
食肉・食肉製品

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

　㈲　ジェリービーンズＪＢミー
トセンター

香取郡多古町南中１６９８－８ 和牛入合挽きハンバーグ 肉類加工品 無

　㈲　ジェリービーンズＪＢミー
トセンター

香取郡多古町南中１６９８－８ 特選黒毛和牛ハンバーグ 肉類加工品 無

　㈲　ジェリービーンズＪＢミー
トセンター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛ステーキ用ミスジ 肉類加工品 無

　㈲　ジェリービーンズＪＢミー
トセンター

香取郡多古町南中１６９８－８ 豚韓国ピリ辛焼肉 肉類加工品 無

　㈲　ジェリービーンズＪＢミー
トセンター

香取郡多古町南中１６９８－８ 豚プルコギ焼肉 肉類加工品 無

（有）川俣食肉店 福島市飯坂町字湯町２５ 牛肉、牛タン 食肉 なし

（有）川俣食肉店 福島市飯坂町字湯町２５ 牛ハンバーグ 肉類加工品 なし

（有）大東 福島市飯坂町字町３８ 牛舌、牛タン串 食肉 なし

（株）秋田県食肉流通公社 秋田県河辺町神内字堂坂２番地１ 牛タン味噌漬 食肉 無

（株）秋田県食肉流通公社 秋田県河辺町神内字堂坂２番地１ 牛肉入ハンバーグ 食肉 無

（株）秋田県食肉流通公社 秋田県河辺町神内字堂坂２番地１ 牛タンスモーク 食肉製品 無

（株）秋田県食肉流通公社 秋田県河辺町神内字堂坂２番地１ ローストビーフ 食肉製品 無

（株）秋田県食肉流通公社 秋田県河辺町神内字堂坂２番地１ 牛ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 無

（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

（株）県農えひめｱｲﾊﾟｯｸｽ 大洲市春賀甲410 ミートローフ 食肉製品　牛モ
モ

無

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 味付ステーキ 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ ガーリックハンバーグ 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ カルビ串 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ タレ付ステーキ 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ チーズハンバーグ 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ ハンバーグペースト 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ ビーフパティ 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ ほたてステーキ 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ ミンチ 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 冷凍食肉 食肉 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 冷凍ミンチ 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ カルビ丼 食肉製品 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ カルビビビンバ 食肉製品 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 食肉製品 食肉製品 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 生ハンバーグ 食肉製品 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 焼ハンバーグ 食肉製品 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 冷凍ハンバーグ 食肉製品 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ ローストビーフ 食肉製品 なし

(株)サンミート　ノーマン工場 名古屋市港区正保町６－２ ステーキ肉 食肉 なし

(株)サンミート　ノーマン工場 名古屋市港区正保町６－２ 冷凍食肉 食肉 なし

(株)サンミート　ノーマン工場 名古屋市港区正保町６－２ 煮込み肉 食肉製品 なし

（株）七星食品 中村市具同４４５－１ 牛ミンチ（冷凍） 食肉製品 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛バラ肉用ジャンボパック（2） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-１ 牛カタロースすき焼き用（牛脂
付）

食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛ひき肉（ビーフハンバーグ用）
（2）

食肉 無

（株）スターゼンミートグループ 岩見沢市上幌向南1条1丁目1210-2 焼肉牛カルビ等味付け肉6種 食肉 なし

（株)大東食品 名古屋市熱田区大宝一丁目９－８ Ｐウィンナー 食肉製品 なし

（株)大東食品 名古屋市熱田区大宝一丁目９－８ タコちゃんウィンナー 食肉製品 なし

（株)大東食品 名古屋市熱田区大宝一丁目９－８ 腸詰ウィンナー 食肉製品 なし

（株)大東食品 名古屋市熱田区大宝一丁目９－８ なもちゃんウィンナー 食肉製品 なし

（株)大東食品 名古屋市熱田区大宝一丁目９－８ プレナス切れ目入ウィンナー 食肉製品 なし

（株)大東食品 名古屋市熱田区大宝一丁目９－８ ミツオウィンナー 食肉製品 なし

（株)大東食品 名古屋市熱田区大宝一丁目９－８ ライトウィンナー 食肉製品 なし

（株)大東食品 名古屋市熱田区大宝一丁目９－８ ラディッシュファーム 食肉製品 なし

（株）デリッシュ 日の出町平井２３－３ 冷凍 肉 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ ハンバーグ 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ 合鴨製品 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ コラーゲンケーシング詰ウイン
ナーソーセージ（１）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ コラーゲンケーシング詰ウイン
ナーソーセージ（２）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ コラーゲンケーシング詰ウイン
ナーソーセージ（３）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ コラーゲンケーシング詰ウイン
ナーソーセージ・フランク（１）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ コラーゲンケーシング詰フランク
フルトソーセージ（１）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ ショルダーハム 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ スキンレスウインナーソーセー
ジ・フランク（１）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ スキンレスウインナーソーセー
ジ・フランク（２）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ スキンレスウインナーソーセー
ジ・フランク（３）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ スキンレスウインナーソーセー
ジ・フランク（４）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ 腸詰ウインナーソーセージ（１） 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ 腸詰ウインナーソーセージ（2） 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ 腸詰ウインナーソーセージ・フラ
ンク（１）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ 腸詰ウインナーソーセージ・フラ
ンク（２）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ 腸詰ウインナーソーセージ・フラ
ンク（3）

食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ チョップドハム 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ 鶏製品 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ プレスハム（１） 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ プレスハム（２） 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ ベーコン 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ ボロニアソーセージ（１） 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ ボロニアソーセージ（２） 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ ボロニアソーセージ（３） 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ ボロニアソーセージ（４） 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ 焼豚 食肉製品 なし

（株）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ ロースハム・ボンレスハム（１） 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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）中西ハム 熊谷市万吉２６８６ー１ ロースハム・ボンレスハム（２） 食肉製品 なし

（株）ナルス 新潟県上越市藤巻８番１３号 味付け肉（６種） 精肉 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 牛ヒレ肉マデラ-ソースきのこ添
え

食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 神戸牛ハンバーグ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ ピロシキ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ ボルシチ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 神戸牛の黒ビール煮 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 神戸牛ローストビーフ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 神戸牛赤ワイン煮 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ ヒレ肉のソテーバルサミコ風味 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ ヒレ肉のメダイヨンステーキ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ ヒレ肉のビーフストロガノフ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 神戸牛ミラノ風カツレツ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 神戸牛ロールキャベツ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 和牛カレー 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ ヒレ肉のミラノ風カツレツ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ サーロインローストビーフ 食肉製品 なし

（株）ハング 姫路市南条字高田４３６ 神戸牛ヒレ肉ベーコン巻きステー
キ

食肉製品 なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ １００個詰めハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ＣＦＣディナーハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ＣＯＯＰ街の洋食亭のチーズハン
バーグ

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ＣＯＯＰ街の洋食亭のディナーハ
ンバーグ

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ＣＯＯＰ街の洋食亭のハンバーグ
（レンジ専用）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ＣＯＯＰ洋食亭のディナーハン
バーグ

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ＮＲきのこソースハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ Ｐハンバーグ５０ 冷凍加熱食肉製
品

なし
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え

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 大宮向　焼ハンバーグ３０ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ お弁当にも洋食亭ハンバーグ・デ
ミグラスソース

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ お弁当ハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ お弁当用焼ハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 家庭用洋食亭ガーリックハンバー
グ（にんにくソー

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 家庭用洋食亭ハンバーグ（デミグ
ラスソース）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 家庭用洋食亭ハンバーグ（デミグ
ラスソース）２個

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 家庭用洋食亭和風ハンバーグ・お
ろしソース入り

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 牛ハンバーグ１３０・１５０ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ きんぴらハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ごまたっぷりハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ごまだれハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ シェフのハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 新ポークハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ スタンダードハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ チーズ入ハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ チーズ入ハンバーグＴ（バラ国産
牛使用）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ディッシュハンバーグ（デミグラ
スソース）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ てりやきハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ トマトソースハンバーグ（マス
タード風味）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ニュージャーマンステーキ６０ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ハイグレードハンバーグＴ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ハンバーガー用パテ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ハンバーガー用ハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ハンバーグＡＰ２ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ハンバーグＡＰ６ 冷凍加熱食肉製
品

なし
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販売中止 製品回収
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え

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ビーフハンバーグ（デミグラス
ソース）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ファディーハンバーグ（ドミグラ
スソース）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ プチハンバーグＫ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ ベーシックハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ マイルドデミハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 焼ハンバーグ３０、６０ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 洋食亭のガーリックハンバーグ
（にんにくソース入

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 洋食亭のきのこソースハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 洋食亭のチーズハンバーグ・マイ
ルドデミソース

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 洋食亭のディナーハンバーグ
（ガーリックソース）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 洋食亭のハンバーグ（ドミグラス
ソース）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 洋食亭のハンバーグ・おろしソー
ス入り

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 洋食亭のハンバーグ８０Ｔ（ドミ
グラスソース）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 洋食亭のミニハンバーグ（ドミグ
ラスソース）

冷凍加熱食肉製
品

なし

（株）フレック関東 越谷市南荻島８８３－１ 和風テリヤキハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 COOP酢豚の素 食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 酢豚ｾｯﾄ(全規格) 食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 COOP牛肉 食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 COOP牛肉きんぴら 食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 COOP八宝菜の素 食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 牛肉きんぴら 食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 八宝菜ｾｯﾄ､八宝菜ｾｯﾄ(冷凍野菜
付)

食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 中華牛肉春雨炒めｾｯﾄ 食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 きじ釜飯の素､きじ炊きごはんの
素､ｸﾞﾙﾒ釜飯ｾｯﾄ

食肉製品 無

(株)山彦 喜多郡内子町知清12 豚肉ｷﾑﾁ炒めｾｯﾄ 食肉製品 無

（株）山本物産 広神村大字今泉８９５ 牛背脂肪他 食肉 なし
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原料切換
え

（合）川合精肉店 浪江町大字権現堂字新町１０ 精肉 食肉 なし

（合)村上商店 武蔵野市境南町３－１９－８ ソーセージ類 肉類加工品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ あらびきウィンナー 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ あらびき連続ウィンナー 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ 業務用荒びきウィンナー 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ ごーひちごウィンナー 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ ジャンボ荒びき 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ ソフトサラミ 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ フライッシュケーゼ 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ ポークウィンナー 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ ポークハムスライス 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ ボロニアソーセージ 加熱食肉製品 なし

（農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ モルタッデラ 加熱食肉製品 なし

(農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ 特製ヒレベーコン巻 加熱食肉製品 なし

(農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ パプリカリオナ 加熱食肉製品 なし

(農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ ビスタチオリオナ 加熱食肉製品 なし

(農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ ペッパーリオナ 加熱食肉製品 なし

(農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ 骨付きフランクフルト 加熱食肉製品 なし

(農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ 昔ながらのポークハム 加熱食肉製品 なし

(農）伊賀の里モクモク手づくり
ファーム

三重県阿山郡阿山町西湯舟３６０９ モクモクウィンナーセット 加熱食肉製品 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 アスパラ牛肉巻き 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 牛カルビ串 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 牛タン串 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 牛肉アスパラカルビ巻き 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 牛肉五色巻き 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 牛肉人参いんげん野菜巻き 食肉 なし
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販売中止 製品回収
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え

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 牛肉野菜巻き 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 人参いんげん牛肉巻き 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 ハンバーグ 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 ふき人参牛肉巻き 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 野菜ビーフカツ 食肉 なし

(有）かつ味食産 清水市山原189-25 ロールキャベツ 食肉 なし

（有）木下商店 横浜市南区井土ヶ谷下町３２－５ 内臓 食肉類 なし

（有）肉の小林 山形県寒河江市大字島８８３ 牛肉さくらんぼ漬 食肉 なし

（有）肉の小林 山形県寒河江市大字島８８３ 牛タン南蛮味噌漬 食肉 なし

（有）播州ハム工業所 姫路市久保町１２７ プレスハム 食肉製品 なし

（有）播州ハム工業所 姫路市久保町１２７ ボロニアソーセージ 食肉製品 なし

（有）播州ハム工業所 姫路市久保町１２７ ローストビーフ 食肉製品 なし

（有）マツダ精工 新潟県上越市鴨島１－３－１４ 食肉製品（９種） 食肉製品 なし

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 チキンロール 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 FNCﾄﾞﾗﾑ＆ｻｲ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 つくねボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 鶏唐揚 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 チキンナゲット 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ﾎﾜｲﾄﾁｷﾝ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ﾁｷﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 チキンロック 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ゴテ唐揚 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ササミカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 チキン竜田揚 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ジャンボカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

8 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ﾁｷﾝﾒﾝﾁｶﾂ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ﾁﾙﾄﾞﾁｷﾝｶﾂ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）アクシーズ鹿児島工場 宮之城町山崎334 ピザチキン 食肉製品（肉類
加工品）

無

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

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

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

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

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

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 ウインナーソーセージ 加熱後包装食肉
製品

なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｺﾝ 加熱後包装食肉
製品

なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 チョップハム 加熱後包装食肉
製品

なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ 加熱後包装食肉
製品

なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(ｳｲﾝﾅｰ・粗挽き） 加熱後包装食肉
製品

なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 ボンレスハム 加熱後包装食肉
製品

なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 ロースハム 加熱後包装食肉
製品

なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 ロースベーコン 加熱後包装食肉
製品

なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 トンカツ 食肉加工品 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ オニオンメンチカツ 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ 韓国風プルコギ焼肉 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 牛角大根 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 牛角野菜煮 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ 牛カルビ焼 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 牛肉しぐれ炒め 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 牛肉と白菜のピリ辛炒め 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 牛肉パラパラミート 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ 牛肉味噌漬２５０ｇ、牛味付味噌
焼き肉５００ｇ

食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 国産牛肉紙包み焼 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ 国産牛ねぎ塩カルビ２００ｇ、５
００ｇ

食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 国産豚ねぎ塩ステーキ180ｇ、
240g

食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 ごま入り高菜炒飯の素 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ 生姜焼 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 チキンステーキ 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 ナスと牛肉のピリ辛炒め 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 ナスとトマトの豚肉炒め 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 肉じゃがセット 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ ねぎ味噌メンチカツ 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 ホルモン焼き 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ 味噌メンチカツ 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 若鶏のきんぴら巻 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－２ 和牛ハンバーグ 食肉 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 牛肉きんぴら巻 食肉 なし

(株)キャトルフーズ 大分市政所字宮迫3684-1 牛肉 食肉 無

（株）グラノ２４ケー 岡垣町手野１８３ カイザーヤーク 食肉製品（ソー
セージ）

無

（株）グラノ２４ケー 岡垣町手野１８３ ソフトビーフ 食肉製品（ソー
セージ）

無

（株）紺野ミート 浪江町大字権現堂字下続町１６ 精肉 食肉 なし

（株）佐藤食肉 北蒲原郡水原町大字荒屋８８－３ 牛肉 食肉 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ロースハム 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ボンレスハム 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 スモークハム 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 中華焼豚 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 煮豚 食肉製品 なし

10 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 牛タンスモーク 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 チョップドハム 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 扇ソーセージ 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 角ソーセージ 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ハンバーグ Ｓ 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ソフトサラミ Ｓ 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ハーフベーコン 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 フランク 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ウィンナー 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ビーフウィンナー 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ポークウィンナー 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ﾎﾟｰｸ＆ﾋﾞｰﾌｳｨﾝﾅｰ 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ﾋﾟﾘ辛ｳｨﾝﾅｰ 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 荒びきウィンナー 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 超荒びきウィンナー 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 鴨ウィンナー 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ビーフフレッシュウィンナー 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 無添加ﾎﾟｰｸｳｨﾝﾅｰ 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 無添加ﾁｷﾝｳｨﾝﾅｰ 食肉製品 なし

（株）ｻﾝﾜﾊﾑ 大阪市西淀川区姫里3丁目10番12号 ビーフウィンナー 食肉製品 なし

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ハンバーグ（大）（中）（小） 食肉製品（肉類
加工品）

無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 カルビ肉 食肉 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ヤングステーキ 食肉 無

（株）スエトシフーズ 長野県佐久市中込２－６－１３ 牛味付け焼肉用 肉類加工品 なし

（株）スターゼン食品　本社工場 山武郡松尾町富士見台２０８－８７ ハンバーグ他 食肉製品 無

（株）スターゼン食品　本社工場 山武郡松尾町富士見台２０８－８７ ハンバーガーパティ他 食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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）スターゼン食品　本社工場 山武郡松尾町富士見台２０８－８７ ハンバーグ他 食肉製品 無

（株）スターゼン食品　本社工場 山武郡松尾町富士見台２０８－８７ ハンバーグ他 食肉製品 無

（株）スターゼン食品　本社工場 山武郡松尾町富士見台２０８－８７ ハンバーグ他 食肉製品 無

（株）スターゼン食品　本社工場 山武郡松尾町富士見台２０８－８７ ハンバーガーパティ他 食肉製品 無

（株）ダイエーミート 大阪府東大阪市菱江３７８ 食肉（国産） 食肉 なし

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 和牛カルビねぎ醤油焼肉
合鴨ロースねぎ醤油焼肉

食肉製品 無

（株）ダイエーミート福岡セン 筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ やわらか豚ローストンカツ 食肉製品 無
（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 手ごねハンバーグ 食肉製品 無

（株）肉好 北蒲原郡中条町東本町２２－１２ 煮込み牛肉 食肉製品 なし

（株）肉好 北蒲原郡中条町東本町２２－１２ テンダーロール、牛肉ベーコン巻
き

冷凍食肉類 なし

（株）野崎フーズ 大和町芹田2027-1 味付肉 食肉 なし

（株）野崎フーズ 大和町芹田2027-1 合挽肉ハンバーグ 食肉製品 なし
（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ミニ冷し中華ポークハム 食肉製品 なし

（株）フードサプライジャスコ南
関東事業所

船橋市高瀬町２４番地１２ 加工食肉 食肉加工品 無

（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 無

(株)フロンティアフーズ 大分市東浜2-9-18 牛肉 食肉 無

（株）マルコ岩村 新発田市岡田１５９３－１３ 黒毛牛カルビ焼き肉 食肉 なし

（株）マルコ岩村 新発田市岡田１５９３－１３ 黒毛牛カルビ焼き肉（塩味） 食肉 なし

（株）マルシンフーズ栃木工場 栃木県真岡市西田井１３９８－３ マルシンハンバーグ 加熱食肉製品 なし

（株）マルシンフーズ栃木工場 栃木県真岡市西田井１３９８－３ チーズ入りハンバーグ 加熱食肉製品 なし

（株）マルシンフーズ栃木工場 栃木県真岡市西田井１３９８－３ 牛さき 乾燥食肉製品 なし

（株）まるよし 松阪市鎌田町２３９－２ 生肉味噌漬け 肉類加工品 なし

（株）レッケルフーズ菖蒲工場 菖蒲町大字台向野２４５８ 牛タレカルビ焼肉セット 食肉（半製品） なし

（株）レッケルフーズ菖蒲工場 菖蒲町大字台向野２４５８ 国産牛ねぎ塩焼肉セット 食肉（半製品） なし

（株）レッケルフーズ菖蒲工場 菖蒲町大字台向野２４５８ 国産牛焼肉セット 食肉（半製品） なし

（株）レッケルフーズ菖蒲工場 菖蒲町大字台向野２４５８ 和牛風味焼肉セット 食肉（半製品） なし

（株）ロイヤルミートコントロー
ル

龍野市神岡町 牛肉 なし
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食肉・食肉製品

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）金城 大阪府東大阪市長田中４－１６５ 食肉（国産） 食肉 なし

（株）山野井 加世田市高橋2066番地281 和牛ローストビーフ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）山野井 加世田市高橋2066番地281 和牛ローストビーフ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）山野井 加世田市高橋2066番地281 ビアブルスト 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）山野井 加世田市高橋2066番地281 リンツブルスト 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）山野井 加世田市高橋2066番地281 ローストビーフ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）山野井 加世田市高橋2066番地281 ローストビーフ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）山野井 加世田市高橋2066番地281 炭焼き牛たん 食肉製品（肉類
加工品）

無

（株）鹿児島パッカー産業 鹿児島郡吉田町宮之浦1992-5 黒毛和牛やわらかステーキ 食肉 無

（株）鹿児島パッカー産業 鹿児島郡吉田町宮之浦1992-5 黒毛和牛サイコロステーキ 食肉 無

（株）鹿児島パッカー産業 鹿児島郡吉田町宮之浦1992-5 和牛入りサイコロステーキ 食肉 無

（株）鹿児島パッカー産業 鹿児島郡吉田町宮之浦1992-5 黒毛和牛生ハンバーグ 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛バラ煮物用スライス 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛上小間切（2） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛ビーフシチュウ用 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛炒め物用切り落し 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛モモ細切り 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛上小間切り 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛ビーフシチュウ用 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛モモブロック 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛ランプスライス 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛もみもみ焼肉用（下味用
のたれ付）

食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛モモしゃぶしゃぶ用 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛バラ角煮用 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 薄農場牛炒め物用切落し 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛お得な肩すき焼き用（牛脂付） 食肉 無
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食肉・食肉製品

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）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛肉ステーキ２枚（牛脂付） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛ヒレステーキ２枚（牛脂付）
（2）

食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛ランプステーキ２枚（牛脂付） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛ファミリーステーキ３枚（牛脂
付）

食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛サーロインステーキ（牛脂付）
（２）

食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 合挽肉（牛８：豚２）       （２） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 合挽肉（牛7：豚３） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛丼用小間（牛丼たれ付） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛バラ肉用（焼肉のたれ付） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛ロースステーキ２枚（牛脂付） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-1 牛カタすきやき用（牛脂付） 食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-１ 薄農場牛カタロースすきやき用
（牛脂付）

食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-１ 薄農牛サーロインステーキ（牛脂
付）（2）

食肉 無

（株）首都圏コープ 習志野市茜浜1-10-１ 薄農場牛お得なカタすきやき用
（牛脂付）（２）

食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛赤身ひき肉 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛小間切（2） 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 ふーどの牛肉セット 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛もみもみ焼肉（下味用たれ付）
（2）

食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛カタロース手切焼肉用 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛モモ肉しゃぶしゃぶ用 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛モモ細切れ 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛ローストビーフ用ブロック 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛モモブロック 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛ランプスライス 食肉 無

（株）首都圏コープ    習志野市茜浜1-10-1 牛バラ角煮用 食肉 無

(株)大分県酪食肉公社 大分市三佐新港2405-2 牛肉、牛骨 食肉、骨 無
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食肉・食肉製品

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）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ JASロースハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ロースハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 肩ロースハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ JASロースハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ロースハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 肩ロースハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ベーコン 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 焼豚（モモ） 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 無塩せきロースハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 無塩せきベーコン 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 無塩せきウインナーソーセージ 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 混合プレスハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 無塩せきウインナーソーセージ
（ポーク）

食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 　　　　〃　　（ポーク＆ビー
フ）

食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 無塩せきショルダーハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ポークソーセージ（ウインナー） 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ショルダーハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ボンレスハム 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ Kチョリソー 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ モラビアンソーセージ 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 無塩せき和風ソーセージ 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 信濃馬 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ポーク＆ビーフウィンナー 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ポークソーセージー（ウイン
ナー）

食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 国産牛シチュー 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 牛タンシチュー 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 国産牛スネシチュー 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ローストビーフ 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 牛しぐれ煮 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 牛すき焼き丼の具 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ビーフシチュー 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 牛すじ煮込み 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ウィンナー型生ハンバーグ 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ハンバーグ（しめじ入りクリーム
ソース）

食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ビーフハンバーグ 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 牛タンスモーク 食肉製品 なし

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ ビーフパストラミ 食肉製品 なし

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ミートローフ 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 琉球角煮 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ｿｰｾｰｼﾞｽﾃｰｷ原木 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ｿｰｾｰｼﾞｽﾃｰｷ240g 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ｿｰｾｰｼﾞﾌﾞﾛｯｸ440g 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ｿｰｾｰｼﾞﾌﾞﾛｯｸ230g原木 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ あらびきﾎﾟｰｸｳｨﾝﾅｰ 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ あらびきﾎﾟｰｸｳｨﾝﾅｰ(300g,175g) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ パンにはさんで 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ブルスト(琉球味工房ｷﾞﾌﾄ) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ モーニングハム 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ パストラミポーク 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ スモークカタロース 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ベーコンスライス 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ モモベーコン 食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ベーコン原木(ﾀﾞｲﾏﾙ) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ﾍﾞｰｺﾝｽﾗｲｽ(ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ベーコンB品 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 焼豚原木 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ カタロース焼豚 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 焼豚(琉球味工房ｷﾞﾌﾄ) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 焼豚スライス 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 焼豚（ギフト） 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 焼豚かたまり 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 焼豚かたまり(SM) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ロースハム 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 角煮(たれ入) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ｿｰｾｰｼﾞｽﾃｰｷ(冷凍) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ｿｰｾｰｼﾞｽﾃｰｷ(550g) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ﾌﾞﾙｽﾄｽﾃｰｷ(275g) 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ｿｰｾｰｼﾞｽﾃｰｷB品 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ベーコンB品 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ 焼豚B品 食肉製品 無

（株）那覇ミート港町工場 那覇市港町３－２－２６ ウィンナーB品 食肉製品 無

（株）日本レストランエンタプラ
イズ　商品本部

戸田市美女木１２６９－１７ Ｃローストビーフ 食肉製品 なし

(株)八重山食検 石垣市字石垣３ 牛タンスモーク 食肉製品 無

（株）耶馬渓ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 宇佐市下高655-3 ロースとビーフ 食肉製品 無 なし 該当なし 該当なし

（株）耶馬渓ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 宇佐市下高655-3 ソフトサラミ 食肉製品 無 なし 該当なし 該当なし

(財）丹後あじわいの郷 竹野郡弥栄町字鳥取１２３ ソーセージ 食肉製品 なし

（社）東通村産業振興公社 東通村大字野牛字野牛川６１－６ ビーフジャーキー 食肉製品 なし

（社）東通村産業振興公社 東通村大字野牛字野牛川６１－６ 牛肉入りフランクフルト 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

（社）東通村産業振興公社 東通村大字野牛字野牛川６１－６ ビアシンケン 食肉製品 なし

（社）東通村産業振興公社 東通村大字野牛字野牛川６１－６ 煮込みハンバーグ（ドミグラス
ソーセージ）

食肉製品 なし

（社）東通村産業振興公社 東通村大字野牛字野牛川６１－６ 煮込みハンバーグ（てりやきハン
バーグ）

食肉製品 なし

（有）アグリやんばる 名護市字伊佐川380番地 ビアサラミ 食肉製品 無

（有）アグリやんばる 名護市字伊佐川380番地 ビーフジャーキー 食肉製品 無

（有）アグリやんばる 名護市字伊佐川380番地 ローストビーフ 食肉製品 無

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ 和牛入りハンバーグ 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ 焼きウインナー 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ 牛タン柔らか煮 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ 牛タンジャーキー 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ スモーク牛タン 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ スモークチキンフィレ 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ 角煮 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ ペッパー牛タン 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ 和牛入りハンバーグ 食肉製品 なし 該当なし

(有)伊豆沼農産 登米郡迫町新田字前沼１４９－７ 牛タン入りウインナー 食肉製品 なし 該当なし

(有)いその 富山県上新川郡大沢野町西大沢264-1 ホルモン（味付） 内臓 なし

（有）大内商店 浪江町大字権現堂字新町６５ 精肉 食肉 なし

(有)ぐるめくにひろ 東京都杉並区清水３－２４－１３ ハーブミックス 食肉製品 なし

(有)ぐるめくにひろ 東京都杉並区清水３－２４－１３ ポーク＆ビーフ 食肉製品 なし

(有)ぐるめくにひろ 東京都杉並区清水３－２４－１３ ミュンヘン 食肉製品 なし

（有）グルメハウス 高山市朝日町30 牛串 牛肉 なし

（有）ｺｰﾃﾞｲコーポレーション 大阪府東大阪市永和１－１４－２１ ピザ 食肉 なし

(有)コブレンツ 黒川郡富谷町富谷大清水下４５－３ ソーセージ 食肉製品 なし 該当なし

（有）サカエ屋サンミート 大阪府東大阪市岩田町６－４－５０ 食肉 食肉 なし

(有)ティファーナ 十和田市大字三本木字稲吉121－84 牛生ハム 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

(有)ティファーナ 十和田市大字三本木字稲吉121－84 牛肉スモーク 食肉製品 なし

(有)ティファーナ 十和田市大字三本木字稲吉121－84 サラミ 食肉製品 なし

(有)デボン神戸屋 東区原田一丁目１９番３７号 牛肉類 食肉製品 無

(有)デリカフーズ大塚 大分市津守11組 牛肉 食肉 無

(有)東武食研 東区三苫三丁目１番３号 牛肉類，牛内臓類 食肉製品 無

(有)とりや畜産 東京都杉並区今川３－１３－２６ サラミソーセージ 食肉製品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1201 スモークウインナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1202 ギョウジャウインナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1202 ピリ辛ウインナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1203 ガーリックウインナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1204 コッホサラミ 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1205 パブリカリオナー 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1206 ビアブルスト 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1207 ローストビーフ 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1208 ボロニアン 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1209 スモークハム 肉類加工品 なし

(有)箱根牧場 千歳市東丘1210 ジーフジャーキー 肉類加工品 なし

（有）福相食品工業 小高町大町２－５６ ハム 食肉製品 なし

(有)プロタン 塩釜市新浜町１－１７－４ 冷凍牛タン 食肉 なし 該当なし

（有）北新商事 北蒲原郡黒川村大字東牧７４９ 合鴨モモカール（塩だれキット） 食肉 なし

（有）北新商事 北蒲原郡黒川村大字東牧７４９ 牛カルビネギ塩４５０ 食肉 なし

（有）北新商事 北蒲原郡黒川村大字東牧７４９ 上カルビスライス 食肉 なし

（有）北新商事 北蒲原郡黒川村大字東牧７４９ やわらか上カルビ焼き肉用 食肉 なし

(有)本城ミート 登米郡米山町字桜岡今泉３１４ 頭肉，枝肉，内臓 食肉 なし 該当なし

(有)マルキョウ商事 多賀城市大代３－７－３２ 牛内臓・牛タン・ハラミ 食肉 なし 該当なし

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 ダイエー牛すじ3本入 食肉製品（牛加
工品）

無
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食肉・食肉製品

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

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 マルヤマ牛すじ 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 一正10本入牛肉すじ 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 一正５本トレー牛すじ 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛マークすじ串 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 ジャンボすじ串 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 カネモリ特選牛すじ 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛すじ５串（トレー） 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 味処牛すじ串 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛すじ（大） 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛すじ実演 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛すじ　赤　実演 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛すじ　白　実演 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛すじ串２本入（袋） 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 ダイエーアキレス３本入 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 マルヤマアキレス 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 マルヤマ大アキレス 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 一正10本入アキレス 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 一正５本トレーアキレス 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛マークアキレス串 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 ジャンボアキレス串 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛アキレス５串（トレー） 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 味処アキレス串 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛アキレス串２本入（袋） 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 牛アキレス（大） 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)マルヤマ食品 久留米市東合川6丁目2-26 カネモリ牛すじ 食肉製品（牛加
工品）

無

(有)ミート食品あじよし 小松市今江町9丁目548 牛味付ホルモン 食肉加工品 なし - - -
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食肉・食肉製品

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

（有）ヤスカワ商事 大阪府東大阪市日下町4-1-64 ミノ 食肉 なし

（有）陽光館 森吉町米内沢字長野沢141-55 牛タンスモ－ク 食肉製品 無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 カットベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 Ｆー１ベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 発色剤無ショルダーベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 発色剤無ベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 味付ミンチ肉 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 ビーフカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 豚バラスライス 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 肉うどんの具 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 豚肉メンマ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 黒豚の串カツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 牛１００１ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 ロースト角切ビーフＧ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 味付け牛肉うどん用 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 味付け牛肉 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 キーマカレー 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 ビーフマサラ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 牛肉 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 合挽きミンチ 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 角煮 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 国産豚生姜焼き 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）宮崎商会 川辺郡川辺町下山田7515 煮豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－4

コンビーフソーセージ 加熱食肉製品 なし

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－5

ペパロニ 加熱食肉製品 なし

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－6

ソフトサラミ 加熱食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－7

ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－8

スモークタン 加熱食肉製品 なし

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－9

スモークビフ 非加熱食肉製品 なし

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－10

コンビーフ 加熱食肉製品 なし

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－11

チューリンガー 加熱食肉製品 なし

（有）軽井沢デリカテッセン 長野県北佐久郡軽井沢大字軽井沢６６
０－11

リオナ 加熱食肉製品 なし

（有）三弘食品 大阪府東大阪市新庄東９５ 食肉 食肉 なし

（有）鹿児島ますや 姶良郡姶良町宮島町２９－３ 和牛生ハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

（有）小田産業 加世田市益山5489-3 焼牛 食肉製品（肉類
加工品）

無

(有)肉のマルキン 大分市東大道3丁目6番23号 牛肉 食肉 無

(有)肉のマルキン 大分市東大道3丁目6番23号 ホルモン 食肉 無

(有)肉の木村屋 大分市東春日町13-32 牛肉 食肉 無

(有)肉の木村屋 大分市東春日町13-32 ホルモン 食肉 無

（有）壺食品 福岡市南区桧原五丁目１７－３１ スモークタン 肉類加工品 無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当そうざい 牛肉 無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当ｽﾃｰｷ 牛肉 無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当しぐれ煮 牛肉 無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当ｻﾗﾐ 牛肉 無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当手焼ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 牛肉・牛肉ｴｷ
ｽ・牛脂

無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 牛肉・牛肉ｴｷｽ･
ｾﾞﾗﾁﾝ

無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当ﾛｰｽﾊﾑ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

３びきの子ぶた　内田律子 中央区楠町６ー１０－３ 焼肉用食肉，ミンチカツ 食肉 なし

Ａコープ石川店 石川郡石川町字当町１０９－８ 精肉・内臓 食肉 なし

Ａコープ古殿店 石川郡古殿町大字竹貫字竹貫45-1 精肉・内臓 食肉 なし

ＪＡあいち経済連食肉部豊橋ﾐｰﾄｾ
ﾝﾀｰ

豊橋市西幸町字浜池８７番地 牛脂 食肉製品 なし

ＪＡあいち経済連食肉部豊橋ﾐｰﾄｾ
ﾝﾀｰ

豊橋市西幸町字浜池８７番地 産直豚味付焼肉（肩中心）３５０
ｇ

食肉製品 なし
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ＪＡあいち経済連食肉部豊橋ﾐｰﾄｾ
ﾝﾀｰ

豊橋市西幸町字浜池８７番地 産直豚肩ﾛｰｽみそ漬４枚４００ｇ 食肉製品 なし

ＪＡあいち経済連食肉部豊橋ﾐｰﾄｾ
ﾝﾀｰ

豊橋市西幸町字浜池８７番地 産直豚ﾓﾓ赤身味噌漬３００ｇ 食肉製品 なし

ＪＡあいち経済連食肉部豊橋ﾐｰﾄｾ
ﾝﾀｰ

豊橋市西幸町字浜池８７番地 産直豚ﾓﾓ味付焼肉用３００ｇ 食肉製品 なし

ＪＡ全農　近畿畜産センター 摂津市鳥飼西3-14-1 食肉スライスパック４種類 食肉 無

ＭＤとみやま 白河市字本町北裏３０－４ 精肉 食肉 なし

ＳＥＩYＵ　保原店 伊達郡保原町字９丁目５ 牛肉 食肉 なし

ＳＥＩYＵ　保原店 伊達郡保原町字９丁目５ ホルモン、ミノ 食肉 なし

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 味付けホルモン 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 味付焼肉 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 飛騨牛サーロイン朴葉味噌漬 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 豚キムチ 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 豚スタミナ漬 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 松坂牛ハンバーグ 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 味噌ハンバーグ 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 和牛ハンバーグ 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 和風バンバーグ 食肉 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 アルザスウインナー 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 アルザスフランク 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 エスニック・ポーク 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 カイザーヴルスト 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 吟熟あらびきウインナー 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ジャーマンローフ 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 上ベーコン 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 しょうゆ味ウインナー 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

23 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ショルダーベーコン 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 シンケンヴルスト 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 スペシャルベーコン 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 成型ベーコン 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ソフトカルパス 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 デリカハム 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 特注ボンレスハム 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 並ベーコン 食肉製品 無し
愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ハーブリブフランク 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 パストラミシュペック 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 パワーウインナー 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ビアシンケン 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ポークフランク 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 無添加ベーコン 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 無添加焼豚 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 無添加ロースハム 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ローストビーフ 食肉製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ロングボンレスハム 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ロングロースハム 食肉製品 不明 有り
加圧下で、２００℃、
２０分以上の加水分解

不明 乳たん白

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 グラストヴィアン 肉類加工品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 コーンドビーフ 肉類加工品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 コンソメスープ 肉類加工品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 コンタン 肉類加工品 無し
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愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ビーフブイヨン 肉類加工品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 フォンドビーフ 肉類加工品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 フォンドボーリエ 肉類加工品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ローストテンダー 肉類加工品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 和牛たたき 肉類加工品 無し

青葉ミート㈱ 仙台市宮城野区扇町7-4-22 牛肉.牛肝臓 食肉 なし

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ドライビーフ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

さわやか梅ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

赤ワイン仕込みビーフジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

角切りビーフ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

けずりビーフ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

スライスビーフ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

牛しゃぶジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

うすずくりビーフジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

のし牛たん 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ビッグ牛たんジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

牛タンジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

牛たんジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

角切りポーク 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ポーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ポークジャーキーロース 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ビーフジャーキーペッパー味 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ビーフジャーキーペッパー味（厚
切り）

乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ベビーサラミ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ひとくちサラミ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ヨーグルト仕込みまろやかサラミ 乾燥食肉製品 無
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秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

スモークサラミ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

牛たんドライソーセージ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ジャージー牛ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

鹿角牛ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

減塩ベビージャーク 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

減塩ジャーク 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

業務用ジャーキー 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

鹿角牛ビーフジャーキー（練りタ
イプ）

乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

鹿角牛スライスビーフ 乾燥食肉製品 無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

チキンジャーキー（追加分２３日
報告受）

乾燥食肉製品 無

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ 荒挽きウインナーソーセージ 食肉製品 無し

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ チョリソー 食肉製品 無し

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ フランクフルトソーセージ 食肉製品 無し

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ 無添加ウインナーソーセージ 食肉製品 無し

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ ポチキー 食肉製品 無し

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ ボロニアソーセージ 食肉製品 無し

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ ソフトサラミソーセージ 食肉製品 無し

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ ポークハム 食肉製品 無し

秋田ふるさと農業協同組合田園ハ
ム事業所

秋田県平鹿郡雄物川町東里字東里北６ ウインナーソーセージ 食肉製品 無し

浅草ハム㈱関東工場 茨城県北茨城市中郷町日棚６４４－５
２

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６４４－５
２

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６４４－５
２

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６４４－５
２

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６４４－５
２

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６４４－５
２

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６４４－５
２

スモークタン 加熱食肉製品 無
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浅草ハム㈱関東工場 茨城県北茨城市中郷町日棚６４４－５
２

ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 無

朝倉　福男 湖西市大田471-5 牛肉(モモ・バラ) 食肉 なし

旭川地方卸売市場株式会社 旭川市流通団地１－２ 食肉加工品 味付牛肉 なし

アニタ・フード・ファクトリー 大分市下郡北下郡1-6 牛肉 食肉 無

阿部　明男 岩瀬郡長沼町大字木之崎字寺前71-5 精肉・内臓 食肉 なし

アルビス株式会社 射水郡大門町流通センター　水戸田３
－３－１

ローストビーフ 食肉製品 なし

アルビス株式会社 射水郡大門町流通センター　水戸田３
－３－１

牛たたき 食肉製品 なし

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 本場の味キムチ鍋 食肉 無

安斎栄太郎 二本松市大平字中井１０１ 牛肉 食肉 なし

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

飯田行雄（飯田屋） 横浜市神奈川区山内町１－１ 食肉牛 牛肉 なし

池田牛肉店 横浜市磯子区西町13-12 牛肉 食肉 なし

池田牛肉店 横浜市磯子区西町13-12 もつ煮込み 牛もつ なし

石井　寿一 田村郡船引町大字上移字後田６５ 精肉・内臓 食肉 なし

石井　得雄 田村郡都路村大字古道字新町３９－２ 精肉・内臓 食肉 なし

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ミートボール（2） 食肉製品 無
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石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 1.5倍ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ ﾃﾘﾔｷお弁当ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙＬ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ こわけﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 生協照焼ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ ﾋﾞｰﾌﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ ﾁﾋﾞｯｺﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 1.5倍ﾁｷﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 照焼ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ ﾃﾘﾔｷお弁当ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ こわけ照り焼きﾐﾆﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 荒挽ﾁｷﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 生協お弁当ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 生協ﾁﾋﾞﾊﾞｰｸﾞ　ﾃﾘﾔｷ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 生協ｽﾃｨｯｸﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 生協ﾃﾘﾔｷﾊﾞｰｶﾞｰ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ とりそぼろ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 高級とりそぼろ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 牛肉そぼろ 食肉製品 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 生協とりそぼろ 食肉製品 無

石沢　春男 仙台市太白区鈎取２－１－２５ 牛タン 牛肉 なし 牛ﾀﾝ

石塚　武弘 浜名郡新居町新居3360 牛肉(肩ロース・モモ) 食肉 なし

伊勢喜肉店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

伊勢喜ミート 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ ウインナー 食肉製品 なし
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伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ 牛肉のペッパー巻 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ コンビーフ＆チーズ 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ サラミ（６品） 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ スモークタン 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ ソーセージ（３品） 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ タンチーズ 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ タンのパイ巻（２品） 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ ハム（１０品） 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ ハンバーグ（２品） 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ ビーフチーズ 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ ボイルタン 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ ポークとタンのパイ包 食肉製品 なし

伊勢湾飼料畜産株式会社 津市島崎町２４－１ ローストビーフ 食肉製品 なし

板垣ハム 神林村大字殿岡１０５２ サラミ 食肉製品 なし

いちい鎌田店 福島市鎌田字一里塚９－１９ 牛肉、牛タン、牛小腸 食肉 なし

いちい信夫ｹ丘店 福島市矢倉下５ 牛肉、牛タン、牛小腸 食肉 なし

いちいデリカット 福島市上名倉字道添２ 牛肉、牛タン、牛小腸 食肉 なし

いちいパワーデポ八木田食品館 福島市八木田字榎内５２－２ 牛肉、牛タン、牛小腸 食肉 なし

いちい福島西店 福島市笹木野字北中谷地３０－２ 牛肉、牛タン、牛小腸 食肉 なし

いちい蓬莱店 福島市蓬莱町２－２－１ 牛肉、牛タン、牛小腸 食肉 なし

いちい南福島店 福島市黒岩字堂ノ後７８ 牛肉、牛タン、牛小腸 食肉 なし

伊藤　敏 田村郡三春町字渋池２８ 精肉・内臓 食肉 なし

伊藤商店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

伊藤ハム株式会社　豊橋加工セン
ター

豊橋市神野新田町字トの割６－１ ｽﾗｲｽﾎﾟｰｼｮﾝ（ﾓﾓﾊﾞﾗﾛｰｽﾋﾚｶﾀﾛｰ
ｽ）

食肉 なし

伊藤ハム株式会社船橋工場 船橋市高瀬町２４番地２８ ビーフパティ　他１３品目 食肉加工品 無

伊藤ハム株式会社船橋工場 船橋市高瀬町２４番地２８ 焼き目ハンバーグ　他１４品目 加熱食肉製品 無
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伊藤ハム株式会社船橋工場 船橋市高瀬町２４番地２８ 焼豚コマ　他１０品目 加熱食肉製品 無

伊藤ハム株式会社船橋工場 船橋市高瀬町２４番地２８ ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

無

伊藤ハム関東ミート販売㈱新潟営
業所

新潟市逢谷内５２７－４ 食肉 食肉 なし なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 業務用ポークフランクフルト 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 腸詰ポーク＆チキンウインナー・
赤

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 業務用ポーク＆チキンウイン
ナー・赤（切れ目入り・コラーゲ
ン)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 ファミリーポールソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 おつまみポールウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 業務用あらびきポーク＆チキンフ
ランクフルト（串刺し・コラーゲ

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 ポーク＆チキンフランクフルト
（串刺し・コラーゲン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 腸詰ウインナー・赤 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムディリー㈱小樽工場 小樽市銭函５－６１－３ 各種ハム類 食肉製品 無

伊藤ハムディリー㈱小樽工場 小樽市銭函５－６１－３ 各種ソーセージ類 食肉製品 無

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 バリューパックあらびきフランク
フルト

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 バリューパックあらびきウイン
ナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 バリューパック皮なしウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 お弁当あらびきウインナー（皮な
し）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 お弁当フランクフルト（皮なし） 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 業務用ポーク＆チキンウインナー
（コラーゲン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 バリューパックフランクフルト
（串刺し）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ クロッド 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ショートプレート 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ チャックアイロール 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ リブアイロール 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ストリップロイン 食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ テンダーロイン 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ アウトサイドスカート 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ハンキングテンダー 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 牛タン 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ テンダーロール 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ポイント 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ナーベル 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ キューブロール 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ トップサイド 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ カウミート 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 牛脂（ケンネン） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＦＦ･ＵＣＣ業務用ハンバーグ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＦＦ･エル三和用業務用ハンバー
グ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＦＦ・ｼﾝｴｰﾌｰｽﾞ･ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・ＶＰ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＦＦ・池田糖化用ﾐﾆﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＦＦ・業務用ｳﾙﾄﾗﾏﾝﾗﾝﾄﾞ用Ｈ
Ｂ・ＶＰ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ﾋﾞｰﾌ&ﾎﾟｰｸてりやきＨＢ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ﾋﾞｰﾌ&ﾎﾟｰｸてりやきＨＢ×３バン
ドル

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｺｽﾄｺ用・ﾋﾞｰﾌ&ﾎﾟｰｸてりやきＨＢ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｅ値ハンバーグ×３バンドル 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 生活良品てり焼ハンバーグ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ てり焼ハンバーグ130g 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ てり焼ハンバーグ130g×２バンド
ル

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ てり焼ハンバーグ130g×３バンド
ル

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ママのこだわりＨＢ90g 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ママのこだわりＨＢ90g×２バン
ドル

食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ママのこだわりＨＢ90g×３バン
ドル

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ママのこだわりＭＢ110g 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ママのこだわりＭＢ110g×２バン
ドル

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ママのこだわりＭＢ110g×３バン
ドル

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ イズミ長崎ハンバーグ720g 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 煮込みハンバーグガロニ付260g 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 新強火揚肉団子140g 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 新強火揚肉団子140g×２バンドル 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 新強火揚肉団子140g×３バンドル 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ みんな大好きミートボール110g 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ みんな大好きミートボール110g×
２バンドル

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｱｻﾋﾋﾞｱﾊﾟｰﾄﾅｰﾋﾞｰﾌｼﾞｬｰｷｰちぎり
タイプ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｱｻﾋﾋﾞｱＰﾋﾞｰﾌｼﾞｬｰｷｰちぎりタイ
プ29g

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｷｵｽｸｱｻﾋﾋﾞｱﾊﾟｰﾄﾅｰﾋﾞｰﾌｼﾞｬｰｷｰち
ぎりﾀｲﾌﾟ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｱｻﾋﾋﾞｱＰｽﾓｰｸﾋﾞｰﾌｼﾞｬｰｷｰ板状ﾀｲ
ﾌﾟ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｱｻﾋﾋﾞｱＰ景品用ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｱｻﾋﾋﾞｱPｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞﾋﾞｰﾌ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 上柿元ﾋﾟｽﾀﾁｵ入りﾌﾗﾝｸＶＰ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 上柿元ﾋﾟｽﾀﾁｵ入りﾘｵﾅＳ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ﾐﾆｽﾃｰｷ（チーズ＆野菜入り） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 上柿元ガーリックＷ・ＶＰ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 上柿元ガーリックＷ（パセリ入
り）ＶＰ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ デリシャスＷ（辛口）ピロー中袋 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＨＴＢグルマンビアＷ（辛口） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＨＴＢグルマンＷ・ＶＰ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＨＴＢグルマンバジリコＷ・ＶＰ 食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ さわやかＰうすぎりポーク＆ビー
フビアＳ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ マリネビアＳ（九州） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＨＴＢマリネビアＳ・１本物・Ｖ
Ｐ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｺｽﾄｺ・マリネビアＳ・１本物・Ｖ
Ｐ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ フランクキッズＣａ入りピロー小
袋72g

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ フランクキッズＣａ入りピロー小
袋140g

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ フランクキッズＣａ入りピロー小
袋140g×10

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ フランクキッズＣａ入りピロー小
袋140g×2

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ フランクキッズＣａ入りピロー中
袋460g

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ポークＳ（直詰め） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｍ・伝承の味ポークテースト 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 鶴屋・肥後ポークテースト 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 美味逸品ポークテースト 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 風味燦燦ポークテースト 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ トキハ和風逸品マイルドポークＶ
Ｐ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｄ・伝承逸品ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｍ・伝承の味直火焼ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ レガリス・直火焼ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｄ・直火焼ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｍ・直火焼ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 風味燦燦直火焼ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 和風逸品ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 鶴屋オリジナルミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 明治屋産業・壱丁田・直火焼ミー
トローフ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ さいかやミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ダイエー・芳醇逸品直火焼ミート
ローフ

食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ダイエー・神戸味紀行直火焼ミー
トローフ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｍ芳醇直火焼ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ オランダ村・ミートローフ・ＶＰ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 神戸味浪漫ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ トキハ和風逸品直火焼ミートロー
フ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ タイヨー・匠の郷ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ミートローフ（コーン＆ほうれん
草）１本ＶＰ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ HTBミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 伝承の味レガリスパストラミロー
フ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｍ・黒豚直火焼ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｄ・黒豚直火焼ミートローフ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｄ・黒豚ポークテースト(偏平型) 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｍ・黒豚ｽﾓｰｸポーク(偏平型) 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ダイエー・黒豚直火焼ミートロー
フ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ オランダ村用ポークＷ・大袋Ｌ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ オランダ村用ポークＷ・大袋ＳＬ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｆコープ・腸詰あらびきポーク
Ｗ・ピロー小袋

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ Ｆコープ・磯辺あらびきポークｿｰ
ｾｰｼﾞ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ あらびきグルメフランク 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 明治屋産業・あらびきフランク・
ピロー大袋

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ あらびきグルメフランクフルト・
ピロー中袋

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ タイヨー・あらびきグルメフラン
ク・ピロー袋

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ あらびきぐるめフランクフルトピ
ロー大袋

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ グルメ家族ｳｨﾝﾅｰ・ピロー大袋・
SL

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ タイヨー・新鮮吟味荒びきｳｨﾝ
ﾅｰ・ピロー袋

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 九州荒挽きｳｨﾝﾅｰ・ピロー袋 食肉製品 無
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伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 九州特販用あらびきＰ＆Ｃｳｨﾝ
ﾅｰ・ﾋﾟﾛｰ大袋

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｺｽﾄｺ・荒びきｳｨﾝﾅｰ・ﾋﾟﾛｰ大袋 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ あらびきｳｨﾝﾅｰﾛﾝｸﾞサイズ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ さわやかＰうす切りパストラミ
ビーフ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＦＳポークＣＨ・ＮＯ２・1.8mm
スライス1kg

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＣＨ－Ｃ角2kg 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 九CH－C丸赤スライス1.3mm 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＣＨ－Ｃ丸赤3kg 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 九ＣＨ－Ｃスライス（センギリ） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 九ＣＨ－Ｃ・ＲＨ１赤スライス
1.5mm

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＣＨ－Ｃ・ＲＨ１型赤3kg 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 九CH－C・RH1白スライス1.5mm 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＣＨ－Ｃ・RH１型・白・3kg 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ サンデリカ用ＣＨスライス1kg(業
務用)

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ FF・ＳﾍﾞｰｺﾝスライスＰ1ｋｇ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 食卓だよりベーコン・ズラシＶＰ
(長尺)

食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 通ごのみ鶏もも皮・さわやかＰ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＦＭ・珍味鶏(ガーリック)・さわ
やかＰ

食肉製品 無

伊藤ハム㈱九州工場
伊藤ハム食品㈱小矢部工場

佐賀県三養基山町大字長野970-1
富山県小矢部市名畑5068

業務用あらびきポーク＆チキンウ
インナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ 国内牛カット肉 食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ ｽﾗｲｽﾎﾟｰｼｮﾝ(ﾊﾞﾗ､ﾓﾓ､肩ﾛｰｽ､ﾛｰｽ､
ﾋﾚ､ｽﾈ)

食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ ｽﾗｲｽﾎﾟｰｼｮﾝ(ﾚﾊﾞｰ､ﾊﾗﾐ､ｻｶﾞﾘ､ﾀﾝ) 食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ ミンチ(ﾓﾓ､ﾊﾞﾗ､ﾛｰｽ､ﾋﾚ､ｶﾀﾛｰｽ､頭
肉､ｽﾈ)

食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ キット商品（牛肉） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ キット商品（牛内蔵肉） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ 生ハンバーグ 食肉製品 無
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伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ タレ漬け焼肉（牛肉） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ タレ漬け焼肉（牛内臓肉） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ（和牛入り） 食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ 和牛入りやわらかステーキ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱佐賀ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町若桜８－１ ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ 食肉製品 無

伊藤ハム㈱デリカプラント 兵庫県西宮市高畑町4-27 ジャーマンミートローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱デリカプラント 兵庫県西宮市高畑町4-27 スプリングソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱デリカプラント 兵庫県西宮市高畑町4-27 バイエルン風ビアソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱デリカプラント 兵庫県西宮市高畑町4-27 ベリーローラー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

無塩せきロース焼豚 その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

皮なしＷ90g 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場
伊藤ハムデイリー㈱

兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7
宮城県栗原郡高清水町字来光沢20

串つきミニフランクフルト 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ビアパートナービーフジャーキー その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ビアパートナースモークビーフ
ジャーキー

その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ビーフジャーキー・ソフト その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ビアパートナーチーズサンド その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ビアパートナー･カマンベール
チーズサンドビーフ

その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 業務用ハンバーグ・130g ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 業務用ハンバーグ・160g ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 業務用ミニハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 業務用ハンバーグ・90g ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ビーフ＆ポークてりやきハンバー
グ

ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 Ｅ値ハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 生活良好てり焼ハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 みんな大好きミートボール ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 業務用ハンバーグ・720g ハンバーグ・
ミートボール

なし
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伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 煮込みハンバーグ（ガロニ付） ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場
伊藤ハムデイリー㈱

佐賀県三養基山町大字長野970-1
宮城県栗原郡高清水町字来光沢20

強火揚肉団子 ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場
伊藤ハムデイリー㈱

佐賀県三養基山町大字長野970-1
宮城県栗原郡高清水町字来光沢20

てり焼ハンバーグ・130g ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場
伊藤ハムデイリー㈱

佐賀県三養基山町大字長野970-1
宮城県栗原郡高清水町字来光沢20

ママのこだわりハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱九州工場
伊藤ハムデイリー㈱

佐賀県三養基山町大字長野970-1
宮城県栗原郡高清水町字来光沢20

ママのこだわりミートボール ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 モモ焼豚 その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ソフトサラミ・角型 その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 チキンタツタ 冷凍食肉 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ＧＬサラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ＧＬサラミ・スライス その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ソフトサラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 パストラミソフトサラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ミニサラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用サラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 神戸サラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 神戸やわらかサラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ミニドライソーセージ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ビーフバラエティセット その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 チーズ入りミニサラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 スパイシーパブスティック その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ビアカルパス その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 おつまみドライソーセージ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 切れてるサラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用サラミ・スライス その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 吟撰サラミ・スライス その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 生サラミ・スライス その他食肉製品 なし
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伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 生サラミロング その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 チーズインキッズ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 チーズインロングウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

イトーヨーカドー白河店 白河市本町１ 精肉 食肉 なし

井上　英治 湖西市古見1400 牛肉(モモ・ロース・ランプ) 食肉 なし

井上食品㈱　西神戸工場 西区池上１－１３－９ ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 なし

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１９４５ ソーセージ 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

いろは精肉店 須賀川市宮先町16 精肉・内臓 食肉 なし

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 生ウインナープレーン 食肉 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 生ウインナーホウレンソウ 食肉 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 パストラミビーフスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきソーセージ10gSL 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 食肉ハムスライス（学給） 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 PGM（アキタ）20GSL 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ベーコンスライス（学給） 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 BART20SL（アキタ） 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ランチョンミート30g/40g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 シュゼットハム/10g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 こだわりハムスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ポークチョップドハムスライス/
千切り

食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 焼豚ダイスカット40g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ショルダーベーコーン切り落とし
40g

食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ハムステーキ 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 こだわりロースハム短冊 食肉製品 無
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イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ボンレスハム千切りスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 直火焼チャーシュースライス80g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 パンカル千切りスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 スモークポークタン50g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ロース25gスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 牛肉入りランチョンミート35g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきポークソーセージスライ
ス170g/120g

食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ボンレスFU1Kgスイライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ビーフハムスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 チョップドハムスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ポーク＆チキンハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 パンカルスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ポークハムタテスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 黒撰ベーコン短冊7.5mm 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ショルダーベーコーンダイスカッ
ト/短冊

食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ボンレスハムスライス300g/シュ
ゼット320g

食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 合鴨スモーク不定貫/170g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あぶり焼豚 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 直火焼焼豚280g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 燻り職人　焼豚250g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 スモークチキンレッグ160g/150g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ハーモニーポーク 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 パストラミポーク 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 スモークチキン原木 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 焼豚250×6 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 匠伝説　焼豚 食肉製品 無
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イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 直火焼豚180×5 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 南部産直火焼焼豚180g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 岩手逸品焼豚280g/200g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 上級ロースハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 上級ボンレスハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 北上浪漫直火焼焼豚 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 北上浪漫ホワイトボンレスハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 北上浪漫ホワイトロースハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 焼豚 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 テリヤキチキン 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 岩手工房ロースハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ポークハム原木 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 匠伝説スモークハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ペッパービーフスモーク
250g/130g

食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 おつまみビーフ60g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 しっとりまろやか焼豚250g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 天授逸品直火焼豚 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 天授逸品シュリンゲン 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 標準ロースハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 標準ボンレスハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 焼豚650g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 焼豚400g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 味鮮価ロースハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ホワイトロースハム 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 スモークタコウインナー300 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 絹びきウインナー輪切り 食肉製品 無
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イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきポークウインナー500g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 匠逸品ハーブウンナイー 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 クシサシフランク110g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 うす味腸詰ウインナー 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 輪切りウインナー5mmスライス 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 グルメⅣセット100F 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきポークソーセージ100g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 黒撰あらびきソーセージ40g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきポークソーセージ
370g/374g

食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ジャンボソーセージ600g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 絹びきウインナー120g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきウインナー120ｇ 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきポークウインナー360ｇ
/1000g

食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 おでん用ポーク赤ウインナー1kg 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 ワクワク変身ランド赤ウインナー 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 お徳用赤ウインナー180g 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきポークウインナー1ｋg 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきハーフカットウインナー 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきウインナー400ｇ 食肉製品 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 あらびきロングウインナー35g/40
ｇ/55g

食肉製品 無

岩手協和食品株式会社 前沢町字塔ケ崎50-11 ソフトメンチカツ 肉加工品 無

岩手協和食品株式会社 前沢町字塔ケ崎50-11 ソフト生ハンバーグ 肉加工品 無

岩手協和食品株式会社 前沢町字塔ケ崎50-11 合挽ハンバーグ 肉加工品 無

岩手協和食品株式会社 前沢町字塔ケ崎50-11 和牛ハンバーグ 肉加工品 無

岩手協和食品株式会社 前沢町字塔ケ崎50-11 牛カルビ焼肉 肉加工品 無

岩手協和食品株式会社 前沢町字塔ケ崎50-11 牛カルビ焼肉 肉加工品 無
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岩手協和食品株式会社 前沢町字塔ケ崎50-11 ビーフハンバーグ 肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 豚ウデスライスセット 食肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 豚韓国風焼肉 食肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 豚カタロースみそ漬 食肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 ハンキングテンダーセット 食肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 牛カルビ焼肉韓国風タレ 食肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 国産牛焼肉セット 食肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 牛カルビ焼肉セット 食肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 牛肉パック品 食肉加工品 無

岩手中央食品㈲ 石鳥谷町黒沼第四地割2-8 牛カルビニンニク焼、スパイシー
焼、ねぎしお焼

食肉加工品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠19-50-2 ポテトチキン 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏フライドチキン 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 手羽元唐揚げ 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏つくね　野菜入り 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏つくね 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏チキンパンフライ 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏チキンステーキ 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏ローストチキン 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏テリヤキチキン 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ ローストレッグ 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏照焼丼用 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠１９－５０－２ 若鶏とりごはんの具 食肉製品 無

岩手農協チキンフーズ株式会社
県央工場

西根町平笠19-50-2 岩手若鶏手羽元ロースト 食肉製品 無

岩手日研フード 花巻市南城104-6 牛舌スモーク 食肉製品 無

岩手罐詰株式冷凍食品工場 大船渡市大船渡町字笹崎162 肉団子類 食肉加工品 無

岩手罐詰株式冷凍食品工場 大船渡市大船渡町字笹崎163 焼肉類 食肉加工品 無
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岩手罐詰株式冷凍食品工場 大船渡市大船渡町字笹崎164 牛肉（牛丼用） 食肉加工品 無

岩手罐詰株式冷凍食品工場 大船渡市大船渡町字笹崎165 牛肉（弁当用） 食肉加工品 無

岩手フード株式会社 前沢町字南搭ケ崎19-1 焼き上げ牛カルビ 肉加工品 無

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 レバー入りチキン 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ハムカツ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 元気っ子ハンバーグ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ポークウインナー・スティック 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 三色鶏だんご 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 アレルゲン抜き肉団子 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 若鶏のケチャップソース煮 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 野菜包み焼き 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 白いウインナー 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 無添加粗挽きウインナー 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 無添加粗挽きフランク 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 和風つくね串 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 和風ハンバーグパティー（バラ
凍）

食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 和風ハンバーグパティー 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 和風フランク 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 和風平つくね 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンフランク 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンフランクM 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 おべんとうウインナー 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 おべんとうフランク 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ミニステーキ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 おべんとう用焼きつくね 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 なかよしハンバーグ 食肉製品 なし
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印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 磯辺ハムカツ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ミニミニフランク 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ブッチバーグ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 鶏ちゃんこ鍋 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンステーキ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 つくね串フライ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ちゃんこ鍋ミンチ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンレバーカツ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 コーポポトチキンウインナー 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ガラスープ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 香草ステーキ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンフランク 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンウインナー（スキンレス） 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンウインナー 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンソーセージ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキンハム 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 チキン粗挽きウインナー（カクテ
ル）

食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 カットベーコン 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 白いｳｨﾝﾅｰのﾎﾟﾄﾌｾｯﾄ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾁｷﾝﾊﾑ、ﾁｷﾝﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾁｷﾝｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾎﾟｰｸｳｨﾝﾅｰｽｷﾝﾚｽ､ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸｽｷﾝﾚ
ｽ

食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾎﾟｰｸｳｨﾝﾅｰｽﾗｲｽ､ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸｽﾗｲｽ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾎﾟｰｸﾊﾑﾀﾝｻﾞｸ､ﾎﾟｰｸﾊﾑｽﾗｲｽ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 レバーハンバーグ 食肉製品 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾚﾊﾞｰ入ﾁｷﾝｳｨﾝﾅｰ 食肉製品 なし
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印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾚﾊﾞｰ入ﾁｷﾝﾌﾗﾝｸ(ｽｷﾝﾚｽ) 食肉製品 なし

上遠野精肉店 白河市桜町２６ 精肉 食肉 なし

上野新農業生産組合 関川村大字上野新５５－８ 牛タンスモーク 食肉製品 なし

魚秀支店 石川郡玉川村大字南須釜字奥平18－2 精肉・内臓 食肉 なし

魚たけ　平田店 石川郡平田村大字上蓬田字上槍らい２ 精肉・内臓 食肉 なし

牛焼肉パック 肉類加工品 なし 食肉製品

浦河ハム株式会社 浦河町荻伏町３７５番地の２０ ウインナー ソーセージ なし

浦河ハム株式会社 浦河町荻伏町３７５番地の２０ ソーセージ ソーセージ なし

エースフーズ（株） 北秋田郡鷹巣町脇神字平崎上岱１－１
６

ドライビーフ 食肉製品 無

エコス棚倉 棚倉町新町 精肉 食肉 なし

エコス塙店 塙町材木町 精肉 食肉 なし

エコス塙店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

エコス矢吹店 矢吹町一本木４６４－２ 精肉 食肉 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ スパイスソースハンバーグ 食肉製品 なし

エスフーズ㈱西宮工場、西宮第二
工場、船橋工場､船橋第二工場

兵庫県西宮市鳴尾浜1-22-13、兵庫県
西宮市鳴尾浜1-16-1、千葉県船橋市高
瀬町24-38、千葉県船橋市浜町3-2-3

ローストビーフ等（2種類） 食肉製品 なし

エスフーズ㈱西宮工場、西宮第二
工場、船橋工場､船橋第二工場

兵庫県西宮市鳴尾浜1-22-13、兵庫県
西宮市鳴尾浜1-16-1、千葉県船橋市高
瀬町24-38、千葉県船橋市浜町3-2-3

牛タン等(１１種類） 肉類加工品 なし

恵比寿や佐藤商店 塙町大字木野反 精肉 食肉 なし

愛媛県農業協同組合連合会加工販
売センター

松山市美沢１丁目５２２－１ 食肉加工品　ローストビーフ 食肉製品 無

遠藤　英蔵 原町市大町３－１０１－１ 精肉 食肉 なし

遠藤精肉店 石川郡平田村大字北方字蛇石９７ 精肉・内臓 食肉 なし

王子ｻｰﾓﾝ株式会社 北海道苫小牧市有明町２丁目５－２１ 牛ﾀﾝ薫製 肉類加工品 なし

大内精肉店 双葉町新山字北広町２０ 精肉 食肉 なし

オオタ食品工業株式会社 八尾市空港１－１２７ コロッケ 食肉製品 無

オオタ食品工業株式会社 八尾市空港１－１２７ コロッケ 食肉製品 無
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太田精肉店 白河市字巡矢５６－３ 精肉 食肉 なし

小高ハム 小高町大井字観音前３２－１ 精肉 食肉 なし

小高ハム 小高町大井字観音前３２－１ ソーセージ 食肉製品 なし

小高ハム 小高町大井字観音前３２－１ ベーコン 食肉製品 なし

小原　重孝 石川郡玉川村大字小高字北畷４８－１ 精肉・内臓 食肉 なし

ｵﾘｴﾝﾀﾙﾌｰｽﾞ（株）ﾏﾝﾊﾟｰﾈ西新 早良区祖原１－１ 牛肉（合い挽き） 食肉製品 無 　

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ14ｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 丸徳ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 500ｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ500ｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 ｵｵｸﾎﾞ ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 食肉製品（肉類
加工品）

無

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 ｾﾝﾄﾗﾙ ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ １ｋｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 徳水 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 食肉製品（肉類
加工品）

無

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 板状つくね２０ｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 （荒）ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ１４ｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ１０ｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

カーテス食品㈱ 新宿区山吹町３５５ スモークタン 食肉製品 なし

カーテス食品㈱ 新宿区山吹町３５５ ﾋﾞｰﾌ･ﾎﾟｰｸ･ｳｲﾝﾅｰ 食肉製品 なし

柏や商店 双葉町大字長塚字町１０ 精肉 食肉 なし

かしわや精肉店 須賀川市南上町７６ 精肉・内臓 食肉 なし

春日食品㈱ 高槻市富田町4-6-25 調理パン（４） 牛肉・牛脂・牛ｴ
ｷｽ

無

片岡　定子 岩瀬郡鏡石町大字鏡田字不時沼260 精肉・内臓 食肉 なし

片桐食堂 白河市大字田島２１２ 精肉 食肉 なし

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ビーフシチュードリア 肉類 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ﾁｷﾝドリア＆エビグラタン 肉類・牛エキ
ス・牛脂

無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 本格ソース焼きそば 肉類・牛骨 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 本格ソース焼きそば 肉類・牛骨 無
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交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ミニピリ辛焼きそば 肉類・牛脂・牛
皮

無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 大玉たこ焼き 肉類・牛皮・牛
脂

無

勝山企業㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目１０－２０ ビーフスモークハム 食肉製品 なし

勝山企業㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目１０－２０ サラミ 食肉製品 なし

勝山企業㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目１０－２０ コンビーフ 食肉製品 なし

勝山企業㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目１０－２０ ビーフジャーキー 食肉製品 なし

勝山企業㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目１０－２０ 牛たんハム 食肉製品 なし

加藤　正実 浜名郡新居町中之郷1948-1 牛肉(ロース・モモ・バラ・大
腸・ミノ)

食肉 なし

加藤精肉店 安達郡本宮町字南町裏１４０－１４ 牛肉 食肉 なし

カヌキフーズ株式会社 沼津市下香貫井原１６５２－１ ギフト和牛ハンバーグ 食肉 なし

カヌキフーズ株式会社 沼津市下香貫井原１６５２－１ シシカバブ 食肉 なし

カヌキフーズ株式会社 沼津市下香貫井原１６５２－１ チーズ入り生プチバーグ 食肉 なし

カヌキフーズ株式会社 沼津市下香貫井原１６５２－１ ちょこっとパーティーパリパリビ
アッソー

食肉 なし

カヌキフーズ株式会社 沼津市下香貫井原１６５２－１ 煮込みハンバーグ 食肉 なし

カヌキフーズ株式会社 沼津市下香貫井原１６５２－１ バリバリビアッソー（シュリン
ク）

食肉 なし

カヌキフーズ株式会社 沼津市下香貫井原１６５２－１ パリパリビアッソー（パーティー
パック）

食肉 なし

カヌキフーズ株式会社 沼津市下香貫井原１６５２－１ 季節限定チーズプチ生ハンバーグ 食肉 なし

金子正孝 佐用郡三日月町 牛肉 なし

株式会社　三愛 和泉市芦部町195-1 合鴨スモーク 食肉製品 無

（株）一冷　前橋営業所 群馬県前橋市下大島町572-1 ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ使用食肉調味
加工品

食肉製品 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 うまみがぎゅっと焼ハンバーグ 肉類加工品 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 国産牛肉ステーキ 肉類加工品 なし

株式会社エスプリ 足立区小台2-7-1 チーズハンバーグ 肉類加工品 なし

株式会社エスプリ 足立区小台2-7-1 ハンバーグ 肉類加工品 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

食肉製品 なし

（株）串乃屋ﾌｰｽﾞサプライ 明石市鳥羽１２６１－１ 牛フィレ肉たたき 肉類加工品 なし
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（株）串乃屋ﾌｰｽﾞサプライ 明石市鳥羽１２６１－２ 串揚（冷凍）牛フィレ 肉類加工品 なし

（株）グリーン牧場 群馬県渋川市金井2844-1 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 生パン粉豚モモ一口カツ 食肉製品 無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 生パン粉トンカツカタロース 食肉製品 無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 生パン粉豚ヒレカツ 食肉製品 無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 もち豚ロースカツ 食肉製品 無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 豚棒ヒレカツ 食肉製品 無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 ヒレ一口カツ 食肉製品 無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 生パントンカツカタロース 食肉製品 無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 ジャンボチキンカツ 食肉製品 無

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ ゼラチン、タンパク加水分解物使
用（骨、皮）食肉製品

食肉製品 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ ゼラチン、コラーゲンシング使用
（皮）食肉製品

食肉製品 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 肉、ゼラチン使用（肉、皮）食肉
製品（缶詰）

食肉製品 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 肉、脂使用食肉製品（缶詰） 食肉製品 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ ゼラチン（皮）使用食肉製品 食肉製品 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ タンパク加水分解物（骨、皮）使
用食肉製品

食肉製品 なし

（株）ぐんらく 群馬県太田市新井町501-2 肉使用食肉製品 食肉製品 なし

（株）作田畜産 旭川市南８条通２２丁目 肉類加工品 肉類加工品 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 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 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 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 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
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（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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 カルビスープ用 牛肉（バラ） なし
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（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 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

（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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 牛レバー（チルド） 　内蔵　（レ
バー）

なし

（株）サンクス 名古屋市善北町２０ 牛肉 食肉 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＢＡ-G 70（ＣＯ） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＢＡ-G 70×２（ＣＯ） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ BS2.0MWSL 加熱食肉製品 なし
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（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ Ｃカラクチソボロ１．０ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ Ｃシグレ　１．０ケン 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ Ｃソボロ１．０ケン 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ Ｃソボローn30BL 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ Ｃドテニコミ１５０（K） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＤＬ-Bタンザク 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ DWA１．０カラ（社） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＧＰーＰＢＷ１２５ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＮＡ-ASW５．０ＳＬ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＮＡ-BA２．０T-F 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＮＡ-ＰＢＷ（H）１．０ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ NA-PBW1.0(ケン） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＮＡ-ＰＢＷＳＬ（ケン） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ NA-PCF5KカラＳＬ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＮＡ-PFB40(H) 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＰＡＷ－ＳＬ1.0ＪＡＳ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＰBＷ150(Ｕ) 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＰBＷ150×２(Ｕ) 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ PBW170×２Ｂ（ユ） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＰＢＷ180×２Ｂ（U) 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ PCF1.0カラSL 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ PCF大辛２．５薄切 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ PNC1.0ＴＳＺ（社) 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ SDSダイス（TDR） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ SMBF-Ｐ250 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ TROST-BFP３００Ｐ 加熱食肉製品 なし
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（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＴＲＳＴ－ＢＥＰ３００F 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＴＲＳＴ－ＢＥＰ３００Ｋ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ TRST-BF ３００Ｋ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ TRST-BF ３００Ｐ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ TRST-BF300F 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ TRST-BF６５０ＭＩ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ TRST-BF800J 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ TRSTーBF４００ｋ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ YPﾁｬｰｼｭｰ500PK 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ マツザカＲＢ400D 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ マツザカＲＢ８00D 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ﾛｰｽﾄBF６００（U) 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ローストビーフ 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ（Ｂ） 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ローストビーフ（ＭＩ) 加熱食肉製品 なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ローストブロック（U) 加熱食肉製品 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 食肉製品 なし

株式会社  三忠 長岡市王番田町1207番地 ローストビーフ 食肉製品 なし

株式会社　アクシーズフーズPH板
橋店

東京都板橋区仲町２９－１２第２コー
ポセブン

トッピング 肉類加工品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 AGビーフB（30×30×20） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 BビーフA（11×19×19） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 BビーフB（13×19×25） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 Cビーフポイントエンド（30×30
×15）

食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 Fビーフ13mmP 食肉製品 無
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株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ＵＳ牛スジバックストラップ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ＵＳカルビアイ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ＵＳストリップロイン 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ＵＳヒレ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ＵＳボンレスショートリブ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛・豚合挽ハンバーグ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛すじ肉 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛パストラミ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛バラダイス 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛挽肉（3.2㎜） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛挽肉（4.8㎜） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛挽肉（6.4㎜） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛ほほ肉トマトソース煮 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 王様ビーフNo1 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 オースト内モモ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 オーストキューブロール 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 オーストストリップロイン 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 オーストヒレ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 加熱済み牛挽肉 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 カルビプレート 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛スジ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛丼用味付肉 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛肉F.H 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ショートプレート　石田スペック
6g

食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ショートプレート（24×19×12） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ショートプレート（3.5×48×
75）

食肉製品 無
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株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ショートプレート（3×48×75） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 シルバーサイド日清スペック（30
×30×24）

食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 シルバーサイド日清スペック（39
×30×4）

食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 タンドリーチキン10-15g 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 チャック＆ブレード 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 手作りハンバーグ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 手もみカルビ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 トリミングＭＦ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ナーベル　石田スペック 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ビーフトリミングＳＢスペック
（３×３0×30）

食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ビーフトリミングＳＢスペック
（３×３９×116）

食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 豚角煮 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ポイント石田スペック（10g） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ポイント石田スペック（20g） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ポイント石田スペック（25g） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ポイント石田スペック（5×8×
0.3）

食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ポイントタンブリング（15g） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ポイントタンブリング（25g） 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 焼豚ダイスカット 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 和牛しんたま・もも 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 和牛タン 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 和牛バラ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 和牛ヒレ 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 和牛レバー 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 和牛ロース 食肉製品 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 牛煮汁 肉類加工品 無
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株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 カルビ煮汁 肉類加工品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 合鴨ローストグランベリーソース 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 合鴨ロースト昆布海道煮風 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 合鴨ロースト西京味噌風味 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 合鴨ロースト味噌風味 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 牛フィレ西京味噌 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 牛フィレ八丁味噌 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 牛フィレポアレ 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 牛フィレポアレハル 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 牛フィレポアレログ 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 牛ロースのたたき風 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 うなぎ西京焼 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 角切りのやわらか煮 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 シチュー用タン 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 シチュー用ビーフ 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 スービットRビーフ 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ブロックビーフのやわらか煮 食肉製品 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ローストビーフストリップロイン 食肉製品 無

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 横浜市都筑区折本町４３２－１ ハム，ソーセージ等 食肉製品 なし

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－１ リブロースステーキ（１３5ｇ、
９0ｇ）

食肉製品 無

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－１ 牛肉ステーキ（サイコロ） 食肉製品 無

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－1 牛肉ステーキ（ドミノ） 食肉製品 無

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－1 牛バラスライス（1㎏、5㎏） 食肉製品 無

株式会社　牛肉商但馬屋 姫路市楠町９９－５ ステーキハウスの本格ロースト
ビーフ

食肉製品 なし

株式会社　牛肉商但馬屋 姫路市楠町９９－５ ステーキハウスの薄焼きステーキ 食肉製品 なし

株式会社　コープ食品 徳島市北佐古一番町５番１２号 焼豚 食肉製品 無
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株式会社　野本畜産 横浜市都筑区折本町３４０－１ 牛枝肉 食肉 なし

株式会社　マルマンストア 中野区中野１－６０－１１ ローストビーフ 食肉製品 無 無

株式会社 ミクニハム関本商会 台東区西浅草３－４－８ 食肉ｿｰｾｰｼﾞ（ﾎﾞｲﾙｻﾗﾐ、ﾎﾜｲﾄﾋﾞｰ
ﾌｿｰ、ｼﾝｹﾝﾌﾞﾙｽﾄ、激辛ﾁｮﾘｿｰ）

食肉製品 なし

株式会社青山 東京都渋谷区桜丘町２９－３１ ローストビーフ 食肉製品 無

株式会社青山 東京都渋谷区桜丘町２９－３１ ハンバーグステーキ 食肉製品 無

株式会社あづまや 白河市新白河３丁目 精肉 食肉 なし

株式会社イシワリ 焼津市越後島399‐1 ＧＴＳカルビ 食肉製品 無

株式会社岩手畜産流通ｾﾝﾀｰ 紫波町犬渕字南谷地120 味付肉類 食肉 無

株式会社岩手畜産流通ｾﾝﾀｰ 紫波町犬渕字南谷地120 トンカツ類 食肉 無

株式会社岩手畜産流通ｾﾝﾀｰ 紫波町犬渕字南谷地120 ハンバーガー類（未加熱） 食肉 無

株式会社岩手畜産流通ｾﾝﾀｰ 紫波町犬渕字南谷地120 ソーセージ類 食肉製品 無

株式会社岩手畜産流通ｾﾝﾀｰ 紫波町犬渕字南谷地120 ハム・ベーコン類 食肉製品 無

株式会社岩手畜産流通ｾﾝﾀｰ大船
渡営業所

大船渡市猪川町字藤沢口21-3 味付け生ホルモン 食肉加工品 無

株式会社ウエダ 福岡市中央区港三丁目１番９号 ＦＤヤキブタAN-31 食肉製品 無

株式会社ウオロク 村上市大字仲間町字坂下５４２－１ 手造りハンバーグ 肉類加工品 なし

株式会社エーコープ旭川 旭川市花咲町７丁目３８４２番地１ 肉類加工品 肉類加工品 なし

株式会社エコｽ 矢吹町一本木４６４ 精肉 食肉 なし

株式会社大里ミートセンター 津市大里睦合町２３５３ ウインナー（７品） 食肉製品 なし

株式会社大里ミートセンター 津市大里睦合町２３５３ ベーコン 食肉製品 なし

株式会社大里ミートセンター 津市大里睦合町２３５３ 焼豚 食肉製品 なし

株式会社オザワ 東京都目黒区目黒本町２－２－４ 牛肉 食肉 なし

株式会社オザワ食肉センター 東京都目黒区目黒本町４－２０－７ 牛肉 食肉 なし

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 特選アキレス 食肉製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 特選すじ 食肉製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 牛すじ 食肉製品 無

株式会社カンショク岩手食品加工
工場

紫波町北日詰字城内８５－１ スライス蒸し鶏 食肉製品 無
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株式会社菊水 江別市工栄町19-6 ポークハム（プリマハム株） ハム（牛エキ
ス）

なし

株式会社饗厨料理工房 東京都目黒区緑が丘１－２１－２ ローストビーフ 食肉製品 なし

株式会社饗厨料理工房 東京都目黒区緑が丘１－２１－3 タン、ハツ 食肉 なし

株式会社ケンショク 静岡市中吉田８番２３号 味付生牛シマ腸 食肉 無

株式会社ケンショク 静岡市中吉田８番２３号 アボミダンディカットＹＭ 食肉 無

株式会社ケンショク 静岡市中吉田８番２３号 牛加工製品 食肉製品 無

株式会社小滝畜産 旭川市錦町１９丁目 肉類加工品 肉類加工品 なし

(株)壽ハム 相模原市上溝４０８９ 加熱食肉製品（加熱後包装） 肉類加工品 なし

株式会社サァーヴァー 豊中市大黒町１丁目1-5 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 食肉製品 無

株式会社蔵王ミート 山形県上山市高野151番地 生ウィンナー 冷凍食肉加工品 なし

株式会社サラミ家 山形県山形市桧町三丁目４番38号 サラミソーセージ 食肉製品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭和牛ハンバーグス
テーキ　110ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭和牛ローストビーフ
（モモ）　500ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭和牛ローストビーフ
（ロース）　650ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭和牛ローストビーフ
（ロース）　700ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭サーロインロースト
ビーフ　700ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭サーロインステーキ
プレーン　110ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ローストビーフ和風
600ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭サーロインロースト
ビーフ　300ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ローストビーフ和風
味　200ｇ

肉類加工品 なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 伊賀の果夢きぬびきウインナー 加熱食肉製品 なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 伊賀牛ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 特定加熱食肉製
品

なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 松阪牛ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ（もも） 特定加熱食肉製
品

なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 松阪牛ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｻｰﾛｲﾝ 特定加熱食肉製
品

なし

株式会社ジャイナ 白河市五番町川原９７－５ 精肉 食肉 なし

株式会社ジャパンデリカ 香川県木田郡牟礼町大字大町1456-4 ハンバーグ 食肉製品 無
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株式会社ジャパンデリカ 香川県木田郡牟礼町大字大町1456-4 ミートボール 食肉製品 無

株式会社ジャパンデリカ 香川県木田郡牟礼町大字大町1456-4 チキンナゲット 食肉製品 無

株式会社ジャパンデリカ 香川県木田郡牟礼町大字大町1456-4 メンチカツ 食肉製品 無

株式会社ジャパンデリカ 香川県木田郡牟礼町大字大町1456-4 テリヤキ 食肉製品 無

株式会社十文字久慈フーズ 久慈市小久慈町63-16-1 岩手若鶏白湯スープ 鶏肉加工食品 無

株式会社十文字久慈フーズ 久慈市小久慈町63-16-1 鶏肉フライ 冷凍食肉加工品 無

株式会社十文字ブロイラー 二戸市仁左平字大段12-3 チキンカツ類 食肉加工品 無

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 ﾛｰｽハム 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 ボンレスハム 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 スープフランク 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 スープソーセージ 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 アラビキミニフランク 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 あらびきウィンナー 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 チョリソー風ソーセージ 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 ポークウィンナー 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 ﾍﾟｯﾊﾟｰﾊﾑブロック 食肉製品 なし

株式会社首都圏コープ 山形県村山市楯岡新町3-26－29 ベーコン 食肉製品 なし

株式会社主婦の店 矢吹町八幡 精肉 食肉 なし

株式会社ショクレイ 千葉市美浜区新港63-1 冷凍食肉 食肉 なし なし

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ ハンバーグパテ 肉類加工品 なし

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ コトレッタ 肉類加工品 なし

(株)セトスイフードサービス宇和
工場

東宇和郡宇和町大字皆田1360 牛肉 食肉製品 無

(株)セトスイフードサービス宇和
工場

東宇和郡宇和町大字皆田1360 味付け牛肉 食肉製品 無

株式会社ゼネラルミートフーズ 福岡市中央区今川二丁目１番３２号 牛ロースカット肉 食肉製品 無

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
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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 〃 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 宮城野合挽ポロポロミート 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 〃 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 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×１０　５
Ｋｇ×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 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 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 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 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 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 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 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 国産牛小間切300g バラ凍結 なし
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株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 サラミS１００ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 サラミソーセージ５００g 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 ミニサラミ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 棒サラミ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 棒サラミ（スライス） 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 ハナマサドライ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 ドライソーセージ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 ムエンセミドライソセージ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 J＆Cドライソーセージ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 セミドライソーセージ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 ドライソーセージ（スライス） 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 ベビーサラミ 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 棒サラミ（ドライ） 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 ソフトビーフジャーキー 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 角切りスモーク 食肉製品 なし

株式会社楯岡ハム 山形県村山市楯岡十日町６番４３号 サイコロステーキ 食肉製品 なし

株式会社天童ハム 山形県天童市大字道満867 ドライソーセージ 食肉製品 なし

株式会社天童ハム 山形県天童市大字道満867 サラミアンベビー 食肉製品 なし

株式会社天童ハム 天童市大字道満867 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

株式会社天童ハム 天童市大字道満867 牛タンスライス 食肉製品 なし

株式会社東名フーズ 焼津市石脇下１２９５ ＡＤＩＣビーフ 乾燥食肉 無

株式会社東名フーズ 焼津市石脇下１２９５ ＡＤＩＮビーフ 乾燥食肉 無

株式会社東名フーズ 焼津市石脇下１２９５ ＧＴＳカルビ 乾燥食肉 無

株式会社東名フーズ 焼津市石脇下１２９５ Ｉビーフ 乾燥食肉 無

株式会社東名フーズ 焼津市石脇下１２９５ Ｉビーフ２ 乾燥食肉 無

株式会社東名フーズ 焼津市石脇下１２９５ ＹＧカルビ 乾燥食肉 無
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え

株式会社鳥梅 中蒲原郡亀田町曙町４－９－４ 味付食肉（鶏肉） 食肉 なし

株式会社鳥梅 中蒲原郡亀田町曙町４－９－７ 牛肉他 食肉 なし

株式会社鳥梅 中蒲原郡亀田町曙町４－９－５ 鳥照焼き、ローストチキン等 食肉製品 なし

株式会社鳥梅 中蒲原郡亀田町曙町４－９－６ 蒸し鶏 食肉製品 なし

株式会社鳥梅 中蒲原郡亀田町曙町４－９－２ つみれ等 食肉半製品 なし

株式会社とりせん 白河市北真舟１７２－１ 精肉 食肉 なし

株式会社ﾄﾘｾﾞﾝ第二工場 唐津市養母田字沼511 ﾄﾘｾﾞﾝ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ 食肉製品 無

株式会社長崎屋旭川店 旭川市春光６区１条３丁目３６６ 肉類加工品 肉類加工品 なし

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ ソーセージ製品 食肉製品 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ ビーフジャーキー製品 食肉製品 無

株式会社肉の横沢 西根町大更21-52-1 ハム 食肉製品 無

株式会社肉の横沢 西根町大更21-52-1 ソーセージ 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 荒挽ウインナ－400g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 荒びきウインナ－1kg 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ウインナ－ソーセージ赤1kg 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 お徳用ポーク(フジ）450g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 お徳用ポークウインナ－1kg 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ぐるりんソーセージ240g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ぐるりんソーセージタンドリー
240g

食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 御殿場高原荒びきウインナ－300g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 御殿場高原ガーリック･バジル
185g

食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 御殿場高原レモン・パセリ200g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 寿チキンソーセージ300g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ジャーマンソーセージ300g，業務
用1kg

食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ジャーマンフランク315g，業務用
2.2kg

食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 チュ－リンガー 食肉製品 無
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株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 超荒ウインナ－1kg，300g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ピリ辛800g，320g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ぺぺロンチーノ７40g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ポーク＆チキン105g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ポークウインナ－(互栄） 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 ミュンヘン1kg，800g，300g 食肉製品 無

株式会社日宏食品 焼津市惣右衛門1281－6 米久Ｑクラブ荒びきウインナ－ 食肉製品 無

株式会社ニチロフレッシュデリカ 立川市富士見町７－３５－６ すき焼き鍋他２品目 食肉 なし

株式会社能勢食肉センター　「能
勢の里から」ハム工場

豊能郡能勢町地黄287 ウィンナーソーセージ 食肉製品 無

株式会社能勢食肉センター　「能
勢の里から」ハム工場

豊能郡能勢町地黄287 フランクフルト 食肉製品 無

株式会社能勢食肉センター　「能
勢の里から」ハム工場

豊能郡能勢町地黄287 チキンウィンナー 食肉製品 無

株式会社能勢食肉センター　「能
勢の里から」ハム工場

豊能郡能勢町地黄287 ビーフウィンナー 食肉製品 無

株式会社原田畜産商店 東京都目黒区八雲１－１１－１７ 牛肉 食肉 なし

株式会社ビージョイ 松山市枝松５丁目８－１２ ハンバーグ焼 食肉製品 無

株式会社ビージョイ 松山市枝松５丁目８－１２ 牛レバー味付 食肉製品 無

株式会社比内鶏 大館市芦田子字芦田子南８９－１ 比内鶏くんせい 食肉製品 無

株式会社平田牧場 山形県酒田市亀ｹ崎五丁目11-3 牛肉味噌漬け 食肉 なし

株式会社プライムジャパン旭川支
店

旭川市北門町１９丁目３１０１番地 肉類加工品 肉類加工品 なし

株式会社フレッシュまるゆ 南会津郡田島町大字田島字東町甲
2863-1

牛モツ 食肉 なし

株式会社ベイシア 白河市老久保２８ 精肉 食肉 なし

株式会社紅花フーズ 山形県山形市あかねヶ丘一丁目16－15 サラミソーセージ 乾燥食肉製品 なし

株式会社紅花フーズ 山形県山形市あかねヶ丘一丁目16－15 和風ジャーキー 乾燥食肉製品 なし

株式会社紅花フーズ 山形県山形市あかねヶ丘一丁目16－15 牛たんサラミ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ビーフハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ビーフ＆ポークハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ フレーヴィーハンバーグ 食肉（牛肉） なし
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株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ メンチベース 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ホクビーサーロイン 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ミニホクビーサーロイン 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ バリューサーロイン 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ Ｎロースステーキ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ヒレステーキ 食肉（牛肉） なし

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

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ハンギングテンダー 食肉（牛肉） なし

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

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 十勝ビーフハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ホクレン北海道ハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 北海道産牛ヒレ１口カットステー
キ

食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 北海道丸ごとハンバーグ 食肉（牛肉） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ホクビーサーロイン 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ミニホクビーサーロイン 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ バリューサーロイン 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ Ｎロースステーキ 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ヒレステーキ 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ USロイン 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ハンギングテンダー 食肉（牛脂） なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 北海道丸ごとハンバーグ 食肉（ビーフエ
キス）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 焼きハンバーグレンジくん 食肉冷凍食品
（牛脂）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ デミグラスソース 食肉冷凍食品
（牛脂）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ホクビービーフシチュー 食肉冷凍食品
（牛脂）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ デミグラスソース 食肉冷凍食品
（牛すじ）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 焼きハンバーグレンジくん 食肉冷凍食品
（牛肉）

なし
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株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ホクビービーフシチュー 食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ボイルドビーフカット/ミート＆
ブイヨン

食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ボイルドビーフネット付き 食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 牛肉の角煮（和風仕立て） 食肉冷凍食品
（牛肉）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 牛肉の角煮（和風仕立て） 食肉冷凍食品
（ゼラチン）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ 焼きハンバーグレンジくん 食肉冷凍食品
（ビーフエキ
ス）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ホクビービーフシチュー 食肉冷凍食品
（ビーフエキ
ス）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ローストリブブロック 特定加熱食肉製
品（牛肉）

なし

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ ローストビーフ 特定加熱食肉製
品（牛肉）

なし

株式会社丸十食品 福岡市中央区大手門一丁目３番２３号 カット枝肉 食肉製品 無

株式会社丸十食品 福岡市中央区大手門一丁目３番２３号 ミンチ肉 食肉製品 無

株式会社丸十食品 福岡市中央区大手門一丁目３番２３号 ハンバーグ用肉 食肉製品 無

株式会社万世白河店 西郷村大字小田倉字飯豊４７－１ 精肉、内臓 食肉 なし

株式会社ミエミート 一志郡三雲町市場庄１１７２ ウインナー（２品） 食肉製品 なし

株式会社ミエミート 一志郡三雲町市場庄１１７２ 焼豚（２品） 食肉製品 なし

株式会社ミムロ成田工場 成田市新泉38-1 牛肉 食肉 無

株式会社明治屋 東京都世田谷区玉川３－７－１８ ローストビーフ 食肉製品 なし

株式会社ヤガイ 山形県富神台8番 合鴨ﾛｰﾙ 加熱食肉製品 なし

株式会社ヤガイ 山形県富神台8番 牛タンハーフ 食肉製品 なし

株式会社ヤガイ 山形県富神台8番 牛タン入りウィンナー 食肉製品 なし

株式会社ヤガイ 山形県富神台8番 紅花味噌漬 食肉製品 なし

株式会社ヤガイ 山形県富神台8番 牛肉紅花味噌漬 いが なし
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株式会社ヤガイ 山形県山形市富神台８ 韓国風キムチ味牛たん 加熱食肉製品 なし

株式会社ヤガイ 山形県山形市富神台８ ビーフサンド 加熱食肉製品 なし

株式会社ヤガイ 山形県山形市富神台８ スペアリブ 加熱食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ ペンシルカルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ ベビーカルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ スモークカルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ XO醤カルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ B　C 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ ロシアンカルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ Ｎカルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 七味カルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ ペパロニ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ あらびきサラミ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 豚牛ソフト 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 豚牛サラミ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ あらびきサラミ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ テリヤキカルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ チリカラ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 豚辛キムチ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ スライスカルパス 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 黒胡椒ビーフ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 梅シソ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ ＢＪＫ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 吊るしＢＪＫ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 厚切りBJK 乾燥食肉製品 なし
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販売中止 製品回収
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え

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ チップＪＫ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 霜ふり牛たん 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ たん塩 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 新牛たん 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 焼豚JK 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ チャーシューＪＫ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヤガイ　山形第二工場 山形県山形市鋳物町４６－６ 本格派ＪＫ 乾燥食肉製品 なし

株式会社ヨークベニマル 南会津郡田島町大字田島字行司21-1 牛モツ 食肉 なし

株式会社横尾 東京都目黒区目黒本町５－２８－１５ 牛肉 食肉 なし

株式会社リオンドール 南会津郡田島町大字田島字東荒井80 牛モツ 食肉 なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん（骨、皮）、肉、オイル使
用食肉製品

食肉製品 なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 肉、脂、グラニュー糖（骨炭）使
用食肉製品

食肉製品 なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん使用食肉製品 食肉製品 なし

（株）正の屋精肉店 早良区干隈４－２４－２９ 牛枝肉、部分肉 食肉製品 無 　

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 赤鶏だんご鍋セット 食肉加工品（肉
エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 豚ロース焼き肉 肉類加工品（牛
脂）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 豚だんご鍋セット 肉類加工品（牛
脂）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 合鴨だんご鍋セット 肉類加工品（牛
脂）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 韓国風キムチ鍋セット 肉類加工品（牛
肉）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 牛辛口カルビ鍋セット 肉類加工品（牛
肉）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 牛すき焼き鍋セット 肉類加工品（牛
肉）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ ねぎ焼き肉 肉類加工品（牛
由来エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 赤鶏だんご鍋セット 肉類加工品（牛
肉エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 若鶏照焼（味付き） 肉類加工品（牛
肉エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 若鶏照焼（味付き） 肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 鶏肉だんご鍋セット 肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

66 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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）
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の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 牛すじ煮込み鍋セット 肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ こってりちゃんこ鍋セット 肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 牛すき焼き鍋セット 肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 豚汁鍋セット 肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 韓国風キムチ鍋セット 肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 牛辛口カルビ鍋セット 肉類加工品（ゼ
ラチン）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ あっさりちゃんこ鍋セット 肉類加工品（蛋
白加水分解物）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ こってりちゃんこ鍋セット 肉類加工品（蛋
白加水分解物）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 豚汁鍋セット 肉類加工品（蛋
白加水分解物）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 豚汁鍋セット 肉類加工品（蛋
白加水分解物）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ ねぎ焼き肉 肉類加工品
（ビーフエキ

なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
３９６

野沢菜ウィンナー 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
３９７

粗挽きフランク 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
３９８

粗挽きウィンナー 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
３９９

駒ヶ根高原ハム 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４００

ビアソーセージ 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０１

牛タンスモーク 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０２

シイタケウィンナー 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０３

スモークドビーフ 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０４

カレーウィンナー 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０５

さくらウィンナー 加熱食肉製品 なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
３９６

唐辛子牛タンスモーク 加熱食肉製品 なし

（株）タカノ 長岡市片田町樋上1136番地 荒挽きウインナー 食肉製品 なし

（株）タカノ 長岡市片田町樋上1133番地 牛一番 食肉製品 不明 なし 回腸遠位
端

実施 実施（全
品回収完
了・全品
廃棄）

完了

（株）タカノ 長岡市片田町樋上1137番地 牛肉角煮 食肉製品 なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）タカノ 長岡市片田町樋上1135番地 牛肉そぼろ煮 食肉製品 なし

（株）タカノ 長岡市片田町樋上1134番地 スパイシーハム 食肉製品 なし

（株）タカノ 長岡市片田町樋上1139番地 ハンバーグ 食肉製品 なし

（株）タカノ 長岡市片田町樋上1138番地 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

（株）タカノ 長岡市片田町樋上1140番地 ローストビーフ 食肉製品 なし

（株）天狗中田本店 松任市宮永町２８４６ 牛肉 食肉 なし - - -

（株）天狗中田本店 松任市宮永町２８４６ ローストビーフ 食肉製品 なし - - -

株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ 牛部分肉・牛正肉 食肉 なし

株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ 牛挽肉 食肉 なし

株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ ハンバーグ 食肉 なし

株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ 牛タタキ 食肉 なし

株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ 牛脂・牛脂ミンチ 食肉 なし

株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ 牛スジ 食肉 なし

株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ カクマクミンチ 食肉 なし

株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ 牛ボイルスジ 食肉製品 なし

（株）ときわ商会 名古屋市南区岩戸町６－４ ドライソーセージ 食肉製品 なし

（株）ときわ商会 名古屋市南区岩戸町６－４ ビーフジャーキー 食肉製品 なし

カブト食品㈱ 加古川市志方町 牛スジコロッケ 食肉製品 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）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ 食肉加工品 食肉製品 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ ハンバーグ 食肉製品 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ ローストビーフ 食肉製品 なし

（株）名古屋三越生鮮壱番館 名古屋市北区浪打町１－５２ 精肉 食肉 なし

（株）西新岩田屋（麹屋ﾍﾞｰｶﾘｰ） 早良区西新４－１－１　岩田屋内 カレーパン(牛肉) 食肉製品 無

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－１０ ウインナー、ハム、チャーシュウ 食肉製品 なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－２ 牛レバー甘露煮 食肉製品 なし
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え

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－３ ミートボール類 食肉製品 なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－１ ハンバーグ類 食肉製品、そう
菜類

なし

株式会社ハナマサ 江戸川区松江１－１９－１７ 食肉製品類 食肉製品 なし

株式会社ハナマサ 江戸川区松江２－３４－１４ 食肉製品類 食肉製品 なし

株式会社ビックミート中村 足立区神明南1-1-15 ハンバーグ 肉類加工品 なし

（株）ﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲｼﾞｬｽｺ 泉佐野市住吉町３１－５ ハンバーグ（半製品）生　　６種
類

食肉加工品 無

（株）冨士ハム 群馬県伊勢崎市上泉町540 肉使用食肉製品 食肉製品 なし

（株）冨士ハム 群馬県伊勢崎市上泉町540 ゼラチン（皮）使用食肉製品 食肉製品 なし

（株）冨士ハム 群馬県伊勢崎市上泉町540 ポークスープ（骨）使用食肉製品 食肉製品 なし

（株）冨士ハム 群馬県伊勢崎市上泉町540 ｺﾗｰｹﾞﾝｹｰｼﾝｸﾞ（皮）使用食肉製
品

食肉製品 なし

株式会社プライムジャパン十勝工
場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ ローストビーフ 味付け食肉 なし

株式会社プライムジャパン十勝工
場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ 味付けザンギ 味付け食肉 なし

株式会社プライムジャパン十勝工
場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ 味付け牛サガリ 味付け食肉 なし

株式会社プライムジャパン十勝工
場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ ロースジンギスカン 味付け食肉 なし

株式会社プライムジャパン十勝工
場事業部

帯広市西１８条北１丁目１７ ロースジンギスカン生姜タイプ 味付け食肉 なし

株式会社フレンドリー 大東市寺川3-12-1 ステーキ類２種 食肉 無

株式会社フレンドリー 大東市寺川3-12-2 味付肉２種 食肉 無

株式会社プロパック 八尾市志紀町南４－７０ スライス肉全般 牛肉 無

株式会社プロパック 八尾市志紀町南４－７０ 大阪鶴橋桜本の焼肉定食　他3種 食肉製品 無

株式会社プロパック 八尾市志紀町南４－７０ 大阪鶴橋桜本の焼肉定食　他3種 食肉製品 無

株式会社プロパック 八尾市志紀町南４－７０ 大阪鶴橋桜本の焼肉定食　他3種 食肉製品 無

（株）プロミート 長野市市場町７－７ ローストビーフ 食肉製品 無

（株）文化ゼラチン研究所 群馬県館林市当郷６０－１ 味付け骨付き肉（アバラ、胸） 食肉製品 なし

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ ﾁｷﾝﾍﾙｼｰﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ ﾃﾘﾔｷﾁｷﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ 本格風手作りﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無
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（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 食肉製品 無

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ ﾍﾙｼｰﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 食肉製品 無

株式会社ミートコンパニオン 立川市富士見町６－６５－９ 牛タタキ 食肉 なし

株式会社ミートコンパニオン 立川市富士見町６－６５－９ カルビ 食肉 なし

株式会社ミートコンパニオン 立川市富士見町６－６５－９ ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ他32品目 食肉 なし

株式会社ミートコンパニオン 立川市富士見町６－６５－９ ローストビーフ 食肉製品 なし

（株）ミートリポ 石川郡野々市町横宮３番５号 牛肉 食肉 なし - - -

（株）ミートリポ 石川郡野々市町横宮３番５号 心臓、ﾚﾊﾞｰ 内臓肉 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 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

（株）ムッターハム 名古屋市熱田区六野１－３０６ きのこウィンナー 食肉製品 なし

（株）ムッターハム 名古屋市熱田区六野１－３０６ 昔ながらのバラチャーシュー 食肉製品 なし

（株）ムッターハム 名古屋市熱田区六野１－３０６ ローストビーフ 食肉製品 なし

（株）ムッターハム 名古屋市熱田区六野１－３０６ 肉じゃが用牛肉 冷凍食肉 なし

（株）無量井ストアー精肉セン
ター

石川郡野々市町本町６丁目３７７ 牛肉 食肉 なし - - -

（株）やまき 福岡市南区清水一丁目１－１４ ローストビーフ、ハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

川井商店 大熊町大字下野上字大野４５５ 精肉 食肉 なし

関西フレッシュパック㈱関西ミー
トセンター

東灘区向洋町西２ 食肉 食肉 なし

関東フーズ（株） あきる野市平沢東１－４－2 ハンバーグ 食肉 なし

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
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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 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㈱ 柏市根戸１－３ スライスポーション 食肉（牛） 無

カントリーフーズ㈱ 札幌市白石区米里１条３丁目５－１０ スモークカルビ 食肉製品 なし

管野　官治 田村郡常葉町大字西向字屋形７９－１ 精肉・内臓 食肉 なし

かんの精肉店 大熊町大字下野上字大野４５６ 精肉 食肉 なし

菊地　長吉 田村郡船引町大字荒舘字軽井沼１０６
４

精肉・内臓 食肉 なし

北農食販㈱ 北海道函館市東雲町９－５ 牛部分肉 食肉 なし

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 煮豚 食肉加工品 無

岐阜アグリフーズ株式会社 山県郡高富町高富井ノ表２２７－４ 味付鶏肉（カレー味） 肉類加工品 なし

岐阜アグリフーズ株式会社 山県郡高富町高富井ノ表２２７－４ 味付鶏肉（黒コショウ味） 肉類加工品 なし

岐阜アグリフーズ株式会社 山県郡高富町高富井ノ表２２７－４ 味付鶏肉（七味照焼用） 肉類加工品 なし

岐阜アグリフーズ株式会社 山県郡高富町高富井ノ表２２７－４ 味付鶏肉（七味焼き用） 肉類加工品 なし

岐阜アグリフーズ株式会社 山県郡高富町高富井ノ表２２７－４ ローストビーフ 肉類加工品 なし

木村　力 田村郡滝根町大字神俣字梵天川７７ 精肉・内臓 食肉 なし

九州フレッシュパック㈱ 鳥栖市藤木町若桜８－１ ｽﾗｲｽﾎﾟｰｼｮﾝ(ﾊﾞﾗ､ﾓﾓ､肩ﾛｰｽ､ﾛｰｽ､
ﾋﾚ､ｽﾈ)

食肉製品 無

九州フレッシュパック㈱ 鳥栖市藤木町若桜８－１ ミンチ(ﾓﾓ､ﾊﾞﾗ､ﾋﾚ､ｶﾀﾛｰｽ､ｽﾈ､ﾛｰ
ｽ)

食肉製品 無

共栄食肉㈱ 小樽市銭函３－５１５ 味付ラム 食肉 無

共栄食肉㈱ 小樽市銭函３－５１５ 焼肉味付牛カルビ等 食肉 無

協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 生ハンバーグ 食肉製品 無

協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 ウィンナー、ハム、ソーセージ 食肉製品 無
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協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 ウィンナー 食肉製品 無

協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 焼き豚 食肉製品 無

協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 ハム、ベーコン 食肉製品 無

協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 ビーフソーセージ 食肉製品 無

協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 ビーフペースト 食肉製品（半製
品）

無

協和商事㈱ 兵庫区本町2-1-23 乾燥牛肉 食肉製品 なし

協和商事㈱ 兵庫区本町2-1-23 乾燥牛タン 食肉製品 なし

協和食品㈱ 新宿区筑土八幡町１－４ サンドイッチ用ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

協和食品㈱ 川崎市川崎区東扇島２４ 牛肉 食肉 なし

協和食品㈱ 川崎市川崎区東扇島２４ 牛骨 食肉 なし

キング食品株式会社 小笠郡小笠町高橋4236-1 牛肉野菜巻 食肉半製品 なし

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ 仔牛カツ１３０ｇ 食肉 無

久下　ヒサ子 石川郡石川町字下泉１６３ 精肉・内臓 食肉 なし

草のかんむり舎 荒川町大字金屋２７７７１番地 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

草野ストアー 石川郡平田村大字上蓬田字下槍らい 精肉・内臓 食肉 なし

草野精肉店 矢吹町寺の前４８ 精肉 食肉 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ 総添ＭＲＬ 食肉加工用複合
製剤

なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ ＮＳ－２０ 食肉加工用複合
製剤

なし

グリコ栄養食品㈱ 高槻市春日町7-16 ﾁﾙﾄﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 牛肉 無

グリコ栄養食品㈱ 高槻市春日町7-16 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

グリコ栄養食品㈱那須工場 黒磯市上大塚新田３３－３ 食肉製品 食肉製品 なし

ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 食肉製品（５） 牛肉 無

ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 食肉製品（２０） 牛肉・牛エキス 無

ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 食肉製品（２） 牛肉・牛肉ｴｷ
ｽ・ｺﾗｰｹﾞﾝｹｰｼﾝ
ｸﾞ

無

ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 食肉製品（１６） 牛肉・牛肉ｴｷ
ｽ・ｾﾞﾗﾁﾝ

無
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ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 食肉製品 牛肉・牛肉ｴｷ
ｽ・ｾﾞﾗﾁﾝ・ｺﾗｰ
ｹﾞﾝｹｰｼﾝｸﾞ

無

ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 食肉製品（５２） 牛肉ｴｷｽ 無

ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 食肉製品（５） 牛肉ｴｷｽ・ｾﾞﾗﾁﾝ 無

ｸﾜﾑﾗ食品㈱ 多可郡中町 チキンウインナー 食肉製品 なし

ｸﾜﾑﾗ食品㈱ 多可郡中町 ピリカラウインナー 食肉製品 なし

ｸﾜﾑﾗ食品㈱ 多可郡中町 ドライウインナー 食肉製品 なし

ｸﾜﾑﾗ食品㈱ 多可郡中町 三田屋ローストビーフ 食肉製品 なし

群馬県手作りハム（株） 群馬県安中市鶯宮３７０８ 香辛料（骨、皮）使用食肉製品 食肉製品 なし

群馬畜産加工販売農業協同組合連
合会高崎ハム

群馬県高崎市八幡原町722-5 肉使用食肉製品 食肉製品 なし

群馬畜産加工販売農業協同組合連
合会高崎ハム

群馬県高崎市八幡原町722-5 エキス（肉、骨）使用食肉製品 食肉製品 なし

群馬畜産加工販売農業協同組合連
合会高崎ハム

群馬県高崎市八幡原町722-5 内臓（舌）使用食肉製品 食肉製品 なし

群馬畜産加工販売農業協同組合連
合会高崎ハム

群馬県高崎市八幡原町722-5 調味液（肉）使用食肉製品 食肉製品 なし

群馬畜産加工販売農業協同組合連
合会高崎ハム

群馬県高崎市八幡原町722-5 牛脂使用食肉製品 食肉製品 なし

群馬畜産加工販売農業協同組合連
合会高崎ハム

群馬県高崎市八幡原町722-5 タンパク加水分解物使用食肉製品 食肉製品 なし

群馬畜産加工販売農業協同組合連
合会高崎ハム

群馬県高崎市八幡原町722-5 牛皮使用食肉製品 食肉製品 なし

群馬畜産加工販売農業協同組合連
合会高崎ハム

群馬県高崎市八幡原町722-5 ゼラチン使用食肉製品 食肉製品 なし

県岩瀬農業高等学校 岩瀬村鏡石町大字鏡田字桜町２０７ 精肉・内臓 食肉 なし

源気山畜産㈱ 明石市二見町 カツレツ、ステーキ 食肉 なし

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

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 合鴨スモーク 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 合鴨ロース 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 オーガニックビーフミートボール
２５ｇ

食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 鴨団子 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 鴨ネギ入り団子 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 鴨ボール 食肉製品 なし － － － － －
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合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 地鶏スモーク 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 ジャンボ肉団子 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 ソフトサラミ 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 チキンボール 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 つくね 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 日向鶏軟骨入りつくね 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 ピリ辛タン 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 フランクフルト 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 ベーコン 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 ベリーハム 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 ミートボール 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 むし鶏スパイシー 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 むし鶏スパイシー・ガーリック味 食肉製品 なし － － － － －

合資会社　大内ハム商会 富士宮市光町１０番４号 和風とりつくね 食肉製品 なし － － － － －

神戸ロイヤルフーズ 兵庫区芦原通６－１－２０ フィレステーキ 食肉 なし

小枝　勢徳 須賀川市東町６ 精肉・内臓 食肉 なし

コープぐんま生活協同組合 群馬県桐生市相生町1-111 牛肉（精肉） 精肉 なし

コープぐんま生活協同組合 群馬県桐生市相生町1-111 味付け牛肉（タンパク加水分解
物、ゼラチン、脂、エキス）使用

精肉 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ アスパラベーコン巻 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ こってちゃん野菜炒め 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ のりまきチキン 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 牛カルビ山賊焼き 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 牛カルビ焼肉 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 牛サイコロステーキ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 牛ネギ塩カルビ（味付け） 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 牛やわらかステーキ 肉類加工品 なし
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コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 牛中おちカルビ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 牛肉とエビのオイスター炒め 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 国産ドミノステーキ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 国産牛サイコロステーキ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 国産牛サイコロステーキ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 国産牛ドミノステーキ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 国産若鶏からあげ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 黒毛和牛アスパラ巻き 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 産直肉でつくったコロッケ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 上毛和牛でつくった春巻き 肉類加工品 なし
コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 大麦牛タータルステーキ 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 大麦牛バラ牛丼用 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 豚肉味噌漬 肉類加工品 なし

コープとうきょう生鮮センター 所沢市大字坂の下１６６－３ 和牛スタミナ漬 肉類加工品 なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 弁当　ウインナー ウインナーソー
セージ（たんぱ
く加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 弁当　リシュパアレー　カニ爪
アーモンド

牛脂 なし

越谷畜産加工（株） 越谷市増森１－２０－１ 牛カット肉（モモ、バラ、ロー
ス、ヒレ、カタロース）

食肉 なし

越谷畜産加工（株） 越谷市増森１－２０－１ 牛内臓肉（レバー、ハツ、舌、大
腸、小腸、ハラミ）

食肉 なし

後藤　隆 石川郡石川町字北町４５ 精肉・内臓 食肉 なし

後藤精肉店 白河市天神町６６ 精肉 食肉 なし

小林商事㈱ 柏市高田１０７１－７ 味付牛ホルモン 食肉半製品 無

五太子善彦「五太子商店」 東京都日野市豊田3-41-17 ソフトサラミ 食肉製品 なし

五太子善彦「五太子商店」 東京都日野市豊田3-41-17 若鳥肉（鳥形）燻製品 食肉製品 なし

五太子善彦「五太子商店」 東京都日野市豊田3-41-17 鶏肉ハムソーセージ（チーズ入
り）

食肉製品 なし

小室信重 矢祭町東舘字舘本４７ 精肉 食肉 なし

米久株式会社 御殿場市印野２２１０－１ サラーメスティック 食肉製品 なし
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米久株式会社 御殿場市印野２２１０－１ ベルアージュ 食肉製品 なし

米久株式会社 御殿場市印野２２１０－１ ラックスシンケン 食肉製品 なし

米久株式会社 御殿場市印野２２１０－１ ロースベルアージュ 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ ｃｏ－ｏｐボンレスハム９０ｇ、
１８０ｇ、ｃｏ－ｏｐサンドイッ
チハム１００ｇ、２００ｇ

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ ｃｏ－ｏｐロースハム９０ｇ、１
８０ｇ、（丸）３５０ｇ

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ Ｈウインナー３６０ｇ（１０月４
日製造まで）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ Ｈロースハム、Ａロースハム（１
０月４日製造まで）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ Ｋロースハム 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ Ｋロースハム（１０月４日製造ま
で）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ 赤ウインナー、皮なしウインナー
（１０月４日製造まで）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ あじわいロースハム　５００ｇ 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ あじわいロースハム　焼豚５００
ｇ

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ 糸巻きロースハム　　５００ｇ 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ 糸巻きロースハム焼豚５００ｇ 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ 黒仕込みローストビーフ４００ｇ 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ 黒仕込みローストビーフ４００ｇ
（１０月４日製造まで）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ シンケンヴルスト（１０月４日製
造まで）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ スモークタン 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ スモークハム（１０月４日製造ま
で）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ 西友ロースハムスライス１７５
ｇ、西友ロースハムブロック

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ 西友ロースハムスライス１７５
ｇ、西友ロースハムブロック（１
０月４日製造まで）

食肉製品 なし
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米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ バックスハム、Ｍロースハム、
ロースハム、献立応援ロースハム
１４０ｇ

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ バックスハム、Ｍロースハム、
ロースハム、献立応援ロースハム
１４０ｇ（１０月４日製造まで）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ ビアソー（１０月４日製造まで） 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ フジシティオあっさりロースハム 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ フジシティオあっさりロースハム
（１０月４日製造まで）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ フジシティオ皮なしウインナー 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ ロースハム４００ｇ（コープとう
きょう）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ ロースハム４００ｇ（コープネッ
ト）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ ロースハム６０ｇ 食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ ロースハム６０ｇ（１０月４日製
造まで）

食肉製品 なし

米久デリカ（株） 川本町白草台１５６５－１５ 無塩せきベーコン 食肉製品 なし

小山　恵章 岩瀬郡天栄村大字湯本字居平 精肉・内臓 食肉 なし

近藤肉店 棚倉町大字関口 精肉 食肉 なし

今野　昇一 原町市高字竹の内１９－２ 精肉 食肉 なし

コンビニエンスフジタ 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

斉藤正裕 川俣町飯坂中道２１－８ 牛肉、牛タン 食肉 なし

サカタ商事　坂田恵美子 大分市今津留1-14-7 ホルモン 食肉 無

相模ハム㈱　札幌営業所 札幌市白石区米里３条２丁目５－３５ 各種スライス食肉製品 食肉製品 なし

佐久浅間農協（きたやつハム） 長野県南佐久郡八千穂村大字畑４７１
７ー４

ハンバーグ 肉類加工品 なし

桜屋肉店 田村郡小野町大字小野新町字荒町 精肉・内臓 食肉 なし

ササヤサービス㈱ 仙台市宮城野区
　福室字御蔵前二番57-1

牛肉 食肉 なし

札新ハム　㈱ 札幌市白石区本通１６丁目北４－３ ハム・ソーセージ類 食肉製品 なし

札友ミート㈱ 札幌市北区篠路４条７丁目１－１５ 牛肉各種 食肉 なし

札幌協和食品㈱ 札幌市東区北９条東６丁目６番地２ 牛肉各種スライス 食肉 なし
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札幌協和食品㈱ 札幌市東区北９条東６丁目６番地２ 牛タンスライス 食肉 なし

札幌通商㈱　日冷事務所 札幌市白石区流通センター４丁目2-21 スキヤキ用牛スライス 食肉 なし

札幌通商㈱　日冷事務所 札幌市白石区流通センター４丁目2-21 カルビタレ 食肉 なし

札幌バルナバハム㈱ 札幌市西区八軒９条西１０丁目1-37 サラミソーセージ 乾燥食肉製品 なし

札幌バルナバハム㈱ 札幌市西区八軒９条西１０丁目1-37 ハム・ソーセージ類 食肉製品（加熱
後包装）

なし

札幌バルナバハム㈱ 札幌市西区八軒９条西１０丁目1-37 ローストビーフ類 特定加熱食肉製
品

なし

札幌バルナバハム㈱ 札幌市西区八軒９条西１０丁目1-37 生ハム 非加熱食肉製品 なし

佐藤　一徳 藤沢町藤沢字八沢４９-３ スモークビーフ 食肉製品 無

佐藤　克彦 石川郡平田村大字北方字蛇石１０５ 精肉・内臓 食肉 なし

佐藤　喜松 仙台市太白区鹿野３－１８－３１ 牛タン 牛肉 なし 牛ﾀﾝ

佐藤博三 伊達郡川俣町字鉄砲町７０ 牛バラ肉 食肉 なし

佐藤誠喜 矢吹町中町１６１ 精肉 食肉 なし

サヌキ畜産加工協同組合 香川県三豊郡詫間町大字詫間2112-140 焼豚・ベーコン・ハム 食肉製品 無

サン・ミート㈱ 札幌市東区北丘珠５条４丁目1-3 成形ステーキ 食肉 なし

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 レバー 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 ハツ 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 胃 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 大腸 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 小腸 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 ハラミ 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 サガリ 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 舌 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 テール 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 腕 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 クラシタ 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 前バラ 食肉 無
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ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 チマキ 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 ロース 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 バラ 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 モモ 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 ヒレ 食肉 無

ｻﾝｷｮｳｰﾐｰﾄ㈱有明ﾐｰﾄ第２工場 曽於郡有明町野井倉6965 枝肉 食肉 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイデリカチキン1㎏ 食肉製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイデリカチキン1㎏ 食肉製品 無

サンマート中島店 中島村大字滑津字背戸原１８ 精肉 食肉 なし

サンミート吉田 山形県西村山郡河北町谷地中央三丁目
13-7

ハンバーグ 食肉加工品 なし

三都屋畜産株式会社 東京都目黒区目黒本町３－１－２６ 牛肉 食肉 なし

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ 和風鴨燻製ロース 食肉製品 無

鹿岡　俊男 石川郡石川阿智字南町４８－２ 精肉・内臓 食肉 なし

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

ボロニアンソーセージ〔By〕 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

無添加ポークハム 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

無添加ロースハム 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

バラヤキブタスライス6g･8g･10g･
13g

食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

チャーシュー原料肉E 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

Pバラチャーシュー 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

スパイシーウインナ- 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

煮豚 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

無塩せきあらびきポークウイン
ナー

食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

プレスハム 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

ポークソーセージ（ウインナ-
ソーセージ）

食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

整形ベーコン 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

チョップドハム 食肉製品 無
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四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

ウインナ-ソーセージ 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

ヤG 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

Aロースハム 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

ロースハム・ショルダーベーコ
ン・ボンレスハム

食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

豚太郎（モモ）（バラ） 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

無添加ウインナ- 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

イタリアンハムステーキ（ソー
セージ）

食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

香味ハムステーキ（ソーセージ） 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

味わいヤキブタ 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

焼牛 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

香味フランク（ソーセージ） 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

グルメウインナ- 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

バラヤキ飯店 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

まがたまソーセージ 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

ビーフ入りアラビキウインナー 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

パセリ入りアラビキウインナー 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

ヨシケイポークハム 食肉製品 無

四国物産㈱ 香川県三豊郡詫間町大字松崎水出
2615-7

ミートローフ 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛スライスポーション 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛タンスライス 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛内臓ポーション 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛角切り 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛骨付きショートリブスライス 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 肉野菜巻き 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛カラフルスパイス焼肉 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛タン塩たれ漬け焼肉 食肉製品 無
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四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛タン醤油たれ漬け焼肉 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ タレ漬け焼肉 食肉製品 無

四国フレッシュパック株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ サイコロステーキ 食肉製品 無

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ２ＲＯネット0.37（クン） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ２ＲＯネット0.37（クン） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ２ＲＯネット0.44モリ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ２ＲＯネット0.44モリ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ２ＲＯネット0.682モリ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ２ＲＯネット0.682モリ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ４ＢＰシオヤキ0.3（ＩＹ） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ４ＢＰシオヤキ0.3（ＩＹ） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ BOム（ス）90GユC 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ BOム（ス）90GユC 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ＦＰＢマフィン30Ｇ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ＦＰＢマフィン３０Ｇ1.2ＭＱＦ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ＦＰＢマフィン３０Ｇ1.2ＭＱＦ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ Ｆ－ＰＦ（Ｃ２０Ｇ）１ＭＱＦ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ Ｆ－ＰＦ（Ｃ２０Ｇ）１ＭＱＦ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ Ｆ－ＰＦ（Ｃ５０Ｇ）１ＭＱＦ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ Ｆ－ＰＦ（Ｃ５０Ｇ）１ＭＱＦ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ PCF（アラ）0.33 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ PCF（アラ）0.33 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ＲＯ（ス）Ｑカット１ドミノＡ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ＲＯ（ス）Ｑカット１ドミノＡ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ＲＯス0.15SPT 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ＲＯス0.15SPT 肉類加工品 なし
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静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ブタカクニ0.11（Ｇ） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ブタカクニ0.11（Ｇ） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ポークＳム0.19C 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ポークＳム0.19C 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ミニサラミ0.12（ＭＱＦ） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ミニサラミ0.12（ＭＱＦ） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ヤキトリ（シオヤキ95ＧＣＶＳ） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ヤキトリ（シオヤキ95ＧＣＶＳ） 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ルー２ＲＯネット0.37シロダ 肉類加工品 なし

静岡日本ハム㈱ 榛原郡吉田町大幡３５０－３ ルー２ＲＯネット0.37シロダ 肉類加工品 なし

静岡ハム株式会社 静岡市新川１丁目１１－２１ ソーセージ 食肉製品 無

静岡ハム株式会社 静岡市新川１丁目１１－２１ タン加工品 食肉製品 無

静岡ハム株式会社 静岡市新川１丁目１１－２１ リオナソーセージ 食肉製品 無

静岡ハム株式会社 静岡市新川１丁目１１－２１ 牛中落ちカルビ 食肉 無

システムﾌｰｽﾞ㈱ 加古川市東神吉町 牛煮込みスジ肉 食肉製品 なし

システムﾌｰｽﾞ㈱ 加古川市東神吉町 牛ミンチカツ 食肉製品 なし

シティー産業(有) 大分市永興三ヶ田6 牛肉 食肉 無

篠田　豊 石川郡石川町大字母畑字樋田４１ 精肉・内臓 食肉 なし

シミズストアー大越店 田村郡大越町大字上大越字薬師堂10-1 精肉・内臓 食肉 なし

シミズストアー常葉店 田村郡常葉町大字常葉字古御門４１ 精肉・内臓 食肉 なし

シミズストアー船引店 田村郡船引町大字船引字畑添５４ 精肉・内臓 食肉 なし

シミズストアーふねひきパーク店 田村郡船引町大字船引字原田９ 精肉・内臓 食肉 なし

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

ジャスコ株式会社 西郷村大字小田倉字岩下１１－１ 精肉 食肉 なし

ジャルロイヤルケータリング株式
会社

成田市三里塚字御料牧場1-720 ビーフウインナー 食肉製品 無

ジャルロイヤルケータリング株式
会社

成田市三里塚字御料牧場1-720 コンビーフソーセージ 食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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

ジャルロイヤルケータリング株式
会社

成田市三里塚字御料牧場1-720 ビアソー 食肉製品 無

シャロンインターナショナル株式
会社

大東市南新田2-2-4 加工肉２種 食肉 無

ジャンボフーズ（株） 大阪府東大阪市新庄南２５ 食肉 食肉 なし

主婦の店　浅川店 石川郡浅川町大字浅川字大明塚107-4 精肉・内臓 食肉 なし

シュマンケル　ステューベ本店 大和市下鶴間１７８７－１０ ソーセージ類 食肉製品 なし

上越ミートパッカー株式会社 新潟県上越市安江２－５－１８ 食肉製品（３種） 食肉製品 なし

小部産業㈱　第一工場 札幌市中央区南１条東７丁目 枝肉 食肉 なし

白坂賢一 矢祭町東舘字反田 精肉 食肉 なし

白坂肉店 矢祭町大字東館 精肉 食肉 なし

白根やストア 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

城川町 東宇和郡城川町大字窪野2579-2 ハム 食肉製品 無

城川町 東宇和郡城川町大字窪野2579-2 ソーセージ 食肉製品 無

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 扇形ソーセージ１．３ｋｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＮＲジャンボフランク９０ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＧＰＷＤ、ＧＰＦＤ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇお弁当フランク 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｃ・Ｃ　Ｇあらびきポークウイン
ナー

食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 信州発かわなしポークフランク 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ エーデルウインナー１．０ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ビーフ＆チキンあらびきウイン
ナー１８５、２５０ｇ

食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 信州発ほそびきポークウインナー
１８０ｇ

食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇあらびきロングウインナー
１．０

食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇドライソーセージ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＳＤフランクフルトソーセージ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 牛肉のワイン干し２４ｇ、５３ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇ赤身ベーコン類 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇクッキングベーコン類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇハム切落しＰ類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＴＧロース 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＴＧボンレス 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＴＧベーコン 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 自社　使いきりＧボンレス６０ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＮＧ国産ロースハム（スライス） 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＮＧロースハム４００ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＣＮ赤身ベーコン 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＣＮボンレスハム６５ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＵＧロースハム７００ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＵＧロースハム４００ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＵＧボンレスハム４００ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 角ボン 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 日食角ボン 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ペッパービーフ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ リテーナーショルダー 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇ荒挽きＰＷ類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇ細引ＰＷ類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇホワイトウインナーソーセージ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 自然派Ｇポークウインナー 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇ薫チョリソＰＷ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 和風鶏ごぼうウインナー 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＧあっさりＰＷ類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 自然派ＧあっさりＰＷ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇ皮なしカクテルＷ 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇサラミ類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ポークバーデン類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ エーデルウインナー類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 角ソ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＮＧサラミソーセージ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 軽井沢の薫ポーク＆ビーフフラン
ク

食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＮＧ荒挽ポークウインナー１２０
ｇ

食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇほうれん草ポークウインナー類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ビヤブルスト 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ Ｇパストラミローフ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ ＵＧサラミ１００ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 扇形ソーセージ類 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ サラミソーセージ１００ｇ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 生サラミソーセージ 食肉製品 なし

信州ハム（株） 上田市下塩尻９５０ 信州高原ドライソーセージ 食肉製品 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 軽井沢の薫直火焼焼豚２４０ｇ 食肉製品 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ A牛タン 食肉製品 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ Aベーコン 食肉製品 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ カスラー・ボイルカスラー 食肉製品 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ S・Bショルダーベーコン 食肉製品 なし

シンドラー・ヴェルナー 和歌山県西牟婁郡中辺路町石船８１ ソーセージ 食肉製品 なし

シンドラー・ヴェルナー 和歌山県西牟婁郡中辺路町石船８１ スモークタン 食肉製品 なし

スーパー入山店 石川郡平田村大字小平字入山92-2 精肉・内臓 食肉 なし

スーパーうおせい 鮫川村大字赤坂中野 精肉 食肉 なし

スーパーおおたけ 石若郡平田村大字上蓬田字上槍らい14 精肉・内臓 食肉 なし

スーパーストアうおとみ 東村大字釜子字新薪久保９８ 精肉、内臓 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

須賀川中央ミート(有) 須賀川氏大字西川字池の下６２－４ 精肉・内臓 食肉 なし

菅沼　進 湖西市岡崎1200-8 牛肉(ロース・モモ・バラ) 食肉 なし

須釜　晃 須賀川市妙見139 精肉・内臓 食肉 なし

杉田　功 浜名郡新居町新居1530 牛肉(モモ・ロース) 食肉 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛ミノたれ漬け（ピリ辛） 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛ミノたれ漬け（塩味） 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛やわらかミノ 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 塩だれ牛カルビ焼肉 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 味付け牛すじ 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛すじ味付（煮込み料理用） 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛ホルモン揚げ物用 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛ミノから揚げ用 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛特上筋串 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ ビーフ串カツ 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛すじ肉（メンブレン串、引筋
串、アキレス串）

食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ ボイル牛すじ 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ ボイル牛ロースすじ 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛赤身串 食肉加工品 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛ひきすじ串 食肉加工品 なし

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

鈴木　祥友 石川郡石川町大字母畑字樋田３－１ 精肉・内臓 食肉 なし

鈴木　康之 小高町上町１－５５ 精肉 食肉 なし

スターゼン（株）マクドナルド事
業部千葉工場

山武郡松尾町富士見台２０８－３６ ハンバーガーパテ 食肉 無

スターゼン株式会社 東京都港区港南２丁目５ー７ 牛肉 食肉 なし

スターゼン㈱神戸営業所 西区大津和３丁目４－５ 牛肉 牛肉（パック原
料）

なし

スターゼン㈱郡山営業所 須賀川市大字滑川字八方久保７３－３ 精肉・内臓 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

須田商店 須賀川市上北町1-6 精肉・内臓 食肉 なし

スモークドフーズいじり 船井郡園部町小山西町野本１５－６ セルフジャーキー 薫製 なし

スモークドフーズいじり 船井郡園部町小山西町野本１５－６ 牛レバースモーク 薫製 なし

スモークドフーズいじり 船井郡園部町小山西町野本１５－６ 牛肉タレスモーク 薫製 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートあだち

安達郡安達町油井字中田１－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートあだち

安達郡安達町油井字中田１－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートいずみ

福島市森合字清水７ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートいずみ

福島市森合字清水７ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート川俣

伊達郡川俣町字中丁３４ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート川俣

伊達郡川俣町字中丁３４ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート国見

伊達郡国見町大字藤田字五反田１－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート国見

伊達郡国見町大字藤田字五反田１－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート桑折

伊達郡桑折町字西大隅９３－５ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート桑折

伊達郡桑折町字西大隅９３－５ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート笹谷

福島市笹谷字中谷地１４－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート笹谷

福島市笹谷字中谷地１４－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート新町

福島市新町６－３５ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート新町

福島市新町６－３５ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート瀬上

福島市瀬上町字町尻７０－５ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート瀬上

福島市瀬上町字町尻７０－５ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート方木田

福島市大森字北島２０－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート方木田

福島市大森字北島２０－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート保原

伊達郡保原町字市柳町２４ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート保原

伊達郡保原町字市柳町２４ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート梁川

伊達郡梁川町字御八郎１３－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート梁川

伊達郡梁川町字御八郎１３－１ 牛肉 食肉 なし
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生活協同組合コープふくしま
コープマートやのめ

福島市南矢野目字向原１－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートやのめ

福島市南矢野目字向原１－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート渡利

福島市渡利字舟場１７－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート渡利

福島市渡利字舟場１７－１ 牛肉 食肉 なし

セイカ食品株式会社冷凍食品部 鹿児島市西別府町３２００番７ 中華ステーキ 食肉製品（肉類
加工品）

無

セイコーフレッシュフーズ㈱
関東工場

茨城県水戸市元吉田町字岡崎１０４２
－６

ナーベルエンド（牛ばら肉） 食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
釧路工場

北海道釧路市新富士町６丁目２－１５ ナーベルエンド（牛ばら肉） 食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
札幌工場

札幌市白石区流通センター７丁目２－
８

ナーベルエンド（牛ばら肉） 食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
函館工場

北海道茅部郡森町字栄町３７番地２４ ナーベルエンド（牛ばら肉） 食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
稚内工場

北海道稚内市末広町１丁目５－２ ナーベルエンド（牛ばら肉） 食肉 なし

精肉店ふかや 白河市馬町下８－５ 精肉 食肉 なし

全国農業協同組合連合会 東区松田二丁目７番１号 牛肉類，牛内臓類 食肉製品 無

全国農業協同組合連合会新潟県本
部

新潟市大形３１６ 食肉 食肉 なし なし

先崎　昭雄 田村郡小野町大字夏井字都沢９ 精肉・内臓 食肉 なし

先崎　勇蔵 田村郡滝根町大字菅谷字堂田３４２－
４

精肉・内臓 食肉 なし

仙台牛佐利総本家㈱ 仙台市泉区松森字斉兵衛５８ 牛タン 食肉 なし

仙台牛佐利総本家㈱ 仙台市泉区松森字斉兵衛５８ サーロインステーキ 食肉 なし

仙台食肉加工事業㈱ 仙台市宮城野区扇町6-3-6 牛肉.牛内臓 食肉 なし

全農・九州畜産センター 太宰府市都府楼南５－１５－２ 牛部分肉 食肉製品 無

全農・九州畜産センター 太宰府市都府楼南５－１５－２ 牛包装肉 食肉製品 無

全農・九州畜産センター 太宰府市都府楼南５－１５－２ 牛内臓包装肉 食肉製品 無

全農・九州畜産センター 太宰府市都府楼南５－１５－２ 食肉タレ漬製品 食肉製品 無

全農・九州畜産センター 太宰府市都府楼南５－１５－２ 食肉包装肉
（スパイス類添加製品）

食肉製品 無

全農・九州畜産センター 太宰府市都府楼南５－１５－２ ハンバーグ類 食肉製品 無

全農千葉畜産販売所 八千代市吉橋字西内野1839 豚カタロース味噌漬黒豚ロース味
噌漬

食肉加工品  無

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛パック肉 食肉 無 ― ― ― ― ― ―
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え

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛部分スネ 食肉 無 ― ― ― ― ― ―

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛部分モモ 食肉 無 ― ― ― ― ― ―

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛部分トモバラ 食肉 無 ― ― ― ― ― ―

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛部分ヒレ 食肉 無 ― ― ― ― ― ―

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛部分ロース 食肉 無 ― ― ― ― ― ―

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛部分ウデ 食肉 無 ― ― ― ― ― ―

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛部分マエバラ 食肉 無 ― ― ― ― ― ―

全農中央畜産センター 東京都港区港南５－１－１９ 牛部分カタロース 食肉 無 ― ― ― ― ― ―

全農ミート(株) 相模原市上溝１８５６ 加熱食肉製品（加熱後包装） 肉類加工品 なし

荘司肉店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

荘華 棚倉町大字関口 精肉 食肉 なし

空知ミート（株） 上富良野町丘町 ピザローフ ウィンナーソー
セージ

なし

空知ミート（株） 上富良野町丘町 ハーブウィンナー ウィンナーソー
セージ

なし

大祥食品株式会社 奈良市八条　３－７２９－３ 牛肉（すきやき・しゃぶしゃぶ・
焼肉・ステーキ）

牛肉 なし

大祥食品株式会社 奈良市八条　３－７２９－３ ローストビーフ 食肉製品 なし

ダイショク（株） 松伏町田島１４６３－１ 牛サーロインステーキ 牛肉 なし

ダイショク（株） 松伏町田島１４６３－１ 牛肉切り身ショートリブ 牛肉 なし

ダイショク（株） 松伏町田島１４６３－１ ローストビーフ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 馬ハム 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 冷凍調味生肉（リンクス） 豚肉 なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 食肉ハム（バンガー、ポルコ） 食肉ハム なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 食肉ベーコン（Ｍｉｘ） 食肉ベーコン なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 食肉ハム（モモハム） 食肉ハム なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 コーンドビーフ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ロースハム(Ｓ、ＭＨ、腸詰め) ロースハム なし
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大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ボンレスハム(Ｓ、ＭＨ） ボンレスハム なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 焼豚(160、直火焼き) 焼豚 なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ウィンナー（ＭＨ、東部、信州） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ウィンナー（信州、Ｇ・Ｐ） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ウィンナー（牛タン） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ウィンナー（大信、Ｃ、粗挽き、
木曽路）

ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ウィンナー（西源、ＦＺ） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ウィンナー（イタリアン） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ウィンナー（スーパー） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 フランクフルト（ＭＨ、東部） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 フランクフルト（キムチ、チー
ズ）

ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 フランクフルト（Ｇ） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ボロニアソーセージ（ＭＨ） ポークソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 リオナソーセージ（ギョウザ、
Ｇ・Ｐ）

リオナソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 リオナソーセージ（ベシタブル） リオナソーセー
ジ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ベーコン（プレス、板） ベーコン なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ショルダーベーコン（赤身） ショルダーベー
コン

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ショルダーハム（生協） ショルダーハム なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 焼豚（チャーシュー） 焼豚 なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ソフトサラミソーセージ（ＭＨ、
着色）

ソフトサラミ
ソーセージ

なし

大信畜産工業㈱ 長野県中野市大字江部634-1 ボンレスハム（生協） ボンレスハム なし

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 牛豚生ハンバーグ 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 インジェクション加工牛肉 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ナス肉詰め（４個入り） 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ローストビーフ切り落とし 特定加熱食肉製
品

無
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大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 和牛ハンバーグ 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 焼肉大会（焼肉セット） 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 豚ロース味噌漬け 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 牛カルビ味噌（キムチ味噌、レモ
ン風味）

食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 手羽味噌 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 タスマニアビーフももカツレツ風
ステーキ

食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 手羽中開き味付け 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 アメリカ産豚肉ロース香草焼
（チーズ、カレー味）

食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 豚肉プルコギ 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 牛肉プルコギ 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 焼肉用／ねぎ塩焼（トントロ、牛
タン）

食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 焼肉セット５点盛 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ピーマン肉詰め（５個入り） 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 アメリカ風豚ロース生姜焼き 食肉 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 豚ロース焼肉 食肉 無

大信畜産工業㈱長野工場 長野市市場７－１１ 牛カルビ 食肉 無

大信畜産工業㈱長野工場 長野市市場７－１１ 厚切り牛カルビ（白トレー） 食肉 無

大信畜産工業㈱長野工場 長野市市場７－１１ 牛カルビねぎ塩 食肉 無

大信畜産工業㈱長野工場 長野市市場７－１１ チキンステイック 食肉 無

大信畜産工業㈱長野工場 長野市市場７－１１ チビッコ焼肉､ﾌｧﾐﾘｰ一口焼肉 食肉 無

大信畜産工業㈱長野工場 長野市市場７－１１ 豚生姜味 食肉 無

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 ローストビーフ切り落とし 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 ローストビーフ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 ローストビーフサラダ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 国産ローストビーフ（カルパッ
チョ）

食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 国産ローストビーフ（小） 食肉製品 なし
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え

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 国産ローストビーフ（大） 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 アメリカ産牛みそ焼きミノ味付け
焼肉用

食肉 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 アメリカ産牛みそ焼きシマチョウ
味付け焼肉用

食肉 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 ピーマン肉詰め（５個入り） 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 ナス肉詰め（４個入り） 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 椎茸肉詰め（５個入り） 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 レンコン肉詰め（５個入り） 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 和牛たっぷりハンバーグ１２０ｇ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 和牛たっぷりハンバーグ２００ｇ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ（チーズ） 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ１２０ｇ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ（チーズ）１２０ｇ
×３

食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ２００ｇ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ（ビーフ）１２０ｇ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ（ビーフ）２００ｇ 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ（ガーリック）１２
０ｇ

食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 ステーキスパイスバター風味 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 タスマニアももカツレツ風 食肉製品 なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 生ハンバーグ１２０ｇ×３ 食肉製品 なし

太陽牧場 岐阜市領下４丁目２番地 牛焼き肉味付 食肉加工品 なし

太陽牧場 岐阜市領下４丁目２番地 生ハンバーグ 食肉加工品 なし

大魯食品株式会社 東京都世田谷区玉堤１－２０－８ ローストビーフ 食肉製品 なし

大和食品工業㈱ 東京都品川区東品川３ー２ー１６ 食肉製品 食肉製品 無

大和食品工業㈱ 東京都品川区東品川３ー２ー１６ 味付け肉 食肉加工品 無

大和食品㈱ 大阪府堺市毛穴町１２６－１ ローストビーフ 食肉製品 無
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大和食品㈱ 大阪府堺市毛穴町１２６－２ タンスモーク 食肉製品 無

高源精麦㈱ 花巻市大通り1-21-1 トンカツ、クシカツ、ロールカツ 食肉加工品 無

高野　好眞 原町市旭町２－３４ 精肉 食肉 なし

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ(s26.S12.SG.S51.S23) 食肉製品 無 牛皮由来
から豚皮
由来に切
り替え予
定

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ(ｶﾂ用ｿｰｾｰｼﾞ) 食肉製品 無 牛皮由来
から豚皮
由来に切
り替え予
定

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ(ﾁｷﾝ&ﾎﾟﾞｰｸ･WG･W
Ｇ白・Ｃ・Ｃ白・各ﾌﾙﾄ）

食肉製品 無 牛皮由来
から豚皮
由来に切
り替え予
定

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ(WG･WＧ白・
WB20g･WBL･FB･串ﾌﾙﾄ）

食肉製品 無

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ 総菜、ハム・ソーセージ等食肉加
工品

食肉製品（肉類
加工品）

無

高見屋精肉店 須賀川市上北町65 精肉・内臓 食肉 なし

タカラ・エムシー 浜松市小池町１８８７ ミスターロング 生ウィンナー 無

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｳｲﾝﾅｰ80g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾖｰﾛｯﾊﾟｳｲﾝﾅｰ135g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ りんどう湖牛豚ｳｲﾝﾅｰ
210g

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉山ﾏｲｽﾀｰ180g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾖｰﾛｯﾊﾟｳｲﾝﾅｰ175g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾎﾟｰｸ&ﾋﾞｰﾌｳｲﾝﾅｰ
450g

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾎﾟｰｸ&ﾋﾞｰﾌｳｲﾝﾅｰ
350g

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾎﾟｰｸ&ﾋﾞｰﾌﾛﾝｸﾞｳｲﾝﾅｰ350g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾎﾟｰｸ&ﾋﾞｰﾌｳｲﾝﾅｰ
業務用1kg

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ごつごつｳｲﾝﾅｰ495g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾗｲﾌｺﾞﾂｺﾞﾂｳｲﾝﾅｰ
10ｹ入り195g

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉
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滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 感謝P&B粗挽き
ｳｲﾝﾅｰ450g

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 銀賞ｼﾞｬｰﾏﾝﾄﾞｯｸﾞ45g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ Bﾄﾞｯｸﾞ1kg詰め 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾄﾞｲﾂｳｲﾝﾅｰ40g
1kg詰めP&B

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ｼﾞｮｲｽｸﾞﾙﾒ260g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ とくとくドック３６０ 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ グルメ３００ｇ 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉山ｵﾆｵﾝｹｰｾﾞ
450G

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ｵﾆｵﾝｹｰｾﾞ280G 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉山ﾓﾙｹﾞﾝｳﾞﾙｽﾄ
450G

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ YB焼きｿｰｾｰｼﾞﾁｰｽﾞ
500G

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ IYｸﾞﾙﾒﾄﾞｯｸ315g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ｼｭｶﾞｰﾚﾃﾞｨｰﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
(ﾐﾆ)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ｼｪﾌﾊｯﾄﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ650g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 那須ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
ﾊﾟﾃｨ

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ｼﾞｬｰﾏﾝ味鮮価
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 東京ｺｰﾌﾟﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾃﾞﾐ
ｿｰｽ(ﾋﾞｰﾌ
ｴｷｽ)

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 粗挽きﾃﾞｨﾅｰﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ130g 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ＩＹふっくらﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉だよりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
(ﾚｷﾞｭﾗｰ)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉だよりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
(ﾁｰｽﾞ)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉だよりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
(野菜)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉だよりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
(しめじ)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉だよりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
(ﾍﾟｯﾊﾟｰ)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 鎌倉だよりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
(松茸)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ お肉屋さんのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(和風たまね
ぎ）

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉
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滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ お肉屋さんのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(しめじ） 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ お肉屋さんのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(きのこ） 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾃﾞﾐ
ｸﾞﾗｽｿｰｽ
（ﾋﾞｰﾌｴｷ
ｽ）

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ お肉屋さんのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(ﾁｰｽﾞ） 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾃﾞﾐ
ｸﾞﾗｽｿｰｽ
（ﾋﾞｰﾌｴｷ
ｽ）

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ お肉屋さんのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰ
ｽ）

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉，ﾃﾞﾐ
ｸﾞﾗｽｿｰｽ
（ﾋﾞｰﾌｴｷ
ｽ）

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ OKﾍﾞｰｶﾘｰﾐﾆﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ４００ｇ 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾗｲﾌﾋﾞｰﾌﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
140g

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 冷凍ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ140g
(ﾏﾙﾏﾂ)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 冷凍ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ130g
(小岩井)

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 生姜入りﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
140g

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 生姜入りﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ
120g

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ メンチ130g（ｻﾄｰ商会） 食肉半製品 なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 和牛ﾒﾝﾁ具材1K 食肉半製品 なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ メンチ100g 食肉半製品 なし 牛肉，牛
脂

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 牛タンみそ漬 食肉半製品 なし 牛ﾀﾝ，
みそ（ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ）

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ やわらかﾎﾟｰｸみそ漬 食肉半製品 なし みそ（ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽ）

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ具材 食肉半製品 なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 経済連生ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
130g

冷凍食肉半製品 なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ 青葉ﾐｰﾄ生ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
170g

冷凍食肉半製品 なし 牛肉

滝沢ハム㈱ 仙台市太白区太子堂３－６２ ＯＫメンチ80g 冷凍食肉半製品 なし 牛肉

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ポークハム、使いっきりポーク 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ベーコンスライス　他３種 食肉製品 なし
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滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 特ロース、ローススライス　他２
種

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 江戸一ハーブ入り ボロニアソー
セージ

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ビーフベーコン 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ハーフベーコン　他３種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 鎌倉山ベーコン 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 香り仕立てベーコン 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ブライダル焼豚 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 Bベーコン 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 LLベーコン原木　他２種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 焼豚 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 鎌倉山ボンレス　他２種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 鎌倉山魁ロース 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 上級ロース 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ドドールローストビーフ　他２種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 Bボンレス　他５種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ブライダルロースハム　他２種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ホワイト肩ロースハム 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ビアシンケン 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ショルダーベーコン　他１種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 チョップドハムスライス　他１種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ＮＲＥ無塩せきボンレス 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 牛ハム胡椒、原信牛ハム胡椒 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 無塩せきロース 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ころっとフランク、ビーフ＆ポー
クフランク

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ＪＲ用ビアウインナー 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ベルリンウインナー 食肉製品 なし
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滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 デンマークウインナー 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ベーコン巻チーズ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ベーコン巻チーズ入ウインナー 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 串刺しフランク　８０g 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 串刺しフランク　１３０ｇ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 １Ｐプレスハム 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ＣＡチョップドハム，ＣＢチョッ
プドハム

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 畑の恵み コーン 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 畑の恵み にんじん 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 畑の恵み ほうれん草 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ラックスハムスライス　他１種 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱いわい加工センター 栃木市祝町6-30 冷凍ハンバーグ 食肉半製品 なし

滝沢ハム㈱いわい加工センター 栃木市祝町6-30 牛ソフト焼肉セット　ネギ無・ネ
ギ有

食肉半製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山煮込みハンバーグ（デミグ
ラスソース）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉だよりハンバーグ(レギュ
ラー）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉だよりハンバーグ(チーズ） 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉だよりハンバーグ(まつた
け）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉だよりハンバーグ(しめじ） 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉だよりハンバーグ(やさい） 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉だよりハンバーグ(ペッ
パー）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山 煮込みハンバーグ（てり
やき）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山 煮込みハンバーグ（トマ
ト）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 まるごとふっくらハンバーグ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 まるごとふっくらハンバーグ（特
注）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 まるごとふっくらハンバーグ（宮
城生協）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 まるごとふっくらハンバーグ（旧
タイプ）

食肉製品 なし
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滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 ライフフーズ向け和牛ハンバーグ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 クイーンズ伊勢丹ハンバーグ(レ
ギュラー）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 クイーンズ伊勢丹ハンバーグ
(チーズ）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 キングシェフのシチュードハン
バーグ(デミ)

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 キングシェフのシチュードハン
バーグ(トマト)

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 ベニマル熟成和牛ハンバーグ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 お肉屋さんのハンバーグ(デミグ
ラスソース）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 お肉屋さんのハンバーグ(チー
ズ）

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 明治の館ハンバーグ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 和牛ハンバーグ　別添テリヤキ
ソース付

食肉製品 なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 特製ハンバーグステーキ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱デリカ工場 大平町川連586-1 直火焼ローストビーフ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱デリカ工場 大平町川連586-1 炭火焼ローストビーフ 食肉製品 なし

滝沢ハム㈱デリカ工場 大平町川連586-1 炭火焼ローストビーフ 食肉製品 なし

竹内  聡 台東区竜泉１－３２－５ コンビーフ 食肉製品 なし

竹内  聡 台東区竜泉１－３２－５ アスピック 食肉製品 なし

タケダハム株式会社 羽曳野市向野2-5-18 ハム 加熱食肉製品 無

タケダハム株式会社 羽曳野市向野2-5-18 ウィンナー 加熱食肉製品 無

タケダハム株式会社 羽曳野市向野2-5-18 とうふウィンナー20 食肉 無

タケムラ商事㈱ 岐阜市茜部野瀬１丁目８８番地 ハンバーグ 食肉加工品 なし

田尻食研㈱ 小樽市銭函２－５３－３ 豚丼用味付け肉 食肉 無

田尻食研㈱ 小樽市銭函２－５３－３ 味付けジンギスカン 食肉 無

田中畜産食肉（株）内灘工場 河北郡内灘町大根布５丁目７３ 牛肉 食肉 なし - - -

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ グラストビアンＢ．Ｂ 肉類加工品 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ チャーシューエキスＤ－６９３０ 肉類加工品 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ビーフスープベース・フォンド
ボーＮｏ．１０

肉類加工品 無し
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ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ビーフテイスト７５ 肉類加工品 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ビーフペースト５９０４ 肉類加工品 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ビーフミートペースト 肉類加工品 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ビーフミートペースト 肉類加工品 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ 豚ペースト 肉類加工品 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ブラウンルウＴＫＮo．２ 肉類加工品 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ルウＮｏ．１ 肉類加工品 無し

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 ５スターハンバーグ（生） 冷凍食肉 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 タカセ生ハンバーグ１５０ 冷凍食肉 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 生ハンバーグ 冷凍食肉 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 生メンチカツ 食肉加工品（半
製品）

なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 特選Deli生メンチカツ 食肉加工品（半
製品）

なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 NR生メンチカツ 食肉加工品（半
製品）

なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 ジューシーメンチカツ 食肉加工品（半
製品）

なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 バイエリシュ・プフェルツアー 加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 レーゲンスヴルガー 加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 ブルンベルガー・ヒルテンヴルス
ト

加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 ヴィエナー 加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 バイエリシュ・デブレツィーナー 加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 バイエリッシャー・シンケンヴル
スト

加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 バイエリッシュ・ケーゼクナッ
カー

加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 ビアヴルスト 加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 デリカテス・リンダザフトシンケ
ン

加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 シュヴァルツヴェルダー・キル
シュヴァッサザラーミ

非加熱食肉製品 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 やわらか牛カルビ 冷凍食肉 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 味付牛バラカルビ 冷凍食肉 なし なし
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千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 牛中とろカルビ 冷凍食肉 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 中おちカルビ 冷凍食肉 なし なし

千葉畜産工業株式会社 千葉市花見川区幕張町5-417-7 豚肉キムチ味噌味付焼肉 冷凍食肉 なし なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ 角切ﾎﾟｰｼｮﾝ（ﾓﾓﾊﾞﾗﾛｰｽﾋﾚｶﾀﾛｰｽｶ
ﾀｽﾈ）

食肉 なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ ｽﾗｲｽﾎﾟｰｼｮﾝ（ﾓﾓﾊﾞﾗﾛｰｽﾋﾚｶﾀﾛｰｽ
ｶﾀﾊﾝｷﾝｸﾞﾃﾝﾀﾞｰﾀﾝ）

食肉 なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ ﾌﾞﾛｯｸﾎﾟｰｼｮﾝ（ﾓﾓﾊﾞﾗﾛｰｽﾋﾚｶﾀﾛｰｽ
ｶﾀｽﾈ）

食肉 なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ ﾐﾝﾁ（ﾓﾓｶﾀﾊﾞﾗﾛｰｽｶﾀﾛｰｽｽﾈ） 食肉 なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ ﾐﾝﾁ（ﾓﾓｶﾀﾊﾞﾗﾛｰｽｶﾀﾛｰｽｽﾈ） 食肉（たれ添
付）

なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ ｽﾗｲｽﾎﾟｰｼｮﾝ（ﾊﾞﾗｶﾀﾛｰｽすじ） 食肉（野菜等ｾｯﾄ
商品）

なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ 角切ﾎﾟｰｼｮﾝ（ﾊﾞﾗ、ｶﾀ） 食肉半製品 なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ ﾀﾚ漬け焼肉 食肉半製品 なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ ﾀﾚ漬け焼肉（しょうゆ味みそ味ｷ
ﾑﾁ味塩味)

食肉半製品 なし

中部ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｯｸ㈱　豊橋ﾊﾟｯｸｾﾝﾀｰ 豊橋市神野新田町字トの割６－１ ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ（和牛入りやわらか） 成型ｽﾃｰｷ食肉半
製品

なし

チロルの森　（株）ファーム 長野県塩尻市大字北小野相吉５０５０ フランクフルトソーセージほか 食肉製品 なし

円谷　隆雄 岩瀬郡長沼町大字桙衝字古舘33 精肉・内臓 食肉 なし

坪井　弘次 石川郡平田村大字上蓬田字上槍らい60 精肉・内臓 食肉 なし

ディスカウントショップ棚倉 棚倉町大字塚原 精肉 食肉 なし

デイリーパック群馬工場 群馬県佐波郡境町大字伊与久2534-1 味付け牛肉 精肉 なし

デイリーパック群馬工場 群馬県佐波郡境町大字伊与久2534-1 味付け骨付き牛肉 精肉 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

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛ミンチ材 食肉 なし

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛ウルテカット 食肉 なし

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛しま腸カット 食肉 なし

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛小腸カット 食肉 なし

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛すじ串、牛すじ角切り 食肉 なし

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛タケノコカット 食肉 なし
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デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛タンスライス 食肉 なし

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛肉スライス 食肉 なし

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛肉タレ付け 食肉 なし

デイリーパック北陸㈱ 福井県福井市下河北町１１－１０ 牛レバースライス 食肉 なし

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ やっぱり焼肉牛コリコリ 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛カルビ赤ダレ４５０ 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛カルビネギ塩４５０ 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛カルビスパイス４５０ 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ やっぱり焼肉牛シマ腸 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ やっぱり焼肉牛レバー 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛カット小腸 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛肉（タン） 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛肉（ショートプレート） 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛ホルモン 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛カタローススライス 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 味処牛すじ串２０本 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 味処牛すじカセット１０本 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛すじトレー１０本 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛アキレストレー５本 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛カルビー 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛サイコロ 食肉 無し 　

デイリーパック九州株式会社熊本
工場

熊本県宇土市南段原町１１９ 牛ショートリブスライス 食肉 無し 　

ディリーパック九州株式会社長崎
工場

長崎県諌早市津久葉町5番地５３ 牛アキレス串 食肉製品（牛ア
キレス腱）

　無

ディリーパック九州株式会社長崎
工場

長崎県諌早市津久葉町5番地５３ 牛肉スライス類 牛正肉 　無

ディリーパック九州株式会社長崎
工場

長崎県諌早市津久葉町5番地５３ チャックアンドブレードカット 牛生肉 　無

ディリーパック九州株式会社長崎
工場

長崎県諌早市津久葉町5番地５３ タンルートカット 牛舌 　無

101 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

ディリーパック九州株式会社長崎
工場

長崎県諌早市津久葉町5番地５３ 牛タンスライスカット 牛舌 　無

ディリーパック九州株式会社長崎
工場

長崎県諌早市津久葉町5番地５３ 牛心臓，大腸等内臓類 牛内臓 　無

ディリーパック九州株式会社長崎
工場

長崎県諌早市津久葉町5番地５３ 牛ミンチ類 牛肉 　無

手づくり(有)館ヶ森ハム工房 藤沢町黄海字下中山２ ソフトサラミソーセージ 食肉製品 無

手づくり(有)館ヶ森ハム工房 藤沢町黄海字下中山２ サラミソーセージ 食肉製品 無

デリカテッセンマルク（松澤周
与）

長野県松本市桐２－１－１ ソーセージ 食肉製品 なし

デリカプラント株式会社 横浜市都筑区東方町８５３－２ 牛カルビ赤ダレ450 食肉 なし

デリカプラント株式会社 横浜市都筑区東方町８５３－２ 夏野菜入り牛カルビ 食肉 なし

デリカプラント株式会社 横浜市都筑区東方町８５３－２ 牛カルビ焼肉（ねぎ塩レモン） 食肉 なし

デリカプラント株式会社 横浜市都筑区東方町８５３－２ 牛カルビ焼肉（塩にんにく） 食肉 なし

デリカプラント株式会社 横浜市都筑区東方町８５３－２ 牛カルビ焼肉三ジャン（４００） 食肉 なし

デリカプラント株式会社 横浜市都筑区東方町８５３－２ 中落ちカルビ焼肉 食肉 なし

天狗中田産業（株） 金沢市西金沢３丁目１２４ ハム、ソーセージ、ウインナー 食肉製品 なし - - -

天佑ミート食品㈱ 龍野市新宮町 食肉 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-7 ﾋﾞｰﾌｴｷｽﾍﾟｰｽﾄNTー３ 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-11 ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄR-10 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-13 ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄN-2 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-15 ﾁｷﾝﾍﾟｰｽﾄNo.15 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-16 ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄＲ－Ｄ 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-17 ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄNo.11M 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-35 ﾁｷﾝﾍﾟｰｽﾄNo.２-D 肉類加工品 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-36 ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄFI-6 肉類加工品 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 鶏ハンバーグ 肉類加工品 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 鶏つくね 肉類加工品 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 テリヤキバーガー 肉類加工品 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 和風ハンバーグ 肉類加工品 なし
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東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 チーズハンバーグ 肉類加工品 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 NSPミートボール 肉類加工品 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 豆腐ハンバーグ 肉類加工品 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 スティクハンバーグ 肉類加工品 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 こんにゃく入りハンバーグ 肉類加工品 なし

東西白河農協鮫川村支店 鮫川村大字赤坂中野 精肉 食肉 なし

東北エスエスケイ食品㈱　福島工
場

伊達郡伊達町字中志和田３０ 牛大和煮 肉類加工品 なし

東北相模ハム株式会社白河工場 白河市白坂字牛清水 ｳｲﾝﾅｰ 食肉製品 なし

東北相模ハム株式会社白河工場 白河市白坂字牛清水 ハム 食肉製品 なし

東北フレッシュパック㈱ 仙台市若林区卸町三丁目３－１４ ｽﾗｲｽポーション(ﾓﾓ,ﾊﾞﾗ,ﾛｰｽ,ﾋﾚ,ｶﾀ
ﾛｰｽ)

食肉 なし

東北フレッシュパック㈱ 登米郡米山町字桜岡今泉３１４ タレ漬け焼肉 食肉半製品 なし 該当なし

東北フレッシュパック㈱ 登米郡米山町字桜岡今泉３１４ 牛丼セット（たれ添付） 食肉半製品 なし 該当なし

東北フレッシュパック㈱ 登米郡米山町字桜岡今泉３１４ 豚バラキムチ炒め 食肉半製品 なし 該当なし

東北フレッシュパック㈱ 登米郡米山町字桜岡今泉３１４ タレ漬け焼肉 食肉半製品 なし 該当なし

東北フレッシュパック㈱ 登米郡米山町字桜岡今泉３１４ 牛カルビ焼肉 食肉半製品 なし 該当なし

東北フレッシュパック㈱ 登米郡米山町字桜岡今泉３１４ 牛タン味噌漬（もろみ味噌） 食肉半製品 なし 該当なし

東北フレッシュパック㈱ 登米郡米山町字桜岡今泉３１４ すきやきセット（たれ添付） 食肉半製品 なし 該当なし

東北フレッシュパック㈱　札幌
パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28 牛肉各種（モモ，バラ，ロース，
ヒレ，肩ロース，ウデ）

食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札幌
パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28 牛カット肉（スライス，ミンチ，
ブロック，角切，串刺し）

食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札幌
パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28 牛内蔵肉各種 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札幌
パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28 牛脂 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札幌
パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28 たれ漬焼肉 食肉半製品 なし

東北ミート 矢吹町中畑４７７－１ 精肉 食肉 なし

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 マインコッホ 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 チョコPコロコロウインナー 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 クシツキフランクフルト 食肉製品 無
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え

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 バーベキューフランク 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 アラビキポーク 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 オベントウウインナー・ブタウイ
ンナー

食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 トクヨウフランク 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 カワナシウインナー 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 アラビキウインナー、リョウリメ
イジン、グリルハウス

食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 ショクニンノアジウインナー、ロ
ングウインナー

食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 カンピオーナサラミ、ソプレッサ
サラミ

食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 オードブリアン、ニュービヤドラ
イ、ロングドライ

食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 ショートプレート 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 カルビネギシオ 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 牛カルビヤキ 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 ビヤソーセージ 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 スカイラークカルパスロング 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 セミドライソーセージ 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 ソフトサラミ 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 ピザｰララザニア 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 ピザーラバーグミート 食肉製品 無

東北雪印食品㈱ 花巻市南川原町191番地 NEWオードブリアン85 食肉製品 無

東洋食品株式会社 山形県村山市楯岡中町６番５号 サラミソーセージ 食肉製品 なし

東洋食品株式会社 山形県村山市楯岡中町６番５号 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

東洋食品株式会社 山形県村山市楯岡中町６番５号 サラミソーセージ（しぼり） 食肉製品 なし

東洋食品株式会社 山形県村山市楯岡中町６番５号 サラミソーセージ（すらいす） 食肉製品 なし

東洋食品株式会社 山形県村山市楯岡中町６番５号 ドライソーセージ（棒） 食肉製品 なし

東洋食品株式会社 山形県村山市楯岡中町６番５号 ドライソーセージ（ミニドレ） 食肉製品 なし

東洋食品株式会社 山形県村山市楯岡中町６番５号 ドライソーセージ（カット） 食肉製品 なし
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東洋食品株式会社 山形県村山市楯岡中町６番５号 牛タンジャーキー 食肉製品 なし

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 270ｇ角ハム
Ｌロールハム

食肉製品 無 ― ― ― ― ― ―

東洋フーズ株式会社 仲多度郡多度津町西港町５番地１ 牛カット肉 食肉製品 無

トーチク産業 釧路市新富士６－１　中央市場内 スライス牛肉 食肉 なし

トーチクハム（株） 川島町戸守５００ ビーフソーセージ（ヴィヤン
ド）、セルビアソーセージ

食肉製品 なし

トーチクハム（株） 川島町戸守５００ フランク・ウィンナーソーセージ 食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ 味付カルビー 食肉 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ 味付ヤキニク 食肉 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ スパイスタン 食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ サラミ 食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ ビーフソーセージ 食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ スパイスビーフ 食肉製品 なし

十勝池田食品株式会社 池田町字清見２７７の７ ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

戸田　隆春 湖西市新所原3-1-27 牛肉ロース・モモ) 食肉 なし

戸田フーズ(株) 追浜工場 横須賀市夏島町2873-21 大盛牛カルビ 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

豊田　英樹 湖西市鷲津1265-1 牛肉(ロース・バラ) 食肉 なし

トリオ食品㈱ いわき市常磐下船尾町古内１１４ 加熱後包装食肉製品 食肉製品 なし 　

トリオ食品㈱ いわき市常磐下船尾町古内１１４ 加熱後包装食肉製品 食肉製品 なし 　

トリオ食品㈱ いわき市常磐下船尾町古内１１４ 乾燥食肉製品 食肉製品 なし 　

トリオ食品㈱ いわき市常磐下船尾町古内１１４ 乾燥食肉製品 食肉製品 なし 　

トリゼンフーズ㈱古賀工場 古賀市青柳3272-27 牛肉サイコロステーキ 食肉製品 無

鳥山畜産食品（株） 群馬県渋川市行幸田２１１－２ 味付け牛肉（精肉） 精肉 なし

長田　恒生（長田） 島根県仁多郡仁多町大字八代１２４１
－７４

猪肉（１） 猪肉 なし

長田　満 石川郡鶴来町八幡町８５ 牛肉 食肉 なし - - -
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永沼　浩伸（永沼猪肉店） 島根県仁多郡横田町大字小馬木１３８
０－２

猪肉（１） 猪肉 なし

長沼肉店 大熊町大字下野上字大野４４７ 精肉 食肉 なし

長野県農協直販株式会社長野総菜
工場

長野市差出南1-14-18 ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

無

生田目　光利 石川郡平田村大字小松原字大柿５ 精肉・内臓 食肉 なし

肉の大竹 白河市朝日町１丁目１６７ 精肉 食肉 なし

肉のおおぬま 矢吹町善郷内２４０ 精肉 食肉 なし

肉の川崎屋 矢吹町中町２４０ 精肉、内臓 食肉 なし

肉の白石 塙町大字川上 精肉 食肉 なし

肉の富田屋 石川郡浅川町大字浅川字本町93-1 精肉・内臓 食肉 なし

西食産業株式会社 寝屋川市木田元宮1-26-1 焼肉用食肉 食肉 無

西食産業株式会社 寝屋川市木田元宮1-26-1 ビーフジャーキー 食肉製品 無

西槙商店 泉崎村大字泉崎字下宿５３ 精肉 食肉 なし

西村畜産株式会社 東京都目黒区洗足１－２８－１６ 牛肉 食肉 なし

西和賀農業協同組合 沢内村大字大野１２－１５３ フランクフルト 食肉製品 無

ニチエイ食品㈱ 川口市新堀１２３０－１ 牛カルビ赤ダレ４５０ 食肉 なし

ニチエイ食品㈱ 川口市新堀１２３０－１ 牛カルビネギ塩４５０ 食肉 なし

日商デリカ(株） 清水市袖師町970-1 牛肉野菜巻き 食肉 なし

日商デリカ(株） 清水市袖師町970-1 ジャーマンステーキ 食肉 なし

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 牛肉各種 食肉 なし

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 ハム・ソーセージ類 食肉製品 なし

ニチロ畜産㈱　十勝工場 北海道河西郡芽室町東芽室北１線9-1 牛肉各種 食肉 なし

ニチロ畜産㈱　十勝工場 北海道河西郡芽室町東芽室北１線9-1 ハム・ソーセージ類 食肉製品 なし

日商岩井ミートアンドアグリプロ
ダクツ株式会社

上尾市平方２６７８ お弁当野菜巻２種（牛肉・豚肉野
菜巻）

冷凍食肉 なし

日商岩井ミートアンドアグリプロ
ダクツ株式会社

上尾市平方２６７８ 牛肉・豚肉野菜巻 冷凍食肉 なし

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ Ｎ牛ミンチ６mmＩＱＦ 食肉製品 無

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ 黒毛牛ローススライス 食肉製品 無
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ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ ムキミノ 食肉製品 無

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ 黒毛牛厚切りステーキ 食肉製品 無

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ 黒毛牛ビーフカットステーキ 食肉製品 無

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ ダスキン牛ミンチ 食肉製品 無

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ テンダーロインステーキ　１５０
ｇ

食肉製品 無

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ サーロインステーキ　１８０ｇ 食肉製品 無

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ 豚脂（ＤＣ－Ａ　ＮＯ．２） 食肉製品 無

ニッシン・グルメビーフ株式会社 松山市勝岡町１１６３－１３ 牛カルビ焼肉 食肉製品 無

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛カルビ味噌味 食肉 なし

日進畜産工業株式会社 東京都港区東麻布３－１０－５ 食肉製品（ハム・ソーセージ） 食肉製品 無 ― ― ― ― ― ―

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛カルビ塩味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛カルビ生姜味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛カルビキムチ味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛カルビたれ味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛たん秘伝醤油味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛たん味噌味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛たんキムチ味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛たん塩味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛たんキザミ塩味 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛たんスライス 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛皮むき舌 食肉 なし

ニッシン食販㈱ 仙台市宮城野区福室字弁当二番23-2 牛たん秘伝醤油味 食肉 なし

新田　光子 田村郡大越町大字上大越字薬師堂 精肉・内臓 食肉 なし

日東ベスト株式会社 山形県寒河江市幸町4番27号 ハム・ソーセージ類 食肉製品 なし

日東ベスト株式会社 山形県寒河江市幸町4番27号 生肉類 冷凍食肉 なし

日東ベスト株式会社習志野工場 千葉県船橋市習志野4―7－1 バラスライス 冷凍食肉類 なし
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日東ベスト株式会社習志野工場 千葉県船橋市習志野4―7－1 テンダーロイン 冷凍食肉類 なし

日東ベスト株式会社習志野工場 千葉県船橋市習志野4―7－1 牛すじ串 冷凍食肉類 なし

ニッポン食品㈱ 吹田市南金田１－３－２０ 冷凍加熱食肉製品 冷凍加熱食肉製
品

無

ニッポン食品㈱ 吹田市南金田１－３－２０ 黒毛牛カルビ焼肉（Ａ１２５） 冷凍食肉 無

ニッポン食品㈱ 吹田市南金田１－３－２０ 豚生姜焼（Ａ４６） 冷凍食肉 無

ニッポン食品㈱ 吹田市南金田１－３－２０ 冷凍食肉 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 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 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 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１．２M 冷凍食肉 無

二瓶　藤衛 田村郡小野町大字小野新町字前久保
122

精肉・内臓 食肉 なし

日本ウインナー(株)瀬谷工場 横浜市瀬谷区目黒町21―10 無塩せきスモークチキン 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

日本ウインナー(株)瀬谷工場 横浜市瀬谷区目黒町21―10 合鴨ペッパー 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

日本ウインナー(株)瀬谷工場 横浜市瀬谷区目黒町21―10 ベーコンスライス 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし
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え

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 粗挽きウインナー 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ドイツウインナー 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 辛口ウインナー 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 無塩漬ウインナーI 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 馬車道フランク 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 フレッシュウインナー 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ジャンボフランク 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ジャンボフランク辛口 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 赤ウインナー 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ポークフランク 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 バーべキューフランクガーリック 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 バーべキューフランクOH HOT 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 バーべキューフランクバジリコ 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ジャンボフランクポーク 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ポークウインナー 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 Aロースハム 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ロースハムスライス 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 昔のボンレスハム 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 布巻きロースハム 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 クイックロースハム 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ハムステーキ 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 スモークペッパーハム 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 パストラミロースハム 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ホワイトロースハム 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ダブルロースハム 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 焼き豚 食肉製品 なし
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日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 つるし焼き豚 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 昔のまんま焼豚 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ローストビーフロイン 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ローストビーフ 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 熟成ベーコン 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ソフトサラミソーセージ 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ビーフ＆ポークソーセージコン
ビーフ

食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 ビーフ＆ポークソーセージ 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 モルタデラソーセージ 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 イタリア風サラミ 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 佃煮 食肉製品 なし

日本ウインナー株 横浜市保土ヶ谷区仏向町70 レバーペースト 食肉製品 なし

日本栄養加工食品工業（株） 群馬県佐波郡境町大字下武士１４６１ 肉使用（肉、骨）冷凍加熱、加熱
後包装食肉製品

食肉製品 なし

日本栄養加工食品工業（株） 群馬県佐波郡境町大字下武士１４６１ 肉、コラーゲンケーシング使用
（肉、骨、皮）冷凍加熱、加熱後
包装食肉製品

食肉製品 なし

日本栄養加工食品工業（株） 群馬県佐波郡境町大字下武士１４６１ 肉、エキス、コラーゲンケーシン
グ使用（肉、骨、皮）冷凍加熱、
加熱後包装食肉製品

食肉製品 なし

日本栄養加工食品工業（株） 群馬県佐波郡境町大字下武士１４６１ エキス、コラーゲンケーシング使
用（肉、骨、皮）冷凍加熱、加熱
後包装食肉製品

食肉製品 なし

日本栄養加工食品工業（株） 群馬県佐波郡境町大字下武士１４６１ エキス使用（肉、骨）冷凍加熱、
加熱後包装食肉製品

食肉製品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ポークフランク２０ 食肉製品 なし
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日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ウＨキレメ１０ｇ１．０トク 食肉製品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ PＯＡＫ　ＳＡＵＳＡＧＥ 食肉製品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ カレーチキンＲ 食肉製品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ＣＶフランクフルト５０ 食肉製品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ＣＶ焼豚ダイスカット１０㎜ 食肉製品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ チョリソースライス 食肉製品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 肉みそ 食肉製品 なし

日本ケンタッキーフライドチキン
ピザハット

大東市三箇1-2-52 ピザ生地３種 冷凍生地 無

日本サービス企画㈱ 仙台市青葉区本町一丁目１－１４ 牛たん 食肉 なし

日本食研株式会社
食品研究工場・ハム研究工場

今治市富田新港１丁目３ 食肉製品 食肉製品 無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 無塩せき焼豚 食肉製品 無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 ﾎﾟｰｸ＆ﾋﾞｰﾌﾎﾞﾛﾆｱ 食肉製品（ソー
セージ）

無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 ビアーS 食肉製品（ソー
セージ）

無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 あらびき大将 食肉製品（ソー
セージ）

無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 ピリ辛大将 食肉製品（ソー
セージ）

無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 無塩せきｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（ソー
セージ）

無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 S焼豚 食肉製品 無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 つるし焼豚 食肉製品 無

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 牛カルビ焼き 食肉製品 なし

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 牛タン塩焼き 食肉製品 なし

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 牛ミノ塩焼き 食肉製品 なし

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 牛焼肉 食肉製品 なし

日本ハム（株）旭川工場 旭川市旭神２条２丁目１－９ 食肉製品 ハム・ソーセー
ジ

なし

日本ハム（株）徳島工場 名西郡高川原字高川原８３８－１ ロースハム２９品目 食肉製品 無

日本ハム（株）徳島工場 名西郡高川原字高川原８３８－１ ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ７０品目 食肉製品 無

日本ハム（株）徳島工場 名西郡高川原字高川原８３８－１ 対象製品２３品目 食肉製品 無
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日本ハム（株）徳島工場 名西郡高川原字高川原８３８－１ 対象製品４品目 食肉製品 無

日本ハム（株）徳島工場 名西郡高川原字高川原８３８－１ 対象製品２２７品目 食肉製品 無

日本ハム（株）徳島工場 名西郡高川原字高川原８３８－１ 対象製品１４品目 食肉製品 無

日本ハム（株）徳島工場 名西郡高川原字高川原８３８－１ 対象製品１９２品目 食肉製品 無

日本ハム（株）徳島工場 名西郡高川原字高川原８３８－１ 対象製品１０品目 食肉製品 無

日本ハム食品㈱ 三重県桑名郡木曽岬町大字三崎６０１
－１

（生協専用商品）野菜たっぷりハ
ンバーグ、おおきな肉だんご

食肉製品 なし

日本ハム食品㈱ 三重県桑名郡木曽岬町大字三崎６０１
－１

食肉製品 食肉製品 なし

日本ハム惣菜㈱ 三条市籠場１－２７ トンカツ(７種) 冷凍食肉 なし

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 牛カルビ焼肉1.0 食肉 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 牛バラスライス肉 食肉 無

日本ハム㈱ 宇都宮市宮園町5-4 ローストビーフ 食肉製品 なし

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 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 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 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

日本ハム㈱小野工場 小野市匠台 ウイニー 食肉製品 なし

日本ハム㈱小野工場 小野市匠台 チーズウイニー 食肉製品 なし

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛バラスライス群 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛肩ロースバラスライス群 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛肩付ショートリブ群 食肉製品 無
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日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 トップサイドスライス1．5×30×
50

食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 チャックフラップスライス 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛コマA 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 焼肉用スライス上 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛カレー用肉 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 サイコロステーキ(牛角脂付き) 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 メンブレン串 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 ミンチ類 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 タン下ミンチ 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 鶏つみれ、赤どりつみれ、合鴨つ
みれ、生鶏だんご

食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛味付けカルビ7.8kg　牛カルビ焼
肉(にんにくの芽)　牛肩ロース(に
んにくの芽)

食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛カルビ焼肉中おち　牛カルビ焼
肉中おちR

食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛カルビ焼肉中おち(山賊焼き) 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛カルビ焼肉中おち(ネギ塩) 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛カルビ焼肉中おち(甘口) 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛中おちカルビ群 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 牛塩カルビ２分割 食肉製品 無

日本ピュアフード株式会社
愛媛プラント

新居浜市多喜浜字東浜67－206 サイコロステーキ 食肉製品 無

日本ピュアフード（株）長岡プラ
ント

長岡市新開町２９５６－１６ 牛タン 食肉加工品 なし

日本ピュアフード（株）長岡プラ
ント

長岡市新開町２９５６－１７ 牛バラ 食肉加工品 なし

日本ピュアフード（株）長岡プラ
ント

長岡市新開町２９５６－１５ 牛レバー 食肉加工品 なし

日本ピュアフード（株）長岡プラ
ント

長岡市新開町２９５６－１３ 焼肉牛シマ腸 食肉加工品 なし

日本ピュアフード（株）長岡プラ
ント

長岡市新開町２９５６－１４ 焼肉牛ミノ 食肉加工品 なし
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日本ピュアフード（株）長岡プラ
ント

長岡市新開町２９５６－１９ 国産牛豚カツ 食肉半加工品 なし

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 ＵＳサーロインステーキ１８０
他９７品目

食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 ８５２３やわらか豚ロースポー
ション１２０　他５品目

食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 合挽ハンバーグ 食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 牛サーロイン５０ 食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 豚ロースポーション７０ 食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 トロカルビ（チャックリブ）　他
１品目

食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 トロカルビ（ピリ辛） 食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 やわらか豚 食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 やわらかチキン　他２品目 食肉加工品 無

日本ピュアフード株式会社船橋プ
ラント

船橋市日の出２丁目２０番２号 牛バラ塩ダレ 食肉加工品 無

日本フード関東（株） 松任市水澄町３１３番地１ 牛肉 食肉 なし - - -

ノイフランク函館 北海道函館市駒場町７－４ バイスヴルスト 食肉製品 なし

ノイフランク函館 北海道函館市駒場町７－４ レバーペースト 食肉製品 なし

ノイフランク函館 北海道函館市駒場町７－４ ボロニアソーセージ 食肉製品 なし

ノイフランク函館 北海道函館市駒場町７－４ チキンローフ（醤油味，コンソメ
味）

食肉製品 なし

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ 産直豚回鍋肉
（タレ付き）

味付け食肉 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ 匝瑳豚回鍋肉
（タレ付き）

味付け食肉 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ 匝瑳豚回鍋肉
セット

味付け食肉 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ 匝瑳豚スペアリブ
煮込み用

味付け食肉 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ 匝瑳豚モモ味噌漬 味付け食肉 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ あらびきポークウインナー 食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ 荒挽ビーフウインナー 食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ 皮なしミニウインナー 食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ グリルフランク 食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ ショルダーベーコン
スライス

食肉製品 無
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え

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ そうさ餃子風
ウインナー

食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ チェリソウインナー
荒挽き

食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ ハイポークウインナー 食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ ベーコンブロック 食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ ボロニアソーセージ（チーズ入
り）

食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ ボロニアソーセージ（プレーン） 食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ ボロニアソーセージ（プレーン・
ベジタブル）

食肉製品 無

農業組合法人匝瑳農産物供給セン
ター

千葉県匝瑳郡野栄町今泉２１０７ ボロニアソーセージ（マヨネーズ
＆パセリ）

食肉製品 無

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ ビーフジャーキー　ステーキ
ノーマル

食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ ビーフジャーキー　ステーキ
ペッパー

食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ ビーフジャーキー　ストリング
ノーマル

食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ ビーフジャーキー　ペッパー　ス
トリング

食肉製品 なし

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

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

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

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ 牛のしぐれ煮 食肉製品 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ コーンビーフ 食肉製品 なし

農事組合法人　草岡ハム加工組合 長井市草岡１１４２ ハム　ベーコン 加熱食肉製品 なし

農事組合法人　草岡ハム加工組合 長井市草岡１１４２ ウインナーフランク 加熱食肉製品 なし

農事組合法人田尻農産加工販売組
合

宮城県遠田郡田尻町中の目字小谷地２ ソーセージ 食肉製品  なし 該当なし

農事組合法人田尻農産加工販売組
合

宮城県遠田郡田尻町中の目字小谷地２ 無添加ソーセージ 食肉製品  なし 該当なし

農事組合法人田尻農産加工販売組
合

宮城県遠田郡田尻町中の目字小谷地２ スモークタン 食肉製品  なし 該当なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 鴨団子(大平産業12.2ｇ) 冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ(ﾉｰｽｲ大阪市学校給食向
け10ｇ)

冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ(ﾉｰｽｲ豊中市学校給食向
け10ｇ)

冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ(ﾉｰｽｲ北九州｣市学校給食
向け6ｇ)

冷凍加熱食肉製
品

なし
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ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 鴨ハンバーグ 冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(金城) 冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 ﾃﾞﾘ ﾃﾘﾔｷｿｰｽ入ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｽﾃｰｷ 冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 ﾃﾘ ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞｽﾃｰｷ 冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 ﾉｰｽｲ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｶﾚｰ 冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 上越HB 冷凍加熱食肉製
品

なし

ノースイ食品㈱ 大阪市此花区桜島3-2-17 トンカツ原木 冷凍食肉加工品 なし

ハーベーデリカテッセン株式会社 四日市市寺方町２８７４ スモークタン 肉類加工品 なし

ハーベーデリカテッセン株式会社 四日市市寺方町２８７４ ソーセージ 肉類加工品 なし

ハーベーデリカテッセン株式会社 四日市市寺方町２８７４ ソーセージ 肉類加工品 なし

ハーベーデリカテッセン株式会社 四日市市寺方町２８７４ ソーセージ 肉類加工品 なし

ハーベーデリカテッセン株式会社 四日市市寺方町２８７４ ソーセージ 肉類加工品 なし

ハーベーデリカテッセン株式会社 四日市市寺方町２８７４ ビーフハム 肉類加工品 なし

ハイフーズアマタケ㈱神坂工場 大船渡市末崎町神坂17-1 南部とりやきとりセット 食肉製品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 串ｋａｉｓｅｋｉ本つくね串 食肉加工品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 つくねアラカルト 食肉加工品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 クリスピーチキンドラム 食肉加工品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 南部味噌漬 食肉加工品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 一口味噌漬 食肉加工品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 ﾊｰﾌﾞｽﾃｰｷ１枚ﾑﾙﾁ 食肉製品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 南部蒸しどり中華くらげ 食肉製品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 南部蒸しどりｻﾞｰｻｲｷｯﾄ 食肉製品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 唐揚げセット 食肉製品 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 岩手がも 食肉製品 無

ハイマート石川店 石川郡石川町大字双里字宮ノ前46 精肉・内臓 食肉 なし

ハイマート棚倉店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ジャスコあらびきビーフ
100％

肉類加工品 なし

芳賀和雄（○和精肉店） 仙台市若林区大和町二丁目２３－１２ 牛舌 食肉 なし

橋本　勝 仙台市泉区南光台南１－１－２３ 牛タン(塩味) 食肉 なし

橋本　勝 仙台市泉区南光台南１－１－２３ 牛タン(味噌味) 食肉 なし

畑中　正次 湖西市入会地6-129 牛肉(ロース・モモ・バラ) 食肉 なし

浜松食肉加工（株） 浜松市上西町８９６ スライスポーション 食肉 無

ハム工房ISEYA 川崎市多摩区登戸1865 ハム･ソーセージ 食肉製品 なし

林商会 双葉町新山広町１４ 精肉 食肉 なし

早津　正三 田村郡大越町大字上大越字元池１９９ 精肉・内臓 食肉 なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ イタリアンローストチキン 食肉製品  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ ポップチキン等 凍結食肉  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ ポップチキン等 凍結食肉  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ 軟骨唐揚げ 凍結食肉  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ チキンナゲット等 凍結食肉  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ チキンバー 凍結食肉  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ チキンバー 凍結食肉  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ 和風から揚げ 凍結食肉  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ 竜田揚げ 凍結食肉  なし 該当なし

パルフーズ㈱ 宮城県玉造郡岩出山町字下川原148-１ カーネルクリスピ－用チキン 凍結食肉  なし 該当なし

伴　充 湖西市新所原2-9-23 牛肉(モモ・バラ) 食肉 なし

ビーライフうおいち 表郷村大字金山字下ノ内４７ 精肉 食肉 なし

ビセラル㈱ 札幌市白石区平和通１４丁目北１０－
４

牛内蔵肉各種 食肉 なし

ビセラル㈱ 大東町猿沢字宿通前４９-４ 食肉 食肉 無

ビセラル㈱宇都宮営業所 宇都宮市川田町210-3 牛白モツ 牛小腸 なし

ビック食品㈱                 高野町大字木流字木流 精肉、内臓 食肉 なし

日乃出食品工業有限会社 旭川市１条通１丁目 肉類加工品 肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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

広瀬肉店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

ヒロ商会　大堀浩徳 加世田市益山5882-2 焼牛 食肉製品（肉類
加工品）

無

ヒロ商会　大堀浩徳 加世田市益山5882-2 焼牛タン 食肉製品（肉類
加工品）

無

ファーマーズジャパン（株） 浦河町荻伏４９２－１ 牛挽肉 牛肉 なし

ファーマーズジャパン（株） 浦河町荻伏４９２－１ 牛混正肉 牛肉 なし

ファーマーズジャパン（株） 浦河町荻伏４９２－１ 牛バラスライス 牛肉 なし

ファーマーズジャパン（株） 浦河町荻伏４９２－１ 牛モモスライス 牛肉 なし

ファーマーズジャパン（株） 浦河町荻伏４９２－１ 牛ロースステーキ 牛肉 なし

ファーマーズジャパン（株） 浦河町荻伏４９２－１ 牛ローススライス 牛肉 なし

ファーマーズジャパン（株） 浦河町荻伏４９２－１ 牛クラッシュ 牛肉 なし

ファインフーズ㈱ 大阪府堺市鳳北町９－６ ビーフカラアゲパウダー他 食肉加工品 無

ブイチェーン金万店 須賀川市前川６３－１ 精肉・内臓 食肉 なし

ブイチェーン長沼店 岩瀬郡長沼町大字志茂字六角65 精肉・内臓 食肉 なし

ブイチェーン平田店 石川郡平田村大字上蓬田字銭神前51 精肉・内臓 食肉 なし

フードサービス(有) 名古屋市中川区玉船町２－１ テールスープ 食肉製品 なし

フードサービス(有) 名古屋市中川区玉船町２－１ ハンバーグ 食肉製品 なし

深谷　修 矢祭町東舘字石田１４ 精肉 食肉 なし

深谷商店 矢祭町大字東館 精肉 食肉 なし

ふかや精肉店 岩瀬郡岩瀬村大字畑田字みどりヶ丘 精肉・内臓 食肉 なし

福美精肉店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

ふくみ肉店 西郷村大字小田倉字原中１２１ 精肉 食肉 なし

ふくみ肉店 白河市字南町 精肉、内臓 食肉 なし

福盛幸信 佐用郡佐用町 牛肉 なし

富士吉 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

藤田精肉店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

フジフーズ株式会社 清水市興津中町２３８ 牛肉(精肉） 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

舟山一夫（舟山精肉店） 福島市天神町１－２６ 牛肉、牛タン 食肉 なし

プライムフーズ（株） 群馬県前橋市力丸町４８７－３ ゼラチン（牛皮）使用食肉製品 食肉製品 なし

プライムフーズ（株） 群馬県前橋市力丸町４８７－３ エキス（肉）使用食肉製品 食肉製品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

34181　ｱﾗﾋｷHB70(SNK) ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

蒸焼仕立　粗挽ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　完熟ﾄﾏﾄ
ｿｰｽ

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

蒸焼仕立　粗挽ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ
ｿｰｽ

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

蒸焼仕立　粗挽ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ
ｿｰｽ

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

蒸焼仕立　粗挽ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　ﾄﾏﾄｿｰｽ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

(アツＨＢ１３０トマト、ウマミ
ＭＢ４０Ｘ６）トマトソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

(アツミＨＢ１３０Ｘ２，デミ
HB130X30)デミグラスソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Ｂ＆Ｐハンバーグ５０Ｇ ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＢＦ－ＨＢ１２０Ｇ（Ｋ）、ＢＦ
ＨＢ１２０（キャ）、ＢＦ－ＨＢ
１２０Ｇソウ、ＢＦ－ＨＢ５０
（Ｋ）、ＢＦ－ＨＢ５０（Ｋ）Ｒ

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＦＦビーフＨＢ２４０Ｇ，ＦＦ
ビーフＨＢ２４０Ｇ（ＡＳ

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

FPJHP-ジカ240,チュウカMB900
肉団子のタレ

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＨＢ３０ＧＸ２０（ＦＭ）、ＨＢ
３０＊２００

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＨＢ３０ＴＢ（ＦＭ）、ＨＢ３０
ＴＢ（ＳＮＫ）

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＨＢ５０ＴＢ（ＦＭ） ハンバーグ なし
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食肉・食肉製品

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

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＨＢ８０Ｇ（ＹＭ）、ハンバーグ
８０Ｇ

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

MトウフHB40X6CP ワフウソース ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＮＥＷ－ＦＭ３０（ＦＭ） ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

N-PHBテリ120X3,PHB110X3+1(ヘ
テリヤキソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＰＨＢ１００Ｘ４Ｔ（ＮＣ，ＰＨ
Ｂ１００Ｘ４Ｔ（Ｄ），ＦＦ－Ｐ
ＨＢ１００Ｘ４カ　テリヤキソー
ス

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＰＨＢ１００Ｘ５Ｔ（ニリ、ＰＨ
Ｂ１００Ｘ４Ｔ　ＤＳ，ＰＨＢ１
１０Ｘ６Ｔ　ＤＳ　テリヤキソー
ス

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＰＨＢ１２０Ｘ４Ｔ（ＣＯ　テリ
ヤキソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

PHBデミ１１０Ｘ３Ｔ，PHBテミ
110X2LV デミグラスソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＰＨＢテリ１００ＧＸ６（ダ）、
ＰＨＢ１００Ｘ６Ｔ（Ｈ）、ＨＢ
１００Ｘ５０　ソースなし、ＰＨ
Ｂテリ１００Ｘ６Ｔ，ＨＢ１００

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＰＨＢテリ９０Ｘ４　テリヤキ
ソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

PHBミニ35*2X4T キノコソース ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

PHBワフウ130X2　キノコソース ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＳＴＫ－ＨＢ４０Ｇ（ＹＭ ハンバーグ なし

120 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＹＭハンバーグ１２０ ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

アツＨＢ１２５（NQ)デミグラス
ソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

アツチースHB130X2チーズソース ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

アツミHB100*3ニリ　デミグラス
ソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

アツミトウフHB130X2,トウフＨＢ
130X30,トウフHB110GX50（ソー
スなし）和風ソース

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

アラＨＢ１００Ｘ１０３Ｆ ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

アラＨＢ３０Ｘ２０（３Ｆ ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

アラＨＢ８０Ｘ１０（３Ｆ ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

イタリアンＨＢ１２０（Ｋ，ハン
バーグ１２０ｇ（Ｊ）

ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ウマミMB160トマ　トマトソース ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

サラダＢＡＲチース１８０ ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

サラダＢＡＲプ１８０ ハンバーグ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

トーフHB120(Dソ）トウフキノコ
ソース

ハンバーグ なし
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食肉・食肉製品

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

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

トーフHB60タレ（Ｄソ　ロール
キャベツソース

ハンバーグ なし

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ おつまみギャラリーソフトビーフ
ジャーキー８

乾燥食肉製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ ソフトビーフジャーキー25 乾燥食肉製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ ビーフジャーキー18 乾燥食肉製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 韓国風スタミナ館プルコギ 食肉 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ ひとくちメンチ２７０ 食肉 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 生ミートローフ　ポテト 食肉 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 生ミートローフ　アーモンド 食肉 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 生ミートローフ　ブレット 食肉 無

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

あらびきフランク６５ｇ＊５ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

黒撰あらびきポークウインナー１
１５ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

黒撰あらびきポークウインナー１
１５ｇ＊２

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

黒撰あらびきウインナー１．０ｋ
ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

デカ袋皮なしウインナーポーク&
チキン３８０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ジャンボパック皮なしウインナー
５５０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

おいしさマイルド皮なしウイン
ナー４１０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

お徳用皮なしウインナー４９４ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ポークノビッコ１００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ポークノビッコ１００ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

おはようグルメあらびきポークウ
インナー１００ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

おはようグルメあらびきポークウ
インナー１００ｇ＊２

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

あらびきポークウインナー２６５
ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

あらびきポークウインナー３００
ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産十勝清水町発あらび
きウインナー１３５ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

焼いておいしいあらびきフランク
３５０ｇ

食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産十勝清水町発あらび
きフランク２００ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ロングウインナー３５ｇ－１．０
ｋｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産十勝清水町発あらび
きウインナー１３５ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ＣＯ－ＯＰあらびきポークウイン
ナー３００ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ＣＯ－ＯＰあらびきポークウイン
ナー３３０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ＣＯ－ＯＰあらびきポークフラン
ク３００ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝グルメの便りホワイトウイン
ナー１１５ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝ハーブウインナー１２
０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝の里ハーブウインナー１２０
ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ハーブウインナー１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ハーブウインナーロングタイプ
１．０ｋｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

フランクフルトソーセージ７５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ポーク＆チキンウインナー１５０
ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

あらびきウインナーお徳用袋４８
０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

あらびきウインナー５００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

あらびきウインナー７００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ウインナーソーセージ１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

皮なしフランク（徳用）４５ｇ＊
１０

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

皮なしフランクフルトソーセージ
４５ｇ＊１０

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

あらびきウインナー１．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

あらびきウインナー３６０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

荒挽きポークウインナー本格派４
００ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

プリマウインナーお徳用１８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

お徳用パック　プリマハムウイン
ナー１．０ｋｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

お徳用パック　プリマハムウイン
ナー４００ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

匠逸品ミートローフ 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北国自慢ミートローフ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

粋匠ミートローフ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

匠逸品パストラミポーク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

逸品パストラミポーク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ﾍﾞｯｻｰﾊﾟｽﾄﾗﾐﾎﾟｰｸ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北国自慢パストラミポーク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

粋匠パストラミポーク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

切り落とし赤身ベーコン１７０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ロースハム（業務用） 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ロースハム（スライス）４２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

新鮮使い切りロースハム４３ｇ＊
３パック

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

新鮮使い切りロースハム４３ｇ＊
４パック

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝グルメの便りロースハム４３
ｇ＊４パック

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

１０％増量ロースハムパック４８
ｇ＊４パック

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

１０％増量ロースハムパック４８
ｇ＊３パック

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

フレッシュサラダロース１２３ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

焼豚４００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産焼豚３００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道北国自慢焼豚３００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

じゃがバターステーキ１２０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝グルメの便りじゃがバタース
テーキ１２０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフト焼豚　粋匠焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフト焼豚　十勝逸品焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフト焼豚　十勝の里焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフト焼豚　匠逸品焼豚 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフト焼豚　北国自慢焼豚 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）
北国自慢ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）
粋匠ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）
赤ちゃん本舗グルメ派ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）
セブン逸品ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ標準）
粋匠ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトボンレスハム（ＪＡＳ標
準）　粋匠ボンレスハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標
準）　匠逸品スモークハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標
準）　ベッサースモークハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標
準）　十勝の里スモークハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標
準）　十勝逸品スモークハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトスモークハム（ＪＡＳ標
準）　北国自慢スモークハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）
匠逸品ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）
十勝ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）
十勝逸品ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）
匠逸品ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトロースハム（ＪＡＳ上級）
十勝の里ロースハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ギフトボンレスハム（ＪＡＳ上
級）　匠逸品ボンレスハム

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

おつまみギャラリー　スナックサ
ラミ２０ｇ細長タイプ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ソフトサラミソーセージ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝ソフトサラミやわらか皮なし
タイプ８０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産ソフトサラミやわら
か仕上げ２３５ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

サラミソーセージゲンボク 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産サラミソーセージ２
０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝清水十勝サラミソー
セージ２０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ＣＯＯＰサラミソーセージ９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ＣＯＯＰサラミソーセージ９０ｇ
＊２

食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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）
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の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

無添加カルパス 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

おつまみギャラリー　ひとくちサ
ラミ１８０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

おつまみギャラリー　お手軽ひと
くちサイズひとくちサラミ８０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ひとくちサラミ２８ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産ミニサラミ１８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

おつまみデュエットサラミ４８ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

スティックサラミ２本入り２４ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ジューシーミニサラミ３５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ミニカルパス３５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝ミニサラミ４０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

Tokyo Disneyland サラミソーセー
ジ４０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

おつまみギャラリー　あらびきサ
ラミ１４０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ドライソーセージ（スライス）
１．０ｋｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ドライソーセージ（細切り）１．
０ｋｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ドライソーセージ（スライス）３
００ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産カルパス１１５ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産カルパス１１５ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産カルパス１１５ｇ＊３ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産カルパス１１５ｇ（Ｄ） 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産カルパス１８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産カルパス１１０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産ドライ１１０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産ドライソーセージ１
１０ｇ＊２

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝産ドライ１１０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産カルパス３６０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産カルパス７２０ｇ 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

セミドライソーセージ１１００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道カルパススライス８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝カルパススライス８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝の里カルパススライス８０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産カルパススライス８
０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ビーフジャーキーソフトタイプ２
７ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ビーフジャーキーソフトタイプ４
６ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ビーフジャーキーチギリタイプ３
５ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

ドライ９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産ドライ９０ｇ＊２ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産ドライ９０ｇ＊３ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

富士百撰北海道十勝産ドライソー
セージ９０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産ロングドライ３５０
ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

乾燥食肉製品（スライス）１１０
０ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

乾燥食肉製品（細切り）１０００
ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

極あらびきサラミ９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

プレスハム（細切り）１０００ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

食肉ハム（チョップドハム）スラ
イス５００ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

食肉ハム２．０ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

食肉ハム２．５ｋｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝の里ヒレ生ハム９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

十勝のヒレ生ハム９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

北海道十勝産ヒレ生ハム９０ｇ 食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

バフェットハム　スライス２５０
ｇ

食肉製品 なし

プリマハム株式会社 北海道上川郡清水町本通り西２－１１
－１

バフェットハム 食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ SAVINGS皮なしウィンナー１００
ｇ

加熱食肉製品 なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ あらびきウィンナー 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ あらびきロングウィンナー 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ おべんとうランドあらびきウィン
ナー

加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ 皮付チキン＆ポークウィンナー 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ 切れ目入りフランク 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ クッキンミニあらびきウィンナー 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ サミドライソーセージ 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ 鉄板焼き用フランク 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ビックフランク 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ フランク４０ｇ串 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ フランクフルトソーセージ５００
ｇ

加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ フランクフルトソーセージクシ 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ポーク＆チキンあらびきウィン
ナー

加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ポーク＆チキンあらびきフランク 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ポーク＆チキンウィンナー 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ポーク＆チキンピリカラウィン
ナー３０ｇｆ

加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ポークあらびきロングウィンナー 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ポークウィンナー 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ボリューム満点！お徳用あらびき
ウィンナー

加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ボロニアソーセージ 加熱食肉製品 なし

プリマハム株式会社三重工場 三重県伊賀町大字御代１ ロングウィンナー 加熱食肉製品 なし

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾍﾞｰｺﾝ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 焼豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無
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プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(ｳｨﾝﾅｰ) 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 食肉ｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(ﾌﾗﾝｸ) 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ｾﾐﾄﾞﾗｲｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾁｮｯﾌﾟﾄﾞﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(ﾎﾞﾛﾆｱ) 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 熟成ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(ｳｨﾝﾅｰ) 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 熟成ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(ﾎﾞﾛﾆｱ) 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾁｮｯﾌﾟﾄﾞﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ｸｯｸﾄﾞｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(ﾎﾞﾛﾆｱ) 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマハム㈱ 串木野市下名11900 ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ(ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ) 食肉製品（肉類
加工品）

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
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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

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170ｇ 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２０４ｇ 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８ｇ 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１１ｇ 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１３ｇ 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
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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45
ｇ

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
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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
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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350ｇ 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

133 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

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
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食肉・食肉製品

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

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300
ｇ・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２５００ｇ 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２８００ｇ 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

プリマハム㈱関西支店 大阪市西淀川区竹島2-2-45 調味生肉 食肉 なし

プリマハム㈱関西支店 大阪市西淀川区竹島2-2-44 スキヤキ鍋用牛スライス 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

プリマハム㈱関西支店 大阪市西淀川区竹島2-2-43 カルビタレ 食肉 なし

プリマハム㈱関西支店 大阪市西淀川区竹島2-2-42 牛ミンチ 食肉 なし

プリマハム㈱関西支店 大阪市西淀川区竹島2-2-41 牛バラスライス 食肉 なし

プリマハム㈱関西支店 大阪市西淀川区竹島2-2-40 塩カルビ 食肉 なし

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－５ 直火焼きハンバーグ35ｇ×2×４ 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－６ 直火焼きハンバーグ90ｇ×４ 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 同一牛原材料使用製品（SEJブ
ラートブルスト､香り物語味わい
スモーク､フランクフルトソー
セージ）

食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 同一牛原材料使用製品（あらびき
フランク、豊味皆伝あらびきウイ
ンナー、石鎚の里フランク、ロン
グウインナー等）

食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ あらびきポーク＆ビーフウイン
ナー

食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ あらびきポークウインナー四国工
場限定生産

食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 同一原材料使用製品（ウインナー
ソーセージ､ユカタンフランク）

食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ おいしさ満点あらびきウインナー 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ おいしさ満点あらびきフランク 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ おはようグルメ 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ おべんとうポークウインナー 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 同一牛原材料使用製品（お徳用赤
ウインナー、赤ウインナーうす味
腸詰ウインナー等）

食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ カラフルパーテイー200 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ ハーブストーリーガーリックバジ 食肉製品 無
プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ ハンバーグ80ｇ×10 食肉製品 無
プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ フｴアブラウンあらびきポークウ

インナー110ｇ
食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ プリマ赤ウインナー 食肉製品 無
プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ ポーク＆ビーフカクテルウイン 食肉製品 無
プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ ポークあらびきウインナー 食肉製品 無
プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ ロングウインナー 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 激辛あらびきチョリソー赤唐辛子 食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 同一牛原料使用製品（黒選あらび
きポークウインナー､あらびきロ
ングウインナー等）

食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 石鎚の里荒挽ウインナー 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 腸詰ウインナー 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 直火焼きハンバーグ100×6Ｔ 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 直火焼きハンバーグ35ｇ×2×４ 食肉製品 有 有(146℃～150℃、4.4
気圧、1.5時間)

脊髄 メイラー
ドﾋﾞｰﾌ(調
味料製
剤）

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 直火焼きハンバーグ90ｇ×４ 食肉製品 有 有(146℃～150℃、4.4
気圧、1.5時間)

脊髄 メイラー
ドﾋﾞｰﾌ(調
味料製
剤）

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 特選あらびきポークウインナー 食肉製品 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 豚でんねん 食肉製品 無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ 韓国カルビまんの具 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ 牛まんソース 食肉製品（肉類
加工品）

無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ 直火焼ハンバーグ１００ｇ（チル
ドハンバーグ）

食肉製品 無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ （新）生ハンバーグ 食肉製品 無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ （新）直火焼ハンバーグ 食肉製品 無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ （新）うまかハンバーグ 食肉製品 無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ （新）プレミアムハンバーグ 食肉製品 無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ （新）加熱ハンバーグ 食肉製品 無

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ 生ハンバーグ 食肉製品 有 有(１４６℃以上４．
４気圧１．５時間加圧
加熱)

脊髄 調味料製
剤

非実施 非実施 実施

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ 直火焼ハンバーグ 食肉製品 有 有(１４６℃以上４．
４気圧１．５時間加圧
加熱)

脊髄 調味料製
剤

非実施 非実施 実施

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ うまかハンバーグ 食肉製品 有 有(１４６℃以上４．
４気圧１．５時間加圧
加熱)

脊髄 調味料製
剤

非実施 非実施 実施
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食肉・食肉製品

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

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ プレミアムハンバーグ 食肉製品 有 有(１４６℃以上４．
４気圧１．５時間加圧
加熱)

脊髄 調味料製
剤

非実施 非実施 実施

プリマルーケ㈱ 長崎県南高来郡国見町土黒己１２０ 加熱ハンバーグ 食肉製品 有 有(１４６℃以上４．
４気圧１．５時間加圧
加熱)

脊髄 調味料製
剤

非実施 非実施 実施

フルタフーズ株伊勢崎工場 群馬県前橋市下増田1269-1 肉使用食肉製品 食肉製品 なし

フルタフーズ株伊勢崎工場 群馬県前橋市下増田1269-1 肉、ブイヨン使用食肉製品 食肉製品 なし

フルタフーズ株伊勢崎工場 群馬県前橋市下増田1269-1 味付け精肉（ゼラチン、エキス使
用）

精肉 なし

ポール・ミート・パッカー㈱ 札幌市西区八軒１０西１０，１－４ テリーヌ，ガランティーヌ 食肉製品 なし

北陸雪印ハム㈱ 小松市今江町1丁目５８８ 安宅の郷ペパービーフ 食肉製品 なし - - -

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９０番地 牛ﾀﾝｽﾓｰｸ 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９２番地 ﾊﾑ類（ﾍﾟｯﾊﾟｰﾋﾞｰﾌ) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９３番地 ﾊﾑ類（ﾍﾟｯﾊﾟｰﾋﾞｰﾌを除く) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９４番地 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ類 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９５番地 ソーセージ類(徳用ソーセージ) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９６番地 ｿｰｾｰｼﾞ類(赤ｳｨﾝﾅｰ･P&Cｳｨﾝﾅｰ) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９７番地 ｿｰｾｰｼﾞ類(ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９８番地 ｿｰｾｰｼﾞ類(上記以外) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９９番地 ﾍﾞｰｺﾝ類(ﾊﾞﾗﾍﾞｰｺﾝを除く) 加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５８６番地 ﾋｰﾌｼﾞｬｰｷｰ 乾燥包装食肉製
品

なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５８７番地 ﾋｰﾌｼﾞｬｰｷｰを除く 乾燥包装食肉製
品

なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５８９番地 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 特定加熱食肉製
品

なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５８８番地 ﾗｯｸｽﾊﾑ類 非加熱食肉製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５８４番地 包装羊肉 包装食肉 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５８５番地 包装羊肉 包装食肉 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山５９１番地 牛ﾀﾝｽﾗｲｽ 包装食肉 なし
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星田　義明 須賀川市大字岩渕字明神前１６８－１ 精肉・内臓 食肉 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-5 ロースハム 肉類加工品 なし

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-6 Ｌロースハム 肉類加工品 なし

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

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

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

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-10 ベーコン 肉類加工品 なし

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

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

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-13 ベーコン類 肉類加工品 なし

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

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

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

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

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

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

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

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

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 辛党リング 肉類加工品 なし

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

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

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

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

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

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 あらびきW 肉類加工品 なし

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

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

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

北海道サガミハム(株) 千歳市上長都3-19 堀川サラミ 肉類加工品 なし

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

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

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

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

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

北海道プリミート㈱ 小樽市桜２－２４－１５ 味付き焼肉牛カルビ 食肉 無

北海道プリミート㈱ 小樽市桜２－２４－１５ 味付き焼肉牛サガリ 食肉 無

北海道プリミート㈱ 小樽市桜２－２４－１５ 味付きジンギスカン 食肉 無

ホテルオークラフーズファクト
リー

江東区新木場１－１１－４ スモークヒレビーフ 食肉製品 無

ホリカフーズ（株） 堀之内町大字堀之内２８６ ｺﾝﾋﾞｰﾌｃｂ3/24×2他 食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ ウィンナーサラミ 食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ ウィンナーソーセージ 食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ ソフトサラミ 食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ フランクフルト 食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ ポークソーセージ 食肉製品 なし

前川　航 宮古市向町3-30 味付塩たん 食肉製品 無

前川　航 宮古市向町3-31 たれ味付たん 食肉製品 無

前川　航 宮古市向町3-32 牛たんの佃煮 食肉製品 無

前田鮮魚店 鮫川村大字赤坂中野 精肉 食肉 なし

マックスデリカフーズ（有） 夕張郡由仁町本三川691-3 若鶏の唐揚げ 唐揚げ なし

松崎　清 石川郡平田村大字上蓬田字新屋敷40-3 精肉・内臓 食肉 なし

松本　三朗 岩瀬郡天栄村大字牧ノ内字児渡６２ 精肉・内臓 食肉 なし
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松本　三朗 岩瀬村長沼町大字長沼字金町１５７ 精肉・内臓 食肉 なし

松本商店㈱ 川崎市幸区古市場１－５９ 牛タンスモーク 食肉製品 なし

松本畜産株式会社 東京都練馬区春日町２－３１－２６ トップサイド 食肉 無

松本畜産株式会社 東京都練馬区春日町２－３１－２６ ナーベル 食肉 無

まつ屋食品㈱ 宝塚市逆瀬川 ハム 食肉製品 なし

マリンフーズ株式会社三重工場 一志郡香良洲町５５３６－２８ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ（４品） 食肉製品 なし

マルイ食品（株）高尾野工場 出水郡高尾野町大久保3816 やきとり丼の具 食肉製品（肉類
加工品）

無

マルイ食品（株）高尾野工場 出水郡高尾野町大久保3816 ハーブステーキ 食肉製品（肉類
加工品）

無

マルイ食品（株）高尾野工場 出水郡高尾野町大久保3816 ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ岡山元気鶏 食肉 無

マルイ食品（株）高尾野工場 出水郡高尾野町大久保3816 元気鶏ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ 食肉 無

マルイ食品（株）高尾野工場 出水郡高尾野町大久保3816 若鶏ｺｸみそ炒め 食肉 無

マルイ食品（株）長島工場 出水郡長島町下山門1464-1 チキンスティック 食肉 無

マルイ食品（株）長島工場 出水郡長島町下山門1464-1 元気鶏ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ 食肉 無

マルイ食品（株）米ノ津工場 出水市下鯖町890 ﾀｯｶﾙﾋﾞﾁｬｰﾊﾝの素 食肉 無

マルイ食品（株）米ノ津工場 出水市下鯖町890 チキンカツ 食肉 無

マルイ食品（株）米ノ津工場 出水市下鯖町890 若鶏チキンカツ 食肉 無

マルイ食品（株）米ノ津工場 出水市下鯖町890 チーズ入りささみ 食肉 無

マルイ食品（株）米ノ津工場 出水市下鯖町890 ささみ大葉フライ 食肉 無

マルイ食品（株）米ノ津工場 出水市下鯖町890 若鶏・麦味噌ミニステーキ 食肉 無

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ ササミフライ４０ｇ大学生協 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ プチチキンカツ（タルタルソー
ス）

食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ 無薬飼料育ちチキン南蛮（大判） 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ 無薬若鶏のチキン南蛮 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ 元気鶏チキン南蛮大判タイプ 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ 照焼風味モモチキンカツ 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ ササミフライチーズ入 食肉加工品 無し 　
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マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ ササミフライチーズ国産小麦 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ プチササミフライチーズ入 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ プチササミフライチーズ入 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ ササミ梅肉大葉フライ 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ チキン南蛮（タレ付き） 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ 鶏ササミ南蛮 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ チキン南蛮 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ チーズササミフライＮ０３－５０
ＮＥ

食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ ササミフライチーズ入り５０ＮＥ 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ プチササミフライチーズ入 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ プチササミフライカマンベール
チーズ入

食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ 元気鶏チーズ入ササミフライ 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ チーズオンササミフライ 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ ササミフライチーズ入 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ 無薬産直若鶏のチキン南蛮 食肉加工品 無し 　

マルイ食品株式会社しらぬい工場 熊本県水俣市中鶴井樋口１４２－１ プチチキンカツ（チーズ入り） 食肉加工品 無し 　

マル十食品㈱ 中央区中山手通２－２５－５ 食肉製品 食肉製品 なし

丸水白河魚市場株式会社 白河市五番町川原１－１ 精肉 食肉 なし

丸善佐藤食品㈱ 札幌市中央区南２０条西１０丁目２－
１２

みそホルモン 食肉 なし

丸善佐藤食品㈱ 札幌市中央区南２０条西１０丁目２－
１２

キムチ風ホルモン 食肉 なし

丸善佐藤食品㈱ 札幌市中央区南２０条西１０丁目２－
１２

味付ラム 食肉 なし

マルゼンフーズ㈱ 札幌市白石区本通１４丁目北５ 牛肉各種 食肉 なし

マルゼンフーズ㈱ 札幌市白石区本通１４丁目北５ 牛ハツ，タン，レバー，モツ 食肉 なし

丸大大金ハム㈱ 札幌市中央区北４条西１１丁目 ウィンナ，ベーコン等 食肉製品 なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ロングカッセル サラミソーセー
ジ

なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ミニスター等ドライソーセージ2
種

ドライソーセー
ジ

なし
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丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ミートローフ ポークソーセー
ジ

なし

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

ボロニアソー
セージ

なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 しょうゆ焼豚等焼豚2種 焼豚 なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 標準ロースハム ロースハム なし

丸大食品（株）松阪工場 松阪市大津町３０１－１ ソセージ 食肉製品 なし

丸大食品（株）松阪工場 松阪市大津町３０１－１ ソセージ 食肉製品 なし

丸大食品（株）松阪工場 松阪市大津町３０１－１ ソセージ 食肉製品 なし

丸大食品（株）松阪工場 松阪市大津町３０１－１ ソセージ 食肉製品 なし

丸大食品（株）松阪第二工場 松阪市上川町小楠１９０５－１ ハム 食肉製品 なし

丸大食品（株）松阪第二工場 松阪市上川町小楠１９０５－１ ハム 食肉製品 なし

丸大食品株式会社 新潟県中頚城郡大潟町大字土底浜１７
７９

ソーセージ、ハム､焼豚 食肉製品 なし

丸大食品株式会社　相知工場 東松浦郡相知町牟田部２０２１－１ 直火焼ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　相知工場 東松浦郡相知町牟田部２０２１－１ ﾃﾘﾔｷﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　相知工場 東松浦郡相知町牟田部２０２１－１ お弁当ふっくらﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾁｰｽﾞON 食肉製品 無

丸大食品株式会社　相知工場 東松浦郡相知町牟田部２０２１－１ すぐうまﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　相知工場 東松浦郡相知町牟田部２０２１－１ 業務用ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　相知工場 東松浦郡相知町牟田部２０２１－１ たれが決めての肉団子 食肉製品 無

丸大食品株式会社　相知工場 東松浦郡相知町牟田部２０２１－１ 業務用ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　相知工場 東松浦郡相知町牟田部２０２１－１ ﾃﾘﾔｷﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ しょうゆ焼豚 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾋﾟｻﾞｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾊﾑｶﾂ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 本格焼豚 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 焼豚 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 適塩胡麻焼豚 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ あぶり焼豚 食肉製品 無
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丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 美味焼豚 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 馬刺し燻製 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 火の逸品焼豚 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 肩ﾛｰｽ焼豚 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 標準ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ｾﾐﾄﾞﾗｲｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 業務用ﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ｷｻﾞﾐﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ うす塩ｷｻﾞﾐﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ うす塩ﾊｰﾌﾞﾛｰﾌ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ｿﾌﾄﾎﾟｰｸﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾎﾞﾛﾆｱS 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾗｲﾂｳﾞﾙｽﾄ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 味の主演あらびきｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾐｰﾄﾛｰﾌ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾁｰｽﾞｳﾞﾙｽﾄ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾅｲｽﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾊﾟﾌﾟﾘｶﾛｰﾌ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾍﾟﾊﾟｰﾎﾟｰｸ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ｷｻﾞﾐﾁｬｰｼｭｰ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ うす塩ﾍﾞｰｺﾝ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 炎の唐辛子牛 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｺﾝ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 朝の食卓ﾊｰﾌﾍﾞｰｺﾝ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ うす塩はちみつﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ うす塩ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品 無
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丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 黒蜜ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 食肉製品 無

丸大食品株式会社　福岡加工場 水巻町立屋敷１－１３－１２ ピザ 食肉製品（肉類
加工品）

無

丸大食品株式会社　福岡加工場 水巻町立屋敷１－１３－１２ ピザ 食肉製品（肉類
加工品）

無

丸大食品株式会社旭川工場 旭川市流通団地２条１－８－６ 食肉加工品 味付牛肉 なし

丸大食品株式会社旭川工場 旭川市流通団地２条１－８－６ 食肉製品 ソーセージ なし

丸大食品㈱ 七尾市千野町ほ７９ 牛肉 食肉 なし - - -

丸大食品㈱ 宇都宮市東今泉2-1-12 ハム・ソーセージ類 食肉製品 なし

丸大食品㈱岩手工場 石鳥谷町八幡13-240 ハム・ソーセージ類 食肉製品 無

丸大食品㈱岩手工場 石鳥谷町八幡13-240 ハム類・焼豚類 食肉製品 無

丸大食品㈱岩手工場 石鳥谷町八幡13-240 ソーセージ類 食肉製品 無

丸大食品㈱岩手工場 石鳥谷町八幡13-240 ハム・ソーセージ類・焼豚類 食肉製品 無

丸大食品㈱岩手工場 石鳥谷町八幡13-240 ハム・ソーセージ類 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ ソフトフランク業務用 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ アラビキロングウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ アラビキ無地ウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ アラビキロングフランク 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ レジェンヌ串つきフランク 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ お弁当の赤ウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ 味の主演ウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ レジェンヌウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ 朝の食卓ウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ レジェンヌ業務用ウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ アラビキレジェンヌウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ 寿ポークウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ 赤ウインナー 食肉製品 無
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丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ 赤ウインナー業務用 食肉製品 無

丸大食品㈱大牟田工場 福岡県大牟田市船津町４０１ あらびきウインナー 食肉製品 無

丸大食品㈱関東工場 石橋町下石橋545 チョップドハム 食肉製品 なし

丸大食品㈱関東工場 石橋町下石橋545 ボンレスハム 食肉製品 なし

丸大食品㈱静岡工場 掛川市高御所1006-1 ソーセージ類(4) 牛脂 無

丸大食品㈱静岡工場 掛川市高御所1006-1 ソーセージ類(4) ｺﾗｰｹﾞﾝ 無

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 ｿｰｾｰｼﾞ類 ｺﾗｰｹﾞﾝｹｰｼﾝｸﾞ 無

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ類（28） ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ（20） ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 ハム類（3） ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 焼豚類（24） ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 ソーセージ類 ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝ 無

丸大マコト水産 高槻市緑町２１－３ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類（5） ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

丸大マコト水産 高槻市緑町２１－３ ﾐﾝﾁｶﾂ類（2） ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

マルニ食品㈱ 仙台市若林区鶴代町６－５５ 牛たんスモーク 食肉製品 なし

マルニ食品㈱ 仙台市若林区鶴代町６－５５ 牛タン焼(塩) 食肉 なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 牛肝臓エキスパウダー 牛肝臓エキス なし

マルマツ食品有限会社 小笠郡小笠町高橋4236-1 牛肉野菜巻 食肉半製品 なし

マルマンフーズ　株式会社 京都市山科区勧修寺閑林寺6番地 ローストビーフ 食肉製品 なし

ミートショップ内山 矢吹町本町１５０－３ 精肉 食肉 なし

ミートショップサカイ 須賀川市大字和田字作の内36-4 精肉・内臓 食肉 なし

ミートデリーカウボーイ
濱崎 仁

茅ヶ崎市美住町２－２ ソーセージ 食肉製品 なし

ミートハウス㈱ 鹿児島市川上町２８７－３ ビーフウインナｰ 食肉製品 無

ミートふじさわ 石川郡石川町大字沢井字清水窪14-3 精肉・内臓 食肉 なし

ミートプラザかんの 田村郡船引町大字笹山字大畑 精肉・内臓 食肉 なし

帝神畜産㈱ 兵庫区材木町4-41 味付けミンチ肉 食肉 なし
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帝神畜産㈱ 兵庫区材木町4-41 味付けカルビ肉 食肉 なし

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 薄切りカツカマンベールチーズ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 牛かルビ焼き 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 牛焼肉セット 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 こてってゃんこく味噌 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 コテュジャン味付焼肉 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 山賊焼き 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 チンジャオロースセット 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 デリシャスハンバーグ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 なかおちカルビ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 肉詰めシイタケ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 肉詰めなす 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 肉詰めピーマン 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 肉詰めレンコン 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 煮こみハンバーグ（デミグラス） 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 煮こみハンバーグ（照り焼き） 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 煮こみハンバーグ（トマト） 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 飛騨牛黒豚ハンバーグ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 ヒレトンカツ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚串かつ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚バラコロコロバジル＆ガーリッ
ク

食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚バラコロコロ焼きカレー 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚バラコロコロ焼き黒コショウ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚バラコロコロ焼きチーズ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚ロース香草焼きカレー 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚ロース香草焼き黒コショウ 食肉 無し
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三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚ロース香草焼き黒ハーブ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 豚ロース香草焼きチーズ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 ミンチカツ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 モツ鍋 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 やわらか野菜カツチーズ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 やわらか野菜カツネギ味噌 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 ローストンカツ 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 ロールステーキ大葉 食肉 無し

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 ロールステーキチーズ 食肉 無し

三國リビングサービス株式会社給
食センター菊川

小笠郡菊川町本所1634-9 牛小間肉 食肉 なし

三國リビングサービス株式会社給
食センター菊川

小笠郡菊川町本所1634-9 牛肉 食肉 なし

溝井　季子 田村郡三春町桜ヶ丘３－４－９ 精肉・内臓 食肉 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

食肉製品 なし

宮城シマダヤ㈱ 古川市塚目字北原56 包装麺の具 乾燥食肉製品  なし 該当なし

みやこハム株式会社 豊前市大字赤熊１２１０ ローストビーフ 食肉製品（肉類
加工品）

無

みやこハム株式会社 豊前市大字赤熊１２１０ ドライビーフ 食肉製品（肉類
加工品）

無

みやこハム株式会社 豊前市大字赤熊１２１０ セミドライソーセージ 食肉製品（肉類
加工品）

無

みやこハム株式会社 豊前市大字赤熊１２１０ ボロニアソーセージ 食肉製品（肉類
加工品）

無

みやこハム株式会社 豊前市大字赤熊１２１０ 牛タタキ 食肉製品（肉類
加工品）

無

みやこハム株式会社 豊前市大字赤熊１２１０ ビーフフランク 食肉製品（肉類
加工品）

無

みやこハム株式会社 豊前市大字赤熊１２１０ Ｆ．ウインナーソーセージ 食肉製品（肉類
加工品）

無

みやこハム株式会社 豊前市大字赤熊１２１０ リオナソーセージ 食肉製品（肉類
加工品）

無

宮澤食品株式会社 新庄市大字泉田住環東194番地 スティックコンビーフ 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１５３９
８

やきにくＳ生　１５０ｇ 食肉 無

みやさん食品㈱　新富工場 宮崎県児湯郡新富町大字新田１５３９
８

やきにくＳ生　１．２ｋｇ 食肉 無

みやさん食品㈱　新富工場 宮崎県児湯郡新富町大字新田１５３９
８

Ｓ・豚しょうが焼（生） 食肉 無
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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 無

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 無

宮地ハム株式会社 武雄市武雄町大字富岡１２１８５ ロースハム 食肉製品 無

宮地ハム株式会社 武雄市武雄町大字富岡１２１８５ ベーコン 食肉製品 無

宮地ハム株式会社 武雄市武雄町大字富岡１２１８５ ウィンナー 食肉製品 無

宮地ハム株式会社 武雄市武雄町大字富岡１２１８５ プレスハム 食肉製品 無

武蔵屋食品 川崎市麻生区細山５－２２－１ 惣菜 メンチ
ハンバーグ

なし

武藤　進 田村郡船引町大字船引字反田１８ 精肉・内臓 食肉 なし

村井五郎 伊達郡保原町大字柱田字宮ノ内９２ 牛肉 食肉 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ おでん種牛すじ他 食肉加工品 なし

村越精肉店 田村郡船引町大字大倉字聖石215 精肉・内臓 食肉 なし

村田　巌 野々市町押野５丁目７６－２ 牛肉 食肉 なし - - -

村田　巌 野々市町押野５丁目７６－２ 牛ﾚﾊﾞｰ 内臓肉 なし - - -

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＡＩプチＰＷ２００ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＢＤジカビアブリヤキ２７０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＡＩアラＬＷチュウビキ２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＡＩアラＰＷ１２５＊２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＡＩアラＰＷ１３０－２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＡＩプチＰＷ６０Ｇ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＡＩプチＰＷ６０Ｇ＊３ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＢＣＳＣ１４０－４Ｐシン 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＯＰ　ロースＬ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＯＰＢＣ　ＳＣ１００＊５ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＯＰカワナシミニＰ＆ＢＷ５
００

食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＯＰポークハムＳＣ８０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＯＰポークハムＳＣ８０－２
Ｐ

食肉製品 なし
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え

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＯＰロースハムＮ２．０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＰＢＣＳＣ１００－２イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＰＢＣＳＣ１００イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＰＢＣＳＣ６５－２イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＰＢＣＳＣ６５イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＰＢＣＳＣ８０－５イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯＰタハラＰＷアラ２５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰ＆ＢＷ１２０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰ＆ＢＷ１２０　２Ｐシ
ン

食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰ＆ＢＷ１２０－２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰ＆ＢＷ１２０カゴ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰ＆ＢＷ１２０シン 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰＷ１１０－２イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰＷ３８０イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰＷＢＰトウカイ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラＰＷＢＰトウカイ２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラビキＰＷ１１０イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラビキＰＷパセリＴＣ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯアラビキＰＷパセリＴＣ２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯイズミハーフＢＣ　５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯイズミハーフＢＣ　５０＊３ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯイズミハーフＢＣ　５０－２ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯカワナシＰＷ３５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯベーコンＳＣ１４０シン 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯポーク＆ＢＷ３５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＯロースハムスライス９０ 食肉製品 なし
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明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＰアラビキＷ１５０＊２ＪＡ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＰアラビキＷ１５０ＪＡ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＰショルダー９０－２ヒロシマ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＰラーメンヤキブタ１８０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＶＳオオバンポークＳＴ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＶＳコーンドビーフＳＣ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＶＳコーンドビーフタンザク 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＶＳヤキブタダイス１０ＭＭ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＶＳヤキブタダイス６ＭＭ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＶＳロースハムＳＣ１２Ｇ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＣＶフランクフルト５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＤＡＦジＰＷ１１０－２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＤＡアラビキＰ＆ＣＦ３３０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＥＦオデンアラビキＷ４０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＨＤ－３５クシサシ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＪＣソフトＳＳＣ２Ｋ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＭＤマインフルター１７０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＭＤラントブルガー１６５ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ Ｍ－Ｗ４７５ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ Ｍ－Ｗ５００ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＮＳウインナー 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＮＳベーコン２．０ムテンカ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ Ｐ＆ＢアラビキＷ１．０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＰＷアラビキＬ４６０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＰＷアラビキＬ４６０＊２０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＳＤＳ　ＳＣ　Ｚ５００ 食肉製品 なし
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え

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＳＤＳ２．０マル 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＳＬポークＷ４００イズミ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＴＣアラビキＷ１２０ＧＪＡ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ＴＣアラビキＷ２ＰトウカイＪＡ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アブリロースヤキブタ５００ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アブリロースヤキブタ５０ニッパ
イ

食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アマギロースヤキブタ５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アラビキＰＷ１１０＊カゴ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アラビキＰＷ１１０－２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アラビキＰＷ１３２－２Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アラビキＰＷ１３２－２カゴ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アラビキＰＷ２５０　アマイケ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アラビキＰＷ３２０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ アラビキカワナシＰＷ２８０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ オデンＰＷ２０ＣＶＳ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ オデンＰＷ４０－４ＣＶＳ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ カオリアラＰＦ３２０カゴ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ カオリアラビキＰＦ３２０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ カッキュウＰＦ２０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウＰＦ３０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウＰＦ４０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウＰＦ５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウＰＦ６０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウＰＦ６０Ｌコラ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウＰＦＬ－５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウＰＷ１５ 食肉製品 なし
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明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウＰＷ２０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウアラＰＦ－ＣＡ３０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウアラＰＦ－ＣＡ４０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウアラＳＴ４０－ＣＡ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウアラＳＴ５０－ＣＡ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウアラビキＰＦ３０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキユウアラビキＰＦ４０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウアラビキＰＦ５０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウアラビキＰＦ６０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ガッキュウフルター２０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ カワナシＷ－Ｍ３５０　イリ１０ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ カワナシＷ－Ｍ４７５ハナマサ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ カワナシＷ－Ｍロングスグル 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ カワナシＷ－ミニ　スグル 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ キリオトシＢＣ１００－５Ｐ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ジカビアブリヤキ７５ＮＲ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ジカビヤキブタＳＣ　ＮＳ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ シュゼットＢＮ１．９ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ シンＡＩカワナシＷ１２０カゴ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ シンＪＣムエンロングＷ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ シンカワナシＷアルギン 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ スパイシーＳ０１ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ パストラミステーキオオクボ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ビアＳＧＰ１０００ウス 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ビアソーＳＣ１２ＣＶＳ＊１４ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ポークロングＷキレメ３０ 食肉製品 なし
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明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ボロニアＳ４０×５００ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ムエンＰ＆ＣロングＷ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ムエンミニＰＷ５００ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ メイニューソフトサラミＳ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ヤキブタタンザク１０５ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ヤキブタタンザク１０５ＴＯ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ヤキブタタンザクシロＬＡ 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ヤキブタモモ３６０ヤオハン 食肉製品 なし

明治ケンコーハム株式会社 三島市安久４３－２ ヤキブタモモダイスＳＰ 食肉製品 なし

名鉄パレ　新所原店 湖西市駅南1-3-1 牛肉(モモ・バラ・ロース・レ
バー・大腸)

食肉 なし

明宝特産物加工　株式会社 郡上郡明宝村気良４７－３ あと辛ウインナー ウインナー なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 スライス牛肉 食肉 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 豚しょうが焼肉タレ漬（サンホー
ム印・メイワ印）

食肉 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 豚焼肉タレ漬（サンホーム印・メ
イワ印）

食肉 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 牛ハラミ焼肉タレ漬（サンホーム
印・メイワ印）

食肉 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 牛バラ肉焼肉タレ漬（サンホーム
印・メイワ印）

食肉 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 豚ロース生姜焼タレ漬（サンホー
ム印・メイワ印）

食肉 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 ミックス焼肉タレ漬（サンホーム
印・メイワ印）

食肉 なし
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メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 ビーフ焼肉味付（ベル印） 食肉 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 ビーフ焼肉タレ漬（阪神ローレル
フーズ㈱印）

食肉 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 牛カルビ焼肉タレ漬（１２０ｇ、
１４０ｇ、１５０ｇ、１ｋｇ）

食肉 なし

最上町 最上町大字向町字前森2135 牛たん薫製 食肉製品 なし

盛崎務 佐用郡上月町 牛肉 なし

盛本和喜 佐用郡佐用町 牛肉 なし

モリモト食品株式会社 大阪市西成区千本中2-5-13 食肉 食肉 なし

柳沼　秋義 田村郡船引町大字船引字南町通１３２ 精肉・内臓 食肉 なし

柳沼精肉店 石川郡浅川町大字浅川字大明塚21-1 精肉・内臓 食肉 なし

八代精肉店 中島村大字中島字天神東１４５ 精肉 食肉 なし

安田　昭一 須賀川市栄町116-2 精肉・内臓 食肉 なし

安田　熙 須賀川市八幡町２４－１３ 精肉・内臓 食肉 なし

箭内　宗義 田村郡船引町大字船引字畑添８２ 精肉・内臓 食肉 なし

柳や肉屋 矢祭町大字東館 精肉 食肉 なし

ヤマエイフーズ㈱ 森田村大字上相野字米崎44-1 味付け食肉 食肉 なし

ヤマサ蒲鉾 飾磨郡夢前町 ロールサラミ ドライソーセー
ジ

なし

ヤマス精肉店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

山長食品工業㈱ 加茂市番田２－１４ スモークチキン 食肉製品 なし

山長食品工業㈱ 加茂市番田２－１４ ｿｰｾｰｼﾞ類(３種） 食肉製品 なし

山長食品工業㈱ 加茂市番田２－１４ 生ハム 食肉製品 なし

山長食品工業㈱ 加茂市番田２－１４ ハム類(２種） 食肉製品 なし

山長食品工業㈱ 加茂市番田２－１４ プレスハム 食肉製品 なし

山長食品工業㈱ 加茂市番田２－１４ ベーコン類(２種） 食肉製品 なし
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山長食品工業㈱ 加茂市番田２－１４ ﾎﾟｰｸ&ﾋﾞｰﾌｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 なし

山長食品工業㈱ 加茂市番田２－１４ ﾎﾟｰｸｿｰｾｰｼﾞ類(３種） 食肉製品 なし

大和食品工業株式会社　横浜営業
所

横浜市戸塚区上倉田町２９６ ロースハム 食肉製品 　なし 　

大和食品工業株式会社　横浜営業
所

横浜市戸塚区上倉田町２９６ 角ボンレスハム 食肉製品 　なし 　

大和食品工業株式会社　横浜営業
所

横浜市戸塚区上倉田町２９６ カット肉 食肉製品 　なし 　

大和食品工業株式会社　横浜営業
所

横浜市戸塚区上倉田町２９６ 味付け肉 食肉 　なし 　

大和食品工業株式会社　横浜営業
所

横浜市戸塚区上倉田町２９６ 加熱食肉製品 食肉製品 　なし 　

やまなし 棚倉町大字逆川 精肉 食肉 なし

山野　富生（小川畜産） 東京都目黒区八雲１－３－５ 牛白もつ 食肉 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

山本畜産工業㈱ 東京都稲城市矢野口525 ﾄﾞﾗｲｿｰｾｰｼﾞ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ 食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ ハンバーグ 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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）
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の有無

適切な防止措置の有無
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入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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）
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原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品（株） 清水市永楽町３－５ 冷凍食肉製品 冷凍食肉製品 なし

ヤヨイ食品株式会社 清水市永楽町３－５ つくねっ子 食肉製品 なし

ヤヨイ食品株式会社 清水市永楽町３－５ サリスベリーステーキ 冷凍食肉製品 なし

ユーアールエー 津名郡東浦町 ローストビーフ 食肉製品 なし

（有）会津畜産 　　　　　　　　七日町2-8 精肉、内臓 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（有）アイブロー 会津若松市一箕町大字鶴賀字船ケ森
179

精肉、内臓 食肉 なし

(有)うおいち 須賀川市中宿16 精肉・内臓 食肉 なし

(有)魚たけ 田村郡船引町大字船引字源次郎 精肉・内臓 食肉 なし

(有)内山食品店 須賀川市南町238 精肉・内臓 食肉 なし

(有)エヌ・ピーエフ 名古屋市中川区打出二丁目１７５番地 ハンバーグ 食肉製品 なし

（有）勝田商店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

(有)かなや 田村郡滝根町大字神俣字金屋 精肉・内臓 食肉 なし

(有)川合精肉店 田村郡常葉町大字常葉字荒町６６ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)きくたや 石川郡浅川町大字浅川字本町40-1 精肉・内臓 食肉 なし

有限会社　熊谷牧場 紫波町片寄字漆立２８ ハム 食肉製品 無

有限会社　熊谷牧場 紫波町片寄字漆立２８ ベーコン 食肉製品 無

有限会社　熊谷牧場 紫波町片寄字漆立２８ ソーセージ 食肉製品 無

有限会社　熊谷牧場 紫波町片寄字漆立２８ 牛舌スモーク 食肉製品 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ 牛たたき 食肉製品 無

有限会社　珍竹林 真室川町大字新町字下荒川230－1 牛肉タタキ 食肉製品 なし

有限会社　珍竹林 真室川町大字新町字下荒川230－1 牛タンステーキ 食肉製品 なし

有限会社　珍竹林 真室川町大字新町字下荒川230－1 ローストビーフ 食肉製品 なし

有限会社　デル・カッセン 西東京市田無町二丁目１番１号 ボロニヤ　ソーセージ 食肉製品 なし

有限会社　デル・カッセン 西東京市田無町二丁目１番１号 クラウト　ソーセージ 食肉製品 なし

有限会社　マイスター社 麻植郡山川町堤外146-14 アスティックゼリー 食肉製品 無
有限会社　マサミート商事 筑紫郡那珂川町今光１丁目２５番 牛肉サイコロステーキ 食肉製品 無

有限会社　マックスプロダクト 今治市郷本町３丁目１－８ 牛肉スライス肉 食肉製品 無

有限会社　マックスプロダクト 今治市郷本町３丁目１－８ 牛肉スライス肉
・カット肉

食肉製品 無

有限会社　マックスプロダクト 今治市郷本町３丁目１－８ ステーキ用牛肉
しゃぶしゃぶ用スライス肉

食肉製品 無

有限会社　横浜デリカ 横浜市泉区和泉町５８７７－２ ロースハム 食肉製品 なし

有限会社愛知食品 清水市蜂ケ谷１４９ 牛肉野菜巻 食肉 なし
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え

有限会社愛知食品 清水市蜂ケ谷１４９ 牛バラ焼肉味付 食肉 なし

有限会社愛知食品 清水市蜂ケ谷１４９ 牛挽肉材 食肉 なし

有限会社愛知食品 清水市蜂ケ谷１４９ 牛挽肉材 食肉 なし

有限会社朝日食品 清水市横砂中町２８－６ 牛ロールステーキ 食肉 なし

有限会社朝日食品 清水市横砂中町２８－６ アスパラチーズポークカツ 冷凍食肉 なし

有限会社朝日食品 清水市横砂中町２８－６ 牛肉野菜巻き 冷凍食肉 なし

有限会社朝日食品 清水市横砂中町２８－６ チキンチーズカツ 冷凍食肉 なし

有限会社糸吉商店 南会津郡下郷町大字中妻字大百刈甲86 牛モツ 食肉 なし

有限会社ゲーテハウス 福岡市中央区薬院二丁目１６番１号 ソ－セージ 食肉製品 無

有限会社ゲーテハウス 福岡市中央区薬院二丁目１６番１号 ハム 食肉製品 無

有限会社ケーマート 水沢市川端226 ハンバーグ 食肉 無

(有)小堀商店 田村郡滝根町大字神俣字関場２３－１ 精肉・内臓 食肉 なし

有限会社さとう食品 山形県東村山郡中山町大字長崎4215―
2

豚味噌漬 食肉製品 なし

有限会社総合農舎山形村 山形村大字霜畑12-105 赤べこジャーキー 食肉製品 無

有限会社副島食肉卸店 中蒲原郡亀田町袋津３８－１５ 牛肉 食肉 なし

有限会社只見スーパーマーケット 南会津郡只見町大字只見字宮前1302-1 牛モツ 食肉 なし

有限会社只見スーパーマーケット 南会津郡只見町大字楢戸字二本柳
1454-1

牛モツ 食肉 なし

有限会社塚口食品 尼崎市南塚口町２―１―２－１１２ ミートソース 食肉加工品 なし

有限会社てらだ 白河市字中山下４５－６２ 精肉、内臓 食肉 なし

有限会社鳥一番山形工場 山形県山形市松見町13－14 焼肉用牛タン 食肉製品 なし

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

なし

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

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

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

なし

有限会社肉の秋元本店 大信村大字増見字北田８２ 精肉 食肉 なし

有限会社肉の関屋 東京都目黒区緑が丘１－１１－１５ 牛肉 食肉 なし

有限会社ノイ・フランク 国立市北２－１１－９ フランクフルト
ソーセージ

食肉製品 なし

有限会社ベストフーズ 松山市枝松５丁目８－１２ 焼豚 食肉製品 無

有限会社ベストフーズ 松山市枝松５丁目８－１２ スモークベーコン 食肉製品 無

有限会社ベストフーズ 松山市枝松５丁目８－１２ 牛たたき 食肉製品 無

有限会社ベストフーズ 松山市枝松５丁目８－１２ いよウインナー 食肉製品 無

有限会社ベストフーズ 松山市枝松５丁目８－１２ チーズウインナー 食肉製品 無

有限会社ベストフーズ 松山市枝松５丁目８－１２ ローストビーフ 食肉製品 無
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（有）マザーデーリーセンター 富津市桜井字矢住９４ Ｂ．Ｃ 食肉製品 無

(有)松島畜産 田村郡三春町字八幡町３９ 精肉・内臓 食肉 なし

有限会社丸太屋関商店 東京都目黒区目黒本町４－２５－１ 牛肉 食肉 なし

(有)マルヤマ 田村郡滝根町大字神俣字梵天川２２ 精肉・内臓 食肉 なし

有限会社みちのく美食工房 大館市釈迦内字稲荷山下１５９ ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

無

（有）小林久商店 城崎郡竹野町 乾燥牛タン 食肉製品 なし

（有）小林久商店 城崎郡竹野町 乾燥牛肉 食肉製品 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）シバタ冷食                 門田町工業団地29-3 精肉、内臓 食肉 なし

(有)しんよし 石川郡古殿町大字竹貫字竹貫４１ 精肉・内臓 食肉 なし

ユーストア新居店 浜名郡新居町中之郷あけぼの4040 牛肉(肩ロース・ロース) 食肉 なし

（有）大盛食品 加古川市尾上町 牛すじ肉 なし

（有）デリークック 旭川市３条１６丁目１－１０ 肉類加工品 肉類加工品 なし

(有)東部スーパー 須賀川市大字小作田字竹ノ花１０－２ 精肉・内臓 食肉 なし

（有）トーブ 早良区田村１－９－１ 牛ｱｳﾄｻｲﾄﾞ、ﾊﾞﾗ 食肉製品 無 　

(有)鳥文肉店 田村郡三春町字大町１１４ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)南国フルーツ 田村郡三春町大字熊耳字十石窪 精肉・内臓 食肉 なし

(有)ハートフルながせ 石川郡平田村大字北方字蛇石２８－８ 精肉・内臓 食肉 なし

有限会社ハム工房ワタナベ 長生郡長柄町針ヶ谷１３６－１６ 牛タンスモーク 食肉製品 無

（有）ふるさと倶楽部 唐津市船宮町２３０３－１ ビーフジャーキー 食肉製品 無

（有）ふるさと倶楽部 唐津市船宮町２３０３－１ 牛肉入りウインナーソーセージ 食肉製品 無

(有)フレッシュミートやまがみ 須賀川市上北町１２９ 精肉・内臓 食肉 なし

（有）へんじんもっこ 新潟県佐渡郡新穂村大字北方548番地 牛タンスモーク 加熱食肉製品 なし

（有）へんじんもっこ 新潟県佐渡郡新穂村大字北方548番地 牛肉入りソーセージ、ビアヴルス
ト、チョリソー

加熱食肉製品 なし

（有）堀商店 会津坂下町字古町川尻44 精肉、内臓 食肉 なし
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(有)真木沢ミートピア 北上市口内町真木沢１５８ 牛タンソーセージ 食肉製品 無

(有)松崎産業 石川郡平田村大字永田字堂作112-3 精肉・内臓 食肉 なし

(有)丸光橋本畜産 岩瀬郡鏡石町大字笠石字南町４８ 精肉・内臓 食肉 なし

（有）ミートコマツ 群馬県高崎市西横手町107-40 味付き食肉（肉） 精肉 なし

(有)宮内ハム 南陽市宮内２５０８ ドライソーセージ 乾燥食肉製品 なし

(有)宮内ハム 南陽市宮内２５０８ 牛たんジャーキー 乾燥食肉製品 なし

(有)宮内ハム 南陽市宮内２５０８ ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 なし

(有)ムツミヤ 須賀川市向陽町１４６ 精肉・内臓 食肉 なし

（有）山一食品 早良区原５－９－２ 牛ﾊﾞﾗ、ｻｶﾞﾘ 食肉製品 無 　

（有）ヤマトメ 　　　　　　　　宮町2-18 精肉、内臓 食肉 なし

(有)やまのい精肉店 須賀川市大町２３５ 精肉・内臓 食肉 なし

（有）ライフショップきたの 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

雪印食品株式会社 横浜市都筑区東方町４３－２ ビヤホビーシュゼット　１㎏ 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 札幌市西区発寒１２条１４丁目１０７
６－５

牛肉各種 食肉 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 ｵｵｷﾞｶﾞﾀｿｰｾｰｼﾞ等 食肉製品 なし
雪印食品㈱ 宝塚市小浜 シンビアソーセージ等 食肉製品 なし
雪印食品㈱ 宝塚市小浜 KSKボウツキフランク１１０ 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 レイ）クシＫスーパー１１０キリ
ミ等

食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 フランク　トンチョウ　６０ｇ 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 ミニアンディシュリンク１６０等 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 クシツキフランク６０×１０等 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 オトクヨウクシフランク６０×１
０ピロー等

食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 ガブリッチョ１２０ＫＳ 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 カクテルウィンナー１０００ｇ 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 Ａカクテルウィンナー１０００ｇ 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 キリメイウィンナー９Ｇ 食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 リョウリメイジンＶ４５０等 食肉製品 なし
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雪印食品㈱ 宝塚市小浜 コレハウマイウィンナー３００ｇ
ＫＳ

食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 ビールガウマイウィンナー１１０
×２

食肉製品 なし

雪印食品㈱ 宝塚市小浜 ヤマナカウィンナー１１０等 食肉製品 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ 国産牛うす切り(37019) 食肉 なし

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５７ 料理名人V130×２ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし
雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅５８ 料理名人V140×2PHK ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし
雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４１ ｸﾘｱﾊﾟｯｸ北海道ｻﾗﾐ ｻﾗﾐｿｰｾｰｼﾞ なし

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４５ ｷﾞ)NL腸詰めﾌﾗﾝｸ400g ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ なし
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雪印食品㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町遠浅４６ ｷﾞ)SHFｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ300HK ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ なし

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

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

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

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

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

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

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

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

雪印冷凍食品㈱　神戸工場 東灘区深江浜町２７－１ リッチバーグ　５０，６０，８
０，１３０

冷凍加熱食肉製
品

なし

雪印冷凍食品㈱　神戸工場 東灘区深江浜町２７－１ リッチパティ 冷凍加熱食肉製
品

なし

雪印冷凍食品㈱　神戸工場 東灘区深江浜町２７－１ Ｎ肉だんご　１０，１５ 冷凍加熱食肉製
品

なし

雪印冷凍食品㈱　神戸工場 東灘区深江浜町２７－１ Ｏミートボール（フライ） 冷凍加熱食肉製
品

なし

雪印冷凍食品㈱　神戸工場 東灘区深江浜町２７－１ Ｏミートボール（蒸し） 冷凍加熱食肉製
品

なし

雪印冷凍食品㈱　神戸工場 東灘区深江浜町２７－１ ＳＩリッチ　５０，６０，１３０ 冷凍加熱食肉製
品

なし

雪印冷凍食品㈱　神戸工場 東灘区深江浜町２７－１ Ｓハンバーグ　６０，８０ 冷凍加熱食肉製
品

なし

由利食品工業株式会社 本荘市石脇字赤禿１－１７８ 豚肉たれ味付食肉 食肉 無

ヨークベニマル小野町店 田村郡小野町大字小野新町字宿の後29 精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル小野プラザ店 田村郡小野町大字飯豊字柿入６３ 精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル白河店 白河市昭和町 精肉 食肉 なし

ヨークベニマル須賀川西川店 須賀川市山寺道１４－５ 精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル須賀川南店 須賀川市大町８８－１ 精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル棚倉店 棚倉町花園 精肉 食肉 なし

ヨークベニマル棚倉店 棚倉町大字花園 精肉 食肉 なし

ヨークベニマル三春店 田村郡三春町字中町４５－１ 精肉・内臓 食肉 なし

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ白河店 白河市新高山９ 精肉 食肉 なし
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横浜冷凍㈱横浜営業所 横浜市神奈川区守屋町１－１－７ 食肉 食肉 なし

吉成商店 棚倉町大字下山本 精肉 食肉 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 味付けロース肉(国産ソフトン
豚）

食肉 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 味付けロース肉(ソフトン豚） 食肉 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ソフトン豚かつ 食肉 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 天神屋ロースカツ１１０ 食肉 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ モモとんかつ１００ 食肉 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６３９０５りんごハンバーグ業務
用

食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６３９５７生協向けハンバーグ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ Ｑクラブ荒挽き肉だんご 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 合鴨ロースト（ギフト） 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ あぶり焼き肩ロース焼豚 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ あぶり焼豚　生協用 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ あぶり焼き焼豚 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ウインナーソーセージ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ウインナーソーセージ（御殿場高
原スパイシー）

食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ウインナーソーセージ（御殿場高
原ピリ辛）

食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 牛ハム 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 旨みローストビーフ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 王様のローストビーフ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ オールビーフハンバーグ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 肩ロースはちみつ焼豚 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 黒仕込みローストビーフ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 香菜ローストビーフ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ コーヒー館サンドウィッチハン
バーグ

食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 御殿場高原しっとりロースハム 食肉製品 なし
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米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 御殿場高原とろーりモモハム 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ジャスコ用ローストビーフ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ショルダーハム 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ショルダーハム 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ショルダーベーコン 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ショルダーベーコン原木 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ スパイシーチキン 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ スモークハム（スモーク外モモ） 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ スモークハム（ダルマＳＳ） 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 生協向け山芋入り肉だんご 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 生協用ローストビーフ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 直火焼豚ネギチャーシュー 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 直火焼きローストポーク 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 鉄板焼きハンバーグハーブトマト
ソース

食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 鉄板焼きハンバーグ森のきのこド
ミグラス

食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 鉄板焼きハンバーグ和風オニオン
ソース

食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 肉だんご（赤） 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 肉だんご（黄） 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 肉だんご（黄）６０１５６ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 肉だんご（白） 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 肉だんご（白）ＣＧＣ肉だんご 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ニチリウ肉だんご 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ はちみつ美味鶏 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ はちみつ焼豚 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ はちみつ焼豚（ロイヤルホテル
用）

食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 備長炭火焼きローストビーフ 食肉製品 なし
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米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 豚ひれ土佐造り 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ふっくらハンバーグ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ フランクフルトソーセージ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ボロニアソーセージ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 焼き上げハンバーグトリオ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 焼きハンバーグ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 焼豚１５ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 野菜入りふっくらハンバーグ 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 山芋入り肉だんご 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ローストスペアリンブ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ロースハム薄切りスライス 食肉製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 若鶏の山椒焼き 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ロースハム 食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＷ０２０　　とんかつ１１０ 食肉 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＷ０２６　　とんかつ１２０ 食肉 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６６０００　ふっくらハンバーグ 食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＨ０７３　あらひ゛きハンバー
グ１１０

食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＨ０８８　あらひ゛きハンバー
グトマトソース

食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＨ５０９　あらびきジェーシー
ハンバーグ

食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＨ５１４　あらびきハンバーグ
ステーキ

食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＨ５１８　あらびきハンバーグ 食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＨ５２３　あらびきハンバーグ 食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＨ５３８　あらびきジェーシー
ハンバーグ

食肉製品 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ＧＮ００６　やわらか牛肉煮込み 食肉製品 なし

リオンドール棚倉店 棚倉町流 精肉 食肉 なし

リオンドール塙店 塙町塙 精肉 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

リオンドール矢祭店 矢祭町東舘字牛小路 精肉 食肉 なし

陸前高田市農業協同組合 住田町字火石6-1 牛焼丼 食肉加工品 無

陸前高田市農業協同組合 住田町字火石6-1 塩チキンロール 食肉加工品 無

陸前高田市農業協同組合 住田町字火石6-1 豚チャシュー 食肉加工品 無

ロイヤルハンナンミートパッキン
グ

羽曳野市乃-88-1 ビーフダイス 食肉 無

ロイヤルハンナンミートパッキン
グ

羽曳野市乃-88-1 網焼きハンバーグ 食肉製品 無

ロイヤルハンナンミートパッキン
グ

羽曳野市乃-88-1 ハンバーグ 食肉製品 無

ローゼンハイム
株式会社セントラルフーズ

茅ヶ崎市元町１－１ ソーセージ 食肉製品 なし

ローゼンハイム　㈱セントラル
フーズ

横浜市青葉区美しが丘１－７たまプ
ラーザ東急百貨店内

ソーセージ 食肉製品 なし 　

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊ焼豚２００ｇ 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ＬＨウィンナー１６０ｇ 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ＬＨハーブウィンナー１６０ｇ 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ＬＨ焼豚８０ｇ 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ オールポークウィンナー 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ジャーマンドック 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 粒挽きウィンナー 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ パストラミビーフ 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ パストラミポーク 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ビーフジャーキー 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ボイルタン 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ポーク＆ビーフウィンナー 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 焼肉カルビ 食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 焼豚２６０ｇ、３００ｇ、
３６０ｇ

食肉製品 なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ローストビーフ 食肉製品 なし

ローヤルハム株式会社 東京都渋谷区恵比寿２－６－２２ コラーゲンソーセージ 食肉製品 無

ローヤルハム株式会社 東京都渋谷区恵比寿２－６－２４ スモークボイルタン 食肉製品 無
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食肉・食肉製品

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

六花亭製菓株式会社 帯広市西２４条北１丁目 肉まんじゅう 肉まんじゅう なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 SCキングオブチキン 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 あぶり焼きチキン（カレー） 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 あぶり焼きチキン（レモン風味） 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 コンセルボチキン 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 サックリチキン 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 サンドチキン 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 ハーフチップ本揚げ 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 はぐくみ鶏モモ肉唐揚げ 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 やわらかはちみつチキン 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 新和風フライドチキン 冷凍加熱食肉製
品

なし

わかば食品株式会社 富山県砺波市秋元355-1 和風フライド毛羽元 冷凍加熱食肉製
品

なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 梅ごぼう 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 鶏ごぼう 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ ソフトサラミ 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ デリカサラミ 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ デリカチーズチキン 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ デリカパストラミ 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ ポークトライアングル 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 合鴨照焼 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ ローストチキン 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 鴨　浮寝巻 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 合鴨パストラミ　　　　　他１種
類

食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 合鴨ソフトサラミ 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 合鴨ロース　他１種類 食肉製品 なし

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 鴨ローススライス　　　白ワイン
風味

食肉製品 なし

171 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

和歌山農協ミート株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕２６８ 鴨づつみ 食肉製品 なし

わしお株式会社 白河市字結城２５ 精肉 食肉 なし

渡辺　学生 石川郡古殿町大字松川字桑原 精肉・内臓 食肉 なし

渡辺　正幸 田村郡船引町大字船引字安久津５５－
３

精肉・内臓 食肉 なし

伊東　正夫 磐田郡佐久間町浦川２７７０ バラ、ロース等 牛肉 無

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 明太子入りあらびきソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 焼豚ももチャーシュー・スライス その他食肉製品 なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 ピリ辛ネギチャーシューセット その他食肉製品 なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 ビーフジャーキー その他食肉製品 なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 パストラミビーフジャーキー その他食肉製品 なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 辛口ビーフジャーキー その他食肉製品 なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 牛タンジャーキー その他食肉製品 なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 小枝サラミ その他食肉製品 なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 ジャーキー その他食肉製品 なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 業務用棒状ハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 あらびきハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 直火焼ハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 ミートボール・120g ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 てり焼ミートボール ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 てり焼ハンバーグ・80g ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 中華風肉団子 ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 トマトソース肉団子 ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 ミニハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 おべんとうミートボール ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 直火焼ハンバーグ(ベーコン) ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 直火焼ハンバーグ(チーズ) ハンバーグ・
ミートボール

なし
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食肉・食肉製品

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

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 牛タン入りハンバーグ ハンバーグ・
ミートボール

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 ビーフ＆ポークウインナーパスト
ラーレ

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 業務用ポーク＆ビーフフランクフ
ルト（串刺し・切れ目入り）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 黒胡椒ミートローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 あらびきランチドッグ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 串つきミニフランクフルト 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 あらびきチョリソードッグ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 業務用ポーク＆チキンウインナー
（辛口・皮なし）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 腸詰ポーク＆チキンウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 業務用ポーク＆チキンフランクフ
ルト（切れ目入り・コラーゲン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 業務用ポーク＆チキンウインナー
（皮なし）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 業務用ポーク＆チキンフランクフ
ルト（コラーゲン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 ころころフランク 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 直火焼パストラミビーフ・350g 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 牛タンスライス（スモーク） 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 牛タンスライス（ペッパー） 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 牛タンスライス（味噌） 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 業務用ボイルドビーフ 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 業務用ボイルドショートプレート
ビーフ

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 てり焼チキンステーキ 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱ 宮城県栗原郡高清水町字来光沢20 黒豚骨付焼豚(醤油味) 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱
伊藤ハムデイリー㈱小樽工場

宮城県栗原郡高清水町字来光沢20
北海道小樽市銭函5丁目61-3

スモークタン 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱
伊藤ハムデイリー㈱小樽工場

宮城県栗原郡高清水町字来光沢20
北海道小樽市銭函5丁目61-3

ポーク＆チキンジャンボフランク
フルト

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 ワイン風味ビーフハム 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハムデイリー㈱小樽工場 北海道小樽市銭函5丁目61-3 お弁当フランク（皮なし） 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ミートローフ(コーン＆ほうれん
草)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

173 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 グルマンポークウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ポークウインナー・（バジリコ） 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 業務用ポークウインナー・赤 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 磯辺あらびきポークソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ポークウインナー（チョリ
ソー）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ポークフランク 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 モーニングウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ポークソーセージ・角型 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ポークミニビッツ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 つぶつぶチーズ入りビッツ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ポークウインナー（皮なし） 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ポークソーセージ・スライ
ス

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せき腸詰あらびきポークロン
グウインナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩漬あらびきポークウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきほそびき腸詰ポークウイ
ンナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきフランクボール（皮な
し）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきミニポークウインナー
（皮なし）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきポークウインナー（皮な
し）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきポークウインナーミニ
（皮なし）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきポークビッツ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ポーク＆チキンスーパーロングウ
インナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ポーク＆チキンウインナー
（コラーゲン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 毎日食べましょ・ベーコン 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきハーフベーコン・75g 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 パストラミ牛タン 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用スモークターキー 食肉製品（ハム
類）

なし
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え

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

ポークビッツ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

ウインナービッツ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

無塩せきポークビッツ(学校給食
用)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

業務用ポーク＆チキンあらびきフ
ランクフルト

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

業務用ポークロングウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

ポークソーセージ・300g 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ポークウインナー・330g 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用ポークウインナー・スライ
ス

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用ポークビッツ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ポークビッツロング 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用あらびきポーク＆チキンウ
インナー(辛口)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ポーク＆チキンフランクフルト
（コラーゲン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用あらびきポーク＆チキンウ
インナー（コラーゲン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用ポーク＆チキンウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用ポーク＆チキンウインナー
（保存料抜き）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 おでん用ポーク＆チキンウイン
ナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ポーク＆チキンビッツスーパーロ
ング

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 Ｒソーセージ・ハート型 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 マリネビアソーセージ・スライス 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 きざみチョップドハム・赤 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場
伊藤ハム㈱九州工場

愛知県豊橋市藤並町字藤並73
佐賀県三養基山町大字長野970-1

業務用チョップドハム・スライス 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場
伊藤ハム㈱九州工場

愛知県豊橋市藤並町字藤並73
佐賀県三養基山町大字長野970-1

チョップドハム・角型 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場
伊藤ハム㈱九州工場

愛知県豊橋市藤並町字藤並73
佐賀県三養基山町大字長野970-1

チョップドハム・丸型 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用無塩せき焼豚・スライス その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用無塩せき焼豚・キザミ その他食肉製品 なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ ソフトサラミ（バジル） その他食肉製品 なし
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伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 牛舌入りポーク＆ビーフソーセー
ジ・スライス

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ デリシャスポークソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 直火焼ベークドローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用フランクフルト(皮なし・
串さし・切れ目入り)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ ポーク＆チキンフランクフルト
（ホワイト）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用ポーク＆チキンホットドッ
グウインナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ おでん用ＨＭウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ Ｒソーセージ・丸型 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ Ｒソーセージ・角型 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 牛腸ソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ Ｉビアソーセージ・スライス 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用Ｒウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用ロイヤルＷカクテル 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用あらびき串フルト(皮なし) 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用あらびき串なしフルト(皮
なし)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ ロイヤルポール 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ アイラックポール 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ コーンドビーフ 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ コールドビーフ・スライス 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ 業務用ポーク＆チキンチョップド
ハム・スライス

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハムデイリー㈱小樽工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
北海道小樽市銭函5丁目61-3

ポーク＆チキンフランクフルト
（プレーン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱九州工場

西宮市高畑町４－２７
佐賀県三養基山町大字長野970-1

業務用ベーコン・スライス 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱九州工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
佐賀県三養基山町大字長野970-1

業務用ポークチョップドハム・ス
ライス

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

Ｒソースージ・扇型 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

ベーコン・コマパック 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 業務用ポークフランク（皮なし） 食肉製品（ソー
セージ類）

なし
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食肉・食肉製品

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

伊藤ハム㈱六甲工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7
千葉県柏市根戸1-3

フランクキッズ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ピスタチオ入りフランクフルト 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ピスタチオ入りリオナソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ミニステーキ(チーズ＆野菜入
り）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ガーリックウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ガーリックウインナー(パセリ入
り)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 デリシャスウインナー(辛口) 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 グルマンビアウインナー(辛口) 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 ケイジャンチキン丸鶏 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 業務用チョップドハム・千切り 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場
伊藤ハムデイリー㈱

佐賀県三養基山町大字長野970-1
宮城県栗原郡高清水町字来光沢20

鶏もも皮 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱九州工場
伊藤ハムデイリー㈱

佐賀県三養基山町大字長野970-1
宮城県栗原郡高清水町字来光沢20

鶏もも皮(ガーリック) 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱九州工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
佐賀県三養基山町大字長野970-1

黒豚ポークテースト 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

Ｉビアソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

業務用マリネビアソーセージ・ス
ライス

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

マリネビアソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハムデイリー㈱

兵庫県西宮市高畑町４－２７
宮城県栗原郡高清水町字来光沢21

業務用ポーク＆ビーフフランクフ
ルト（串刺し・切れ目入り・コ

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハムデイリー㈱小樽工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
北海道小樽市銭函5丁目61-3

ポーク＆チキンフランクフルト
（チョリソー）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

無塩せき腸詰あらびきポークウイ
ンナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

ベイクドローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

黒豚ミートローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

業務用ポーク＆チキンフランクフ
ルト（コラーゲン）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

黒豚直火焼ミートローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

黒豚スモークポークソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

ミートローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

パストラミローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし
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食肉・食肉製品

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

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

直火焼ミートローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

あらびきポーク＆チキンロングウ
インナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

あらびきポーク＆チキンウイン
ナー

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

あらびきグルメフランクフルト 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

ポークテースト 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

マイルドポーク 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

業務用ポークウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

業務用ポーク＆ビーフあらびきス
テーキ

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

業務用串刺しフランクフルト(コ
ラーゲン・切れ目・赤)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

業務用串刺しフランクフルト(コ
ラーゲン・切れ目)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

業務用串刺しフランクフルト(皮
なし・切れ目)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

ポーク＆チキンウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

パストラミビーフ・スライス 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱東京工場

西宮市高畑町４－２７
千葉県柏市根戸1-3

業務用バストラミビーフ・スライ
ス

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

兵庫県西宮市高畑町４－２７
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

ポーク＆ビーフあらびきステーキ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 オニオンケーゼ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ソフトサラミ・角 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ベリーローラー･スライス 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ポーク＆ビーフウインナー
（腸詰）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 直火焼パストラミローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ミニウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ポーク＆チキンウインナー（ハー
ブ)

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用Ｆウインナー・赤 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用Ｆウインナー・スモーク 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 業務用ポーク＆チキンウインナー
（チョリソー）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ミニウインナー（コラーゲン） 食肉製品（ソー
セージ類）

なし
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食肉・食肉製品

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

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ハムカツ用ソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 うすぎりホワイトロース・120g 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 毎日食べましょ・ロースハム 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきホワイトロース・400g 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 おせち用無塩漬ホワイトロース・
400g

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 おせち用無塩漬パストラミロー
ス・300g

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 うすぎりももハム・130g 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 毎日食べましょ・ボンレスハム 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 無塩せきショルダーベーコン・切
り落とし・150g

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

無塩せきパストラミローフ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

ポーク＆ビーフビアソーセージ・
スライス

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用ビーフ＆ポークフランクフ
ルト（切れ目入り・串刺し・コ

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 無塩せきウインナー(しそ) 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 無塩せきウインナー(ガーリック) 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 無塩せきウインナー(カレー) 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 無塩せきウインナー(バジル) 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 毎日食べましょ・無塩せきロース
ハム

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 毎日食べましょ・無塩せきももハ
ム

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 お得なスライスベーコン 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 お徳用スライスベーコン 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 こんなのいいね厚切りベーコン 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 業務用ダイスカットベーコン 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 お料理ベーコン 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 毎日食べましょ・無塩せきベーコ
ン

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 バランスライフ・パストラミビー
フ

食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場
伊藤ハム㈱九州工場

愛知県豊橋市藤並町字藤並73
佐賀県三養基山町大字長野970-1

食卓だよりスライスベーコン 食肉製品（ハム
類）

なし
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販売中止 製品回収
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え

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

加熱済ビーフステーキ 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

ディナーハンバーグ 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

（キ）グラタンハンバーグ 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

Oパティ等 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

こんがり焼きハンバーグ等 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

業務用ハンバーグ10VP 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

直火焼ハンバーグ 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

肉うどんの具等 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

加熱済牛カルビ等 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

SUハンバーグ 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

イタリアンハンバーグ 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

ハンバーグ（お子様）等 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

棒状ハンバーグ 加熱食肉製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

ミンチ肉、スライス肉 食肉 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

ビーフカツ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

トンカツ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

メンチカツ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

SZビーフカツ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

IZメンチカツ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

Uミンチカツ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

（キ）ビーフカツ等 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

レンジ用ローストンカツ等 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

神戸浪漫亭ミンチカツ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

COOPふっくら牛肉生ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

B牛肉ハンバーグ等 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

やわらかハンバーグ 食肉半製品 なし
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え

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

AS合挽ハンバーグ等 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

FF合挽ハンバーグ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

（キ）合挽ハンバーグ等 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

オリジナルハンバーグ等 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

T＆Oあらびきﾋﾞｰﾌﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉半製品 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

冷凍ミンチ肉、スライス肉 冷凍食肉 なし

伊藤ハム㈱北神工場 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-114

ハンバーガーパティ 冷凍食肉 なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 やわらかフランク 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 ふっくらフランク 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 無塩せきチーズインソーセージ 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 ＳＣロースハム・400g 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 業務用ローストビーフもも 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 ローストビーフロース 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 ローストビーフローススライス 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7 ローストビーフもも 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7
千葉県柏市根戸1-3

パルキー 食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7
千葉県柏市根戸1-3

ポーク＆チキンウインナー（皮な
し）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7
千葉県柏市根戸1-3

無塩せきカマンベールチーズイン
ソーセージ

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム㈱六甲工場
伊藤ハム㈱東京工場

兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-7
千葉県柏市根戸1-3

業務用ポーク＆チキンウインナー
（皮なし）

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 業務用あらびきポーク＆チキンウ
インナーロング

食肉製品（ソー
セージ類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 スモークタン・スライス 食肉製品（ハム
類）

なし

伊藤ハム食品㈱小矢部工場 富山県小矢部市名畑5068 お徳用ハム 食肉製品（ハム
類）

なし

一信食品加工(有) 大分市大道6ｰ2 牛肉 食肉 無

印南養鶏農業協同組合食品セン
ター

兵庫県加古郡稲美町六分一1362-40 弁当ハンバーグ 食肉製品 なし

印南養鶏農業協同組合食品セン
ター

兵庫県加古郡稲美町六分一1362-41 ささみのムニエル 食肉製品 なし

印南養鶏農業協同組合食品セン
ター

兵庫県加古郡稲美町六分一1362-42 さくら鶏肉だんご 食肉製品 なし
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印南養鶏農業協同組合食品セン
ター

兵庫県加古郡稲美町六分一1362-44 手羽ハーフ三味 食肉製品 なし

印南養鶏農業協同組合食品セン
ター

兵庫県加古郡稲美町六分一1362-45 やわらか香草仕立て 食肉製品 なし

印南養鶏農業協同組合食品セン
ター

兵庫県加古郡稲美町六分一1362-46 ポーク＆チキン元気っ子 食肉製品 なし

雲仙食肉 長崎県南高来郡有明町大三東戊３７０ ハム 食肉製品 無

雲仙食肉 長崎県南高来郡有明町大三東戊３７０ ソーセージ 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 学校用ベーコン 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 学校用ロースハム 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ ポルトガルソーセージ 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ クガニダキハンバーグ市販用 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ クガニダキハンバーグ業務用 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 大大ハンバーグ 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ チョップドハム赤 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ チョップドハム（ポークハム） 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ ももベーコン 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ ライトウィンナー 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ チャンピオンフランク串つし 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ ポロニアソ－セージ 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 荒挽ウィンナーピリ辛 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 荒挽ウィンナーポーク＆チキン 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 荒挽フランク串 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ ポークソーセージ 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 荒挽ウィンナーチキン 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ ロースハム 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ ネックベーコン 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 焼豚 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ リテナーベーコン 食肉製品 無
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黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 荒挽ソーセージハワイアンベーコ
ン

食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ Ｊｅｆカツ用ボンレス 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ トンカツ用ボンレス 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ ポークソーセージソフト 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ チキンカツ用ボンレス 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 学校用ウインナ－ 食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 混合ソーセージハワイアンウイン
ナ－

食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ 混合ソーセージハワイアンウイン
ナ－ドッグ

食肉製品 無

黄金竹上原ミート 沖縄市泡瀬４－５－６ スラルベーコン 食肉製品 無

岡山　東己祐 金沢市城南１－１５－３５ 牛串 生肉 なし

岡山　東己祐 金沢市城南１－１５－３５ 味付牛大腸 生肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 大根と鶏ミンチのそぼろ煮キット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 八宝菜キット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 肉じゃがキット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 牛肉と蓮根のきんぴらキット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 和牛しゃぶしゃぶサラダセット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 ブロッコリーと牛肉のオイスター
ソース炒めキット

食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 チンジャオロースキット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 カルビ丼キット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 煮込みサイコロ用肉 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 鶏肉とカリフラワーのクリーム煮
キット

食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 クリームシチューキット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 ハッシュ・ド・ビーフキット 食肉 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 牛カルビ焼肉 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 ビビンバ用カルビ焼肉 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 牛肉しぐれ煮 食肉製品 なし
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販売中止 製品回収
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え

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 ビビンバ用肉そぼろ 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 特選ストリップロイン焼色付け 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 自家製ローストビーフポイント 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 トライチップローストビーフ 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 ランチ焼肉 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 牛アキレス煮 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 牛ほほ肉のコチジャン煮 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 自家製フォンド・ヴォースペシャ
ル

食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 野菜たっぷりハンバーグミニ 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 牛タン皮付き 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 ホワイトヴィール骨付きバラ 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 牛肉のブリスケのブレゼ 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 味付けボイルタン 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 ローストビーフ 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 合ミンチソテー 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 牛ミンチソテー 食肉製品 なし

岡山フードサービス　株式会社 京都市山科区東野片下り町62番地の1 ローストビーフ 食肉製品 なし

岡山フードサービス㈱ 大阪市住吉区苅田7-3-10 国産牛肉スライス 食肉 なし

岡山フードサービス㈱ 大阪市住吉区苅田7-3-10 国産牛肉スライスカット 食肉 なし

岡山フードサービス㈱ 大阪市住吉区苅田7-3-10 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ステーキカット 食肉 なし

岡山フードサービス㈱ 大阪市住吉区苅田7-3-10 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産牛肉スライス 食肉 なし

岡山フードサービス㈱ 大阪市住吉区苅田7-3-10 ｱﾒﾘｶ産ステーキカット 食肉 なし

岡山フードサービス㈱ 大阪市住吉区苅田7-3-10 和牛ハンバーグパティ 食肉 なし

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ルーデンウィンナー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＶ１０ＷＭフランク 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ モモベーコン 食肉製品 無
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え

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＵ２１BM（馬蹄形フランク） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 焼豚（セット用） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ RHウィンナー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ボンレスハム（セット用） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ デリシャスロース（セット用） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 焼豚業務用 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ デリカベーコン 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＨＳ－１ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＮ４１Ｋ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＡ２０ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＡ４０ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＲ２５１ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ フランクボーンＨＯ９０ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ベーコン 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ スモークハム 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ お買い得スモークハム 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 原型ロースハム 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 着味ポークＮＮ－３０ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 着味ポークＣＯ－９０ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＴＲ焼豚 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 着味チキンＣＯ－９０ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 着味バラ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 大判チャーシュー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 塩漬ベーコン 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＫ４ＫＭ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＵ２４ＬＭ 食肉製品 無
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え

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＫ４ＳＭウィンナー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 大辛フランク 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＫ４ＷＭ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ＦＫ４ＡＭ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ロースハム 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ダチョウハム 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ハーブウインナー 16g 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ モルタデラ（1kgスライス） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ モルタデラ（セット用） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ミートローフ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ フランクボーン 50gタイプ（骨付
きウインナー）

食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ フランクフルトソーセージ
（FC92、71）

食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ カヌチャフランク 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 焼豚（セット用） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ボンレスハム（セット用） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ デリシャスロース（セット用） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ OR焼豚 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ KFフランク（KF651） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ KFウィンナー（KF41、KF31、
KF23、KF15）

食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ウッチンウインナー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ イカスミウインナー 16g 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ビアシンケン 1kgP （スライス） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ビアサラミ（牛肉入り） 1kgP
（スライス品）

食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 皮いいベーコン 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ FJ３５１ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ FJフランク 食肉製品 無
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え

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ちびっ子ウィンナー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ CP35K（辛口フランク） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ FC34 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 豚タン 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ モーニングハム（赤、白） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ モーニングウィンナー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ デリシャスフランク 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ポキポキウィンナー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ショルダーハム 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ ホワイトロースハム 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ パストラミビーフ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ スモークドビーフ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 荒挽フランク（FD75) 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ CP35 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ FB512 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ FG191（ペンシルウィンナー） 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ サラミ風ソーセージ 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ FE313KM 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ MHウィンナー 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ FA140 食肉製品 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ FH58 食肉製品 無

沖縄日本ハムフード株式会社 沖縄県宜野湾市大山７－５－１４ ビーフ焼肉味付け 食肉製品 無

株式会社　コープフーズ　海老名
工場

海老名市本郷２６９６ コロコロステーキ 食肉 なし

株式会社　コープフーズ　海老名
工場

海老名市本郷２６９６ ハンバーグ 食肉 なし

株式会社　セイフー 天竜市二俣町二俣字矢崎８５－１ バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

株式会社　タカラ・エムシ 天竜市二俣町鹿島５４２番地の３１ バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無
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え

株式会社　つるみ 天竜市二俣町二俣１２６６－１ バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

株式会社　ホクチン 金沢市湊４丁目５６番地 アサードジャーキー 食肉製品 なし

株式会社　ホクチン 金沢市湊４丁目５６番地 ドライステーキ 食肉製品 なし

株式会社　ホクチン 金沢市湊４丁目５６番地 ドライステーキ　ﾌｧｲﾔｰｷﾑﾁ 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 ソーセージ 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 プレスハム 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 ベーコン 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 ﾎﾞﾛﾆｱｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 ボンレスハム 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 ﾘｵﾅｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 ロースハム 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 牛肉製品 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 骨付きハム 食肉製品 なし

株式会社　鎌倉ハム富岡商会 鎌倉市岩瀬 焼豚 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 食肉製品 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

株式会社　三谷畜産ミートセン
ター

金沢市福久東１丁目７６番地 牛すじN 肉類加工品 なし

株式会社　三谷畜産ミートセン
ター

金沢市福久東１丁目７６番地 牛すじ煮込み 肉類加工品 なし
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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 無

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 無

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３５
００－７

ショートプレートスライス 食肉 無

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３５
００－７

ハンバーグ 食肉製品 無

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３５
００－７

ミートボール 食肉製品 無

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３５
００－７

トンバーグ 食肉製品 無

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３５
００－７

焼き豚 食肉製品 無

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３５
００－７

食材向けハンバーグ 食肉製品 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ビーフエキス・牛脂・ゼラチン・
蛋白加水分解物使用製品

食肉製品（ミー
トオムレツ）

無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ 牛ミンチ使用製品 ビーフオムレツ 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ 牛ミンチ使用製品 無

株式会社石井大一商店 市川市塩浜３－２７－４ 鹿児島県純粋黒豚味噌漬け詰合せ 食肉製品 無

株式会社石井大一商店 市川市塩浜３－２７－４ アメリカ産ローストビーフ 食肉製品 無

株式会社石井大一商店 市川市塩浜３－２７－４ 宮崎和牛ももローストビーフ詰合
せ

食肉製品 無

株式会社さとう 綾部市綾中町花ノ木３０番地 ベーコン（調理パン用） 食肉製品 なし

株式会社サンブリス 松原市天美我堂2-423 ハム 食肉製品 無

株式会社サンブリス 松原市天美我堂2-423 ウィンナー 食肉製品 無

株式会社サンブリス 松原市天美我堂2-423 ソーセージ 食肉製品 無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 Ｄレシェンテチキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 ＯＲローストレッグ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 ＲＦ１アスパラ50 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 Ｔ－サクラＣカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 Ｔサクラワフウチキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 ウインナー巻き 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 かにかまロールカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 ササミカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無
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株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 ささみチーズサンド 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 サックリチキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 サラダチキン巻き 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 サラダロールカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 しそ巻きチーズチキン 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 しそ巻きチーズチキンフライ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 チーズチキン大葉巻き 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 チキンエンゼル 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 チキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 デリカチキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 ハーブミニカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 ローストレッグ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 一口チキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 鶏ロールフライ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 骨付きフライドチキン 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 桜島どりチキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 桜島どり串カツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 桜島鶏お弁当チキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 桜島鶏チーズロール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 桜島鶏チキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 桜島鶏梅肉大葉巻き白 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 手造り・桜島鶏ロールカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 辛子マヨネーズカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 唐揚げももしょうゆ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 梅肉大葉巻き 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社ジェーエフフーズ 鹿屋市川西町3949 梅肉大葉巻き・改 食肉製品（肉類
加工品）

無
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株式会社ジャコム石川 金沢市佐奇森町イ７番地１ 牛肉 生肉 なし

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 唐揚げ串100ｇN 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 T-唐揚げ串100ｇN 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 T-ﾎﾟﾃｶﾗﾊﾞｰ100青 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 ﾁｷﾝﾌｨﾚｰ80g-VF 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 地健唐揚げ・新 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 RF＋鶏唐揚げセット 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 ｵﾘｰﾌﾞﾁｷﾝJ 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 ｻｸｯとﾁｷﾝ 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 桜島どり香草揚げ 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 桜島どり串刺し立田揚げ 食肉 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 若鶏軟骨唐揚げS 食肉 無

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ ハンバーグ（大、中、小） 食肉加工品 無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ カルビ肉 食肉加工品 無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ ヤングステーキ 食肉加工品 無し 　

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 A-プレスハム 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 あらびきウインナー、チョリ
ソー、ライヴェント

加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 あらびきフランクフルトソーゼー
ジ

加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ウインナーソーセージ（Tダイ） 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ウインナーソーセージ（赤、
白）、フランクフルトソーゼージ

加熱食肉製品 なし

191 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ウインナーソーセージ、フランク
フルトソーセージ（アウトク）

加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 カルビ焼、炭火焼カルビ、寿司用
カルビ

加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 キスコシチューセット　キスコシ
チューC

加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 スライス牛肉、牛端肉 食肉 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 チキンフレーク塩味 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ちばあらびきポークウインナー 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ドライソーセージ 乾燥食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ハラミ焼肉 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ビアソー、ソフトサラミ 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ベーコン（リテーナー）、無塩せ
きベーコン

加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ボイルドチキン 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ボイルドビーフ 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ポークウインナー(OEC) 加熱食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ロース180 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ロースハム（NONJAS)、ボンレス
ハム、ショルダーベーコン

加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 牛角煮、炭火焼カルビ(PIZZA) 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 牛舌スモーク 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 牛舌スライス 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 荒挽チョリソースライス 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 焼ソバ用豚肉YS 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 生姜焼用豚肉 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 豚バラカルビ焼 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 味付牛肉 加熱食肉製品 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 カルビタレ漬 味付調味肉 なし

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 ハニカム ボイル内臓肉 なし
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食肉・食肉製品

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

株式会社デリフレッシュフーズ 本庄市新井字川原６００番地 黒毛牛カルビ 味付調味肉 なし

株式会社ニイチク 東京都江東区東雲２－１１－２２ 牛ソフトステーキ 食肉 無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 牛脂・ビーフエキス使用製品 食肉製品（ミー
トボール・肉団

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 焼平つくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 鶏つくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 鳥串団子 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ トリキつくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ FF肉団子 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ツクネ鉄砲串H-11 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 鉄砲串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ つくね串（たれ付き） 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ つくね小判（串付き） 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 素焼きつくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 鹿児島風五目つくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 丸つくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 丸つくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チキンさつま 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チキンさつま串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ エムフードつくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ GFCつくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ みそ焼きつくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ さつまの本格つくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 大粒肉団子（甘酢あん） 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 甘酢あんかけ肉団子 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チリソース肉団子 食肉製品（肉類
加工品）

無
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食肉・食肉製品

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

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ その子のつくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ツクネ串ゴボウ３６ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール６．５ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 甘酢肉団子（和風） 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チリソース肉団子（中華風） 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 韓国風つくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ トリキボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 平つくね・平つくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 赤鶏つくね・赤鶏つくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 枝豆入りつくね15･30ｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 枝豆ゴボウつくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 野菜カレーつくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ さつまの野菜入りつくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 無薬鶏つくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 日向つくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボールA 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボールB 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 丸徳ボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ セーホーボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 地鶏つくね・地鶏つくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チキンつくね串 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 肉団子類(ME) 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 徳用ミートボール15・30ｇ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 徳用ミニバーグ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 養老つくね 食肉製品（肉類
加工品）

無
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食肉・食肉製品

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

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ たこ入りボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 王様つくね 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 渡辺ボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール・肉団子類(PF・K) 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール・肉団子類(PB) 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール・肉団子類(NIMA-
PB)

食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール・肉団子類（西原
ボール）

食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール・肉団子類（SB） 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チキンボール400 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ヤマキボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 児湯チキンボール 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール・肉団子類（ＭＩ
Ｘ・松山）

食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ フライドマイルド・手羽元・レッ
グ

食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ コーチン巻き 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チキン南蛮５５４ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 唐揚げ２２ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ローストチキン・ローストテリヤ
キ

食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 若鶏狩人揚げＭ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 照り焼きチキン 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 唐揚げ５８０ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ たれ付き肉団子 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 赤鶏つみれ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 鍋用さつま 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 手羽ギョウザ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 鍋用つみれ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 棒つくね４０ 食肉製品（肉類
加工品）

無
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株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 鶏ササミチーズカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ タンドリーチキン４１７，４１８ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ タンドリーチキン 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 黒豚串カツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ 豚野菜巻カツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チキンカツ６０ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ Pチキンカツ１５０ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ サンド用チキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ ミートボール仙台 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社フューチャーフーズ 鹿児島市七ッ島１－６－１１ チキンハンバーグ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社マルシンフーズ 蒲生郡竜王町岩井１０ ｷﾃｨお弁当ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｺﾝｿﾒスープ 食肉製品 なし

株式会社マルシンフーズ 蒲生郡竜王町岩井１０ チーズ入りハンバーグ 食肉製品 なし

株式会社マルシンフーズ 蒲生郡竜王町岩井１０ てり焼きハンバーグ115ｇ 食肉製品 なし

株式会社マルシンフーズ 蒲生郡竜王町岩井１０ てり焼きハンバーグ90ｇ 食肉製品 なし

株式会社マルシンフーズ 蒲生郡竜王町岩井１０ ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 なし

株式会社マルシンフーズ 蒲生郡竜王町岩井１０ ﾏﾙｼﾝﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 なし

株式会社マルシンフーズ 蒲生郡竜王町岩井１０ みんなのハンバーグ 食肉製品 なし

株式会社ミートショウズ 藤井寺市野中５－３－４４ 牛スライス肉 食肉 無

株式会社ミートショウズ 藤井寺市野中５－３－４４ 牛ステーキ 食肉 無

株式会社ミートショウズ 藤井寺市野中５－３－４４ 牛ミンチ 食肉 無

株式会社ミートショウズ 藤井寺市野中５－３－４４ 牛角切肉 食肉 無

株式会社ミートショウズ 藤井寺市野中５－３－４４ 牛焼肉 食肉 無

株式会社ミート丸真　三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦１１６
０－３１

国産牛牛霜降りカルビ 食肉 無し 　

株式会社ミート丸真　三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦１１６
０－３１

大阪道頓堀の焼たれ漬焼肉ロース 食肉 無し 　

株式会社ミート丸真　三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦１１６
０－３１

大阪道頓堀の焼たれ漬焼肉カルビ 食肉 無し 　

株式会社ミート丸真　三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦１１６
０－３１

大阪道頓堀の焼たれ漬焼肉モモ 食肉 無し 　
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株式会社ミート丸真　三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦１１６
０－３１

牛タンシチューデミグラスソース 食肉 無し 　

株式会社ミート丸真　三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦１１６
０－３１

牛丼の具 食肉 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

ライスﾊﾞｰｶﾞｰすき焼きパティ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

牛すき焼き 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

牛丼の具 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

牛タンシチューデミグランソース 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

牛串っこ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

サイコロステーキ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

和牛入りサイコロステーキ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

国産牛サイコロステーキ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

和牛入ソフトステーキ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

Ｊ＆Ｊ牛すじ煮込み 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

Ｊ＆Ｊ肉コロッケ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

チチヂミバーガー用韓国焼肉パ
ティ

食肉製品（肉類
加工品）

無し 　

株式会社ミート丸真三角工場 熊本県宇土郡三角町大字三角浦1160-
31

カルビ 食肉製品（肉類
加工品）

無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

サイコロステーキ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

牛とろカルビ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

牛ステーキ 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

カレー用ミックス肉 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

国産牛すねダイスカット 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

チャーシュー 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

ホルモン（センマイ） 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

牛肉・ファーストＭＩＸ・ＫＳｰ
ＫＭ

食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

牛ﾋﾚロール 食肉製品 無し 　

株式会社ミート丸真深田工場 熊本県球磨郡深田村東字椿坂１２７９
－５

豚ヒレポーション 食肉製品 無し 　

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ローストビーフ 食肉製品 なし
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株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 コッホサラミ 食肉製品 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ペッパービーフ 食肉製品 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 スモークビーフ 食肉製品 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 スモークタン 食肉製品 なし

株式会社遠鉄ストア 天竜市次郎八新田６－２ バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ プレミアオールミート 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ アメリカンウィンナー 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ホットドックウィンナー 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ デリカウィンナー 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ A牛焼肉 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ロースハム 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ホーメルフランク 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ 焼き豚 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ 串フランク 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ TA串フランク 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ０１串フランク 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ポルトギューソーセージ 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ポルトギース 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ 串粗挽き 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ N　ベーコン 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ミートソース 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ オムレツの具 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ピラフの具 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ドライカレーの具 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ビ－フシチュー 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ コンビーフ 食肉製品 無
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株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ 無添加コンビーフハッシュ 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ コンビーフハッシュ 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ スモークハム 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ スモークドビ－フ 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ パストラミビーフ 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ 牛タン 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ビアサラミ 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ビーフフランク 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ 無添加ウィンナー 食肉製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ リバティ 食肉製品 無

株式会社三幸食品 大阪府東大阪市友井２丁目２１番３８
号

スライス牛肉 食肉 なし

株式会社寺岡食品 大阪府東大阪市荒本西４丁目９１番地 スライス牛肉 食肉 なし

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 手羽中スペアリブスパイス 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 細切鶏肉と野菜のソース炒めセッ
ト

食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 若鶏ぷりぷりステーキ 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 韓国風串焼き 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 若鶏のまいたけ炒め 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 若鶏のまたけとごぼう炒め 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 若鶏のごぼう炒め 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 元気鶏しょうが焼き 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ 卵で仕上げる親子丼の具 食肉製品（肉類
加工品）

無

株式会社千成亭 滋賀県彦根市平田町808 牛干肉 肉類加工品 なし

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-1

サラミソーセージ類 乾燥食肉製品 なし

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-1

サラミソーセージ類 乾燥食肉製品 なし

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-1

生ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ 食肉 なし

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-1

ハンバーグ類 食肉製品 なし

200 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-1

ローストビーフ 冷凍食肉食品 なし

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-1

ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ類 食肉製品 なし

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-1

ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ類 食肉製品 なし

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-2

ベーコン類 食肉製品 なし

株式会社太陽食品 山形県飽海郡平田町大字楢橋字大林
152-2

ロースハム類 食肉製品 なし

株式会社東北ハム 山形県鶴岡市宝田三丁目6-58 サラミ類 乾燥食肉製品 なし

株式会社東北ハム 山形県鶴岡市宝田三丁目6-58 牛タンペッパー 食肉製品 なし

株式会社東北ハム 山形県鶴岡市宝田三丁目6-58 ソーセージ類 食肉製品 なし

株式会社東北ハム 山形県鶴岡市宝田三丁目6-58 ハム類 食肉製品 なし

株式会社東北ハム 山形県鶴岡市宝田三丁目6-58 ベーコン 食肉製品 なし

株式会社万代  生鮮センター 大阪府東大阪市渋川町３丁目１２番２
５号

スライス牛肉 食肉 なし

株式会社雄大食品 大阪市西成区千本中2-5-13 食肉 食肉 なし

株式会社珈和 大阪府東大阪市菱江２丁目２番３３号 ハンバーグ 食肉 なし

㈱　アレフ　札幌工場 札幌市白石区中央１条２丁目１－５５ ハンバーグ半製品 食肉 なし

㈱　アントレ 札幌市東区東苗穂２条３丁目３－５ 味付ホルモン 食肉 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

㈱　輝味万 札幌市東区北３６条東３丁目 牛シチューミート 食肉 なし

㈱　プライムビーフファクトリー 札幌市東区東雁来５条１丁目２－３０ 牛ステーキ類 食肉 なし

㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 なし

㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 各種食肉製品 食肉製品 なし

㈱　北海道チクレンミート
小見川工場

千葉県香取郡小見川町虫幡４１８－２ 牛肉製品 食肉 なし

㈱　北海道チクレンミート
北見工場

北海道北見市豊田１９３番地２ 焼肉セット 食肉 なし

㈱三水 仙台市泉区実沢一本橋１－２７ 牛タン味噌漬 食肉 なし

㈱三水 仙台市泉区実沢一本橋１－２７ 牛タン（塩) 食肉 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ ビーフアンドポークウインナー 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ ホワイトポークウインナー 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ ミートローフ 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ ジャーマンソーセージ 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ パプリカソーセージ 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ マッシュルームソーセージ 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ チロリアンソーセージ 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ 荒挽きボロニアソーセージ 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ 燻製ボロニアソーセージ 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ スモークソフトサラミ 食肉製品 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ スモークビーフ 食肉製品 なし

㈱アサヒブロイラー埼玉工場 日高市大谷沢２７５ ＴＤＬロティサリーチキン 冷凍食肉 なし

㈱アサヒブロイラー埼玉工場 日高市大谷沢２７５ チキンガランデン 冷凍食肉 なし

㈱アサヒブロイラー埼玉工場 日高市大谷沢２７５ 売店唐揚 食肉 なし

㈱アサヒブロイラー埼玉工場 日高市大谷沢２７５ 和民　唐揚用むね肉 食肉 なし

㈱アサヒブロイラー埼玉工場 日高市大谷沢２７５ 和民　唐揚用むね肉 食肉 なし

㈱アサヒブロイラー埼玉工場 日高市大谷沢２７５ 五目肉だんご 肉だんご なし

㈱天草屋 川崎市中原区宮内1-7-23 焼豚スライス 食肉製品 なし

㈱アミノ 仙台市太白区郡山字新橋北６－２ 牛バラ肉 食肉 なし 国産牛
（神戸）

㈱アミノ 仙台市太白区郡山字新橋北６－２ ﾁﾙﾄﾞ牛赤身ｼﾝｼﾝ
（ﾛｰｽ肉）

食肉 なし 国産牛

㈱アミノ 仙台市太白区郡山字新橋北６－２ ハラミ 食肉 なし ｱｳﾄｻｲﾄﾞｽ
ｶｰﾄ

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ 食肉 食肉 なし

㈱ｲｰｸﾞﾙﾃﾞﾘｶ関西大阪工場 八尾市山賀町５－１９ 弁当（赤ｳｲﾝﾅｰ、ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸ） 食肉製品 無

㈱ｲｰｸﾞﾙﾃﾞﾘｶ関西大阪工場 八尾市山賀町５－１９ 弁当（ハンバーグ） 食肉製品 無

㈱ｲｰｸﾞﾙﾃﾞﾘｶ関西大阪工場 八尾市山賀町５－１９ 弁当（牛肉） 食肉製品 無

㈱ｲｰｸﾞﾙﾃﾞﾘｶ関西大阪工場 八尾市山賀町５－１９ 弁当（ふりかけビーフ味） 食肉製品 無

㈱ｲｰｸﾞﾙﾃﾞﾘｶ関西大阪工場 八尾市山賀町５－１９ おにぎり（牛カルビ） 食肉製品 無

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ ハンバーグ 肉類加工品 無
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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
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原料切換
え

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ カレー鍋焼きうどん 肉類 無

㈱いちい 須賀川市北上町７７－１ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 国産牛細切 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 豚カルビチゲ鍋 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 うどんと炒める牛カルビ 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 あったかみそ鍋 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛中おちカルビタレ漬（豪州産） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛中おちカルビタレ漬（米国産） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛すじボイル 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 国産牛すき焼き用（肩ロース） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛中おちおでん串 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 鹿児島和牛すき焼き用（カタ） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 国産牛焼肉用（カルビ） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 国産牛ももしゃぶ 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 国産牛肩ロースすき焼 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 国産牛肩ロースしゃぶしゃぶ 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛バラうす切（豪州産） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛肩うす切（豪州産） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛肩ロースすき焼（豪州産） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛モモ・肩切落（豪州産） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛モモシャブシャブ（豪州産） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛モモ細切（豪州産） 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛バラカレーシチュー 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛ヘレステーキ 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 宮崎和牛ももしゃぶ・ももすき焼 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 黒毛和牛ももシャブシャブ・うす
切

食肉製品 無
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え

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 国産牛肩ロースシャブシャブ 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 国産牛サーロインステーキ 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 北海道産切落 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 いのしし鍋 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 黒豚モモネギ味噌づけ 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 黒豚バラネギ塩 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 中華寄せ鍋セット 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 黒豚韓国風焼肉 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 黒豚チャンコ鍋 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 黒豚トンスシャー 食肉製品 無

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 牛焼肉用（カルビ）米国産 食肉製品 無

㈱イトーヨーカ堂 福島市太田町１３－４ 牛肉 食肉 なし

㈱イトーヨーカドー宇都宮店 宇都宮市宿郷3-16-3 食肉，そうざい 食肉，そうざい なし

㈱いわきや 岩瀬郡鏡石町大字鏡田字牛池 精肉・内臓 食肉 なし

㈱ウジエスーパー 迫町佐沼字江１－７－１ 食肉 食肉 なし なし

㈱栄和 仙台市若林区伊在字東通４１－３ 食肉(牛肉) 食肉 なし

㈱エースフーズ 長崎県南高来郡瑞穂町古部乙１０－４ 黒毛牛焼上カルビ 食肉製品 無

㈱エースフーズ 長崎県南高来郡瑞穂町古部乙１０－４ 豚ロース生姜焼 食肉製品 無

㈱エースフーズ 長崎県南高来郡瑞穂町古部乙１０－４ 牛網焼丼セット 食肉製品 無

㈱エースフーズ 長崎県南高来郡瑞穂町古部乙１０－４ カルビ焼（７０ｇ、１ｋｇ） 食肉製品 無

㈱エースフーズ 長崎県南高来郡瑞穂町古部乙１０－４ カルビ丼の具 食肉製品 無

㈱エスケーフーズ 寄居町赤浜２７５６－１ ジューシーメンチカツ 肉類加工品 なし

㈱エスケーフーズ 寄居町赤浜２７５６－１ ソフトロースロール 肉類加工品 なし

㈱エスケーフーズ 寄居町赤浜２７５６－１ ソフトロース切り身 肉類加工品 なし

㈱エスケーフーズ 寄居町赤浜２７５６－１ メンチカツ 肉類加工品 なし

㈱エスケーフーズ 寄居町赤浜２７５６－１ 柔らか豚ロース 肉類加工品 なし
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え

㈱エスケーフーズ 寄居町赤浜２７５６－１ 特製メンチカツ 肉類加工品 なし

㈱エフ・ディ・エヌ 仙台市宮城野区大梶13-17 味付牛肉 食肉製品 なし

㈱エムワイフーズ 宇都宮市大谷町791-3 牛肉 食肉 なし

㈱遠鉄ストア湖西店 湖西市鷲津760-2 牛肉(ヒレ・サーロイン・バラ・
モモ・ロース)

食肉 なし

㈱エンドーミート 仙台市宮城野区小田原2-6-31 豚ホルモン味付 食肉 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-73 焼きそば豚肉 食肉製品 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-80 チョリソースライス 食肉製品 なし

㈱オオクボ 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

食肉（佐賀） 食肉 なし

㈱オオクボ 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

食肉（オーストラリア） 食肉 なし

㈱オオクボ 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

食肉（アメリカ） 食肉 なし

㈱大多摩ハム小林商会 福生市福生７８５ Ａフランク 食肉製品 なし

㈱オカザキ食品 宮崎市波島１－１－５３ ビーフジャーキー 食肉製品 無

㈱オカザキ食品 宮崎市波島１－１－５３ スモークタン 食肉製品 無

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 ペッパー牛肉 加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛舌スモーク 加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛舌ペッパー 加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 スモーク牛肉 加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛肉入りフランクフルトソーセー
ジ

加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛舌入りウインナー 加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛肉入りソーセージ 加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛舌入り無塩漬ソーセージ 加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 無塩漬フランクフルトソーセージ 加熱食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 米沢牛乾燥肉 乾燥食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛肉入りサラミ 乾燥食肉製品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 生ハンバーグ 食肉加工品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛肉味噌漬 食肉加工品 なし
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え

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛舌味噌漬け 食肉加工品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛舌塩味 食肉加工品 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛粕漬け 食肉加工品 なし

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 骨なしハーブチキン 食肉 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 地養鳥つみれ 食肉加工品 無

㈱かきこや 浜名郡新居町新居１４９８ 牛肉(ロース・モモ・バラ) 食肉 なし

㈱柿安本店　精肉店 宇都宮市宮園町5-4 牛肉 食肉 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 ｿﾌﾄｻﾗﾐ 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 ﾁｮﾘｿｰ 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 ﾁｮﾘｿｰ(無塩せきｿｰｾｰｼﾞ) 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 ﾍﾟｯﾊﾟｰｳｲﾝﾅｰ 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 骨付きﾌﾗﾝｸ 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 かまくらさんのｳｲﾝﾅｰ 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 ﾍﾟﾊﾟﾛﾆ(無塩せき) 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 ﾌｧﾐﾘｰﾌﾗﾝｸ 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 あらびきﾌﾗﾝｸ 食肉製品 なし

㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 ｻﾗﾐ無添加鎌倉 食肉製品 なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ ソーセージ類 肉類加工品 なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ ハンバーク 肉類加工品 なし

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ロースハム 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ネックベーコン 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ｾﾚｸｼｮﾝ無添加ロース、ベーコン 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ローストビーフ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ リテーナーベーコン 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ あらびきｿｰｾｰｼﾞ、フランク 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ あらびきｿｰｾｰｼﾞ(ﾍﾟｯﾊﾟｰ入） 食肉製品 無
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え

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ 明太子ウィンナー 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ あらびきチキンｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ あらびきウィンナー 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ 激辛ロングｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ あらびきｿｰｾｰｼﾞ(ﾛﾝｸﾞ) 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ﾎﾟｰｸ＆ﾋﾞｰﾌｳｨﾝﾅｰ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ 焼き豚 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ﾎﾟｰｸ&ﾁｷﾝｿｰｾｰｼﾞ(ﾎｯﾄﾄﾞｯｸ用） 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ﾎﾟｰｸ&ﾁｷﾝｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ こだわりﾛｰｽ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ いかすみｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ もちぶた100%あらびきｳｨﾝﾅｰﾛﾝ
ｸﾞ、ﾌﾗﾝｸ

食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ﾍﾞﾘｰﾍﾞｰｺﾝ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ あらびきウィンナー３５０ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ｾﾚｸｼｮﾝﾍﾞｰｺﾝ１８０ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ｾﾚｸｼｮﾝﾛｰｽﾊﾑ150、130gﾛｰｽﾊﾑｶﾞ
ｽﾊﾟｯｸ

食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ｾﾚｸｼｮﾝﾛｰｽ、ﾎﾞﾝﾚｽ、焼き豚 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ ｾﾚｸｼｮﾝｽﾓｰｸﾀﾝ 食肉製品 無

㈱九食 鳥栖市藤木町若桜６－５ 雪印ﾎﾟｰｸ＆ﾁｷﾝｿｰｾｰｼﾞ３７０ 食肉製品 無

㈱牛肉センター 北海道函館市西桔梗町５４７－２ ソフトサラミ 食肉製品 なし

㈱牛肉センター 北海道函館市西桔梗町５４７－２ 牛タンボロニア 食肉製品 なし

㈱キューピット 新潟市紫竹７－１２－１ 食肉 食肉 なし なし

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田４丁目２番１号 牛焼ホルモン 食肉製品 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田４丁目２番１号 牛スライス肉 食肉製品 無
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㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田４丁目2-1 合挽ミンチ 食肉製品 無

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-99 牛筋煮込 牛筋 なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-100 牛タンシチュー 牛内臓（舌） なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-101 牛モツ煮 牛内臓（腸） なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-94 ハンバーグステーキ 牛肉（肩） なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-97 ローストビーフ 牛肉（ｻｰﾛｲﾝ) なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-98 牛焼肉丼 牛肉（バラ） なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-95 牛肉タタキ 牛肉（モモ） なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-96 ローストビーフ 牛肉（ﾘﾌﾞﾛｰｽ) なし

㈱桑原ハム 東京都墨田区横川４－９－１ ソフトサラミ 肉類加工品 なし

㈱甲南フーズ 東灘区御影塚町３－３－２５ 食肉粕漬 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 サイコロステーキ 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 オースト牛バラカルビ 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 ＵＳ牛シマチョウ味付焼肉用 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 ＵＳ牛ミノ味付焼肉用 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 産直あか鶏味付焼肉用 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 オースト牛バラ味付焼肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 豚バラカルビ焼肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 産直あか鶏ムネ味付焼肉用 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 オースト牛バラカルビ（ＸＯ醤） 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 産直あか鶏ムネ味付焼肉用（ＸＯ
醤）

食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 オースト牛バラカルビ（山賊焼） 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 こてっちゃん（焼肉用) 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛厚切りカルビ焼肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛中おちカルビ焼肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛スネシチュー用 食肉 なし
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㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛ブロック肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛カレー用 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛小間切れ 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛切落とし 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛カルビ焼肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛ステーキ 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛しゃぶしゃぶ 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛うす切り肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛挽肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 牛豚合挽肉 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 サイコロステーキ 食肉 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 ローストビーフ 食肉製品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 牛味付カルビ焼肉 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 牛中落ちカルビ焼肉 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 牛モモスパイスコロコロステーキ 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 鹿児島黒毛和牛生ハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 豚バラ味付焼肉（コチュジャン） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 豚バラ味付焼肉（プルコギ） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 豚バラ味付焼肉用 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（ウチモモ） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（うで） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（肩バラ） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（肩ロース） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（サーロイン） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（シンタマ） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（スネ） 肉類加工品 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（トモバラ） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（ナカバラ） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（ヒレ） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（ランプ） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほのぼの牛（リブロース） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ミニビーフ生ハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ リベリナ牛（ストリップロイン） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ リベリナ牛（チャックロール） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ リベリナ牛（テンダーロイン） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ リベリナ牛（トップサイド） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ リベリナ牛（ブリスケットポイン
ト）

肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ リベリナ牛（ボンレスショートリ
ブ）

肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 若鶏ムネ肉香草焼 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 若鶏ムネ肉香草焼（カレー味） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 若鶏ムネ肉香草焼（チーズ風味） 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 若鶏ムネ肉ごま照り焼き 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 若鶏ムネ肉ねぎ塩焼用 肉類加工品 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 若鶏モモ肉ねぎ塩焼用 肉類加工品 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 蓼科牛生ハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ スペシャル生ハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンレークハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Sグルメハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ロマンチックハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ロイヤルハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ SM生ハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ カイゼルハンバーグ 食肉 なし
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え

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ KPHハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 和牛ハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ FSハンバーグ 食肉 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ IM  ビーフハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ NSデリカ生ハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ビッグハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ANミートパイパティ 肉類加工品 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Aハンバーグベース 肉類加工品 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 国産生ハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ スペシャル生ハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ S ハンバーグ 肉類加工品 なし

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

食肉 なし

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 牛アキレスボイルミンチ 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 ビーフジャーキー 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 ビーフスモーク 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 スモークタン 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 粗挽ポークソーセージ 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 ボンレスハム 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 豚肉ソーセージ 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 ベーコン 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 ロースハム 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 あぶり焼豚 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 チャーシュー 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 イタリアンそぼろ 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 ペッパーミンチ 食肉製品 無

㈱小林食品 糟屋郡宇美町大字宇美2883番地 牛味付肉 食肉製品 無
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え

㈱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

㈱桜井 横浜市磯子区岡村6-5-54 ｺﾝﾋﾞｰﾌ 食肉製品 なし

㈱サトー食肉サービス 仙台市若林区卸町東三丁目４－３１ ローストビーフB 食肉製品 なし

㈱サトー食肉サービス 仙台市若林区卸町東三丁目４－３１ 牛たたき 食肉 なし

㈱サトー食肉サービス 仙台市若林区卸町東三丁目４－３１ 牛バラ味付(醤油味) 食肉 なし

㈱サトー食肉サービス 仙台市若林区卸町東三丁目４－３１ 牛バラ味付(塩) 食肉 なし

㈱サトー食肉サービス 仙台市若林区卸町東三丁目４－３１ ローストビーフC 食肉製品 なし

㈱佐利 迫町佐沼字西佐沼１２０ 食肉 食肉 なし なし

㈱三海幸 北海道函館市本町２９－２０ ビーフジャーキー 食肉製品 なし

㈱三田屋 兵庫県西宮市山口町下山口２－９９ ビーフハムスライス 食肉製品 なし

㈱三田屋やすらぎの郷 篠山市黒田 黒大豆ソーセージ 食肉製品 なし

㈱三田屋やすらぎの郷 篠山市黒田 ロースハム 食肉製品 なし

㈱サンドール新潟 三条市東三条１－１９－１５ 牛肉カルビ焼 食肉 なし

㈱サンユー 宇都宮市平出工業団地41-11 牛肉 食肉 なし

㈱さんわ一番 東京都墨田区本所４－１３－８ ハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱ジオラ 仙台市若林区六丁の目南町２－６０ 牛たんのみそ漬 食肉 なし

㈱ジオラ 仙台市若林区六丁の目南町２－６０ 牛たんのたれ漬 食肉 なし

㈱ジオラ 仙台市若林区六丁の目南町２－６０ 牛たんの塩漬 食肉 なし

㈱清水 氷上郡氷上町 ﾊﾑ･ｿｰｾ^ｼﾞ 食肉製品 なし

㈱シャークス若松 仙台市泉区鶴が丘１－５６－２６ 牛タン(塩味) 食肉 なし

㈱シャークス若松 仙台市泉区鶴が丘１－５６－２６ 牛肉スライス 食肉 なし

㈱シャークス若松 仙台市泉区鶴が丘１－５６－２６ ローストビーフ 食肉製品 なし

㈱主婦の店 須賀川市緑町１２１ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱主婦の店　石川店 石川郡石川町大字双里字赤沼５ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱主婦の店　玉川店 石川郡玉川村大字小高字北畷10-1 精肉・内臓 食肉 なし

㈱主婦の店　西川店 須賀川市 牛袋町85 精肉・内臓 食肉 なし
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㈱ジョッキ 東京都練馬区上石神井３－２８－５ ドライドビーフステーキ 肉類加工品 なし

㈱シンシア 五所川原市字一ツ谷48-11 味付け食肉 食肉 なし

㈱すずき 横浜市戸塚区川上町４１２－１ 牛精肉 食肉 　なし 　

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ﾃﾝｸﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞｰﾌｼﾞｬｰｷｰ 乾燥食肉製品 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｱｻﾋﾃﾝｸﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞｰﾌｼﾞｬｰｷｰ 乾燥食肉製品 なし

㈱精肉石川屋 仙台市若林区卸町一丁目３－５ 食肉(牛肉，牛内臓) 食肉 なし

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ ポークフランク 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ 激辛ウインナー 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ ウインナー 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ フランク 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ ソーセージ 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ ディナーソーセージ 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ ローストソーセージ 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ 生ウインナー 食肉 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ ポークフランク 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ ウインナー 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ フランク 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ ソーセージ 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ ローストソーセージ 食肉製品 無

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ 生ウインナー 食肉 無

㈱セントラルフーズ 仙台市青葉区旭ヶ丘一丁目１－１０ 牛たん味噌漬 食肉 なし

㈱セントラルフーズ「ﾛｰｾﾞﾝﾊｲ
ﾑ」

東京都多摩市関戸1-10-1京王百貨店内 ソーセージ（ﾃﾞｨﾅｰ・ﾛｰｽﾄ） 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ Ａ２サーロインローストビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ Ａ２ももローストビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ Ａプレス 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＢＰハンバーグ１５０ 冷凍食肉 なし
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㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＣＨハンバーグ 冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＣＫハンバーグ 冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＣＰビアーフランク 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＣＰペッパーハム 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＣＰペッパーローフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＣＰポークローフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＣＰローストビーフ、ＲＨロース
トビーフ、和牛ローストビーフ

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＥＢ荒挽ウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＨＴハンバーグ 冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＭＲハンバーグ１００ 冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＭＲハンバーグ１６０ 冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＲＨサラダ用コールドポーク 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＲＨ細挽ウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＲＨリオナーソーセージ、ドゥ・
マゴリオナーソーセージ

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ＲＨレバーパテ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 味の素冷凍食品㈱向け　エリエー
ルフーズ生ハンバーグ

冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 味の素冷凍食品㈱向け　ハンバー
グ１３０

冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 味の素冷凍食品㈱向け　ポムの樹
ハンバーグ

冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 荒挽ウインナーＦ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ヴァイスブルスト 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ うす塩ウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ うす塩ボンレス 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ うす塩ロース 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ エトワール 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 大判ボンレス 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 肩ロースハム 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 勝山煮豚 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 皮なし荒挽ウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ キャピタルモザイクソーセージ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ キャピトルウインナー、キャピト
ルフランクフルト、ＲＨ荒挽ウイ

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 牛たんスモーク 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 久世ローストンカツ 冷凍食肉 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ クノブラー、ＤＭガーリックソ
セージ

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 高座荒挽ウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 高座煮豚、焼豚 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 高座ベーコン 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 高座ボンレス 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 高座ロース 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ コーンドビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 国産牛ローストビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ コッホサラミ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ サラダソーセージ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ サラダハム 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 直火焼豚 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 霜降りローストビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ジャーマンソーセージ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 熟成荒挽ウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ スーパーデリカハム 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 砂肝スモーク 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 炭火焼豚 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ スモークビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ チョップドＹ 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ドゥ・マゴフランクフルト、
ドゥ・マゴ細挽ウインナー

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ドゥ・マゴボンレスソーセージ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ドゥ・マゴローストビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ドゥ・マゴローストポーク 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 特焼豚 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 特級ボンレス、特級ロース 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ハニーロース 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ビアーウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ビーフ＆ポークウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ビーフボンレス 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ファミリーフランク、ボロニア
ソーセージ

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ フレッシュサラミ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ベリーロール 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ポークパテ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ホワイトボンレス 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 松阪牛ローストビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ マルクウインナー（ＨＮウイン
ナー、ＣＰ荒挽ウインナー、ＣＰ
ホワイトウインナー、ＣＰチーズ
ローフ、荒挽フランク、青しそウ
インナー、チョリソーウイン
ナー、リングフランク、ペッパー
＆ガーリックウインナー、ロング
ウインナー）

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 万平ホテル用ギフト　荒挽ウイン
ナー、荒挽フランク

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 万平ホテル用ギフト　ソフトサラ
ミ、ビアーシンケン、パプリカリ
オナー、細挽ウインナー

食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ミートチーズ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ミニウインナ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 無塩漬ウインナー、無塩漬フラン
ク

食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 野菜畑ウインナー 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ やわらかローストビーフ 食肉製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ レバーパイ 食肉製品 なし

㈱大一珍味   富田林工場 大阪府富田林市中野町東2-3-14 テリーヌ 加熱食肉製品 なし

㈱大一珍味   富田林工場 大阪府富田林市中野町東2-3-14 牛タン（テリーヌ） 加熱食肉製品 なし

㈱大一珍味   富田林工場 大阪府富田林市中野町東2-3-14 牛肉（テリーヌ） 加熱食肉製品 なし

㈱ダイエーミート 茨木市横江2-7-52 スライス肉３５種類 肉類 無

㈱ダイエーミート 茨木市横江2-7-52 カット肉２４種類 肉類 無

㈱ダイエーミート 茨木市横江2-7-52 焼き肉用肉６種類 肉類 無

㈱ダイエーミート 茨木市横江2-7-52 ステーキ肉４種類 肉類 無

㈱ダイエーミート 茨木市横江2-7-52 手造りハンバーグ（生） 肉類 無

㈱ダイエーミート 茨木市横江2-7-52 挽肉７種類 肉類 無

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 和牛サーロイン 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 和牛肩ロース 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 和牛モモ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 和牛バラ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 和牛スネ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 国産ヒレ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 国産サーロイン 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 国産リブロース 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 国産肩ロース 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 国産モモ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 国産ウデ 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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
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適切な防止措置の有無
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入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 国産バラ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 国産スネ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USロース 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USサーロイン 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ US肩ロース 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USショートリブ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USタン 食肉 なし
㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USもつ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USリブロース 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USサーロイン 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USヒレ 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ USショートプレート 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ オーストキューブロール 食肉 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ オーストヒレ 食肉 なし

㈱大近　たから亭 摂津市鳥飼銘木町3-18 ローストビーフ 食肉製品 無

㈱大近　たから亭 摂津市鳥飼銘木町3-18 ベーコン２種類 食肉製品 無

㈱大近　たから亭 摂津市鳥飼銘木町3-18 ハム類３種類 食肉製品 無

㈱大近　たから亭 摂津市鳥飼銘木町3-18 ソーセージ 食肉製品 無

㈱大近　たから亭 摂津市鳥飼銘木町3-18 焼豚 食肉製品 無

㈱大近　たから亭 摂津市鳥飼銘木町3-18 ウィンナー３種類 食肉製品 無

㈱だいまる 宇都宮市大和1-8-24 牛肉 食肉 なし

㈱高島屋港南台店 横浜市港南区港南台3-1-3 ﾊﾟｽﾄﾗﾐﾋﾞｰﾌ、ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 食肉加工品 なし

㈱高橋春雄商店 　　　　　　　　舘馬町10-19 精肉、内臓 食肉 なし

㈱伊達の牛たん本舗 仙台市若林区六丁の目北町１４－８５ 牛たん製品及び牛たん焼定食 食肉 なし

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ 牛ステーキ肉 食肉類 無 ― ― ― ― ― ―

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ 牛挽材 食肉類 無 ― ― ― ― ― ―
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食肉・食肉製品

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
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使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ コムタン 肉類加工品 無 ― ― ― ― ― ―

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ タンシチュー 肉類加工品 無 ― ― ― ― ― ―

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ パピヨットシチュー 肉類加工品 無 ― ― ― ― ― ―

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ フォン 肉類加工品 無 ― ― ― ― ― ―

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ ウィンナーソーセージ 食肉製品 無 ― ― ― ― ― ―

㈱ティー・シー・シー 中巨摩郡白根町上今諏訪１１９９－６
４

ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 なし

㈱デリカプラント 川崎市川崎区大川町１０－９ ショートプレート（バラ肉） 食肉 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-13 米飯用ﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ なし
㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-14 ﾗﾝﾁｮﾝﾐｰﾄ30g 肉類加工品 なし

㈱天狗中田本店 川崎市川崎区東扇島２４　A－２ 牛肉 食肉 なし

㈱天狗中田本店 川崎市川崎区東扇島２４　A－２ スモーク牛タン 食肉加工品 なし

㈱天狗中田本店 川崎市川崎区東扇島２４　A－２ ジャーキー 食肉加工品 なし

㈱天望苑 豊岡市戸牧 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

㈱東部 会津高田町大字冨川字松ケ下13 精肉、内臓 食肉 なし

㈱東北エスケー 石川郡古殿町大字田口字山下８８ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱トーキョーパッカー 東京都品川区東品川１ー３７ー３ 冷凍生ハンバーグ 食肉加工品 無

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ 牛タン 食肉 なし

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ 牛レバー 食肉 なし

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ 牛カルビ 食肉 なし

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ 牛ハラミ 食肉 なし

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ 牛大腸 食肉 なし

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ 牛小腸 食肉 なし

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ 牛テール 食肉 なし

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ 牛スジ 食肉 なし

㈱富樫商店 川崎市川崎区追分町２－１ すね 食肉 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ ソフトサラミソーセージ 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ ベーコン（T-ﾍﾞｰｺﾝ） 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ ベーコン（徳用） 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ 和牛ランプローストビーフ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ 和牛ロインローストビーフ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ ホルスロインローストビーフ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ 和牛ローストビーフ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ トップサイドローストビーフ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ トライチップローストビーフ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ アウトサイドフラットロースト
ビーフ

食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ ボトムラウンドローストビーフ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ あらびきウインナ－・フランク 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ あらびきウインナ－ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ あらびきチリ味ウインナ－ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ 協和発酵ポークフランク　Ｎタイ
プ

食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ ボロニアソーセージ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ 牛タンスモーク 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ パストラミビーフ 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ ビーフハム 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ 焼豚 食肉製品 なし

㈱栃木ゼンチク 黒磯市島方４５７－４ ベリーハム 食肉製品 なし

㈱トリコロール 仙台市宮城野区日の出町2-3-5 ローストビーフ 食肉製品 なし

㈱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1250ｇ 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
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食肉・食肉製品

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

㈱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　ＦＩＮＥＳＥＬＥＣ
Ｔ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
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食肉・食肉製品

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

㈱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

㈱屯田精肉店 札幌市中央区南８条西８丁目 牛肉各種 食肉 なし

㈱新潟コープ畜産 新潟市大形３１６ 食肉 食肉 なし なし

㈱新潟涌井 新潟市谷内１８７４－３ 食肉 食肉 なし なし

㈱肉伸 仙台市若林区遠見塚三丁目７－６ 食肉(牛肉) 食肉 なし

㈱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

㈱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

㈱二幸 新宿区西落合１－２１－４ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(牛肉・豚肉使用） 食肉製品 なし

㈱二幸 新宿区西落合１－２１－４ 牛肉ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ高槻工場 高槻市東上牧１－２－５ 冷凍加熱食肉製品（４） 牛肉・牛脂 無

㈱ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ高槻工場 高槻市東上牧１－２－５ 冷凍食品 牛肉・牛脂 無

㈱ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ高槻工場 高槻市東上牧１－２－５ 冷凍食品 牛肉・牛脂 無

㈱ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ高槻工場 高槻市東上牧１－２－５ 冷凍食品（１） 牛肉・ﾋﾞｰﾌｴｷ
ｽ・牛脂

無

㈱ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ高槻工場 高槻市東上牧１－２－５ 冷凍加熱食肉製品（２） 牛肉・ﾋﾞｰﾌｴｷｽ･
ﾌｫﾝﾄﾞﾎﾞｰ

無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 バラ焼豚スライス 食肉製品 無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 ポークハム千切 食肉製品 無

㈱日本フーズデリカ関西工場 枚方市出屋敷西町1-23-2 ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ（4） 無

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ チーズローフ（ピザローフ） 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ 牛タンスモーク 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ アイスバイン 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ コーンビーフ 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ウインナー 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ホットスパイス 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ガーリックソーセージ 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ 函館チョリソー 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ボロニアソーセージ 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ クラコウ 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ リングボロニア 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ リングクラコウ 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ コーンビーフソーセージ 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ヤクトヴルスト 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ 函館ヴルスト 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ モルタデラ 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ フレッシュフランク 加熱食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ソフトサラミ 加熱食肉製品 なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ナチュラルサラミ 乾燥食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ サラミ 乾燥食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ペパロニ 乾燥食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ミニサラミ 乾燥食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ハンバーグ（レイモン､和風､チー
ズ､プレーン）

食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ミートローフ 食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ 牛肉角煮 食肉製品 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ロースリトビーフ（ロース､ペ
パー､ローリエ）

特定加熱食肉製
品

なし

㈱パスタロード 東灘区深江浜町３３ イタリアンミックスピッツァ他全
アイテムで使用する原料用ペパロ
ニサラミ

食肉製品 なし

㈱服部中村養鼈場 浜名郡舞阪町舞阪2621-101 すっぽんクッキング 食肉 なし

㈱ハム工房すずき 横浜市保土ヶ谷区上星川町59 ソーセージ 食肉製品 なし

㈱ハム工房すずき 横浜市保土ヶ谷区上星川町59 牛タンスモーク 食肉製品 なし

㈱ハム工房すずき 横浜市保土ヶ谷区上星川町59 コンビーフ 食肉製品 なし

㈱ハム工房都路 田村郡都路村大字古道字戸屋７２ ウィンナー 食肉製品 なし

㈱ハム工房都路 田村郡都路村大字古道字戸屋７２ コンビーフ 食肉製品 なし

㈱ハム工房都路 田村郡都路村大字古道字戸屋７２ ソーセージ 食肉製品 なし

㈱ハム工房都路 田村郡都路村大字古道字戸屋７２ ハム 食肉製品 なし

㈱ハヤオ 会津若松市神指大字南四合字才ノ神
493

精肉、内臓 食肉 なし

㈱ハヤオ 猪苗代町堅田字廻谷地1634-1 精肉、内臓 食肉 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
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え

㈱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 ロースハム９０ｇ、４００ｇ 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１１０
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 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７００ｇ 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１００
ｇ、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 ポーク＆チキンソーセージ１６０
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 ポークソーセージ９０ｇ、２００
ｇ、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１４０
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 鶏きんぴらソーセージ１７０ｇ 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

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ 骨付カルピ 食肉 なし
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販売中止 製品回収
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え

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ 牛カルパッチョ 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ ユッケ肉 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ 塩タン，上タン 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ テッチャン 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ ハラミ 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ 赤千枚 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ キモ 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ 上ミノ 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ ヘレ 食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ 一番ロース，ロース，上ロース，
やわらかロース

食肉 なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ 一番カルピ，一番バラ，上カル
ピ，カルピ，やわらかカルピ

食肉 なし

㈱ハロー物流 東京都武蔵村山市大南3-92-6 ハンバーグ 食肉 なし

㈱日畜フード 須賀川市横山町８５－１ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱日畜フード大袋処理場 須賀川市大袋町１３９ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱ビューライフ 熊本市貢町554 クラカウアー（ﾋﾞｰﾌ荒挽ウイン
ナー）

食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱ビューライフ 熊本市貢町554 スモークタン 食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱ビューライフ 熊本市貢町554 牛ソフトサラミ 食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱ビューライフ 熊本市貢町554 荒挽フランク 食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱ビューライフ 熊本市貢町554 荒挽フランク（ピリ辛） 食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱ビューライフ 熊本市貢町554 荒挽フランク（チーズ） 食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱ビューライフ 熊本市貢町554 ポークアンドチキン荒挽ウイン
ナー

食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱ヒライ 加古川市志方町 スモークタン 食肉製品 なし

㈱ヒライ 加古川市志方町 牛カツ 食肉製品 なし

㈱ヒライ 加古川市志方町 ミンチカツ 食肉製品 なし

㈱ファーム 西条市神拝甲130-2 ソーセージ 食肉製品 無

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ 牛スライスA 牛肉 なし
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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

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ サイコロ用リブロース 牛肉 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ SV焼肉2.5mm 牛肉 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ HAオリジナルハンバーグ 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ ハンバーグS 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ お店のためのハンバーグHG 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ FLミンチ（生）ハンバーグ 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ RCH焼肉 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ スペシャル焼肉 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ SV焼肉SP 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ ソフト(SG）ハンバーグ 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ ７０４０焼肉丼 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ SV焼肉DX 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ ７０３０焼肉丼 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ デミソースハンバーグ 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ カレーソースハンバーグ 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ ミニトーフハンバーグ 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ 手造風和牛ミンチカツ 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ デリカ豆腐ハンバーグ 食肉製品 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町中島２６７ 手造風ハンバーグ 食肉製品 なし

㈱ファネット 須賀川市卸町２５ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱フードプラン 大阪府東大阪市西石切町6-2-39大阪急
便内

冷凍食肉 食肉 なし

㈱福島ミート 福島市南沢又字上原８０ 牛タン、レバー、牛胃 食肉 なし

㈱福島ミート 福島市南沢又字上原８０ 牛肉 食肉 なし

㈱フクショク 富山県西砺波郡福光町才川七1931-2 お好み焼きチキン 食肉製品 なし

㈱フクショク 富山県西砺波郡福光町才川七1931-2 カレーチキン 食肉製品 なし

㈱福盛ミートセンター 佐用郡佐用町 牛肉 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ブルメン 大阪市平野区平野本町４－１－１８ ハンバーグ 食肉製品 なし

㈱フレッシュポートタカノ 横浜市鶴見区大黒町
３－５３

牛肉 牛枝肉 なし

㈱フレッシュミート 鳥栖市田代本町１３０６－１ 野菜等セット商品 食肉製品 無

㈱フレッシュミート 鳥栖市田代本町１３０６－１ ｽﾗｲｽﾎﾟｰｼｮﾝ(ﾊﾞﾗ､ﾓﾓ､肩ﾛｰｽ､ﾛｰｽ､
ﾃｰﾙ､内臓肉

食肉製品 無

㈱フレッシュミート 鳥栖市田代本町１３０６－１ 角切りﾎﾟｰｼｮﾝ(ﾊﾞﾗ、内臓肉） 食肉製品 無

㈱フレッシュミート 鳥栖市田代本町１３０６－１ ミンチ類(ﾓﾓ､肩､ﾈｯｸ､ﾊﾞﾗ､ﾛｰｽ) 食肉製品 無

㈱フレッシュミート 鳥栖市田代本町１３０６－１ タレ漬け焼肉 食肉製品 無

㈱フレッシュミート 鳥栖市田代本町１３０６－１ 牛肉野菜チーズ巻 食肉製品 無

㈱フレッシュミート 鳥栖市田代本町１３０６－１ 牛肉野菜巻 食肉製品 無

㈱フレッシュミート 鳥栖市田代本町１３０６－１ タレ漬け焼肉、カラフル 食肉製品 無

㈱ブロスト鹿児島 日置郡東市来町養母3340-1 焼豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ ベビーサラミ 食肉製品 なし

㈱ホクチク産業 小樽市銭函５－５３－４ 牛舌串、牛サガリ串 食肉 無

㈱星野食品 川崎市幸区柳町５８ 牛小腸（生・加熱・調味） 食肉 なし

㈱星野食品 川崎市幸区柳町５８ 牛　胃（加熱） 食肉 なし

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 牛内臓肉 食肉 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 牛カット肉 食肉 無 　

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２２線北５７
番１２

ローストポーク 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２２線北５７
番１３

無塩漬バラベーコン 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２２線北５７
番１４

無塩漬ショルダーベーコン 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２２線北５７
番１５

無塩漬皮付ベーコン 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２２線北５７
番１６

無塩漬ロースハム 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２２線北５７
番１７

無塩漬ボンレスハム 肉類加工品 なし

㈱北海道鎌倉ハム 阿寒郡阿寒町字舌辛原野２２線北５７
番１８

ドライソーセージ（ミニサラミ） 肉類加工品 なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ 和牛ロースとビーフ 食肉製品 なし 該当なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ レモンソーセージ 食肉製品 なし 該当なし
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え

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ リオナソーセージ 食肉製品 なし 該当なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ 和牛ハンバーグ（シャンピニオン
デミソース付き）

食肉製品 なし 該当なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ ローストビーフ 食肉製品 なし 該当なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ 和牛ハンバーグ（茸のトマトソー
ス付き）

食肉製品 なし 該当なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ 天然乾燥サラミ 食肉製品 なし 該当なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ 串かつ（海老と牛肉） 食肉半製品 なし 該当なし

㈱マイカル福島 須賀川市大字森宿字北向８８ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱マスダミート 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－１９
４

スモークタン 食肉製品 無

㈱マスダミート 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－１９
４

牛タタキ 食肉製品 無

㈱マツオ 滝川市明神町３－５－１２ ジンギスカン めん羊肉 なし

㈱マツオカ 加古川市志方町 牛ミンチ 食肉製品 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ チャーシュー 食肉製品 なし

㈱マルイ 仙台市宮城野区扇町6-4-10 牛肉.牛内臓 食肉 なし

㈱マルイ 仙台市宮城野区扇町6-4-10 焼豚 食肉製品 なし

㈱丸一精肉 浜名郡新居町中之郷4040 牛肉(モモ) 食肉 なし

㈱マルエー食品工業所 大阪市浪速区稲荷2-5-23 牛肉タレ漬け 食肉 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

㈱マルハ橋本商会 小樽市祝津２－３５２ スモークドビーフ等 食肉製品 無

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ ローストビーフ，タタキ 加熱後包装食肉
製品

なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ メット 加熱後包装食肉
製品

なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ スモークタン 加熱食肉製品 なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ 牛ハム（桜いぶし） 加熱食肉製品 なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ 味噌漬け 食肉 なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ ミンチカツ 食肉 なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ ハンバーグ 食肉 なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ 焼肉用，ステーキ用 食肉 なし
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㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ すきやき用，しゃぶしゃぶ用 食肉 なし

㈱まるよし 三条市本町３－７－６ 牛肉 食肉 なし

㈱まるよし 三条市本町３－７－６ ハム 食肉製品 なし

㈱ミートミラク 浜松市西浅田１－１０－７ 信州牛メンチカツの具 食肉 無

㈱三越 東京都多摩市落合1-46-1三越Ｂ１ 牛肉 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 仔牛バックストラップ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 仔牛テンダーロイン 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 仔牛レッグ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 仔牛トランクス 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 仔牛ガラ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ コンビーフ（加工品） 肉類加工品 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ リブアイロール 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ストリップロイン 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ テンダーロイン 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ チャックアイトール 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ チャックテールフラッグ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ショートプレート 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ショルダーフロット 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ショートリブ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ボンレスショート 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ トップサーロインバット 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ トップフラット 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ アウトサイドハンギングテンダー 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ チューブロール 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ストリップロイン 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ テンダーロイン 食肉 なし
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㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ チャックロール 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ チャックテンダー 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ポイント 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ フロント 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ナーベル 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ シックフランク 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ ロランプ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ シルバーサイド 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ トップサイド 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛レバー 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛タン 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛ハツ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛センマイ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛ハラミ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛テール 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛ミノ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛モツ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛ハチノス 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛骨 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛脂 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛カタロース 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛カタバラ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛リブロース 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛サーロイン 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛ヒレ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛ともバラ 食肉 なし
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㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛内モモ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛シンタマ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛ランプ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛ソトモモ 食肉 なし

㈱宮台商店 川崎市川崎区大川町１０－６ 牛スネ 食肉 なし

㈱昔亭 富山市秋ヶ島２６０番地 グリルハンバーグ 肉類加工品 無 牛肉、牛
乳、乳
糖、牛
脂、ゼラ
チン

㈱昔亭 富山市秋ヶ島２６０番地 黒毛和牛メンチかつ 肉類加工品 無 牛肉

㈱昔亭 富山市秋ヶ島２６０番地 ジャンボつくね　たれ付き 肉類加工品 無 蛋白加水
分解物

㈱昔亭 富山市秋ヶ島２６０番地 ジューシーハンバーグ 肉類加工品 無 牛肉、牛
乳、乳
糖、牛
脂、ゼラ
チン

㈱昔亭 富山市秋ヶ島２６０番地 センチュリーハンバーグ 肉類加工品 無 牛肉、牛
脂、ビー
フエキ
ス、蛋白
加水分解
物

㈱昔亭 富山市秋ヶ島２６０番地 ファーマーズジャパンお肉屋さん
のハンバーグ

肉類加工品 無 牛肉、牛
脂、牛
乳、ゼラ
チン、牛
脂
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㈱昔亭 富山市秋ヶ島２６０番地 昔亭こだわりハンバーグ 肉類加工品 無 牛肉、牛
脂、ゼラ
チン、
ビーフエ
キス、乳
糖

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 Ｂ＆Ｐ　　１１０ｇ　　ウイン
ナーソーセージ

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 ＮＦ６０、７５ｇフランク　　ウ
インナーソーセージ

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 ＴＷＡ，ＤＨ　プレスハム 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 アラビキグリル　　ウインナー
ソーセージ

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 あらびきでちゅう（ウインナー、
フランクフルト）　ポークウイン
ナー

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 ショルダーベーコン 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 スモークタン 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 ソフトサラミ 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 タンロース 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 ボンレスハム 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 ロースハム（ＲＯ－Ｋ、立山名水
の郷ロース）

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 ろんぐそーせーじ・ＡＧロング
ソーセージ　　ウインナーソー
セージ

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 激辛ウインナー　　ウインナー
ソーセージ

加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 無塩漬ＢＬボンレスハム 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 無塩漬ソーセージ 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 無塩漬ベーコン 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 無塩漬ロースハム 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 ＦＨ　チョップドハム 加熱食肉製品
（包装後加熱）

なし

㈱ムッターハム富山工場 富山県婦負郡婦中町中名2121 無塩漬６角ソーセージ 加熱食肉製品
（包装後加熱）

なし

㈱メイショク 加古川市野口町 豚まん 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱メイショク 加古川市野口町 ミンチカツ 食肉製品 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 荒びきハンバーグの具 食肉製品 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 ロースポーション 食肉製品 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 ＣＯＯＰひとくち豚串カツ 冷凍食肉 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 ＣＯＯＰ串カツセット 冷凍食肉 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 メイショクの串カツセット 冷凍食肉 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 メイショクの豚ヘレカツ 冷凍食肉 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 合鴨団子 冷凍食肉 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

㈱明和食品 美原町東野中５－４７２－１ ミンチカツ 牛肉 無

㈱明和食品 美原町東野中５－４７２－１ ハラミ焼肉 牛肉 無

㈱明和食品 美原町東野中５－４７２－１ 焼肉 牛肉 無

㈱明和食品 美原町東野中５－４７２－１ 生ハンバーグ 牛肉 無

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾊﾞﾝﾌﾞﾛｰ 肉類加工品 なし

㈱ヤマト 鳳至郡能都町七海76 ビーフジャーキー 食肉製品 なし - - -

㈱ヤヨイ食品 気仙沼市浜町１－７－１ 冷凍食肉 食肉 なし 該当なし

㈱ヤヨイ食品 気仙沼市浜町１－７－１ 食肉製品 食肉製品 なし 該当なし

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

食肉製品？ なし

㈱ヨークベニマル 市内５店舗 食肉・食肉加工
品

なし

㈱ヨークベニマル泉店 福島市泉字宮内前１－５ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱ヨークベニマル瀬上店 福島市宮代字天神前４－１ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱ヨークベニマル伊達店 伊達郡伊達町字前川原５５ 牛肉、牛タン、ミノ 食肉 なし

㈱ヨークベニマル浜田店 福島市浜田町１１－２ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱ヨークベニマル平野店 福島市飯坂町平野字上前田３ 牛肉 食肉 なし

㈱ヨークベニマル梁川店 伊達郡梁川町字右城町１５ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱ヨコハマキヨタ 横浜市鶴見区大黒町
１３－５３

和牛 枝肉 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱横浜松坂屋ｽﾄｱ汐見台店 横浜市磯子区汐見台1-6 牛肉 食肉 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ ほし牛肉 乾燥食肉製品 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ 牛肉たたき 食肉 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ 霜降り漬 食肉 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ 牛たん粕味噌漬 食肉 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－１０ 黒牡丹 食肉 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ 牛たん 食肉製品 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ 香味牛肉 食肉製品 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ ローストビーフ 食肉製品 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ ハンバーグステーキ 食肉製品 なし

㈱ライオン堂流通センター 北会津村大字真宮新田北１丁目61-1 精肉、内臓 食肉 なし

㈱リオン・ドール 伊達郡川俣町大字鶴沢字鶴東６８ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱れいほく畜産 長岡郡本山町寺家241番地１ 土佐和牛嶺北ビーフ手作りハン
バーグ

食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱れいほく畜産 長岡郡本山町寺家241番地１ 土佐和牛嶺北ビーフ炭焼きたたき 食肉製品（肉類
加工品）

無

㈱ロークス本舗 名古屋市中川区中島新町４－３０２ ハヤシロークス 食肉製品 なし

㈱若松中央ミート 　　　　　　　　門田町大字飯寺字村
西577-2

精肉、内臓 食肉 なし

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛サガリ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛小腸 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛大腸 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛テール 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛シマ腸 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ハート 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛タン 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛レバー 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ミノ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ハチノス 食肉 無
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食肉・食肉製品

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

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛アカセンマイ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛センマイ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ハラミ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛上すじ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ コリコリホルモン 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 豚蒜苗 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 味噌ホルモン 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 国産牛小腸 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛アカセンマイ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 和牛ミックスホルモン 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 和牛ホルモン 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ホルモン焼肉セット 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛もつ（ボイル） 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ ハンバーグ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 洋風牛ロールステーキ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛おでん串 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛アキレス串 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛すじ串 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛すじ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛アキレスボイル 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛レバースライス 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ ミックスホルモン 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ホルモン 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 健康レバー 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ｶﾙﾋﾞ焼肉ﾆﾝﾆｸの芽入 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 味付カルビ 食肉 無
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食肉・食肉製品

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

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ミノ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛センマイ　パック 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 塩ホルモン 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛ちゃん焼肉 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 味付ミックス焼肉 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛カルビねぎ塩焼肉 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 合鴨つみれ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 若鶏つみれ 食肉 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛角煮 食肉製品 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ チキンロール 食肉製品 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛肉ごぼう巻き 食肉製品 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ テ リ ヤ キ チ キ ン ス テ ー キ 食肉製品 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ ローストビーフ 食肉製品 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛タタキ風あぶり焼き 食肉製品 無

㈱吉野家ディー・アンド・シー東
京工場

大利根町新利根2-5-2 バルク牛丼の具 食肉 なし

㈱吉野家ディー・アンド・シー東
京工場

大利根町新利根2-5-2 牛肉タレ味付け 食肉 なし

㈱原信 南蒲原郡中之島町中興野１８－２ カルビ 食肉 なし

㈱阪急百貨店（ＲＦ－１） 大阪市北区角田町８－７ ローストビーフ類 食肉製品 なし

㈱阪急百貨店（佐野忠） 大阪市北区角田町８－７ 牛肉 食肉 なし

㈱阪神百貨店（ＲＦ－１） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ローストビーフ類 食肉製品 なし

㈱阪神百貨店（ホレンマイヤー） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 焼豚 食肉製品 なし

㈱阪神百貨店（ホレンマイヤー） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ローストビーフ 食肉製品 なし

㈱阪神百貨店（伊藤ハム） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ハム類 食肉製品 なし

㈱阪神百貨店（大井肉店） 大阪市北区梅田１－１３－１６ 牛肉 食肉 なし

㈱阪神百貨店（萬野畜産） 大阪市北区梅田１－１３－１７ 牛肉 食肉 なし

㈱三朋ﾌｰｽﾞ 大阪市福島区吉野４－３－４ ハンバーグ 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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

㈱仙台牛たん本舗 仙台市青葉区一番町四丁目２－２ 牛たん（塩味，味噌味，醤油味，
キムチ味）

食肉 なし

㈱大丸　大阪梅田店 大阪市北区梅田３－１－１ 牛肉スライス 食肉 なし

㈱大光食品 長崎県島原市大手原町２１３０－３２ ポーク＆ビーフソーセージ 食肉製品 無

㈱但馬の郷 兵庫県出石郡出石町鉄砲１９番地の１ 乾燥牛肉 食肉製品 無

㈱但馬の郷 兵庫県出石郡出石町鉄砲１９番地の１ 牛ハム 食肉製品 無

㈱但馬の郷 兵庫県出石郡出石町鉄砲１９番地の１ 牛タンの薫製 食肉製品 無

㈱田中商店 大阪市西成区中開2-4-23 焼肉用タレ漬肉 食肉 なし

㈱東北かねた 仙台市若林区卸町東四丁目１－５ ビーフジャーキ 乾燥食肉製品 なし

㈱肉伸 仙台市若林区遠見塚三丁目１０３－５ 食肉(牛肉) 食肉 なし

㈱日華商会 大阪市東住吉区公園南矢田4-11-1 焼豚 食肉製品 なし

㈱武屋 戸田市氷川町３－１３－１ ハンバーグ 肉類加工品 なし

㈱武屋 戸田市氷川町３－１３－１ ローストビーフ 肉類加工品 なし

関西フレッシュパック㈱ 大阪市住之江区南港南５－２－１００ ミンチ 食肉 なし

関西フレッシュパック㈱ 大阪市住之江区南港南５－２－１００ スライス（モモ、バラ、ロース、
カタ、ヘレ）

食肉 なし

関西フレッシュパック㈱ 大阪市住之江区南港南５－２－１００ たれ漬け焼肉 食肉 なし

関西フレッシュパック㈱ 大阪市住之江区南港南５－２－１００ カラフル焼肉 食肉 なし

関西フレッシュパック㈱ 大阪市住之江区南港南５－２－１００ スライスポーション（タン、アウ
トサイドスカート）

食肉 なし

関西フレッシュパック㈱ 大阪市住之江区南港南５－２－１００ ブロック（モモ、スネ） 食肉 なし

関西フレッシュパック㈱ 大阪市住之江区南港南５－２－１００ 角切り（モモ、カタ） 食肉 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ 網焼きグルメハンバーグ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ あらびき肉団子 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ 荒挽きハンバーグ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ 牛丼類 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ 国産牛サラダビーフ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ 国産牛ローストビーフ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ こだわり和牛肉団子 食肉製品 なし
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え

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ サラダビーフ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ その他ハンバーグ類 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ 肉団子類 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ハムカツ類 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ハムロール類 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ハンバーグ類 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ビーフカツ類 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ふっくらハンバーグ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ふっくらハンバーグ　１７０ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ふっくらハンバーグ　ミニ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ メンチカツ類 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ レンジミニハンバーグ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ローストビーフ 食肉製品 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ローストビーフ類 食肉製品 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 スライスポーション（アウトサイ
ドスカート、バイキングテン

食肉 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 スライスポーション（モモ、バ
ラ、ロース、カタ）

食肉 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 スライス味味噌漬け焼肉 食肉半製品 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 タレ漬け焼肉 食肉半製品 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 ブロックタン 食肉 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 ミンチ（モモ、バラ、ロース、カ
タ）

食肉 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 牛すじ 食肉 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 牛ボイル肉 食肉製品 なし

関東フレッシュパック（株）埼玉
パックセンター

坂戸市石井401-1 結着くステーキ 食肉半製品 なし

丸紅畜産㈱宮崎加工センター 宮崎市大字赤江飛江田９３６ チキンボール 食肉製品 無

丸紅畜産㈱宮崎加工センター 宮崎市大字赤江飛江田９３６ つくね串 食肉製品 無

丸大食品株式会社 大阪府高槻市緑町２１ー３ 精肉、味付け肉 食肉 なし
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原料切換
え

丸大食品工業㈱山梨工場 山梨県韮崎市神山町武田1011 ハム・ソーセージ 食肉製品 なし

喜久山　義常 具志川市豊原３０３ ビーフジャーキー 食肉製品 無

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 食肉製品（肉類
加工品）

無

桐谷　法守 富山県婦負郡細入村楡原124-2 ホルモン（味付） 内臓 なし

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 Ｌロースハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 Ｌボンレスハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 特ショルダーベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ウイークハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 Ｌ食肉ベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 あらびきプラッセン 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 冷ウインナー 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ＳＫベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ＳＳベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 Ｋ中丸ボンレス 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 Ｌ焼豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 糸巻き焼豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ポークプレスハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 チョップﾄﾞハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 あらびきポークウインナー辛党 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ながーいウインナー 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 あらびきシュピッツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 あらびきシュピッツ辛党 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 黒麗ポークウインナー 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 黒麗フランク 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ポーク＆チキンソーセージ 食肉製品（肉類
加工品）

無
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え

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ロールハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 Ｌ食肉ハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 骨付きもも 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 骨付きロース 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ケンサンベーコン 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 スモークギュウタン 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 ポーク＆ビーフソーセージ 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 イカリ）ホワイトウインナー 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 コクレイフランク 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 チキン＆ポークウインナー 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 チキン＆ポークウインナー辛党 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 チキンウインナー（ＫＫ、ＧＣ） 食肉製品（肉類
加工品）

無

九州相模ハム㈱ 熊本市御領6丁目6-6 チキンウインナー（ＫＫ、ＧＣ）
辛党

食肉製品（肉類
加工品）

無

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＡＲＷ３５ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 フランクフルト輪切り 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＦＵウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 フランクフルト輪切り串６０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＦＵ－ＡＲＷ１５ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＡＲＷ４０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＡＲＷ５０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＡＲＷ１００×２０串 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＡＲＷ３５（Ｆ） 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＢＷ３５ｇ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 あらびきブルスト 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＡＲＷ３０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＮＣ１ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　
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熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ６ｍｍSL 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＮＣ原木 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＮＣー８ｇＳＬ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＮＣシュゼット 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ソフトサラミ短冊 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＦＡＷ（ファデｨ） 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ボロニアスライス 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 水郷の里ボロニア 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 学校ウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 グルメウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ウインナー輪切り 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ピリ辛ウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＫウインナー２５０ＫＰ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＫウインナー２５０ＫＰ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 サンコーピリ辛ウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 切れ目入りウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ゆず入りウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ゆず入りピリ辛ウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 千歳屋チキンウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 骨付フランク５０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 チキンウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＷＰＣ１．０ー１０Ｂ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 湯布院の風骨付フランク 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＳＥＪおつまみウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 球磨青じそウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 球磨ポークウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

242 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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
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え

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 水郷の里ウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 鹿本ウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 学給ウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 地どりウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 湯布院の風地とりウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 水郷の里地とりウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 天草ウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 超ロングウインナー５５０ｇ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 渦巻ウインナー１５０ｇ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＳＥＪフランク３０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＳＥＪフランク３０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 フランク３０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ニコニコドーあらびきウインナー 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 骨付きポークフランク６０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 骨付きフランク８０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 フランク原木 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＬＧーＢＯＮＥ８０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＳＥＪフランク３０ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ニコニコドーミートローフ 食肉製品（ミー
トローフ）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 パストラミートローフ４００ｇ 食肉製品（ミー
トローフ）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ユーユーパストラミローフ４３０
ｇ

食肉製品（ミー
トローフ）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 小林食品パストラミローフ５００
ｇ

食肉製品（ミー
トローフ）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 水郷の里ミートローフ 食肉製品（ミー
トローフ）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 チキンカツ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツＰＢ４０Ｍカク 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツＰ４５ 食肉加工品 無し 　

243 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツＰ６０MS 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツせ７０ＭＳ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツP７０K（ＭＳ） 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツ５０ＭＳ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 Ｋハムカツ６５ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 Ｋハムカツ７０ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツＢ５５ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＦＵハムカツ４５ＫＰ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツＢ６０ＫＰ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＦＵハムカツ６０ｋ（Ｓ） 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＦＵハムカツ角１００ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツ８０Ｋ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムステーキカツ１００ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムカツ３５ｇＭＳ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ルーケ用ハムカツ原木 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＣカルビ３ＭＭ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 栗山馬刺ソフト 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 栗山馬刺パストラミ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 Ｃホソギリ５ｍｍ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 Ｃｼｮｰﾄﾌﾟﾚ１/４ＰＣ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＣバラＳＬ２．５１/４ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＣバラＳＬ１．２ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 牛バラ２ｍｍ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＣＡＢ５ｍｍ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 Ｃショープレ３．０ＰＣ 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 その他牛バラ肉スライス 食肉加工品 無し 　
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熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 クイック焼肉 食肉加工品 無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 鹿本ロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 鹿本肩ロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 リブロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 七城ホワイトロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 千歳屋ホワイトロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 千歳屋ロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ユーユー焼豚 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 千歳屋ホワイトボンレスハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 千歳屋モモハム７０ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＳＥＪポークハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 火の国浪漫ロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 サンコーロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 小林ロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ユーユーロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 小林ホワイトロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 小林パストラミロース 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 湯布院の風ペパーポークハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 湯布院の風ペパーﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 サンコー肩ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 小林肩ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ユーユー肩ロースハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 火の国浪漫ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 サンコーﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 小林ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ﾕｰﾕｰﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　
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熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 湯布院の風ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ｂ５．０ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ｂダイス 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ｂシュゼット 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ａ１．０ＳL 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ｂ短冊 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 チョップドハム短冊 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ａ細切り 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ｂ２０ｇＳＺ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ｂ３０ｇＳＺ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 大判ポークチョﾂﾌﾟﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＳＥＪスティックハム 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ハムスライスチップ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 鹿本ホワイトﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本プリマ株式会社 熊本県菊池郡七城町林原１番地 ＰＧ－Ａ１． 食肉製品（ハム
類）

無し 　

熊本県立翔陽高等学校 熊本県菊池郡大津町室１７８２ 牛タン燻製 食肉製品（食肉
製品（ハム

無し 　

原　俊之 東京都八王子市散田町3丁目9番8号 チキンローフ 食肉製品 なし

原　俊之 東京都八王子市散田町3丁目9番8号 バルヴルスト 食肉製品 なし

原　俊之 東京都八王子市散田町3丁目9番8号 メランジェ 食肉製品 なし

原　俊之 東京都八王子市散田町3丁目9番8号 焼き豚 食肉製品 なし

原　俊之 東京都八王子市散田町3丁目9番8号 コンビーフ 食肉製品 なし

原田　良雄 大阪府東大阪市中石切町2-7-4 食肉（ブロック肉） 食肉 なし

五島牧場有限会社 長崎県南松浦郡三井楽町浜窄郷453 ソフトサラミ 食肉製品（加熱
後包装）

無

江崎物産（株） 宮崎郡清武町大字加納池田甲1337－1 肉じゃが 無

江崎物産（株） 宮崎郡清武町大字加納池田甲1337－1 牛丼 無

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 食肉製品（肉類
加工品）

無
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江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ ビーフエキス使用製品 食肉製品 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛肉使用製品 食肉製品 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ ビーフエキス使用製品 食肉製品 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛肉・ビーフエキス使用製品 食肉製品（ミー
トコロッケ）

無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛脂使用製品 牛肉コロッケ 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛肉使用製品 牛肉コロッケ 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛肉使用製品 無

佐々幸紀 熊本県菊池郡七城町岡田３０６ ビーフ舌スモーク 食肉製品 無し 　

佐々幸紀 熊本県菊池郡七城町岡田３０６ ビーフジャーキ 食肉製品 無し 　

佐々木健一 石垣市字石垣１４８－４ ビーフジャーキー 食肉製品 無

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ ローストビーフ 食肉製品 なし

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 Ｓロースハム 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 ボンレスハム 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 ホワイトロースハム 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 ホワイトボンレスハム 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 一号館焼豚 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 ロース焼豚 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 スモーク牛タン 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 ボイル牛タン 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 コーンドタン 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 ポークハム 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 Ｓベーコン 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 Ａベーコン 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 赤身ベーコン 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 ポークウィンナー 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 軟骨ウィンナー 食肉製品 無
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薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 チキンウィンナー 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 チキンソーセージ 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 ポーク＆ビーフウィンナー 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 牛タンウィンナー 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 焼豚 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 おいどん焼豚 食肉製品 無

薩摩ハム株式会社 鹿児島市谷山港２丁目４番３６号 チャーシュー 食肉製品 無

三秀産業 大分市永興212番地 牛肉 食肉 無

三和産業㈱ 和光市松ノ木島町１６６１－４ 牛肉 牛肉 なし

三和産業㈱ 和光市松ノ木島町１６６１－４ タタキ 食肉製品 なし

三和産業㈱ 和光市松ノ木島町１６６１－４ ローストビーフ 食肉製品 なし

山成商事㈱ 七尾市大田町１７－１８ 牛肉 食肉 なし - - -

志戸春雄 宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２８０
７

ロースハム 食肉製品 無

志戸春雄 宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２８０
７

ショルダーハム 食肉製品 無

志戸春雄 宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２８０
７

ボンレスハム 食肉製品 無

志戸春雄 宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２８０
７

プレスハム 食肉製品 無

志戸春雄 宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２８０
７

ウィンナー 食肉製品 無

志戸春雄 宮崎県北諸県郡高崎町大字縄瀬２８０
７

ベーコン 食肉製品 無

鹿児島くみあいチキンフーズ株式
会社加工食品工場

鹿屋市川西町5270番地 ハーブ鶏骨付きフライドチキン 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島プロフーズ㈱谷山工場 鹿児島市谷山港３－２－６ 牛骨使用製品 ビーフボーンエ
キスBB-2

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Q黒豚焼き豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Qﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞｳｨﾝﾅｰ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Q黒豚ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Qﾎﾟｰｸｳｨﾝﾅｰ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 炭火焼き豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Qｽﾓｰｸﾚﾊﾞｰ 食肉製品（肉類
加工品）

無
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鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 南のあらびきｳｨﾝﾅｰ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 厚切りｶｯﾄﾍﾞｰｺﾝ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 ﾋﾟｻﾞ用ｻﾗﾐ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 黒豚骨付きｿｰｾｰｼﾞ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 茶美豚ｳｨﾝﾅｰ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 あらびきｳｨﾝﾅｰﾋﾟﾘ辛 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 ﾁｮｯﾌﾟﾄﾞﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 ﾋﾞｱｳｨﾝﾅｰ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 あらびきﾎﾟｰｸｳｨﾝﾅｰ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 ﾍﾞｰｺﾝ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 ﾛｰｽﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 味付け豚肉 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 黒豚炭火焼き豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 黒豚黒糖仕立炭火焼豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Q焼き豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Qｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾌﾟﾚｽﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Qｽﾗｲｽﾌﾟﾚｽﾊﾑ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 Qｽﾗｲｽﾍﾞｰｺﾝ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 黒牛焼肉用たれ付 食肉 無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 豚肩ﾛｰｽみそ漬 食肉 無

鹿児島大学入来牧場 入来町浦之名4018-3 プレスハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島大学入来牧場 入来町浦之名4018-3 ソーセージ 食肉製品（肉類
加工品）

無

鹿児島大学入来牧場 入来町浦之名4018-3 ミンチ 食肉製品（肉類
加工品）

無

?健誠会 森田村大字森田字月見野476-2 ハム 食肉製品 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ A焼豚類 食肉製品 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ SSチャーシュー 食肉製品 なし
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信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 肩ロース焼豚 食肉製品 なし

杉本信市 磐田郡佐久間町佐久間２４６５番地の
１

バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

清水宏悦 天竜市二俣町二俣１５３１番地の３ バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

清田産業(株)流通加工センター 大分市大在6番地 牛肉 食肉 無

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ アメリカ産牛カルビ味付け焼肉
（赤タレ）

食肉加工品 なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ ノンフライ網焼チキン（手羽元） 食肉加工品 なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ 国産牛肉味付けカルビ焼肉 食肉加工品 なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ 国産牛味付焼肉 食肉加工品 なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ 肉つめなす 食肉加工品 なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ 肉つめピーマン 食肉加工品 なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ 無薬産直若鶏和風唐揚ショウユ味 食肉加工品 なし

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ 大隈産みそカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ ロースカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ 豚肉レバーカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ 大隈産みそカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ ロースカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ 知覧鶏のみそソース 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ビーフエキス使用製品 食肉製品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛脂使用製品 食肉製品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛脂使用製品 食肉製品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛脂・ビーフエキス使用製品 食肉製品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 畜肉エキス使用製品 食肉製品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ビーフエキス使用製品 食肉製品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 産直鶏モモ信州味噌漬け 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 産直牛肩ロース味付け（豪州産） 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 家族だんらん生ハンバーグ 食肉製品（肉類
加工品）

無
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生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ アメリカ産牛カルビ味付け 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 産直牛（豪州産）野菜炒め用 食肉製品（肉類
加工品）

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ビーフエキス使用製品 ビーフバーガー 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛肉使用製品 牛肉（グレイン
フレッドビー

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛肉使用製品 牛肉（グレイン
フレッドビー

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛肉使用製品 牛肉（ビーフト
リミング）

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛肉使用製品 牛肉（ビーフト
リミング）

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛肉使用製品 牛肉（部分肉） 無

西河清弘 磐田郡豊岡村下野部１３５番地の９ バラ、ロース等 牛肉 無

西原礼二 太宰府市大佐野１０５－１ ﾋﾞｰﾌｼﾞｬｰｷｰ・
ｽﾓｰｸﾀﾝ

食肉製品 無

青山健司 東京都八王子市平岡町28番12号 ソーセージ 食肉製品 なし

斉藤亀司 磐田郡水窪町奥領家３２６９番地の１
１

バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ハンバーグ（２） 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ハンバーグ（3） 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ハンバーグ（4） 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ハンバーグ 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ハンバーグ 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ハンバーグ（２） 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ハンバーグ（4） 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ ハンバーグ 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ ハンバーグ 食肉製品 無

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ ハンバーグ（10） 食肉製品 無

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 1.5チキンハンバーグ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 1.5ミートボール 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ ＣＯＯＰそぼろ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ こわけちゃんミートボール 食肉製品 なし
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石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ こわけちゃん照焼ミニＨＢ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ こわけちゃん肉団子 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ こわけ鶏ゴボウ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ チキンハンバーグ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ チビッコハンバーグ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ テリヤキ弁当ＨＢ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ テリヤキ弁当ＭＢ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ てり焼きハンバーグ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ とりそぼろ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ バーガーパーティー 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ ビーフハンバーグ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ ミートボール 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ ミートボールＬ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 牛肉そぼろ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 業務チキンハンバーグ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 業務ミートボール 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 業務ミニハンバーグ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 荒挽チキンＨＢゴマ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 荒挽チキンＨＢデミ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 高級とりそぼろ 食肉製品 なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ 東海ＣＯＯＰＭＢ 食肉製品 なし

石川裕英 青森県弘前市大字馬屋町２１－３ ウィンナーソーセージ 肉類加工品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ #MYｱﾗﾋﾞｷF600ﾏｲｶﾙｾﾝﾖｳ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ #ｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸﾁｮﾘｿｰ385 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ COOPｺﾄﾞﾓﾐﾆﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80G 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ COOPﾏｲﾝﾊｳｾﾞﾝ130 食肉製品 なし
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雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ COOPﾏｲﾝﾊｳｾﾞﾝ130×2 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾒﾘｶ産牛ｶﾀﾛｰｽ切落し 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾒﾘｶ産牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷｼｮｸﾆﾝｶﾀｷﾞ2P 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷｼｮｸﾆﾝｶﾀｷﾞﾌﾗﾝｸ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷｽﾉｰｷｰ234 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷｽﾉｰｷｰ280 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷｽﾊﾟｲｼｰﾊﾞｰ55 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ40Gｷﾞｮｳﾑ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ420 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ60 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸｿﾞｳﾘｮｳ48 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷﾎﾟｰｸVｵｵﾌﾞｸﾛ300 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ380 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾗﾋﾞｷﾛﾝｸﾞﾎﾟｰｸV250 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｳｲﾝﾅｰ105G 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ うす切りﾋﾞﾔﾎﾋﾞｰ180 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ三昧287 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ おつまみﾍﾟﾊﾟｰﾋﾞｰﾌ70 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｵﾄｸﾖｳﾁｰｽﾞｲﾘｳｲﾝﾅｰ230 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｶﾞｵﾚﾝｼﾞｬｰｳｲﾝﾅｰ105 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｶﾙﾋﾞﾊﾞﾗ･銀皿ｶﾙﾋﾞ塩・牛ﾈｷﾞ塩ｶﾙ
ﾋﾞ・ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｳ用原料

食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｶﾚｰﾃﾞﾙｳｲﾝﾅｰ105 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｷﾞﾌﾄｽﾓｰｸﾋﾞｰﾌ250 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｸｼｻｼFｱﾗﾋﾞｷﾎﾟｰｸ400 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｸｼｻｼｱﾗﾋﾞｷｳｲﾝﾅｰ110 食肉製品 なし
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雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｸｼｻｼﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ60×10 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｸﾞｯﾄﾌﾟﾗｲｽﾌﾗﾝｸ480 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｸﾞﾙﾒﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ130 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｸﾞﾙﾒﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ60 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｸﾞﾙﾒﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｺｰﾌﾟじっくり焼きﾐｰﾄﾛｰﾌ150 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｺｰﾌﾟﾊﾟﾘﾊﾟﾘｳｲﾝﾅｰ130G 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｺｰﾌﾟﾊﾟﾘﾊﾟﾘｳｲﾝﾅｰ130G×2 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｻﾗﾀﾞうす切りﾋﾞﾔﾎﾋﾞｰ300 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｻﾗﾐﾄｱｶｲﾝﾃﾘｰﾇ130 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌﾗﾝｸ120Gｽﾘｰｴﾌ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｼｮｸﾆﾝｶﾀｷﾞﾍﾞｰｺﾝ2P 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｼｮｸﾆﾝｶﾀｷﾞﾍﾞｰｺﾝ48 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｼｮｸﾆﾝｶﾀｷﾞﾛｰｽ48 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｼｮｸﾆﾝｶﾀｷﾞﾛｰｽ48×2P 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾁｰｽﾞﾃﾞﾙｳｲﾝﾅｰ105 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾁｮｳﾘｿｰｿｰｾｰｼﾞ35 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾁｮｺpｺﾛｺﾛﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80G 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾁｮｺｯﾄPｳｽｷﾞﾘﾋﾞﾔ50 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾃｲﾃﾝｶｳｲﾝﾅｰ35Gﾁﾙﾄﾞ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾃｲﾃﾝｶﾌﾗﾝｸﾅﾅﾒｷﾞﾘ400 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾃﾘｰﾇｽﾗｲｽ3×3 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾆｭｰﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸ43 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾊﾟｽﾄﾗﾐﾋﾞｰﾌｽﾗｲｽ1000 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾋﾞｰﾌｨﾊﾞｰｶﾞｰﾊﾟﾃｨ60 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾋﾟｻﾞﾖｳﾋﾞﾔﾎﾋﾞｨｽﾗｲｽ1K 食肉製品 なし
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雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾋﾞﾔﾎﾋﾞｰ2000 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾋﾞﾔﾎﾋﾞｰｼｭｾﾞｯﾄ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾋﾞﾔﾎﾋﾞｰｽﾗｲｽ1/4ｶｯﾄ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾌﾟﾁHBｴｽﾆｯｸｶﾚｰ120G 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾌﾟﾁHBｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ120G 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾌﾗﾝｸｱﾝﾃﾞｨ1500 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾎﾟｰｸﾊﾟﾃｨ30 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾎﾟｰｸﾌﾗﾝｸY50 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾎｯﾄﾄﾞｯｸｳｲﾝﾅｰ50 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾎｯﾄﾄﾞｯｸｳｲﾝﾅｰY40 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾑｴﾝｾｷﾊﾛｰｷﾃｨｳｲﾝﾅｰ105 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾓｽﾌﾗﾝｸｸｼｻｼｷﾘﾐｲﾘ60 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ やわらかﾛｰｽﾛﾋﾞｰﾌ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ やわらか生ﾄﾝｶﾂ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾕｷｼﾞﾙｼFMﾁｮｳｼﾞｬﾝﾎﾞﾌﾗﾝｸ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾘｮｳﾘﾆﾝﾍﾞﾝﾘﾋﾞﾔﾎﾋﾞｨｰ145 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾘｮｳﾘﾒｲｼﾞﾝﾌﾗﾝｸ90G 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾚｲﾄｳｸｼｻｼｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ110 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ400 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ原木 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 角ｿｰ3200 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 牛ひき肉・牛豚ひき肉・牛豚ひき
肉6:4

食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 業務用味わいﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 串さしｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ83 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 串さしﾌﾗﾝｸ60 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 串さしﾌﾗﾝｸ切り目60 食肉製品 なし
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雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 串さしﾌﾗﾝｸ切り目60×7 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 串ﾌﾗｯｸﾊﾅﾏｻ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 国産牛ｶﾚｰ用・国産牛切落し・国
産細切れ

食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 国産牛切落し・国産牛ｶﾙﾋﾞ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 生ﾒﾝﾁｶﾂ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 生ﾒﾝﾁｶﾂ（衣なし） 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 千切りﾊﾑ80 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 大沼牛入り生ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 大沼牛入り生ﾋﾟｰﾏﾝ肉詰め 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 天然ﾌﾗﾝｸ60 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 豚ﾊﾞｰ80 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 豚ﾛｰｽｶﾂﾚﾂ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 豚ﾛｰｽｶﾂﾚﾂｶﾚｰ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 豚ﾛｰｽｶﾂﾚﾂﾁｰｽﾞ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 豚ﾛｰｽｶﾂﾚﾂ黒ｺｼｮｳ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 豚ﾛｰｽｶﾂ磯辺 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 米沢和牛ﾒﾝﾁｶﾂ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 米沢和牛入りﾋﾟｰﾏﾝ肉詰め 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 冷凍串さしｱﾗﾋﾞｷﾌﾗﾝｸ 食肉製品 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛ﾓﾓしゃぶしゃぶ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛ももばらﾐｯｸｽ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛ﾓﾓ焼肉用 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛ﾛｰｽうす切り・和牛ﾛｰｽしゃ
ぶしゃぶ

食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛上ｶﾙﾋﾞ 食肉 なし
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雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛入り生ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・和牛入り生
ﾋﾟｰﾏﾝ肉詰め

食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛入り生ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｺｰﾝ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛入り生ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾁｰｽﾞ 食肉 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ 和牛入り生ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞなめたけ 食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ 国産牛切落し(27340) 食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ 国産牛小間切れ(26974) 食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ 国産牛しゃぶしゃぶ(37025) 食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ 牛挽肉(29966),牛豚挽肉5:5(29966),
牛豚挽肉7:3(29966)

食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ アメリカ産牛ステーキ(23865) 食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ アメリカ産牛切落し(38240) 食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ アメリカ産牛カルビ焼肉(23140) 食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ アメリカ産牛タン(22347) 食肉 なし

雪印食品㈱仙台流通センター 仙台市若林区卸町東二丁目５－１８ アメリカ産牛銀皿カルビ(22840) 食肉 なし

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製お手軽 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製金 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製一口 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製ステック 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製馬もつ京都風 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製お手軽銀 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製お手軽 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製金 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製一口 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製ステック 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製桜トロ 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製馬バラ 食肉製品 無し 　

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

ソフトサラミ 食肉製品 無し 　
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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

千興ファーム協業組合 熊本県上益城郡御船町高木油野２５３
０

燻製お手軽銀 食肉製品 無し 　

川合清治 天竜市横山町６２４番地 バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

浅生　明 磐田郡佐久間町中部１０５番地 バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

全農千葉畜産販売所 八千代市吉橋字西内野1839 牛丼用バラスライス 食肉  無

全農千葉畜産販売所 八千代市吉橋字西内野1839 牛モモしゃぶしゃぶ 食肉  無

全農千葉畜産販売所 八千代市吉橋字西内野1839 牛モモ挽肉、合挽パラパラミンチ 食肉  無

全農千葉畜産販売所 八千代市吉橋字西内野1839 豚バラ肉柔らか煮込み（軟骨入
り）

食肉加工品  無

全農千葉畜産販売所 八千代市吉橋字西内野1839 牛すね煮 食肉加工品  無

全農千葉畜産販売所 八千代市吉橋字西内野1839 牛バラスライス 食肉 無

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ ブイヨンロースハム 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ ロースハム類 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ Ｌロースハム類 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ Ｌボンレスハム類 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ スモークドハム類 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ Ｌベーコン 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ Ｓアミベーコン 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ 上級プレスハム 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ 無塩せきプレスハム 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ ローストソーセージ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ 黒麗ソーセージ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ ベリーリオナ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ ローラーデラ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ セミドライソーセージ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ ポーク＆ビーフソーセージ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ 並ソーセージ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ アラビキフランク類 食肉製品 なし
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食肉・食肉製品

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ あらびきチキンフランク類 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ Ｃフランク３０ｇ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ マノロングフランク130ｇ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ Ｂフランク５０ｇ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ チョリソーリングウィンナー 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ ホワイトリングウィンナー 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ 牛カクテルウィンナー1.0 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ プノロングウィンナー 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ チキンミニドッグ1.0ｋｇ 食肉製品 なし

相模ハム㈱　本社工場 藤沢市菖蒲沢５９ もも焼豚 食肉製品 なし

大阪ＫＢ食品（株） 大阪府東大阪市荒本北１９０ 食肉(ｵーｽﾄﾗﾘｱ産） 食肉 なし

大分食品物産(株) 大分市大道6-1-2-1F ハンバーグ 食肉製品（肉類
加工品）

無

大分食品物産(株) 大分市大道6-1-2-1F コロッケ 食肉製品（肉類
加工品）

無

大分惣菜(株) 大分市原新町6番30号 牛肉 食肉 無

第一ブロイラー（株）三沢加工食
品工場

青森県三沢市大字三沢字流平１１２－
１

ソーセージ･ハム･スモークチキン 食肉製品 なし

竹下　智 磐田郡水窪町奥領家３０４２番地の２ バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

竹本　誠四郎 小松市千番地木野町い４７番地 牛ホルモン 食肉加工品 なし - - -

竹本　亮ニ 小松市南浅井イ107-6 牛ホルモン 食肉加工品 なし - - -

中谷畜産 羽曳野市野３５０－１ 加工肉 食肉 無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ エッセンポーク０．１７ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ PCWム（チーズ）SK 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ アラビキPSム０．２４ZPCK 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ レバーウインナー０．１１ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ SBAムハーフ８０ｇZPCK 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ウH類（ウH１トク，FウH（９
ｇ））

食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＰＣＷキレメ類 食肉製品 　無
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え

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＰＣＷ（Ｃ）０．５ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ シャウロング 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＰＣＦアラ（Ｃ４５ｇ）１フジ，
ＰＣＦアラ（Ｃ５０ｇ）１フジ

食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＰＣクシＦアラ０．１ＤＣＶ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＰＣＷム（ＳＫ）０．１ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＰＣＦ（ＳＫ）０．３ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ フランクＨ（ＳＫ）６０ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ウHキレメ類 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ウＨ１シロ類 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ Ｆ－ウＨ１トクソルヌキ，Ｆ－ウ
Ｈアカ（９ｇ）１ソルヌキ

食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ Ｆ－ウＨ1シロ（９ｇ）ソルヌキ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ シンスライス　ビアーＳ０．１０
７，シンスライス　ビアーＳ１．
０

食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＰＢローフ（Ｖ０．１６） 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＢＰカタロタレツケ０．２８ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＢＰトク（Ｍ），ＢＰトク０．６
５，ＢＰトク０．７５，ＢＰトク
０．４５，ＢＰ０．２５

食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＢＰＢ類 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ グリルドＲＯ類 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＢＯ（ス） 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＳＨ０．３ダ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ２ＲＯ類 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ２ＳＢＡ（ス）０．１３モリ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ パストラミローフ０．３ 食肉製品 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ペッパーポーク（ス）０．１２５
モリ

食肉製品 　無
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原料切換
え

長木ハム 長崎県南高来郡加津佐町己７３ ハム 食肉製品 無

長木ハム 長崎県南高来郡加津佐町己７３ ソーセージ 食肉製品 無

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ローストビーフ（ﾛｰｽ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ウインナー（エビ入りフランク） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ウインナー（ガーリックザイチェ
ン）

食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ウインナー（ペッパーＦＲ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ウインナー（ペッパーＷ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ウインナー（皮なし（９２・３２
０））

食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 スモークタン 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 スモークビーフ 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ソーセージ（シンケンヴルスト） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ソーセージ（ビアヴルスト） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ソーセージ（フライシュケーゼ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ソフトサラミ（ジャーマン） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ソフトサラミ（本生サラミ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ドライソーセージ（ＳＭＫ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ドライソーセージ（サラミＷ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 パストラミスモークタン 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 パストラミビーフ 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ビーフ＆ポーク　リオナ 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ビーフ＆ポークソーセージ 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ビーフジャーキー（ＡＢＪ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ビーフジャーキー（ＢＪ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ビーフジャーキー（ＳＢＪ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ビーフハム 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ポークウインナー（ＨＷ） 食肉製品 なし
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天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ポークウインナー（ＫＷ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ポークウインナー（ＰＫＨ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ポークウインナー（ＰＫＲ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ボンレスハム（ＢＨ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ボンレスハム（ＳＭＨ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ローストビーフ（ﾓﾓ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ロースハム（1.0/ＲＨ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ロースハム（ＬＬ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ロースハム（ＰＳＴ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ロースハム（ＲＨ－ＳＬ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 ロースハム（ＲＨパストラ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 絹びきウインナー 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 無塩漬ウインナー（ＭＡＦＲＡ） 食肉製品 なし

天狗中田産業株式会社 金沢市西金沢３丁目１２４番地 無塩漬ウインナー（ＭＡＷ） 食肉製品 なし

天野裕治 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

牛タタキ 食肉 なし

天祐ミート食品（株） 揖保郡新宮町 食肉 なし

田村昌猷 周智郡春野町気田５８９番地の８ バラ、ロース等 牛肉 無

東日本ハム株式会社 山形県酒田市広栄町三丁目１ ソーセージ類 食肉製品 なし

東日本ハム株式会社 山形県酒田市広栄町三丁目１ ハム類 食肉製品 なし

東日本ハム株式会社 山形県酒田市広栄町三丁目１ ローストビーフ類 食肉製品 なし

東日本ハム株式会社 山形県酒田市広栄町三丁目１ ローストビーフ類 食肉製品 なし

東北フレッシュパック㈱ 仙台市若林区卸町三丁目３－１４ 挽肉(牛挽肉，合挽肉) 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱ 仙台市若林区卸町三丁目３－１４ 鍋セット(すきやき)（たれ添付) 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱ 仙台市若林区卸町三丁目３－１４ タレ漬け焼肉 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱ 仙台市若林区卸町三丁目３－１４ 焼肉セット(韓国風プルコギ) 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱ 仙台市若林区卸町三丁目３－１４ ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ(和牛入り) 食肉 なし
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東北フレッシュパック㈱ 仙台市若林区卸町三丁目３－１４ 焼肉セット(韓国風プルコギ) 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱ 仙台市若林区卸町三丁目３－１４ ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ(和牛入り) 食肉 なし

東北明治ケンコー株式会社 柴田郡大河原町字甲子町１－７ 冷凍食肉 食肉 なし 該当なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 メンブレンカット(80860) 食肉加工品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛肉そぼろ 食肉加工品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 CHモモテリヤキ800D(58978) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 Cレバー１．０タレ(83867) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 PバラヤキSL500(82119) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 YP-600BD(17684)（焼き豚） 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 あぶり焼きチキン（レモン）1kg
×４

食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 ウインナーハム巻100本×５P入 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 チキンチーズ巻180g 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 チキン竜田揚げ230g 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 チャシューSL500(75493)等 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 てり焼ステーキ等 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 ドテニコミ２００ｇ(79887) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 はちみつ美味鳥(180g,1kg) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 プリマ牛野菜モツ煮85ｇ×30P 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 モツうどんの具100g×30P 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 ヤキブタSL500タレ(42044) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛スジ煮込み及びセット等 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛モツ焼(200g、500g、1kg) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛もつ鍋130g 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛レバー味付(500g,1kg)等 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛上ボイルモツ230g等 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 手作りチキンフリッター 食肉製品 なし
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徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 炭火焼風牛ホルモン(200g,500g) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 調味焼豚(77708) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 直火焼きチキンごぼう巻等 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 直火焼きチキンチーズ巻
(180g,900g)

食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 特製肉みそ（ハチバン）90g等 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 豚バラ焼豚200g 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 肉うどんの具(44880) 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 富山県学校給食用焼豚スライス
15g,20g

食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 和牛上ホルモン200g 食肉製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 Pサガリ１．０(80381) 味付食肉 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 フライド手羽元等 味付食肉 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛カルビ味付1kg 味付食肉 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛ハラミ味付250g 味付食肉 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛上ホルモン味付フードパック
200g

味付食肉 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 豚さがり 味付食肉 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 豚さがり7kg（業務用） 味付食肉 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 豚上シロ味付220g等 味付食肉 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 和牛ホルモン味付（フードパッ
ク）160g等

味付食肉 なし

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 食肉製品（肉類
加工品）

無

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 牛スライス 食肉 無

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 食肉 無

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 牛肉野菜巻 食肉 無

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 和牛焼肉用 食肉 無

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 和牛味噌漬 食肉 無

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 牛豚ﾓﾂ煮込 食肉 無

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 牛タン串 食肉 無

264 / 302 ページ



食肉・食肉製品

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

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 ｼｮｰﾄリブ 食肉 無

南九州畜産興業㈱ポーション工場 曽於郡末吉町二之方360-8 牛ﾐﾝﾁ用 食肉 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無
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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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無
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え

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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)､

食肉製品 無

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 無

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 無

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.KF70
Ｇｷﾚﾒﾚｲﾄｳ､PC35G15c､
PC35G20c､PC35G20cｲｹ､
PC35G15cｲｹ､PC40G14CM

食肉製品 無
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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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

肉のまきた 新座市栄4-5-35 牛・豚合挽肉（牛５０％　豚５
０％）

食肉 なし

日栄食品（株）鹿児島工場 阿久根市波留4621-1 牛ケンネン 食肉 無

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑451 ビーフジャーキー 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑452 ミニサラミ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑453 ソフトサラミ 食肉製品 なし
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日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑454 サラミandチーズ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑455 白身魚and牛タン 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑456 チーズサラミ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑457 サラミSサラミペパ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑458 レガード 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑459 ビアS 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑460 生サラミ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑461 ピザ用S 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑462 ピザ用ドライ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑463 ドライクラッシュ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑464 サラミSキューブ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑465 TSサラミ50 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑466 ＰＭＷ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑467 Nフランク 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑468 フランクフルト 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑469 NFアラ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑470 ウイニー 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑471 PCWカレー 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑472 N-PW 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑473 ハラペーニョ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑474 PCW 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑475 NF 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑476 チキンW 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑477 PCNアラ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑478 ハーブウインナー 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑479 ロングウインナー 食肉製品 なし
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日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑480 ロングCandPW 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑481 イタリアンローフ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑482 ピザPSO 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑483 パストラミローフ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑484 PBローフチーズ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑485 セルビア 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑486 スパイシービーフ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑487 ローストビーフ 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑488 スモークB 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑489 PBRCH 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑490 Bロースト 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑491 パストラB 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑492 スモークB 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑493 ペッパーB 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑494 パストラミB 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑499 ドライクラッシュ無塩漬 食肉製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑506 3ROム0.4KS 食肉製品 なし

日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ 食肉，冷凍食肉類 食肉 　無

日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ ミートボール，ハンバーグ類 食肉製品 　無

日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ 食肉製品類 食肉製品 　無

日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ 食肉製品類 食肉製品 　無

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｱﾗﾋﾞｷＷ40gﾄｸ ウィンナーソー
セージ

なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ＣＰＷ（ｱﾗ） ウィンナーソー
セージ

なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ＣＰＷ４５ｇ （０．９） ウィンナーソー
セージ

なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ セロスティック ウィンナーソー
セージ

なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ＮＫＷ  ３５０ｇ ウィンナーソー
セージ

なし
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日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｴｰｽｾﾛＷ ウィンナーソー
セージ

なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｾﾛｽﾃﾑＷ0.1KS ウィンナーソー
セージ

なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ PWC)50G(MD) ウィンナーソー
セージ

なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ＰＭＷ４０ｇﾄｸ ウィンナーソー
セージ

なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｿﾌﾄS(ﾎﾟｰｸ50G)0.15 ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｿﾌﾄS(ｻｰﾓﾝ50G)0.15 ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｿﾌﾄS(ﾁｷﾝ50G)0.15 ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ FｿﾌﾄS(ﾎﾟｰｸ)0.25 ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ FｿﾌﾄS(ｻｰﾓﾝ)0.25 ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ＦｿﾌﾄS(ﾁｷﾝ)0.25 ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｿﾌﾄS(ﾎﾟｰｸ)５０Ｇﾄｸ ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｿﾌﾄS(ｻｰﾓﾝ)５０Ｇﾄｸ ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ｿﾌﾄS(ﾁｷﾝ)５０Ｇﾄｸ ソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ＰＣＳｱﾗ ﾎﾞﾛﾆｱソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ファミリーＳｶｸ０．２８ ﾎﾞﾛﾆｱソーセージ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ＰＢＣﾎﾞﾛﾅＳ ﾎﾞﾛﾆｱソーセージ なし

日本ハム惣菜㈱大阪工場 大阪市淀川区三津屋中２－１３－７ SPスワンミャオ2.0トリ 食肉 なし

日本ハム惣菜㈱大阪工場 大阪市淀川区三津屋中2-13-7 冷凍食肉 なし

日本ハム惣菜㈱大阪工場 大阪市淀川区三津屋中２－１３－７ Tﾅﾏﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ80G-P 冷凍食肉 なし

日本ハム惣菜㈱大阪工場 大阪市淀川区三津屋中２－１３－７ かよちゃんトンカツ 冷凍食肉 なし

日本ハム惣菜㈱大阪工場 大阪市淀川区三津屋中２－１３－７ トンカツ 冷凍食肉 なし

日本ハム惣菜㈱大阪工場 大阪市淀川区三津屋中２－１３－７ 角トンカツ 冷凍食肉 なし

日本ピュアフード（株）青森プラ
ント

青森県上北郡横浜町字林尻１０２－１
０３

牛カルビ焼肉中おち(味付け食肉) 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チンジャオ用牛肉 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛モモウスギリ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショープレスライス（１ＫＤ） 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラ焼肉用 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショートプレートスライス３．８
０．５０

食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラスライス４分割 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 大麦牛ナーベルスライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛肉スライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショートプレート２ＭＭ１／４ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ギュウミンチＫ１０－Ｐ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラダイスカットＰ１０．２
０．２０

食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛モモダイス１０ミリ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 和牛ミンチ（棒状） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ すじ串Ｎ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛赤身ブロック 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショートプレートＨＢ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チルドトライチップ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チャックアイロール４分割 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 上バラ焼 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 上ロース 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 上ロース（リブアイ） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チャックアイロールＩＳＴ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ツラミ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ホルスバラ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チャックアイ２分割 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ サクドリ牛モモ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チルドドライチップ選別 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ SPカット 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 特選カットカルビ 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ サイコロステーキ（牛角脂付き） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ トップサーロイン１００ＧＳ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 骨付きカルビ30mm 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 骨付きカルビカット 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ジャンボカルビ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 骨付きカルビ（徳用） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 骨付きカルビブロック 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 中カルビ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 骨付きカルビ徳用 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラダイス15ミリ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ミンチ材 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ＳＰ２５カット 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ホルス経産バラダイスカット 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラダイス２０ ２０ ２０ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛モモ7mmダイスＮ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラブロックＰ２０ミリダイス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 骨付きカルビ１５０  １０ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラ角切10mm 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛モモ10mmダイス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 鹿児島和牛マエバラ10mmダイス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ CBチップ２０ ２０ ４ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ シルバチップ１０  １０  ３ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 合挽ミンチＴ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ３．２ミリ合挽ミンチＰ７Ｂ３ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ミンチ（Ｋ１０） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 合挽ミンチ８ｍｍ 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ Ｓ牛ミンチ８ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ミンチ３．２mm（ロール） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ３．２ミリ合挽ミンチＰ５Ｂ５ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 和牛ミンチ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 合挽ミンチ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛脂ミンチ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ミンチ５ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ＩＱミンチ（１  １０） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 合挽ＩＱミンチ（１ １０） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ カレーマン用牛ミンチ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛赤身ミンチ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 合挽ミンチ（Ｎ） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ミンチＫ３ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛６．４ｍｍＮ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ７０％牛ミンチ４．８ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショブレ２．５ｍｍ４分割 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショブレスライス１ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ＵＳ牛バラスライス２ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛肉７ｇスライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショブレスライス４ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ＳＰ焼肉 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チャックリブスライス（Ｌ） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラ２分割３ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛スライス（バラ凍） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛肉細切り 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショトプレートスライス４分割 食肉 なし
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食肉・食肉製品

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

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショトプレートスライスＫ（チル
ド）

食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛肩ローススライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛丼用スライス（冷蔵） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショトプレートスライス１．５ミ
リ

食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ スライスビーフＱ１．５ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛バラスライス３分割 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ショープレ２㎜４分割 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チャックリブスライスＳ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 冷凍スライス牛肉ＲＨ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛肩ロース焼肉 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛モモ細切り７ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ショトプレートスライスＦ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 冷凍スライス牛肉ＫＬ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛モモスライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛モモバラスライス１Ｋ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ カルビ丼スライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛スライス巻用 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ トップサイドスライス１．５×３
０．５０

食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ショットブレ１．５ミリ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ スライスビーフ２．７ミリ３分割 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛モモスライスＮＦ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ スライスビーフ２．０ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ スライス牛肉ギュウ用 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 焼定ロース 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 整形牛バラ1.8mm 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チャックアイハーフ 食肉 なし
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日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ Ｃ＆Ｂ3mmスライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ カルビスライス（袋詰め） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ホルモン焼／ピり辛 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛細切り下味付き 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらかストリップロイン 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらかサーロインステーキ１６
０ｇ

食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 味わい仕込み（豚生姜焼） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 味わい仕込み（豚味噌づけ） 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか豚ヒレ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チャックリブサイコロステーキ
（原木）

食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか牛バラ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか煮豚 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか豚バラ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか牛 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ マルトクチキン 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか合鴨もも 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか合鴨ロース 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか合鴨ローススライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらか本鴨ローススライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ソフト豚ロース各種 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ロース焼味付厚切牛肩ﾛｰｽ焼肉 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 厚切牛カルビ焼肉 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛はらみ焼味付厚切サガリ焼 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛カルビ焼肉中おち 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛ソフト焼肉 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ やわらかサーロインレディー 食肉 なし
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日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ハンテンスライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 上ローススライス 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ブリスケ１．５×５０  ５ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ ブリスケ１．５×３５  ２５ｍｍ 食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ 牛肩ローススライス（しゃぶしゃ
ぶ用）

食肉 なし

日本ピュアフード㈱南港プラント 大阪市住之江区南港南６－６－４１ チャックフラップスライス 食肉 なし

日本フード関東北陸㈱ 七尾市白馬町５９－３６ 牛肉 食肉 なし - - -

日本食研(株)大分営業所 大分市下郡南3-7-31 ハンバーグ 食肉製品（肉類
加工品）

無

日本食研(株)大分営業所 大分市下郡南3-7-31 コロッケ 食肉製品（肉類
加工品）

無

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ ＣＯＯＰカニスープ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ アオハタチリビーンズ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ アオハタポークアンドビーンズ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ かにめしの素 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ かに調味エキス 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ コーンスープ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ こけし紅ずわいがに 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ こけし紅ずわいがにフレーク 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ ココス専用コーンスープ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ サンテオレコーンポタージュスー
プ

容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ はまぐりスープ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ 小鯛のスープ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ 小鯛雑炊スープ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ 日缶ずわいがに 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ 日缶紅ずわいがにフレーク 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ 日缶珍味かにみそ 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ 明治カレーソース 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし
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日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ 明治デミグラスソース 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

日本罐詰株式会社高岡工場 富山県高岡市昭和町１－２－１３ 明治十勝コーンスープベース 容器包装詰加圧
加熱殺菌食品

なし

農事組合法人　秋田ニューバイオ
ファーム

西目町沼田字新道下４９０－５ きりたんぽ鍋セット 冷凍食肉 無

農事法人南州農場食品加工場 鹿屋市野里町2940-2 とんかつ 食肉製品（肉類
加工品）

無

農事法人南州農場食品加工場 鹿屋市野里町2940-2 串カツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

農事法人南州農場食品加工場 鹿屋市野里町2940-2 メンチカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

農事法人南州農場食品加工場 鹿屋市野里町2940-2 スモークタン 食肉製品（肉類
加工品）

無

農事法人南州農場食品加工場 鹿屋市野里町2940-2 焼き豚 食肉製品（肉類
加工品）

無

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 CH（ウィンナー） 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 CT（ウィンナー） 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 ＦＤＡ（皮なしウィンナー） 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 PCD（ウィンナー） 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 ＳＳチョリソー（ウィンナー） 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 ポーク＆チキンウィンナー 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 焼フランク 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 無塩せきスモークチキン 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 無塩せきドライベーコン 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 無塩せきビアウィンナー 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の１ 無塩せきプレスハム 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の1 無塩せきベーコン 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

富山県畜産加工販売農業協同組合
連合会（桜井ハム）

黒部市岡４１０番地の１ 無塩せきロースハム 加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

福岡県酪農業協同組合連合会油山
事業部

福岡市南区柏原西山田７１０－２ ビーフジャーキー 肉類加工品 無

福岡食肉市場(株) 東区東浜二丁目８５番１４号 牛肉等 食肉 無

福鳥フーズ㈱ 鹿児島市上荒田町１８－１８ 味付カルビ（焼肉用） 食肉製品（肉類
加工品）

無

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ① 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ② 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　
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福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ④ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ⑤ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ⑥ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ⑦ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ⑨ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ⑩ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ウインナーソーセージ⑪ 食肉製品（ソー
セージ類）

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ベーコン① ベーコン 無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ベーコン② ベーコン 無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ベーコン③ ベーコン 無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ベーコン④ ベーコン 無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ベーコン⑤ ベーコン 無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ベーコン⑥ ベーコン 無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ 食肉製品 ベーコン 無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ロースハム① 食肉製品（ハム
類））

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ロースハム② 食肉製品（ハム
類））

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ロースハム③ 食肉製品（ハム
類））

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ロースハム④ 食肉製品（ハム
類））

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ロースハム⑥ 食肉製品（ハム
類））

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ボンレスハム① 食肉製品（ハム
類））

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ボンレスハム② 食肉製品（ハム
類））

無し 　

福留ハム株式会社熊本工場 熊本県菊池郡七城町蘇崎１１９６－３ ボンレスハム③ 食肉製品（ハム
類））

無し 　

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ ボロニアソーセージ 食肉製品 なし

米久株式会社 沼津市岡宮寺林１２５９ 焼豚　３５０ｇ 食肉製品 なし

北京食品㈱ 利府町菅谷字新産の原３ (味付)牛ホルモン(加熱用) 食肉 なし 該当なし

北京食品㈱ 利府町菅谷字新産の原３ (味付)牛ミノ(加熱用) 食肉 なし 該当なし
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え

北京食品㈱ 利府町菅谷字新産の原３ (味付)牛ハラミ(加熱用) 食肉 なし 該当なし

北日本ハム（株） 上北郡百石町松原二丁目１３２－２７ ロースハム（スライス４７ｇ３連
パック、６０ｇ３連パック、５３
ｇ３連パック、１４０ｇガスパッ
ク）、ボンレスハム６２ｇ３連
パック、ショルダーベーコン９５
ｇスライス、ビーフ＆ポークウイ
ンナー１２５ｇ、PCクシF（アラ
０．１DCV、０．１１シロ）、
PCF（９０ｇシロ、６０

食肉製品 なし

北日本ベストパッカー㈱ 射水郡小杉町西高木１２３６ Cカルビヤキ440(業務用） 調味生肉 なし

北日本ベストパッカー㈱ 射水郡小杉町流通センター　青井谷１
－６－３

牛バラ冷麺用（業務用） 冷凍調味生肉 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cテリヤキ100モモ等（業務用鶏テ
リヤキ）

加熱食肉製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ PMBヤサイ85*3CP（ミートボー
ル)

加熱食肉製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ RテリヤキMB95等（ミートボー
ル）

加熱食肉製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ コンサイMB85*3PC（ミートボー
ル)

加熱食肉製品 なし

牧田軍治 新座市栄４－５－３５ 牛・豚合い挽き肉 肉類 なし

本永秀行 磐田郡水窪町奥領家３２６２番地の１ バラ肉 牛肉 無

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ＤＳローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ プライムサーロインローストビー
フ

特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ストリップロインローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフブロック 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフモモブロック 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 霜降りローストビーフブロック 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフ袋入り300ｇ 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ スモークビーフタン 加熱食肉製品 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ スモークビーフタン高バリア 加熱食肉製品 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ビーフフィンガーダイス 冷凍食肉製品 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ＳＹスモークタン（抗バリア） 加熱食肉製品 なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ダイスドビーフ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ スライスビーフ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ スライスビーフ（１５ｇ） 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 中華用スライスビーフ（１０ｇ） 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 一口ビーフステーキ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ＤＳサイコロステーキ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ スライスビーフカット 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ＳＰスライスビーフ２０ｇ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 牛バラスライス 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ スライスビーフ２０ｇ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 牛モモ細切りマリネ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ オールビーフハンバーグ１００ｇ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ オールビーフハンバーグ１５０ｇ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ オールビーフハンバーグ（180
ｇ）

冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ チーズ入りハンバーグ 冷凍食肉製品 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ハンバーグ生地 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 合い挽きハンバーグ生 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ＣＤ冷凍ハンバーグ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ヴィールハンバーグ生地 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ＣＤ冷凍ハンバーグ生地 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ＣＤ冷凍ハンバーグ洋風ソース付 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ハンバーグステーキカレー（50
ｇ）

冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 牛塩 冷凍食肉製品 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 牛ホホ肉赤ワイン煮 冷凍食肉製品 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ カウミート 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ キャップミート 冷凍食肉 なし
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明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 牛挽材 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 牛スジ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ プライムサーロインローストビー
フ

特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフ（Ｃ-４０Ａ） 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 山形産黒牛スキヤキ 冷凍食肉 なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ プライムサーロインローストビー
フ

特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフギフト 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 国産牛ローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフサーロイン 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ＤＳプライムサーロインロースト
ビーフ

特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 牛肉ローストビーフスライス 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 霜降りローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 霜降りローストビーフ増量 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ サーロインローストビーフ 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフジャンボ 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ 合鴨ロース焼（塩味） 特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス株式会社 東京都八王子市北野町５７６－６ ローストビーフスライス１８０ｇ
（ジャンボパック）

特定加熱食肉製
品

なし

明治アグリス㈱ 和光市下新倉４２０１ 食肉 食肉 なし

有限会社　こでら 磐田郡水窪町奥領家２５９３ バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

有限会社　ビックドライブ 曽於郡野井倉8123-26 チキンカツ 食肉 無

有限会社　まきうち 磐田郡水窪町奥領家３０２７－２０ バラ肉 牛肉 無

有限会社　モリタ 天竜市山東２９１１番地の４ バラ、ロース等 牛肉 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ 生ハンバーグ 食肉製品 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ インゲンバーグ 食肉製品 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ ベジタブルバーグ 食肉製品 無
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有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ 肉詰ピーマン 食肉製品 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ 串カツセット 食肉製品 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ ローストビーフ 食肉製品 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ 和牛脂 食肉製品 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

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 無

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 ハンバーグ 肉類加工品（半
製品）

なし

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 メンチカツ 肉類加工品（半
製品）

なし

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 ウィンナー 食肉製品 なし

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 スモーク　ド　タン 食肉製品 なし

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 ソーセージ 食肉製品 なし

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 ローストビーフ 食肉製品 なし

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 牛たたき 食肉製品 なし

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 牛舌味噌漬 食肉製品 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 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 無
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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 無

有限会社ハム工房ワタナベ 長生郡長柄町針ヶ谷１３６－１６ ビーフギャーキー 食肉製品 無

有限会社ハム工房ワタナベ 長生郡長柄町針ヶ谷１３６－１６ クラカウアー 食肉製品 無

有限会社ハム工房ワタナベ 長生郡長柄町針ヶ谷１３６－１６ ﾘﾝﾂｳﾞﾙｽﾄ 食肉製品 無

有限会社ハム工房ワタナベ 長生郡長柄町針ヶ谷１３６－１６ ﾒｷｼｶﾝﾎｯﾄ 食肉製品 無

有限会社ハム工房ワタナベ 長生郡長柄町針ヶ谷１３６－１６ ウインナー 食肉製品 無

有限会社ハム工房ワタナベ 長生郡長柄町針ヶ谷１３６－１６ サラミ 食肉製品 無

有限会社吉野屋精肉店 天竜市二俣町二俣１１４７番地 バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

有限会社山道商店 磐田郡水窪町奥領家３３６６番地の２ バラ、ロース、ホルモン等 牛肉 無

有限会社鹿屋食肉加工センター 鹿屋市王子町4095-2 デリカチキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

有限会社鹿屋食肉加工センター 鹿屋市王子町4095-2 桜島鶏チキンカツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

有限会社鹿屋食肉加工センター 鹿屋市王子町4095-2 ササミチーズ揚げ 食肉製品（肉類
加工品）

無

有限会社鹿屋食肉加工センター 鹿屋市王子町4095-2 おべんとう串カツ 食肉製品（肉類
加工品）

無

有限会社手づくり田原ハム 川内市平佐町3376-3 ロースハム 食肉製品（肉類
加工品）

無

有限会社青森産商 青森市大字野木字野尻３７ー６９３ 牛タンスモーク 食肉製品 なし

有限会社土居牧場ハム製造所 長崎県大村市雄ケ原町１７６７ スモークボイルタン 食肉製品 　無

㈲　札幌パッキングセンター 札幌市西区発寒３条５丁目８－３ 牛バラスライス 食肉 なし

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 豚焼肉（甘口） 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 豚中華風炒め 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛もも細切 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛豚合挽肉 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 　牛肩ロース角切（シチュー用） 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 味付ポークスペアリブ 肉類加工品 無
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㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 豚バラ焼肉（蒲焼き風） 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ ポークソテー（信州味噌） 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛ステーキプルコギ風 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛プルコギ風焼肉 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛ステーキ（甘口） 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛カルビ味噌焼肉 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 焼肉セット（塩味） 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛カルビ焼肉（味付） 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛カルビ焼肉 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 鶏もも七味焼 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 鶏ももカレーｿｰｽ煮 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 鶏ももにんにく味 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 鶏もも山賊焼 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛サイコロステーキ 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ チャックリブスライス　キリン 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 国産牛サイコロステーキ 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 国産牛ステーキ 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛やわらかサイコロステーキ 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛ステーキ焼肉味 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ 牛サイコロステーキみそ味 肉類加工品 無

㈲　肉のいろは 札幌市東区伏古３条２丁目１－１ 牛肉各種 食肉 なし

㈲　ふーとぴあ 札幌市白石区川北２条３丁目４－１ 味付牛肉各種 食肉 なし

㈲　ふーとぴあ 札幌市白石区川北２条３丁目４－１ スライス牛肉各種 食肉 なし

㈲　ブッチャさとう 札幌市北区新琴似７条９丁目６－６ 牛肉各種 食肉 なし

㈲　古家食品 札幌市中央区大通東８丁目 牛肉ボイル 食肉 なし

㈲　まるしん商事 札幌市西区宮の沢1条1丁目７－１０ 牛肉 食肉 なし
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㈲吾妻屋 福島市南沢又字上原８０ 牛タン、レバー、ｾﾝﾏｲ 食肉 なし

㈲吾妻屋 福島市南沢又字上原８０ 牛肉 食肉 なし

㈲吾妻屋　市場店 福島市北矢野目字樋越１ 牛タン、レバー 食肉 なし

㈲吾妻屋　市場店 福島市北矢野目字樋越１ 牛肉 食肉 なし

㈲吾妻屋　置賜店 福島市置賜町７－２６ 牛タン、レバー 食肉 なし

㈲吾妻屋　置賜店 福島市置賜町７－２６ 牛肉 食肉 なし

㈲伊勢銀 川崎市多摩区西生田3-9-20 ハム･ソーセージ 食肉製品 なし

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ お弁当用甘酢あんかけ肉団子 肉類加工品 なし

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ ごま風味肉団子 肉類加工品 なし

㈲市場食肉 横浜市港南区野庭町951 牛肉 食肉 なし

㈲おらんピッグ 湖西市白須賀689-1 フランクフルトソーセージ 食肉製品 なし

㈲キスケフーズ 仙台市青葉区木町通一丁目８－１ 牛たん（塩味，たれ味，味噌味） 食肉 なし

㈲キスケフーズ 仙台市泉区南光台東３－９－３ 牛タン(味噌味) 食肉 なし

㈲キスケフーズ 仙台市泉区南光台東３－９－３ 牛タン(たれ味) 食肉 なし

㈲キスケフーズ 仙台市泉区南光台東３－９－３ 牛タン(塩味) 食肉 なし

㈲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

㈲木村屋 川崎市川崎区小川町１４－１ ﾎﾟﾃﾄコンビーフ 食肉加工品 なし

㈲県央食品 加茂市後須田１４９ ハーブチキン 食肉製品 なし

㈲後藤物産 南方町内の目１０－４ 冷凍食肉、カルビー串 食肉 なし なし

㈲斉藤音弥商店 横浜市港南区丸山台2-18-22 牛肉 食肉 なし

㈲三和畜産 引佐郡細江町中川1190-1 ビアーブルスト 食肉製品 なし

㈲ジャンポール 兵庫県西宮市西宮浜２丁目３－３ ローストビーフ 加熱食肉製品 なし

㈲シュペーツマン 宇都宮市江曽島2-17-20 ソーセージ 食肉製品 なし

㈲スエヒロ 仙台市若林区中倉１丁目２７－７ 牛たん 食肉 なし

㈲鈴一商事　安達店 安達郡安達町油井字福岡１３３－１ 牛肉、レバー 食肉 なし
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㈲鈴一商事　本宮店 安達郡本宮町大字荒井字北ノ内６０－
１

牛肉、レバー 食肉 なし

㈲大丸屋 安達郡大玉村大山字仲江２５２－１ ハンバーグ 肉類加工品 なし

㈲丹野畜産 仙台市宮城野区蒲生字宇山神1-1 牛肉（味付け） 食肉 なし

㈲東昇 仙台市太白区西中田３－１５－１１ 牛ケンネン脂 牛脂肪 なし 牛脂肪

㈲中野福田屋 長野県中野市中央1-11-7 肉みそづけ 食肉加工品 なし

㈲中野福田屋 長野県中野市中央1-11-7 ハンバーグ 食肉加工品 なし

㈲肉の泉や 宇都宮市泉が丘2-5-36 牛肉 食肉 なし

㈲肉の辰巳屋 福島市栄町５－１ 牛肉 食肉 なし

㈲花巻協和食品 花巻市西宮野目13-15-1 中落ちカルビー 食肉加工品 無

㈲花巻協和食品 花巻市西宮野目13-15-1 リブフィンガー 食肉加工品 無

㈲花巻協和食品 花巻市西宮野目13-15-1 カルビースライス 食肉加工品 無

㈲花巻協和食品 花巻市西宮野目13-15-1 スライスステーキ 食肉加工品 無

㈲花巻協和食品 花巻市西宮野目13-15-1 サイコロステーキ 食肉加工品 無

㈲バリアンカ 宇都宮市五代3丁目6-5 牛の味噌漬 食肉加工品 なし

㈲平本牛肉店 横浜市港南区野庭町610 牛肉 食肉 なし

㈲富士屋肉店 福島市万世町４－３３ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ 洋食亭のマイルドデミボール 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ ごまだれ肉団子 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ マイルドデミボール 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ ﾆｭｰ揚げミートボール 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ 揚げ肉団子 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ用ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 冷凍加熱食肉製
品

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ ミートボール８ 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ 横浜市向けミートボール20g 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ 小粒ミートボール５ 冷凍加熱食肉製
品(加熱後包装)

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ チキンボール 冷凍食肉製品
（加熱後包装）

なし
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食肉・食肉製品

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

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ ポークボール５ 冷凍食肉製品
（加熱後包装）

なし

㈲マツオ商店 新宿区筑土八幡町１－４ ミートボール１５(じゃこ入り) 冷凍加熱食肉製
品（加熱後包

なし

㈲丸金商店 福井県福井市高木中央１丁目３２４ 内臓・舌・レバー 食肉 なし

㈲丸市　仙台営業所 仙台市宮城野区蒲生2-29-3 牛肉.牛内臓 食肉 なし

㈲マルヨ 湖西市鷲津3325 牛肉(バラ・モモ) 食肉 なし

㈲森口商店 北区山田町藍那字下手３０－１ スモークカルパス 食肉製品 なし

㈲三和畜産 引佐郡細江町中川1190-1 クックサラミ 食肉製品 なし

㈲三和畜産 引佐郡細江町中川1190-1 チロラー 食肉製品 なし

㈲蔵コーポレーション 宮崎市大橋２－２９ ローストビーフ 食肉製品 無

琉球ミート株式会社 浦添市西洲２－９－４ 牛パストラミ 食肉製品 無

琉球ミート株式会社 浦添市西洲２－９－４ ソフトサラミ 食肉製品 無

琉球ミート株式会社 浦添市西洲２－９－４ ポーリッシュソーセージ 食肉製品 無

琉球ミート株式会社 浦添市西洲２－９－４ フランクソーセージ 食肉製品 無

琉球ミート株式会社 浦添市西洲２－９－４ 牛ハム 食肉製品 無

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 無

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 無

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 無

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 無

鈴木竹夫 磐田郡佐久間町大井２４３８番地の９ バラ、ロース等 牛肉 無

和田昌弘 東諸県郡綾町西中坪 牛肉 食肉 無

株式会社　天狗中田本店（食肉セ
ンター）

金沢市押野２丁目２１２番地１ 牛肉 生肉 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1 ロースハム3L、2.0、SR、
SR300g、SR160

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハム切り落とし250g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハム180

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハムSRV、SRV300、
SRV500 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハム＃5×3

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
新鮮美味工房ロースハムＴＰ
180、不定貫 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハム短冊ＴＰ

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
丸ボンレスハムＭＬ

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ベーコン、ベーコンＬ

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ベーコンSR、SR300、SR170

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ベーコンSRV、SRV200、
SRV300 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ベーコンLSRV、LSRV300、
LSRV-A 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ベーコン180

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
新鮮美味工房ベーコンＴＰ
180、不定貫 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
炒め用ベーコン230g、250g、
500g 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨牛やわらかジャーキー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨の郷飛騨牛ジャーキー70

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨牛ビーフジャーキー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ドライビーフ90（岐阜名産）

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
デリシャスロース

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
デリシャスロース0.8

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
デリシャスローススライス

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
丸ボンレスＬ

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
角ボンレス進

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ショルダーハム

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ポークチップ

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ポークチップＳＲ

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハム0.7、1.0、1.8

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨の郷飛騨牛スモークビー
フ80 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモークビーフ160

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモークビーフ130（岐阜名
産） 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ペッパースモークビーフ160

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモーク舌SR45g、SR85g、
SR150 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモークタンスライス45g、60g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
おつまみ牛タンスモーク

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロース牛タンスモーク300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモーク舌SR45gペッパー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモーク舌SR150gペッパー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ペッパースモークタン45g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
おつまみ牛タンペッパー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロース牛タンペッパー300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモークタン（インジェク
ション） 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
やわらか牛タンスモーク

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
やわらか牛タンペッパー200

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ガーリック味塩牛タン40

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ペッパーソフトビーフ90

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

チャーシュー15g

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

煮豚280

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

煮豚業務用（280×5p）

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

煮豚320

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

煮豚業務用（320×5p）

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

バラ焼豚

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

バラ焼豚SRV

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

グルメチャーシュー

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

グルメチャーシュー300

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

飛騨の郷直火焼豚220g、430g

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

直火焼豚業務用220g

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

糸巻焼豚

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

糸巻焼豚スライス

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

特焼

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

２Ａ焼豚

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

２Ａ焼豚SR、SR300

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

焼豚切り落とし250g

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

焼豚180

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

焼豚千切り

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

焼豚短冊TP

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

新鮮美味工房焼豚SRTP180

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

新鮮美味工房焼豚不定貫

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
奥飛騨ポークハム

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
特選角

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
特選丸

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
特選角SR

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
上小

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
並大角、並大角SR

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
並大丸

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ステーキハム2.0、1.0

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ステーキハム150

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ステーキハムSR

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
角サンド、角サンドSR

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
角サンド大、角サンド大SR

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
丸サンド

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
丸サンドSR

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
白角サンド

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
チョップド＃10丸

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
チョップド千切り

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ハンバーグ1.0、ハンバーグ
1kSR 肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
小判ハンバーグ、小判ハン
バーグSR 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
フライハム

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
フライハムSR

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
角ソーセージ

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
角ソーセージSR

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ボロニア（225g）

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
サラミ150

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
本格派サラミソーセージ

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ベビードライ170

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
セミドライソーセージ1.4

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ポークウインナー1.0kg、300g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
あらびきウインナー300g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ピリ辛ウインナー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
グルメドッグ1.0kg、180g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ホワイトソーセージ1.0kg、
180g 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ホワイトフランク

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロングウインナー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
からしマヨネーズ入りソー
セージ（カラマヨソーセイジ
180）

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
GW白1.0、GW赤1.0

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ピクニー80g×2個しばり

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨の郷飛騨牛入りP＆Bソー
セージ140 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨の郷セロリソーセージ140

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨の郷ハーブソーセージ140

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨の郷黒胡麻ソセージ140

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
軟骨入りソーセージ（プレー
ン） 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
軟骨入りソーセージ（黒ご
ま） 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
軟骨入りソーセージ（ピリ
辛） 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨の郷スタミナソーセージ
140 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ガーリックソーセージ240

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
バンバンF90

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ミニフランク

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ジャンボフランク

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
牛舌佃煮

そうざい類 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
すじコン1kg

そうざい類 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ボンレスハム300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ベリーハム300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
カットベーコン350

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハムネット400

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
糸巻きロースハム600・400

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
（匠）ロースハム500

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
（匠）ボンレスハム500

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
（匠）デリシャスロースハム
600 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
デリシャスロース（フラン
ス）100 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
デリシャスローススライス
100g 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハム400g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハム（糸巻）600

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ボンレスハム600

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ロースハム（糸巻）65

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ボンレスハム65

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
パストラミビーフハム300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
パストラミビーフ300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
パストラミビーフ400

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

ビーフハム300

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

（匠）ビーフハム（ロース）
500

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

飛騨牛ビーフロースハム500

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
香草煮豚（バラ）320

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
香草煮豚（カタロース）320

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
香草煮豚（ごま風味）320

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
（匠）直火焼豚430

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモーク舌SR50

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモーク舌SR55

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモークタン50g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
牛タンのくんせい45gスモーク

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモーク舌SRペッパー50

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ペッパースモークタン50g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
牛タンのくんせい45gペッパー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
香豚煮350

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
香豚煮（ごま）350、香豚煮
（みそ）350 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
奥飛騨ポークハム300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
香味ソーセージ300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ボロニアソーセージ300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
奥飛騨ソフトサラミ300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
牛タンチーズボロニアSR110

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
牛タン入りチーズボロニア
110g 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
P＆Bボロニア300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ボロニアソーセージ300

肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ポーク＆ビーフボロニアソー
セージ300g 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ビアヴルスト300

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
セロリソーセージ170g、180g

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スモークフランク200

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ハーブソーセージ180

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
シーズンドポークウインナー

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
黒胡麻ソーセージ180

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
スタミナソーセージ180

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1

無添加SP焼豚

肉類加工品 不明
有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

平成１３
年１１月
１日より
植物性油
脂（パー
ム油）に
変更予定

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨牛ローストビーフ（ロー
ス）360 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨牛ローストビーフ（モ
モ）500 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
近江牛ローストビーフ450

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ローストビーフ（モモ）400

肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
飛騨牛入りハンバーグ（ポー
ション） 肉類加工品 なし

（株）吉田ハム 岐阜県大垣市寿町1-1
ジャンボパティー（ポーショ
ン） 肉類加工品 なし
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食肉・食肉製品

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

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

牛サイコロステーキ

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

黒毛和牛サイコロステーキマ
イカル用

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

黒毛和牛サイコロステーキ３
００ｇ

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

黒毛和牛アスパラ巻き

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

黒毛和牛さわやかステーキ

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

黒毛和牛サイコロステーキ業
務用

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

牛肉サイコロステーキ

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

牛肉やわらかステーキ７０ｇ

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

黒毛和牛ミニステーキプレー
ン

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

黒毛和牛ミニステーキアスパ
ラ

食肉製品 なし

株式会社エフジーフーズ 多久市東多久町大字別府字岡本5032

黒毛和牛ミニステーキチーズ

食肉製品 なし

（株）大市珍味富田林工場 富田林市中野町東２－３－１４

牛タンのテリーヌ

食肉製品 なし

（株）大市珍味富田林工場 富田林市中野町東２－３－１４

牛肉のテリーヌ

食肉製品 なし

松井商事　松井十樹治 松原市上田１－８－１

和牛角脂

牛脂 なし

松井商事　松井十樹治 松原市上田１－８－１

ビーフハンバーグ

食肉 なし
株式会社ミリオンエンタプライズ 三郷市新和４－１５９ 牛スジ 牛肉 なし
株式会社ミリオンエンタプライズ 三郷市新和４－１５９ 牛モモ肉ボイル10mm 牛肉 なし
株式会社たかしまや　カフェスギ
タ

蕨市中央１－３－１３ パストラミビーフ 食肉製品 なし
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