G)､ｸｼﾅｼ
F33G､ｽｷﾝﾚｽF)

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 21直火焼ﾐｰﾄﾛｰﾌ 食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
22DW.30G(DW.30G､DW30G14CMｲｹﾀﾞ､
DW35G､DW35Gﾚｲ､DWﾛﾝｸﾞ270)､DWｷﾚ
ﾒ1.0

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 23ﾁｰｽﾞS27g 食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
24ｷﾚﾒW(BWｷﾚﾒ1.0､BWｷﾚﾒ1.0ﾄｸ､BWｷ
ﾚﾒｱｶ.1K.ﾄｳ､BWｷﾚﾒ.ｵｷ.10G)､BWｷﾚﾒ.
ｼﾛ.1K.ﾄｳ､BW(BW95､BW1.0､BW.10G)

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

25PC50G.22c､PC50G.14c､PC50G.14c
ｲｹ､PC50G.22cｲｹ､PC50G.22cﾚｲ､
PC.KF70G、PC.KF70Ｇｷﾚﾒﾚｲﾄｳ､
PC35G15c､PC35G20c､PC35G20cｲｹ､
PC35G15cｲｹ､PC40G14CM

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
26ｶﾗﾐｰｺﾞ1.0.8cm､ｶﾗﾐｰｺﾞ15cm､ｶﾗﾐｰｺﾞ
40gﾚｲ､ｶﾗﾐｰｺﾞ40gｲｹ

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

27PCﾎﾟﾁｷﾞS群､PCﾎﾟﾁｷﾞS(PCﾎﾟﾁｷﾞ
S135､PCﾎﾟﾁｷﾞS135×2)､PCﾎﾟﾁｷﾞｸｼ､ｸ
ｼF群(ｸｼFｷﾚﾒ.90､ｸｼFｷﾚﾒ.90ｸﾁﾅｼ)､ｷ
ﾑﾁW群(ｷﾑﾁW30g.ﾄｸ.ﾚｲ)

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
28NﾉｯﾎﾟF.40G､NﾉｯﾎﾟF.30G､Nﾉｯﾎﾟ
F.30Gｽﾗｲｽ

食肉製品 なし



南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
29ﾎﾟﾁｷﾞS(ﾎﾟﾁｷﾞS135､ﾎﾟﾁｷﾞS135×2)､
ﾎﾟﾁｷﾞF180.T

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
30牛あぶり焼き110g､牛あぶり焼き
190g､牛あぶり焼き380g､ﾊﾟｽﾄﾗﾐ牛
240g､ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ300g､牛しぐれ煮140g

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
31牛ﾀﾝｽﾓｰｸ250g､牛ﾀﾝｽﾓｰｸ200g､牛ﾀ
ﾝ塩焼き150g

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
32いぶしR2合、ｽﾓｰｸR原木､ﾎﾜｲﾄ
R800g､K.ﾎﾜｲﾄR500g､K.R300g､ｽﾓｰｸﾊ
ﾑ原形K.R350g､K.R370g､ｶﾀﾛｰｽﾊﾟｽﾄﾗﾐ

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 33昆布巻焼豚100g､昆布巻焼豚200g 食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

34ﾀｲﾖｰﾓﾁ豚BP220g､ﾀｲﾖｰK.BP220g､
DBP200g､ｻﾝｼｮｳBP150g､K.BP200g､ｶ
ﾀﾛｰｽBP600g､ｶﾀﾛｰｽBP950g､K.ﾂﾙｼ
BP600g､K.BP190g､K.ﾛｰｽBP300g

食肉製品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 35炭火焼鶏ﾚﾊﾞｰ 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 36牛ﾚﾊﾞｰ甘露煮 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 37ﾊﾟｰｶﾞｰﾊﾟﾃｨ45g 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 38ﾁｷﾝﾊﾟﾃｨ50g 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 39蒜苗ﾚﾊﾞｰｾｯﾄ 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 40直火焼豚ﾚﾊﾞｰ 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 41牛ｶﾙﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 42備長炭火焼豚ﾚﾊﾞｰ 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 43元気豚ﾚﾊﾞｰ1.0 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 44炭焼ﾎﾙﾓﾝ 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 45牛ｶﾙﾋﾞｸｯﾊﾟ 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 46ﾀﾞｯｶﾙﾋﾞ 惣菜半製品 なし
日向農産加工株式会社　惣菜工場 日向市大字財光寺1240 47炭火焼鶏ﾚﾊﾞｰ 惣菜半製品 なし
日向農産加工株式会社　惣菜工場 日向市大字財光寺1240 48備長炭火焼牛ｶﾙﾋﾞ焼肉 冷凍食品 なし
日向農産加工株式会社　惣菜工場 日向市大字財光寺1240 49豚肉生姜焼き 惣菜半製品 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 50備長炭火焼ﾃﾘﾔｷﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 冷凍食品 なし
日向農産加工株式会社　惣菜工場 日向市大字財光寺1240 51黒豚ﾛｰｽ味噌漬 豚肉味噌漬 なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 52豚味付ﾎﾙﾓﾝ 食肉加工品 なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

53蛋白加水分解物及びその配合品①
(ｴｷｽﾄﾗｰﾄY､ｴｷｽﾄﾗｰﾄY(N)､ｴｷｽﾄﾗｰﾄ
W､ｴｷｽﾄﾗｰﾄW(N)､ｴｷｽﾄﾗｰﾄZ､ｴｷｽﾄﾗｰ
ﾄC､ｴｷｽﾄﾗｰﾄOC､AP-L､ｴｷｽﾄﾗｰﾄM､ｴ
ｷｽﾄﾗｰﾄMc-1､旭HAP､HAP(N)､LP-2､
HP-Y､HAP調味料､ｴｷｽﾄﾗｰﾄH)

調味料・たれ
類

なし



南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

54蛋白加水分解物及びその配合品②
(ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽ､ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽN､ﾛｰｽﾄ
ﾋﾞｰﾌｴｷｽNA.MN､ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽHO､
ﾋﾞｰﾌｴｷｽE-1)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
55蛋白加水分解物及びその配合品③
(ｸｯｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾌｴｷｽ､ｸｯｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾌｴｷｽH)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
56蛋白加水分解物及びその配合品④
(ﾋﾞｰﾌｴｷｽY､ﾋﾞｰﾌｴｷｽYM)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
57蛋白加水分解物及びその配合品⑤
(ｾｲﾊﾞﾘｯﾁﾋﾞｰﾌ､ｾｲﾊﾞﾘｯﾁﾋﾞｰﾌSR)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
58蛋白加水分解物及びその配合品⑥
(LP-1)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
59蛋白加水分解物及びその配合品⑦
(ｺｸﾐｴｷｽB-40S)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
60蛋白加水分解物及びその配合品⑧
(ｵｰｽﾄRB､ｵｰｽﾄY､ｵｰｽﾄAP､ﾗｰﾒﾝﾍﾞｰ
ｽ)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
61国産ﾋﾞｰﾌｴｷｽ(ﾋﾞｰﾌｴｷｽEX-1､ﾋﾞｰﾌｴ
ｷｽEX-3､ﾋﾞｰﾌｴｷｽEX-F､ﾋﾞｰﾌｴｷｽBL-
3)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
62海外ﾋﾞｰﾌｴｷｽ(ﾋﾞｰﾌｴｷｽAS､ﾋﾞｰﾌｴｷ
ｽKAE､ﾋﾞｰﾌｴｷｽNX)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
63ﾋﾞｰﾌｴｷｽ配合品①(ﾐｰﾄﾌﾙｴｷｽ(ﾋﾞｰ
ﾌ))

調味料・たれ
類

なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 64ﾋﾞｰﾌｴｷｽ配合品②(ﾋﾞｰﾌｴｷｽN-1)

調味料・たれ
類

なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 65ﾋﾞｰﾌｴｷｽ配合品③(ﾋﾞｰﾌｴｷｽG-2)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
66牛肉配合ｴｷｽ①(ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽ､ﾋﾞｰﾌ
ﾐｰﾄｴｷｽNA､ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽMT､ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄ
ｴｷｽMK)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
67牛肉配合ｴｷｽ②(ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽ(ｵｰｽ
ﾄ)､ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽNA(ｵｰｽﾄ))

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 68牛肉配合ｴｷｽ③(ﾋﾞｰﾌｴｷｽNT)
調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
69ﾎﾟｰｸ･ﾁｷﾝｴｷｽ配合品①(ﾐｰﾄﾌﾙｴｷｽ
(ﾁｷﾝ)､ﾐｰﾄﾌﾙｴｷｽ(ﾎﾟｰｸ)､ﾎﾟｰｸｴｷｽT)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
70ﾎﾟｰｸ･ﾁｷﾝｴｷｽ配合品②(ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ･
中華向けB)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 71酵素分解鰹節ｴｷｽ
調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193

72タレ類配合品①(ﾊﾞｰｶﾞｰｿｰｽ､焼き
肉のﾀﾚ柿内､焼き肉のﾀﾚ上高原､ﾁｷﾝ
ﾚﾊﾞｰのﾀﾚ､ﾎﾟｰｸﾚﾊﾞｰのﾀﾚ､新生姜焼き
のﾀﾚ､生姜焼きのﾀﾚZ､牛丼のﾀﾚ､ﾚﾊﾞｰ
しぐれ煮のﾀﾚ､焼き肉のﾀﾚPF-T)

調味料・たれ
類

なし



南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
73タレ類配合品②(ﾃﾘﾔｷﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのﾀ
ﾚ､直火焼きﾚﾊﾞｰのﾀﾚ､元気焼きﾚﾊﾞｰ
のﾀﾚ)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 74タレ類配合品③(DDﾚﾊﾞｰのﾀﾚ)
調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
75タレ類配合品④(唐辛子のﾀﾚ､網焼
きｶﾙﾋﾞのﾀﾚ)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 76タレ類配合品⑤(ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ丼のたれ)
調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193
77タレ類配合品⑥(直火焼きﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
のﾀﾚ)

調味料・たれ
類

なし

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 78タレ類配合品⑦(ﾀﾞ･ｶﾙﾋﾞのﾀﾚ)
調味料・たれ
類

なし
南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 79タレ類配合品⑧(焼き肉のﾀﾚPF-M)

調味料・たれ
類

なし

有限会社エーワン．フーズ 東臼杵郡南郷村大字神門4252-3

ホワイトゴールドステーキ、ベント
マンステーキ、ワンダーロール、ワ
ンダーステーキ、ホワイトグルメス
テーキ、ビーフ串、アンズステー
キ、スペシャルディナーステーキ、
ソフト牛ステーキ、ワンダーダイス
ビーフ

牛肉加工製品 なし

有限会社エーワン．フーズ 東臼杵郡南郷村大字神門4252-3

ゴールドロール、ゴールドステー
キ、シルバーロール、シルバース
テーキ、テンダーロインステーキ、
テンダーロインロール、サーロイン
ステーキ、ランプステーキ、クロッ
ドステーキ、グルメダイスビーフ

牛肉加工製品 なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ピュアマリンＳ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

煮干しだしＹＭＡ(ﾋﾟｭｱ) なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

煮干しだしＹＭＡ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ビーフＳＯＰ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

煮干しだしＹＭＣ（Ｎ） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

湯菜譜ポーク＆チキン なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

湯菜譜チキン なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

鐵匠がらスープ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

タカセ徳用ガラスープチキン なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

タカセ徳用ガラスープポーク＆チキ
ン

なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

豚と鶏のガラスープ なし



日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

塩ラーメンのたれ（煮干しベース） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

カツオエキスＳＤ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ＮＳＢ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ポークベースＧー１ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

椎茸茶 なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ポーク白湯エキスＮＰ－１１０４ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

スモークチキンモモ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

骨付きフランク なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

骨付きフランクミニ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

デリカ用スモークチキン なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

骨付きﾁｮﾘｿｰ(ﾊﾗﾍﾟｰﾆｮ入り） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

手羽先ﾁｮﾘｿｰ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

骨付きフランクミニ(ﾊｰﾌﾞｲﾀﾘｱﾝ) なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

イタリアンハーブチキン なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

手羽玉くん なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

オードブルチキン（七味唐辛子） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

スモークチキン（スライスタイプ） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

エスニックチキン（スライスタイ
プ）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

セルクルムース（杏仁、桜、ｺｺﾅｯﾂ､
ﾏﾝｺﾞｰ､ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ、抹茶、白ごま、
甘夏、チョコバナナ、白桃、サツマ
イモ、ｶﾌｪｶﾗﾒﾙ）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

セルクルムース（苺、栗） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

セルクルムース なし



日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ﾐﾆｶｯﾌﾟﾑｰｽ（ﾃｨﾗﾐｽ､ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ､ｲﾀﾘ
ｱﾝﾚﾓﾝ､ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ､ﾒﾛﾝ､抹茶､ｶｽ
ﾀｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝ､蓋つきﾃｨﾗﾐｽ）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ﾐﾆｶｯﾌﾟﾑｰｽ（黒ごま） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ﾐﾆｶｯﾌﾟﾑｰｽ（ﾃｨﾗﾐｽ､ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ､黒
ごま､ｲﾀﾘｱﾝﾚﾓﾝ､ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ､ﾒﾛﾝ､ﾞ
ﾌﾟﾘﾝ､蓋つきﾃｨﾗﾐｽ）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ＦＣムース(ｶﾌﾟﾁｰﾉ､洋梨のｼｬﾙﾛｯﾄ、
ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞのｼｬﾙﾛｯﾄ､ﾊﾞﾅﾅｺｺﾅﾂﾑｰ
ｽ,D.Dｶﾌﾟﾁｰﾉ､ﾏﾙｼｪﾃｨﾗﾐｽ､ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞｻ
ﾂﾏｲﾓﾑｰｽ）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ＦＣムース(ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ､ｼｮｺﾗ)） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ＦＣムース なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ＫＦＣマロンムース なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ＫＦＣいちごムース なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ＫＦＣココナツババロア なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

麻婆豆腐　１８０グラム　１ｷﾛｸﾞﾗﾑ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

中華風火鍋スープ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ピリ辛モツくん なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

パイ壺（オニオン）カセット なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

パイ壺（オニオン）ココット なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

パイ壺（蛤のﾎﾟﾀｰｼﾞｭ）カセット なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

パイ壺（蛤のﾎﾟﾀｰｼﾞｭ）ココット なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

パイ壺（小海老のﾋﾞｽｸ）カセット なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

パイ壺（小海老のﾋﾞｽｸ）ココット なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

カネロニ なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ラザニア(ｴﾐﾘｱ風） なし



日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

若鶏の煮込み(ｸﾘｰﾑ) なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

若鶏の煮込み(和風) なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

若鶏の煮込み（中華風） なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

若鶏の煮込み(ｽﾊﾟｲｼｰﾄﾏﾄ) なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ボロニア風グラタン なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

中華風肉味噌ソース なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

中華風卵白ソース なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

甜麺醤ソース なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

茄子と挽肉のグラタン なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ビーフシチュー なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

若鶏の豆鼓煮込み なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

若鶏の完熟トマト煮込み なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

かのこイカと野菜のうま煮 なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

若鶏と筍のうま煮 なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

若鶏のタイ風煮込み(ｶﾚｰ&ｺｺﾅｯﾂ) なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

四川風麻婆豆腐 なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

サーモンクリームソース なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

マリナーラソース なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

中華丼の具ジャンボパック なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

牛五目まぜご飯の素 なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

牛すじ肉の味噌煮込み なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

牛すじ煮込み なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

鶏みそ なし



日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

冷やしおろしうどんの具 なし

日本食材加工株式会社
宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

リッチ麻婆豆腐 なし

サンヨー食品株式会社
宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

牛肉スタミナ巻芯 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

穴子きぬた巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

華きぬた 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

サーモン錦糸巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

ひらめ玉子巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

花錦糸 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

三色錦糸巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

白身錦糸巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

鮭錦糸鳴門 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

彩り龍皮巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

錦糸きぬた巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

京風龍皮巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

三色錦糸 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

京風錦糸巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

龍皮細巻、龍皮角 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

錦糸巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

うざくきぬた 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

海老れんこん砧巻 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

花かつら 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

サーモンかつら 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

特上巻芯 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

特注並巻芯 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

並巻芯 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

上太巻芯（味付高野入） チルド なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

サラダ巻芯 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

上太巻芯 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

Ｍ並巻芯 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

Ｎ上巻芯 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

上巻芯 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

金平風いなり芯Ｍ 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

あげ巻串 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

茶そば寿司カット 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

茶そば寿司 冷凍食品 なし
サンヨー食品株式会社

宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

そば寿司あげ巻 冷凍食品 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

ミートコロッケ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

牛肉コロッケ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

焼きうどん なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

焼きそば なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

手巻き寿司 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

幕ノ内弁当 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

カレーライス なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

エビチリソース なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

うま煮 なし



江崎物産（株）
宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

チキンステーキ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

コロッケサンド なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

にぎり寿司 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

カニレタス巻 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

ハンバーグ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

巻寿司 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

焼肉弁当 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

いわしバーグ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

カキフライ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

コロッケ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

若鶏甘酢あんかけ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

牛レバー竜田揚 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

レタス巻 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

肉じゃが なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

牛肉コロッケ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

ちらし寿司 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

照り焼き弁当 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

牛丼 なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

ローストチキン なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

肉団子甘酢あんかけ なし
江崎物産（株）

宮崎郡清武町大字加納池田甲
1337－1

煮メ なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

小肉串10本パック、20本パック 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

ぴゅあ唐揚 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

カレー入りチキンカツ 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

鶏ごぼうピラフの倶 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

鶏高菜ピラフの具 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

桜すしの具 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

ローストチキン 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

テール串 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

唐揚全般 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

包揚げ全般 冷凍食品 なし



宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

筑前煮 冷凍食品 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

唐揚もも肉　生　生姜味 冷凍食品 なし

新サンフード工業株式会社
宮崎県宮崎郡清武町大字木原58
番地

かぼちゃとさつまいものデザートサ
ラダ

冷凍食品 なし

道本食品株式会社 宮崎県宮崎郡田野町甲1667 漬物 干したくあん なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

小倉あんぱん パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

じゃり パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ハムチーズマヨ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

クリームオグラ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ロングスティック パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

チーズマヨスティック パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

黒糖ロール パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

くるみあんぱん パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

パイシュー パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

クッキーシュー パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ボンデケージョ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ボービリア黒ゴマ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協ＵＦＯパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

オレンジデニッシュ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ノンチャン パン類 なし



株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

日向夏メロン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ホイップメロン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミルクメロン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協ミニオグラ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミニサンドコッペ（ミルク） パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミニサンドコッペ（チョコ） パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協デニッシュイタリアン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

アンドーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミルクフランス パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

チョコツイスト パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ポテトマーガリン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

サツマイモクリッカー パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

マロンブレッド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

チョコブレッド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

アップルデニッシュ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

デニッシュブレッド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

アップルカスタード パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協バナナロール パン類 なし



株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協黒糖ピーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ウインナードッグ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

バジルフランク パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

チーズワッサン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

チョココロネ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

マヨネーズパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

テーブル７ヶ入り パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

うわさのパンＪ＆Ｍ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生クリームチョコ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

カレードーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミニボルガ３ヶ入 パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミニボール パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

特注プチットロール パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

もっちり食パン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ツブチョコメロン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ホワイトブルーベリー パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協プチチョコメロン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

クロワッサン８ヶ入 パン類 なし



株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

チョコピーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協シュークリームパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協カスタードデニッシュ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミックスピザ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

サバランホイップ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

マルゴトソーセージ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

生協チーズマヨネーズ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

厚切りハム＆チーズ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ロングシュガーマーガリン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

おさつスティックサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

コッペジャム＆マーガリン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

コッペつぶあん＆マーガリン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ダブルクリームサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ふんわりクリームサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

小倉あんドーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

キャベツが入ったメンチカツパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

こしあんドーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

たっぷりバターソフト パン類 なし



株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ツナ包み焼きパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ホワイトミルクロール パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ソフトピーナッツサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

メープルのパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

カフェモカサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミルクパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

コッペハチミツ＆マーガリン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

スウィートポテトなパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

豊の香いちご＆ホイップ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

モカチーノサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ちぎりパン（バニラチョコ） パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ブルーベリー＆ミルク パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

バナナカスター＆ホイップ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ホイップチョコ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミルキーフランス パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

クリーミーおさつ＆ホイップ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ホイップ＆カスタードーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミルキーメロン パン類 なし



株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ホイップショコラ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

くるくるシュクレ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

メロンパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミルキーレーズン　01.10.29推奨予
定

パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ソフトフランスクロワッサン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ごまとカマンベール パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

チョコクリームサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

クリームパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

シナモンスティックドーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ツナオニオン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

サクサク林檎のデニッシュ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

やきそばパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

カレーパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

中華ドーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

メンチカツパン パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

パンコロッケ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ソーセージドーナッツ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

エクレア パン類 なし



株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

シュークリーム パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

テーブルサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ニューエッグサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ワッサンエッグ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ワッサンツナポテト パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ダブルサンド（空港） パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

テリヤキバーガー パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ダブルバーガー パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

タマゴサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

パーティサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミックスサラダ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

アンサンブルサンド パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ソーセージドッグ パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

コロッケサンド（空港） パン類 なし

株式会社モンドールサガ
宮崎県宮崎郡田野町字西平甲
10536－1

ミックスサンド（空港） パン類 なし

有限会社フードショップ戸村 宮崎県宮崎郡田野町乙7662 焼肉のたれ（ステーキソース和風） ソース類 なし
有限会社フードショップ戸村 宮崎県宮崎郡田野町乙7662 焼肉のたれ（ステーキソース洋風） ソース類 なし

有限会社西澤養蜂場
宮崎県東諸県郡高岡町浦之名
3224－8

糖衣錠ローヤルゼリー なし

有限会社西澤養蜂場
宮崎県東諸県郡高岡町浦之名
3224－8

アイスクリーム なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ペペロンチーノスパ 弁当類 なし



（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 具だくさんミート 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 明太子スパ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 おろしタツタ弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 三色鶏弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 本格カルボナーラ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 コンビパスタ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 オムハヤシ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 よくばり弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 トンカツ＆肉じゃが 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 忍法帳牛ステーキ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 お好み弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ＳＰオムハヤシ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 洋食ミックス弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 スーパー幕の内 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 コンビパスタトマト茸 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 田舎しめじ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 たっぷりほくほくタマゴ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 コンビーフポテトサンド 弁当類 なし



（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 海苔ミックス弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 焼きうどん 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ネギ焼きそば 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 いなり＆エビちらし 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 網焼きステーキ重 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 スペシャルオムハヤシ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 九州エリアメニュー 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 カレーハンバーグ東北メニュー 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 いなり３ヶ入り・助六 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 田舎おむすびしめじご飯 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 助六 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 おにぎり２ヶ入れ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 忍法帳紀州梅 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ハンバーガー 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 チーズバーガー 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ビッグバーガー 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ライスバーガー本格焼肉 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 紅鮭幕の内 弁当類 なし



（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 田舎鶏五目 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 トンカツ焼肉＆ハンバーグ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 忍法帳いくら 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ライスバーガー（特製エビカツ） 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 豚キムチマヨネーズ丼 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 チキントマト＆オニオンスープ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 忍法帳牛焼肉 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 大盛焼そば（豚・イカ） 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 新大盛お好み焼そば 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 大盛お好み焼そば 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ジャンボ手巻き寿司とんかつ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ライスバーガー 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ねぎ塩カルビ弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 大盛牛カルビ弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 とんかつ焼肉ハンバーグ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ダブルハンバーグ弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 俵おにぎり弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ボリュームのり明太弁当 弁当類 なし



（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ミーゴレン 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ミートコロッケロール 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ソースハムカツサンド等 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 新鮮シャキシャキレタスサンド等 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ハムエッグサンド等 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 田舎おむすび鶏五目 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 沖縄メニュー 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 おふくろのご飯 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 フレッシュ巻き寿司セット 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 サケ幕の内弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ライスバーガー牛肉キンピラ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 東北メニュー 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 忍法帳ホタテマヨ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ボリュームメンチカツ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ハムポテトサラダ 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 そぼろ弁当 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 とびっきりごはん炭火焼鳥重 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 牛カルビ弁当 弁当類 なし



（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 えび天重 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 江戸前にぎり 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 おくふろのごはん（きのこごはん） 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 田舎おむすびわかめごはん 弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50
ダブルハンバーグ弁当（関西地区メ
ニュー）

弁当類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ＦＭ中濃ソース ソース類 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ランチ野菜コロッケ そうざい なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ランチ肉入コロッケ そうざい なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 冷凍食品　えびフライ そうざい なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ＢＴミートソースペレット そうざい なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 粉体調味料
調味料・たれ
類

なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 液体調味料
調味料・たれ
類

なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ビッグ肉だんご（たれ付き） そうざい なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ＳＭハッシュドビーフドリア そうざい なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 エビマカロニグラタン そうざい なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 オムライスドリア そうざい なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ハム・ソーセージを含む食肉加工品 食肉製品 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 チーズ巻フライ そうざい なし



黒木食品（株）佐土原工場デリカ
ミール

佐土原町大字東上那珂11375－14 そうざい類 そうざい なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 カレーパン パン類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ヨーロピアンウインナー パン類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ランチソーセージ パン類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 黒豚まん 中華まん なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 おむすび（牛めし） 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 きのこカレーライス 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ミニオムライス 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 きのこハヤシオムライス 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 天重 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 焼肉丼 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 行楽用俵弁当 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 日替り弁当（水） 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ＸＯ醤焼肉弁当 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 牛カルビ丼 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ねぎ塩カルビ弁当 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 鮭チャーハン＆豚丼 弁当類 なし



株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 煮込みハンバーグ弁当 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 チキンカツサンド 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ソース焼そばロール 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 白身フライバーガー 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ソース焼そば 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 幕の内おにぎり 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 おにぎりランチ 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 豚ロースカツ重 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 牛カルビ＆かつ丼 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ふんわり玉子のドライカレー 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 たっぷり牛焼肉弁当 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ボリュームカレー 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 おにぎり（ねぎみそ） 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号
大きなサンド（シーチキンミック
ス、野菜サンド）

弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ダブルコロッケロール 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 スペシャルオムハヤシ 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 豚エオースカツ重 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 おにぎり（梅） 弁当類 なし



株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ハムカツタマゴロール 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ロングウインナー パン類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 カマンベールチーズ パン類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 コロネ（チョコ） パン類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 プチおにぎりセット 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 焼き魚弁当 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 赤ワインビーフシチュー パン類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ミートスパゲッティ 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 網焼きステーキ重 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 牛丼 弁当類 なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 バクダンおにぎり（焼肉） 弁当類 なし

（有）水浦醸造 佐土原町大字上田島1828 正油（加工正油） 醤油 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 和風明太子スパゲッティ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ナポリタンスパゲッティ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 辛口ジャージャー麺 そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ﾐﾆ上海焼きそば そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ティラミス 洋生菓子 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 レアチーズケーキ 洋生菓子 なし



ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 生チョコケーキ 洋生菓子 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ツインシュー 洋生菓子 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ミルクたっぷりとろりんシュー 洋生菓子 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 胡麻のブラマンジェ 洋生菓子 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 栗のプリン 洋生菓子 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ベイクドチーズケーキ 洋生菓子 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 たっぷりクリームプリン 洋生菓子 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ブリトー（ハムチーズ） 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ナポリタンロール 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 月見焼きそばロール 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 焼きそばコロッケロール 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 てりやきバーガー 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 オムレツ＆ハムサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 コロッケ＆エッグサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ハムカツミックスサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 トマトチーズミックスサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 和風ツナサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ハム卵サンド 調理パン なし



ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ミックスサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 フレッシュハムサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 野菜サンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ベーシックサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ハム野菜サンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 アメリカンクラブサンド 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 メンチカツサンド（ダブル） 調理パン なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 チョコエクレア 洋生菓子 なし

宮崎中央農業協同組合 宮崎郡田野町乙6431
干大根漬物（つぼ漬、しょうゆ漬、
たくあん漬）

つけもの なし

和田昌弘 東諸県郡綾町西中坪 牛肉 食肉 なし
株式会社　大西食品 東諸県郡高岡町大字上倉永26 新漬大根 漬物 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 豚肉と野菜の炒麺 そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ごぼう天うどん そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 鍋焼きうどん そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 天ぷら鍋焼きうどん そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 焼豚と野菜の炒麺 そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ねぎ醤油焼きそば そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 小たぬきうどん そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 カップきつねうどん そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 コク旨焼きうどん そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ちゃんぽん麺 そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ざるそば そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 冷凍たこ焼き そうざい類 なし
株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ミニ冷し中華 そうざい類 なし
株式会社　フカベエッグ 東諸県郡高岡町大字花見1720－7 卵焼き類 そうざい類 なし
株式会社　日向農卵 日向市美々津町３６７２ 純（カプセル） 栄養補助食品 なし
株式会社　日向農卵 日向市美々津町３６７２ ウナカル純（カプセル） 栄養補助食品 なし
株式会社　日向農卵 日向市美々津町３６７２ 日向卵油純（カプセル） 栄養補助食品 なし

日玉中華食品株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末１１
５０－４１

小肉包 惣菜 なし

日玉中華食品株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末１１
５０－４１

肉包 惣菜 なし

日玉中華食品株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末１１
５０－４１

カスタード包 惣菜 なし



日玉中華食品株式会社
東臼杵郡門川町大字門川尾末１１
５０－４１

ローミツ 惣菜 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

ﾆﾁﾛﾎｰﾚﾝ草バター炒め 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

ﾆﾁﾛﾄﾞｰﾑﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

ﾆﾁﾛ70ｇﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

やわらかﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

S.L.ｼｭｰﾌｧﾙｼｰﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

S.L.ﾋﾞﾊﾞｼｪﾌﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

ﾄﾞｰﾑﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

ｼｰﾌｰﾄﾞﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

ﾍﾞｰｺﾝ巻ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

つくねきんちゃく 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

ｼｰﾌｰﾄﾞかきあげﾐｯｸｽ 冷凍食品 なし

サンライズ株式会社
えびの市大字大河平４４７０－３
９

さつまいも肉はさみ揚げ 冷凍食品 なし

㈱コダマ漬物工場 小林市大字北西方３５０４ 酒悦本干正油 つけもの なし
㈱コダマ漬物工場 小林市大字北西方３５０４ 酒悦本干寒干 つけもの なし
㈱コダマ漬物工場 小林市大字北西方３５０４ 酒悦本干糠 つけもの なし
㈱コダマ漬物工場 小林市大字北西方３５０４ 酒悦ネーム寒干 つけもの なし
㈱コダマ漬物工場 小林市大字北西方３５０４ 酒悦Ｕパック寒干 つけもの なし
佐藤漬物工業㈱ 小林市大字南西方３０８ 赤松一本 つけもの なし
佐藤漬物工業㈱ 小林市大字南西方３０８ 生駒一本 つけもの なし
佐藤漬物工業㈱ 小林市大字南西方３０８ 味タカナ つけもの なし
佐藤漬物工業㈱ 小林市大字南西方３０８ 刻つぼ漬 つけもの なし
佐藤漬物工業㈱ 小林市大字南西方３０８ しその青 つけもの なし
佐藤漬物工業㈱ 小林市大字南西方３０８ しそかつお つけもの なし
佐藤漬物工業㈱ 小林市大字南西方３０８ 赤松みそ つけもの なし
佐藤漬物工業㈱ 小林市大字南西方３０８ たまり漬 つけもの なし



こばやし農業協同組合ﾐﾙｸｾﾝﾀｰ
西諸県郡高原町大字西麓３２５３
番地

農協ヨーグル 乳製品 なし

こばやし農業協同組合ﾐﾙｸｾﾝﾀｰ
西諸県郡高原町大字西麓３２５３
番地

完熟リンゴ 乳製品 なし

こばやし農業協同組合ﾐﾙｸｾﾝﾀｰ
西諸県郡高原町大字西麓３２５３
番地

もも 乳製品 なし

こばやし農業協同組合ﾐﾙｸｾﾝﾀｰ
西諸県郡高原町大字西麓３２５３
番地

いちご 乳製品 なし

（有）かぐらや企画 木城町大字椎木３５８２－１ にら太鼓 冷凍食品 なし

ｷｭｳｰﾋﾟｰﾀﾏｺﾞ株式会社
新富町大字三納代字御祓田１４５
１ 殺菌加工凍結卵

その他の加工
食品 なし

宮崎サンフーズ株式会社 新富町大字新田４１８０ 鶏肉 食肉 なし
有限会社永友食品 川南町大字川南２２６７５ コロッケ他 そうざい なし
アリマン乳業（有） 川南町大字平田１２３８ 牛乳 牛乳 なし
株式会社ミヤチク 都農町大字川北１５５３０ ﾋﾞｰﾌ&ﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ 食肉製品 なし
株式会社ミヤチク 都農町大字川北１５５３０ スモークビーフ 食肉製品 なし
株式会社ミヤチク 都農町大字川北１５５３０ スモークタン 食肉製品 なし
株式会社ミヤチク 都農町大字川北１５５３０ 宮崎和牛たれ付け 食肉製品 なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 一口からあげ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 酢鶏 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 若鶏甘酢セット そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 若鶏からあげ甘酢あんかけ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ ﾁｷﾝ甘酢あんかけ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 鶏珍炒 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 唐揚げハッター１３０ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 磯辺揚げ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ ｶﾙﾋﾞｰ風焼き肉 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 焼き肉丼 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ S牛カルビー そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 牛カルビーS そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 牛カルビーW そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 手ほぐし鶏重セット そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 膜付き軟骨からあげ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 軟骨からあげ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ ﾓﾓﾌﾟﾘ唐揚げ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ プチ牛丼 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 肉うどんの具 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 牛丼 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ すきやき そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ すきやき丼の素 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 牛バラ大和煮 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ すきやき３００ｇ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 牛丼１Kｇ そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 肉うどん用牛肉 そうざい なし
みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ プチ牛丼 そうざい なし



みやさん食品株式会社 新富町大字新田１５３９８ 牛丼の素 そうざい なし

小倉屋昆布食品株式会社
東臼杵郡北川町大字川内名字野上
7700番地

佃煮 惣菜 なし

小倉屋昆布食品株式会社
東臼杵郡北川町大字川内名字野上
7700番地

とろろ昆布 惣菜 なし

小倉屋昆布食品株式会社
東臼杵郡北川町大字川内名字野上
7700番地

おでん 惣菜 なし

小倉屋昆布食品株式会社
東臼杵郡北川町大字川内名字野上
7700番地

簡単調理食品 惣菜 なし

みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 牛焼肉（１３５ｇ、１ｋｇ） そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 牛焼肉丼 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 総菜用チキン南蛮 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 鶏モモ南蛮Ｊ そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 鶏モモ南蛮ＳＮ そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 やわらかチキン南蛮 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 総菜用鶏モモ南蛮 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 チキン南蛮Ｎ そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 総菜用ササミ南蛮 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 ビビンバ＆焼肉 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 牛カルビー丼 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 やわらか酢鶏 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 中華丼 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 洋風ソティ そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 味付鶏肉 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 牛丼亭　味わい牛丼の具 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 かぼちゃ煮 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 深川丼 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 蒲焼鶏 そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 おっきなチキンカツコンポ そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 野菜煮込み そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 もつ煮込み そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 女もつ煮込み そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 すきやき そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 和風ビーフ そうざい なし
みやさん食品株式会社 都城市南横市町８８２１番地 ちょこっと牛丼 そうざい なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ ベーコンＤ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 定型ベーコンＡ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 定型ベーコン　ライフ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ ＨＭＬハーフ原木 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ ＨＭロース７３０ｇハマヤ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ ＨＭロースハーフＬ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ パストラモモ０．５・１．０フ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ ＪＡＳベーコン 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ パストラモモベーコンハーフ 加熱食肉製品 なし

林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１
黒豚ポーキースモーク５０ｇ・２０
０ｇ

加熱食肉製品 なし

林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 黒豚パストラモモ６００ 加熱食肉製品 なし



林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 黒豚リブロース４００ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 牛どて焼醤油味１４０・500 そうざい なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 直火ヤト４００ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ ポークパストラ４５０ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 九州粗挽ＰＷ１５０ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 九州エマルジョンＰＷ150 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ ウルマロース１．５不定貫 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ グリルロース２５０ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 黒豚焙ローフ３００トキハ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 黒豚直火ローフ３００ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 黒豚直火ローフ３００山形 加熱食肉製品 なし

林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 九州ＰＷ 加熱食肉製品 不明

有（２５０
～３００℃
２時間　高
圧蒸気滅

菌）

不明
ｽｲｰﾄﾌﾗ
ﾜｰ・乳化
剤

林兼産業株式会社 都城市平江町４０－１ 黒豚しゃぶしゃぶセット 食肉 不明
有（140℃

9時間　高圧
蒸気滅菌）

不明
M＆Rしゃ
ぶしゃぶ
ポン酢

南日本酪農協同株式会社都城工場 都城市高木町５２８２番地 南酪パウダーＭＣ－５１０
乳等を主要原
料とする食品

なし

南日本酪農協同株式会社都城工場 都城市高木町５２８２番地 粉末油脂ＰＯＭ－７５０
一般食品(粉
末油脂)

なし

南日本酪農協同株式会社都城工場 都城市高木町５２８２番地 ｱｲｿｶﾙ･ｼﾞｪﾘｰPCFｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 洋生菓子 なし
南日本酪農協同株式会社都城工場 都城市高木町５２８２番地 ｱｲｿｶﾙ･ｼﾞｪﾘｰ･PCFﾏｽｶｯﾄ 〃 なし
南日本酪農協同株式会社都城工場 都城市高木町５２８２番地 ｱｲｿｶﾙ･ｼﾞｪﾘｰPCFﾐｯｸｽﾌﾙｰﾂ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ ロースネット４００ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ ショルダーハムＡＡ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ スモークタンハーフ３００・３３０ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 黒豚生ウインナー２４０ 食肉 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 黒豚生ウインナー２４０ペッパー 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 黒豚生フランク３００ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 黒豚生フランク３００ペッパー 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ ポーク４５０ 加熱食肉製品 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ キリシマ荒挽Ｓ４５０ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 黒豚荒挽Ｓ４５０ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 九州荒挽Ｓ２５０ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 九州ＰＷ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 黒豚熟成ウインナー１５０・１７０ 〃 なし

林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１
黒豚熟成ウインナーノンスモーク１
７０

〃 なし

林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 黒豚熟成フランク１７０ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 黒豚熟成ウインナー１４５メイケン 〃 なし



林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１
チャーシュー２４０・２８８・３８
０・４００

〃 なし

林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ キリシマ焼豚５００ 〃 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 牛どて焼味噌味 総菜 なし
林兼産業株式会社 都城市江平町４０－１ 中華炒め焼肉用３００ 食肉 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

如意湯チキンＮ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ＨＫソース なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

冷凍熟香湯　ビーフ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

鶏豚湯（１号缶・４号缶・ＰＲ８０
０）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

鶏豚湯Ｎ４号缶 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

鶏豚湯特４号缶 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

スーパー鶏豚湯 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

鶏豚湯ＮＡ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

鶏豚湯ＥＴ（１号缶・４号缶・１０
ｋｇ缶）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

鶏豚湯ＥＴ－Ｎ（１号缶・４号缶） なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

鶏豚湯ＬＳ４号缶 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

鶏豚湯ローコンククリアＭ１号缶 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

上鶏豚湯２号缶 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

白豚湯（１号缶・４号缶・ＲＰ２ｋ
ｇ）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

如意湯ポーク＆チキン（１号缶・２
号缶）

なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

如意湯チキン　２号缶 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

スープストック　J なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

そばつゆの素Ｈ　１号缶 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

中華風　ガラスープの素Ｇ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

白湯ベースＧ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

イズミヤ中華スープ なし



日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

秘伝スープ（黒） なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ビビン麺のたれ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ローストチキンエキスＭ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ローストチキンエキスＡ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

めんつゆＨＦ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

カツオエキスＡＫ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

カツオエキスＡＫ－Ｗ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

カツオエキスＡＫ－Ｙ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

カツオエキスＫＪ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

カツオエキスＣ－２ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

カツオエキスＣＷ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

カツオエキスＹＨ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

風味だし（かつお） なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ポークエキスＢＬ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

寿がきや　Ｓ－だし液 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ヒラゴエキス　ＴＫ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ソーダ節エキス（スモーク）Ｍ１ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ヒラゴエキス（スモーク） なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ヒラゴエキス（クリア） なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

マリンファーム（ライト） なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

風味だし（かつお）ＮＧＭ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

だし調味料Ｎｏ．１ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

マイルドアップＡＰ－２ なし



日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ビーフエキスＡＫ－３ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ビーフシーズニングオイルＡＦ－１ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ビーフエキスＦ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ローストオニオンＮＡ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ザ・メニュー麻婆豆腐 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ザ・メニュー干焼蝦仁 なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

風味だしパウダー なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

風味だしパウダーＮＡ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

風味だしパウダーＮＳ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

風味だし（かつお）パウダー なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ポークエキスＰＮＡ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

カツオ節エキスＰＮＡ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ビーフエキスＰ－６ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ＦＬビーフローストＢ なし

日本食材加工株式会社
宮崎郡佐土原町大字上那珂字井出
下11375番地7

ＦＬビーフローストＡ なし

サンヨー食品株式会社
宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地
4

牛肉スタミナ巻芯 なし
宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
食鶏加工センター

宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

クノーデル全般 なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
食鶏加工センター

宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

カレークノーデル・カレー包揚げ なし

宮崎くみあいチキンフーズ株式会社
食鶏加工センター

宮崎県宮崎郡大字下田島字河添
12985

カレー包揚げ・カレークノーデル なし

新サンフード工業株式会社
宮崎県宮崎郡清武町大字木原58
番地

かぼちゃとさつまいものデザートサ
ラダ

冷凍食品 なし

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 サラダ巻き そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 たっぷりマカロニサラダ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ビーフシチュードリア そうざい なし



ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 たっぷりマカロニサラダ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 中華肉団子甘酢和え そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 えびカツ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ﾐﾆ五目あんかけ焼きそば そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 大きなハンバーグ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 牛レバニラ炒め そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 たっぷりかに風味サラダ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 お肉たっぷり酢豚 そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 豚生姜焼き そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 鯖の照り焼き そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 なすの挟み揚げ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ベビーホタテのﾄﾞﾘｱ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 牛肉とピーマンの細切り炒め そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ネギ塩カルビ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 専門店の味　すき焼き鍋 そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ネギすじ焼き そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12
お好み焼きデラックス、ネギすじ焼
き

そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 旬のキノコグラタン そうざい なし



ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ﾁｷﾝﾄﾞﾘｱ&ｴﾋﾞｸﾞﾗﾀﾝ そうざい なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 海老ﾏｶﾛﾆｸﾞﾗﾀﾝ そうざい なし






































































































































































































