
そうざい類 s5.xls

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）三徳 文京区小石川４－２０－５ ハンバーグ そう菜 無 有

（株）三徳 文京区小石川４－２０－５ ローストビーフ そう菜 無 有

（株）三徳 文京区小石川４－２０－５ ビーフカレー そう菜 無 有

（株）三徳 文京区小石川４－２０－５ タンシチュー そう菜 無 有

（株）三徳 文京区小石川４－２０－５ ビーフシチュー そう菜 無 有

(株）葵フーズディナーズ 刈谷市高松町４－４８ ビーフカレー そうざい なし

（株）東だんご本舗 東根市温泉町二丁目5－6 山菜おこわ 弁当 なし

（株）イチコ総菜センター 新潟県上越市中田原８７ から揚げ、タツタ揚げ そうざい なし

（株）イチコ総菜センター 新潟県上越市中田原８５ ローストチキン そうざい なし

（株）一番 気仙沼市東みなと町８１ のり佃煮 そうざい類 なし 該当なし

（株）一番 気仙沼市東みなと町８１ 茎わかめの味噌煮 そうざい類 なし 該当なし

（株）銀杏家 守口市佐太中町7-1-3 牛肉カルビ直火焼 そうざい類 無

（株）銀杏家 守口市佐太中町7-1-3 ハンバーグ そうざい類 無

（株）銀杏家 守口市佐太中町7-1-3 コロッケ そうざい類 無

（株）銀杏家 守口市佐太中町7-1-3 おむすび牛肉 弁当 無

（株）銀杏家 守口市佐太中町7-1-3 ビーフかつめし 弁当 無

（株）牛よし 守口市八雲西町２－６－１２ ミートコロッケ そうざい類 無

（株）江戸清千葉工場 香取郡大栄町吉岡字久茂富641－7 メンチカツ そうざい半製品 無

（株）江戸清千葉工場 香取郡大栄町吉岡字久茂富641－7 ローストンカツ そうざい半製品 無

（株）江戸清千葉工場 香取郡大栄町吉岡字久茂富641－7 メンチカツ 総菜半製品 無

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 食べるお豆のスープ そうざい類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 かぼちゃの煮付け そうざい類 なし

(株）カネセイ食品 藤枝市敷地６１６－１ うずら卵入肉団子 惣菜 無

(株）カネセイ食品 藤枝市敷地６１６－１ うずら卵ウインナ－串フライ 惣菜 無

(株）カネセイ食品 藤枝市敷地６１６－１ うずら卵串フライ 惣菜 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

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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販売中止 製品回収
原料切換
え

(株）カネセイ食品 藤枝市敷地６１６－１ うずら卵フライ 惣菜 無

（株）カマヒロ 小牧市川西２－２６ 海鮮シリーズイカ天、ごぼう巻、
きんぴら、三色串等

そうざい なし

（株）カルメン 文京区春日２－２５－１２ ビーフシチュー そう菜 無 有

（株）カルメン 文京区春日２－２５－１２ ビーフ赤ワイン煮 そう菜 無 有

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ ＣＯＯＰ肉餃子 そうざい 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ 餃子具包揚 そうざい 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ あなごきざみ揚 そうざい 無

（株）クマガイフーズ 大曲市上大町8－9 横手やきそば弁当 弁当 無

（株）クマガイフーズ 大曲市上大町8－9 焼きそば弁当 弁当 無

（株）栄食品 門真市東田町9-7 カレー そうざい類 無

（株）栄食品 門真市東田町9-7 ハヤシ そうざい類 無

（株）佐々商店 越谷市蒲生旭町３－４ あさりサラダ そうざい なし

（株）三幸 本巣郡真正町小柿５５２－８ 串カツ そうざい半製品 なし

（株）三幸 本巣郡真正町小柿５５２－８ ヒレカツ そうざい半製品 なし

（株）三幸 本巣郡真正町小柿５５２－８ ロースカツ そうざい半製品 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 牛すじ煮込み そうざい類 なし

（株）知久 浜松市桜台１ー２ー１ 牛レバーとにんにくの芽炒め そうざい 無

（株）知久 浜松市桜台１ー２ー１ サラダ（ローストビーフ入り） そうざい 無

（株）知久 浜松市桜台１ー２ー１ メンチカツ そうざい 無

(株）シベール 山形県山形市蔵王松ヶ丘2-1-3 ビーフシチュー そうざい なし

(株）シベール 山形県山形市蔵王松ヶ丘2-1-3 カレードーナツ 調理パン なし

(株)千隆 福岡市南区花畑三丁目４４－３ 弁当 惣菜類 無

（株）宝福 浜松市丸塚町１４３ー１ ハンバーグ、ビーフカレー そうざい 無

(株)タニグチ商店 名古屋市中区栄５－１６－１８ 玉子焼 そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ 炒り卵 そうざい類 なし
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(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ ウィンﾅｰエッグ そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ エッグポテト そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ カレーコロッケ そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ コロッケ そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ コンビサラダ そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ すき焼 そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ チャーシュー そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ チリドック そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ メンチカツ そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ メンチカツ そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ 野菜コロッケ そうざい類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ 野菜サラダ そうざい類 なし

(株）鳥太郎 山形県山形市南栄町1-1-48 牛どん そうざい

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 ハムサンド サンドイウッチ 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ ふかひれ餃子 そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ てんしん餃子 そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ フライパンで野菜春巻 そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ えび春巻 そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 八宝菜春巻 そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ たけのこたっぷりミニ春巻 そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ フレッシュたけのこ春巻 そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ ふわふわのカニしゅうまい そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ えびしゅうまい そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ かにしゅうまい そうざい 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 肉しゅうまい そうざい 無
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え

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ カニ包み巻 そうざい 無

（株）ハム工房おさだ 浜松市早出町１２０８ー１２ 牛角煮、ハンバーグ そうざい 無

(株)東生食品 名古屋市港区川間町２－３１ 餃子 そうざい類 なし

(株)東生食品 名古屋市港区川間町２－３１ 小籠包 そうざい類 なし

(株)東生食品 名古屋市港区川間町２－３１ シューマイ そうざい類 なし

（株）ベル 浜松市和田町９６１ー３ 黒毛カルビ焼肉、牛丼の具 そうざい 無

（株）ベル 浜松市和田町９６１ー３ シーフードＦＬ そうざい 無

（株）ベル 浜松市和田町９６１ー３ 炭焼き風ハンバーグ、ビーフカ
レー、       牛肉コロッケ

そうざい 無

（株）まん作や 甲府市徳行２－６－２０ 牛肉きんぴら 惣菜 なし

(株）ユニフーズ 蒲原町新田1-1-27 エビグラタン そうざい なし

(株）ユニフーズ 蒲原町新田1-1-27 コーンとべーこんグラタン そうざい なし

(株）ユニフーズ 蒲原町新田1-1-27 シーフードグラタン そうざい なし

(協)三条給食センター 三条市西大崎２－２０－１５ ハンバーグ 惣菜 なし

（農）三日月特産加工組合 佐用郡三日月町 そうざい なし

(有)アリス食品 名古屋市東区車道町一丁目１１番地 小籠包 そうざい類 なし

（有）アリランハウス 新潟県東頚城郡浦川原村横川６７０ ビビンバセット（２種） そうざい なし

（有）岩田食品 岐阜市西川手５丁目５８番地 牛しゃぶサラダ そうざい類 なし

（有）岩田食品 岐阜市西川手５丁目５８番地 金平しめじ そうざい類 なし

（有）岩田食品 岐阜市西川手５丁目５８番地 フレッシュＫＰ：海藻 そうざい類 なし

（有）岩田食品 岐阜市西川手５丁目５８番地 レストランサラダ そうざい類 なし

(有)岩月食品 名古屋市港区小賀須１－４０１ 玉子焼 そうざい類 なし

(有)川部食品(中華工房点心点) 早良区次郎丸３－２４－８ 包子、肉まん、餃子 惣菜類 無 　

（有）木村精肉店 北秋田郡鷹巣町松葉町６－５ 牛丼 弁当 無

（有）京阪ミート 門真市岸和田４１１－２１ メンチカツ そうざい類 無

（有）神戸惣菜館 八尾市太田新町６－２１０－２ 神戸きんぴら　他５種 そう菜類 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

(有)ダイマル 清水市西大曲6-40 牛タンコロッケ そうざい半製品 なし

(有)ダイマル 清水市西大曲6-40 黒豚コロッケ そうざい半製品 なし

(有)ダイマル 清水市西大曲6-40 ニューヨークサンド そうざい半製品 なし

(有)ダイマル 清水市西大曲6-40 ハムサラダフライ そうざい半製品 なし

(有)ダイマル 清水市西大曲6-40 飛騨牛コロッケ そうざい半製品 なし

(有)ダイマル 清水市西大曲6-40 飛騨牛メンチカツ そうざい半製品 なし

(有)ダイマル 清水市西大曲6-40 ロールキャベツ そうざい半製品 なし

（有）東海ミート 浜松市笠井上町６４１ー１ 牛肉コロッケ そうざい半製品 無

（有）東海ミート 浜松市笠井上町６４１ー１ メンチカツ、肉だんご そうざい半製品 無

(有)なるみ食品 名古屋市緑区鳴海町字平手１２９－２ 大粒甘辛からあげ 惣菜 なし

（有）肉の小林 山形県寒河江市大字島８８３ 牛肉そぼろ 惣菜 なし

（有）浜松玉栄 浜松市安間町７５１ 玉子焼 そうざい 無

（有）マツダ精工 新潟県上越市鴨島１－３－１５ そうざい（１４９種） そうざい なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付山のきのこ 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味いくち 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ じこぼう 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 木曽路 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 木曽川 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味なめこ 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付菜の花 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ ミックスきのこ 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付山うど 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味しめじ 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付こごみ 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付たらの芽 惣菜 なし
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え

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付みつば 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ ふきの花カット 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付結びわらび 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付ぜんまい 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味付ぼうず茸 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 業務用山菜B 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味わらび 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 味山菜 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ ふる里風味 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ じょうねん 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 野沢菜しそ風味 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 竹の子うま煮 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 梅しめじ 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 梅なめこ 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ きのこの華 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 木くらげ 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 山うどたまり 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 茎にんにく 惣菜 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ きのこづくし 惣菜 なし

（株）鵜舞屋 岐阜市桜木町１丁目１２番地 飛騨牛昆布巻 そうざい類 なし

（株）鵜舞屋 岐阜市桜木町１丁目１２番地 飛騨牛しぐれ そうざい類 なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 あじフライ そう菜 なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 ハムカツ そう菜 なし

（株）越後ハム 新発田市緑町２丁目９番１６号 焼き豚 そう菜 なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ マヨネーズ仕込みホタテ貝柱 そうざい なし
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そうざい類 s5.xls

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）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ 明太サラダ、ダイヤサラダ そうざい なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ ポートカリー（エビ）、ポートカ
リー（ホタテ）

そうざい なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ 数の子マリネ そうざい なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ 灯台つぶのみず貝津軽味 そうざい なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ 数の子松前、ねぶた音頭、津軽
味っこ漬け、津軽衆

そうざい なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ 数の子惣菜 そうざい なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ 津軽一夜漬け そうざい なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ 味っこ漬け そうざい なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｺｰﾝｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾋﾟﾘ辛春雨ｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｿｰｽ焼きそば 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 10品目のﾊﾞﾗﾝｽｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 四川風麻婆豆腐 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾎﾀﾃのＸＯ醤炒め 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｴﾋﾞ玉ﾋﾞｰﾌﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ えびﾁﾘｿｰｽ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｴﾋﾞとｲｶの炒め 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 鶏肉とｶｼｭｰﾅｯﾂ炒め 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 焼きそば 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 八宝菜 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 青椒肉糸 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾎﾟﾃﾄｸﾞﾗﾀﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｴﾋﾞｸﾞﾗﾀﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾏｶﾛﾆｸﾞﾗﾀﾝ 惣菜 なし
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そうざい類 s5.xls

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）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾁｷﾝﾄﾞﾘｱ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾅｽｸﾞﾗﾀﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｶﾆｸﾞﾗﾀﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾗｻﾞﾆｱ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 帆立風味のﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾁｷﾝ竜田揚げ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾁｬｰﾊﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 中華春雨ｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾌﾚｯｼｭﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾂﾅﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ＦＫﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 自家製ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞｷｯﾄ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾎﾟﾃﾄ＆ｴｯｸﾞｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 10品目のﾊﾞﾗﾝｽｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 満足麻婆豆腐 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 玉子ﾁﾘ＆ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 野菜たっぷりｴﾋﾞ玉ﾋﾞｰﾌﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾁｷﾝ竜田揚げ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｽﾊﾟｲｼｰﾁｷﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ｽﾊﾟｲｼｰﾎﾟﾃﾄ＆ﾁｷﾝ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾎﾟﾃﾄ＆ｴｯｸﾞｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

（株）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ ﾀﾙﾀﾙｻｰﾓﾝﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 惣菜 なし

8 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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）ｶﾞｽﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞﾘｻｰﾋﾞｽ 大田区仲池上１－２１－１１ 神戸のあじわいｺﾛｯｹ 惣菜 なし

（株）カネショク 今市市森友１５１３－２７ 刺身ゆば 惣菜 なし

(株)カンショク 十和田市大字三本木字野崎１ フライドチキン（サイ）Ｂタイプ そうざい なし

(株)カンショク 十和田市大字三本木字野崎１ クリスピーチキン そうざい なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 牛角煮（白煮） そう菜 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 とりくらげ そう菜 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 とりくらげ（市販品） そう菜 なし

（株）北日本ホーム食品 北蒲原郡紫雲寺町藤塚浜３５４４－2 仔牛肉シチューセット そう菜半製品 なし

（株）グゥー八戸営業部 八戸市大字湊町字大沢２８ 肉じゃが、カルビクッパ、グラタ
ン、シチュー

そうざい なし

（株）ぐしけん 北中城村屋宜原６７５ 調理パン用カレー 惣菜類 無

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ あらびき肉焼売　１８ｇ×１５個
１８ｇ×２４個

そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ エビＪシュウマイ３０ｇ×１２ そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ エビシュウマイ１６ｇ×１５個
１６ｇ×２４個

そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ カニシュウマイ１６ｇ×２４個 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ カレーまん そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ コープフーズ野菜餃子 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ タケノコとしいたけ焼売　１８ｇ
×２０

そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ チルド焼売 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ チルド餃子 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ ピザまん そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ ポークジャンボシュウマイ そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ ポークシュウマイ１６ｇ×２４個 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ ミニミニ肉まん そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ ミニ豚まん　３５ｇ×８ そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ ミニ肉まん　６０ｇ×６　ミニ中
華まんセット（ミニ肉）６０ｇ×

そうざい類 なし
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そうざい類 s5.xls

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）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 一口餃子 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 春巻　４５ｇ×４　４５ｇ×８ そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 蒸しエビ餃子 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 水餃子　３００ｇ　６００ｇ そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 徳用焼売 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 徳用餃子 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 豚まん そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 豚まんじゅう そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 肉まん　５０ｇ×８個 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 肉まん　９０ｇ×３個 そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 肉ワンタン そうざい類 なし

（株）コープフーズ 桶川市赤堀１－２－２ 冷凍餃子　１８ｇ×２４ そうざい類 なし

（株）小塚屋 豊山町豊場西之町８－１ そうざい豆腐 そうざい類 なし

(株)三協デリカ 東区箱崎ふ頭六丁目８番２８号 インスタントめんかやく類 惣菜類 無

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 あんきも酒蒸し 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 貝酒蒸し 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 菊のかおり 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 くらげきゅうり 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 越のマイタケ 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 鮭フレーク 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 生協　鮭フレーク 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 中華クラゲ　銀印 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 ふかひれ帆立 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 紅鮭 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 真いか一本うま煮 惣菜 なし

10 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 味噌仕立て鮭焼ほぐし 惣菜 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 山クラゲ中華味 惣菜 なし

（株）山水庵 高山市越後町1881-5 牛タンロール そうざい なし

(株)サンバラ 三潴郡三瀦町田川787-1 茶碗蒸し 惣菜類 無

（株）しのだグループ 岐阜市城東通１丁目１９番地 牛じゃが そうざい類 なし

（株）しのだグループ 岐阜市城東通１丁目１９番地 牛鍋うどん そうざい類 なし

（株）しのだグループ 岐阜市城東通１丁目１９番地 サイコロステーキ そうざい類 なし

（株）しのだグループ 岐阜市城東通１丁目１９番地 どて煮 そうざい類 なし

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ビーフカレー 惣菜 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 カレールー 惣菜 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ミートソース 惣菜 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 和風スパゲティーソース 惣菜 無

（株）真珠漬本舗 三重県度会郡二見町大字江２６９ 牛肉しぐれ そう菜 なし

（株）新橋玉木屋 千葉市美浜区新港222-5 牛そぼろ 佃煮 なし なし

（株）新橋玉木屋 千葉市美浜区新港222-5 牛肉生姜煮 佃煮 なし なし

（株）スターゼンミートグループ
三戸工場

三戸郡三戸町大字斗内字中堤９－９ 牛小腸スライス そうざい半製品 有 なし 回腸遠位
部

牛小腸 有 廃棄

（株）セトデリカ 瀬戸市南山口町６４０ 中華春さめサラダ、スパゲッティ
サラダ等

そうざい なし

（株）タートリアン 青森市卸町２ー１７ カレーパン 調理パン なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ あっさりちゃんこ鍋 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ こってりちゃんこ鍋 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 伊達だんご鍋 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 伊達鶏ミートボール そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 塩ちゃんこ鍋 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 韓国風豚肉キムチ鍋 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 牛チンジャオロース そうざい類（肉
類加工品）

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

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 牛肉すきやき鍋 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 五目ボール そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 直火焼ローストポーク そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 豚バラカルビXO醤焼肉 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 豚バラカルビキムチ焼肉 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 豚汁 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 豚肉ロース焼肉 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 味付けロース肉 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）ダイエーミート さいたま市桜田３－３－２ 野菜炒めのたれ醤油味 そうざい類（野
菜加工品）

なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ ローストビーフサラダ そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 牛すき焼き鍋 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 韓国風キムチ鍋 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 牛辛口カルビ鍋 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ こってりちゃんこ鍋 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ あっさりちゃんこ鍋 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 豚汁 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 牛筋煮込み鍋 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 鶏肉だんごなべ そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 合鴨ﾛｰｽねぎ塩焼き肉 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 和牛カルビねぎ塩焼き肉 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ タッカルビ そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ やわらか豚ﾛｰｽﾄﾝｶﾂ そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 自家製煮豚かたまり そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 自家製煮豚スライス そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ 自家製煮豚かたまり そうざい なし

12 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ すこやか育ち若鶏もも そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ てごねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾋﾟｰﾏﾝ そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ てごねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ豚ﾊﾞﾗ そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ てごねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ合挽 そうざい なし

（株）ダイエーミート 羽村市栄町３－２－３ てごねﾊﾝﾊﾞｰｸﾞチーズ そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 海老チリソース煮 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 市販　海老チリソース煮 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 海老チリ丼の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 麻婆茄子 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 麻婆茄子丼の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 ＲＣ麻婆茄子 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 麻婆豆腐 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 麻婆豆腐丼の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 四川肉焼売 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 ジャンボ肉焼売 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 Sポーク焼売 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 エビ焼売 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 カニ焼売 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 蝦餃（国産） そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華おせち　海老チリソース煮 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華おせち　筍と干し海老の煮物 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華おせち　豚肉の甘みそ煮 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華おせち　鶏のピリ辛炒め そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華おせち　えびとグリーンピー
スの炒め物

そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華おせち　しいたけ煮 そうざい なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華おせち　ホタテの香料煮 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 大根とクラゲの合え物 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 大根ｻﾗﾀﾞドレッシング そうざい なし

（株）高口又四郎商店 豊栄市内島見８０９番地 ひたし豆・お豆の王様 そう菜 なし

（株）タニフード 大阪府東大阪市永和２－２０－４４ カレーパン（カレー） 惣菜パン なし

(株)タマヤ　本社工場 岸和田市下松町965 調理パン（4種） サンドイッチ 無

（株）ティ・エス・コア 大田区大森西４-１４-１０ 甘口カレーソース 惣菜 なし

（株）デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 肉じゃが そうざい なし

（株）デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ マカロニサラダ そうざい なし

（株）デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ポテトサラダ そうざい なし

（株）デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ﾎｳﾚﾝ草ごまあえ そうざい なし

（株）デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 三陸ﾜｶﾒとﾀｺの酢の物 そうざい なし

（株）デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ビーフシチュー そうざい なし

（株）デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ジャーマングラタン そうざい なし

（株）デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ きのこグラタン そうざい なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ おろしハンバーグ そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ サラダ＋ドレッシング そうざい類（野
菜加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ チキンカツ煮 そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ トマトとルッコラのスパゲティ そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ ナポリタンスパゲティ そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ ハンバーグステーキ そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ ベビー帆立のドリア そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ ミートソーススパゲティ そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ ミニ五目あんかけ焼きそば そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 伊達鶏のクリーム煮 そうざい類（肉
類加工品）

なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 伊達鶏の照り焼きのこ添え そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 海老マカロニグラタン そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 玉子とアスパラのドリア そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 広島風お好み焼 そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 旬のきのこのスパゲティ そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 辛口ジャージャー麺 そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 大玉たこ焼 そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 豆腐ハンバーグ そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 豚生姜焼き そうざい類（肉
類加工品）

なし

（株）デリカシェフ上尾工場 上尾市原市３２４－１ 和風明太子スパゲティ そうざい類（穀
類加工品）

なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ ごぼうサラダ 惣菜 なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ ロングライフツナサラダ 惣菜 なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ ロングライフバジル＆トマト 惣菜 なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ ロングライフ中華あん 惣菜 なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ ロングライフ中華サラダ 惣菜 なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ ロングライフ徳用ごぼうサラダ 惣菜 なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ 海藻とみょうがのサラダ 惣菜 なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ 生野菜サラダ（カニ風味） 惣菜 なし

（株）デリカスノー　関東事業部 川越市今福１７５０－１ 生野菜サラダ（シーザーサラダ） 惣菜 なし

（株）トレビ 大田区石川町１-１６-１ ピザ（冷凍・冷蔵） 惣菜 なし

（株）ナカショク食肉加工部 新発田市小舟町３－６９３ キムチ鍋セット そう菜 なし

（株）肉好 北蒲原郡中条町東本町２２－１２ カルビ丼９０ｇ そう菜半製品 なし

（株）肉好 北蒲原郡中条町東本町２２－１２ 串カツ類 そう菜半製品 なし

（株）肉好 北蒲原郡中条町東本町２２－１２ メンチカツ類 そう菜半製品 なし

（株）にしがき 中郡大宮町字口大野８８ 総菜 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

（株）ひろめ会総本店 京都市左京区聖護院山王町8 ハンバーグ そうざい なし

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

氏名 住所 （食品の種類）
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 サケ幕の内弁当 惣菜（弁当）類 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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適切な防止措置の有無
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入部位
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販売中止 製品回収
原料切換
え

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

惣菜（弁当）類 無

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

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

惣菜（弁当）類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ コロッケ（牛肉，野菜，コーン） 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ おすすめ弁当 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ 宮崎名物　ｗ　弁当 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ スーパー幕の内 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ ねぎ塩カルビ弁当 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ よくばり弁当 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ ダブルハンバーグ弁当 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ 忍法帳　牛焼肉 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ 具だくさんミートスパゲティ 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ ビーフカツサンド 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ ライスバーガー（本格焼肉） 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ ボリュームメンチカツ 惣菜類 無
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え

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ チーズバーガー 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ ビーフバーガー 惣菜類 無

（株）フジデリカ鹿児島工場 鹿児島郡吉田町宮之浦７６０－１２ ビッグバーガー 惣菜類 無

(株)フジデリカ大分工場 大分市佐野4356 そうざい 惣菜 無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 稲荷寿司 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 江戸風いなり そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ サカエ用いなり寿司 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 鯖バッテラ寿司 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ サラダ巻（カニ風味） そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 新サラダ巻 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 伊達巻き寿司 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 並太巻 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 細巻き（シーチキン） そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ バラ寿司 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 穴子押寿司 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 鯖姿寿司（仕掛かり） そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 磯押寿司（仕掛かり） そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ サラダ巻芯 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 上巻芯 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 並巻芯 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 手巻きおにぎり（紀州梅） そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 直巻　梅しそ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 鶏そぼろおにぎり そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ きのこおこわ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ 松茸おこわ そうざい類（そ
うざい半製品）

無
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え

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ ハヤシdeオム そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）富士デリフーズ 茨木市横江２?７?５２ ミニ弁当（三色そぼろ） そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－２ ほくほくどびんむし松茸きのこ入
り、松茸のお吸い物、

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－２ 海老餃子、えびワンタン、チルド
エビワンタン１８個（ユーコー

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 肉包子 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 かにみそどうふ、うにどうふ 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 つつみ亭肉餃子 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 チルドとろみスープで食べる肉ワ
ンタン、チルド肉ワンタン、

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 手造り茶わんむし（海老、松茸） 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 大陸肉ぎょうざ、肉餃子（高
級）、にらにんにく餃子、しそ巻
き餃子、よりどり肉餃子、エー
コープぎょうざ、コープ野菜ぎょ
うざ（北陸コープ）、よりどりに
らにんにく餃子

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 グラタン（エビ、コーン、ベーコ
ン）、シェフの味（エビ、コー
ン、ベーコン＆ポテト、カニ風
味）グラタン、ミニグラタン（エ
ビ、コーン、カニ風味）、パスタ
バリエ（エビグラタンソース、
ミックスソース）のパスタ、プチ
グラタン（２P、４P）

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 麻婆豆腐の素（中辛、甘口）、カ
レー豆腐の素

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 とろみスープの（餃子、ワンタ
ン）

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 大陸ワンタン、大陸野菜ワンタン 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 ジャンボワンタン 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 あんかけ豆腐の素、きつね五目う
どんむし

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 玉子どうふ　80g×５ 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 （よりどり、点心楼）海老餃子 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 コープ　にんにくたっぷり餃子
（日生協）

惣菜 なし
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え

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 コープ　キャベツたっぷり餃子
（日生協）

惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 つつみ亭春巻 惣菜 なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 ひとくちスープ餃子 惣菜 なし

（株）太堀足尾工場 足尾町４４４７ ビーフエックスFW-11N、エルア
ジメート、調味ベースK-120、が
らスープ

惣菜・漬物 なし

（株）太堀今市工場 今市市塩野室町２０８１－１０１ ビーフエックスFW-11N、エルア
ジメート、調味ベースK-121、が
らスープ

惣菜・漬物 なし

（株）ブランジェ浅野屋白樺台店
（セントラルキッチン）

長野県軽井沢町長倉中山５９８－１１
０

かぼちゃのポタージュ 惣菜 なし

（株）ブランジェ浅野屋白樺台店
（セントラルキッチン）

長野県軽井沢町長倉中山５９８－１１
０

特選熟成メンチカツ 惣菜 なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ そうざい そうざい なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ 和風そうざい そうざい なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ 中華そうざい そうざい なし

（株）ホクガン 糸満市西崎町４丁目１１番地 洗いもずく（ｼｰｸｧｻｰ）、（酢醤
油）

惣菜類 無

（株）ホクガン 糸満市西崎町４丁目１１番地 牛汁 惣菜類 無

（株）ホクガン 糸満市西崎町４丁目１１番地 ｱｰｻたっぷりコロッケ 惣菜類 無

（株）ホクガン 糸満市西崎町４丁目１１番地 もずくたっぷりコロッケ 惣菜類 無

（株）北辰セントラルキッチン豊
栄

豊栄市下大谷内３７８－５２ ビーフシチュー そう菜 なし

（株）マイパレット 浜松市下江町６０５ 肉じゃが、焼肉 そうざい、弁当 無

(株)マルキョウ総菜センター 東区箱崎ふ頭六丁目１０番３６号 総菜類 惣菜類 無

（株）マルコ岩村 新発田市岡田１５９３－１３ 味付け牛バラ肉 そう菜 なし

（株）マルコ岩村 新発田市岡田１５９３－１３ 鹿児島黒毛和牛すき焼き丼の具 そう菜 なし

（株）マルコ岩村 新発田市岡田１５９３－１３ 牛角煮 そう菜 なし

（株）マルコ岩村 新発田市岡田１５９３－１３ 牛カルビ丼の具 そう菜 なし

（株）マルコ岩村 新発田市岡田１５９３－１３ 牛丼の具 そう菜 なし

（株）まるよし 松阪市鎌田町２３９－２ 三重県産松坂牛しぐれ煮 そうざい なし

(株)見方 北広島市大曲工業団地2丁目1-3 子牛と豆の煮込み そうざい類 なし
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(株)見方 北広島市大曲工業団地2丁目1-4 牛肉のカルパッチョ そうざい類 なし

(株)見方 北広島市大曲工業団地2丁目1-5 ビーフシチュー そうざい類 なし

（株）ミツトヨフーズ 栃木県那須郡馬頭町健武２３７５ ゆばどうふ そうざい なし

（株）ミツトヨフーズ 栃木県那須郡馬頭町健武２３７５ ゆば精進炊 そうざい なし

（株）ミツトヨフーズ 栃木県那須郡馬頭町健武２３７５ ゆばひじき そうざい なし

（株）美矢尾 西春町徳重字小崎３８－１ ハンバーグ、肉じゃが そうざい類 なし

（株）みやこ商店 豊栄市下大谷内１６７２－２１ 牛白モツボイル そう菜 なし

(株)みやこ商店 豊栄市下大谷内１６７２－２１ 牛レバー、牛ハツ焼肉用 そう菜 なし

（株）宮野食品工業所 新発田市中田町３－１２９７－１ 栗きんとん そう菜 なし

（株）宮野食品工業所 新発田市中田町３－１２９７－１ ツナごぼう そう菜 なし

（株）茂木ランチサービス 栃木県芳賀郡茂木町茂木６０３ ミートソース そうざい類（そ
うざい）

なし

（株）山本水産 三重県伊勢市上地町２６９１－５１ 牛スジの煮物 そう菜 なし

（株）ヤマヨ 八戸市江陽四丁目１０－２４ サラダ（マリンフレッシュ、越
前）

そうざい なし

（株）ヤムチャ・フーズ・サプラ
イ

戸田市新曽南３－１５－１２ 広東焼売 惣菜 なし 　

（株）ヤムチャ・フーズ・サプラ
イ

戸田市新曽３－１５－１２ 牛肉辛味炒め 総菜類 なし

（株）ヤムチャ・フーズ・サプラ
イ

戸田市新曽３－１５－１２ 中華風牛肉ステーキ 総菜類 なし

（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）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 大判芙蓉ハイ（たれつき） そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 おせち五目純巻き（肉そぼろ） そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 割烹茶碗蒸し そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 カレーオムレツ そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 薫製味付けたまご そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 けんちん汁 そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 サケｸﾘｰﾐｰﾁｰｽﾞｵﾑﾚﾂ そう菜 なし
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適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 茶碗蒸し（かに・エビ・松茸） そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 ちゃんと下ごしらえ・味付け大
根・味付け玉子

そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 日生協（厚焼き玉子） そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 ﾆｭｰｸﾘｰﾐｰﾁｰｽﾞｵﾑﾚﾂ そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里3610-157 ワンタン そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里３６１０－１５
７

ＣＯＯＰ厚焼き玉子 そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里３６１０－１５
７

ＣＯＯＰ玉子豆腐（１１０＊３
個、２００＊２個）

そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里３６１０－157 秋の大判焼き そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里３６１０－１５
７

五目巻 そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里３６１０－157 ベーコンオムレツ そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里３６１０－157 ベーコンロール そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里３６１０－157 ワンタン（スープ含む） そう菜 なし

（株）ワイエムフーズ 北蒲原郡京ヶ瀬村下里３６１０－157 カニ玉風玉子ロール（健養卵含
む）

そう菜 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾎﾟｹﾓﾝお弁当ｶﾚｰ・ｶｰﾄﾝﾋﾞｰﾌ甘
口・中辛

惣菜 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 爆転ｼｭｰﾄﾍﾞｲﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾚｰ・ﾋﾞｰﾌ 惣菜 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾎﾟｹﾓﾝお弁当鳥そぼろｶﾚｰ甘口・
ｶｰﾄﾝ

惣菜 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾎﾟｹﾓﾝｶﾚｰｿｰｾｰｼﾞ・ｺｰﾝ入り 惣菜 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾎﾟｹﾓﾝｶﾚｰﾋﾞｰﾌ・ｺｰﾝ入り 惣菜 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ドラえもんｶﾚｰﾋﾞｰﾌあまくち 惣菜 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ それいけ！ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶﾚｰﾋﾞｰﾌあま
くち

惣菜 なし

（株）鎌倉ハム 海部郡甚目寺町中萱津紺屋田30 牛肉しぐれ、懐石しぐれ、鶏しぐ
れ

そうざい なし

（株）甘や 大田区羽田４-４-４ 肉みそ 惣菜 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 自慢の味　おでん 惣菜類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 食卓逸品　おでん 惣菜類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 食卓逸品　もつ煮 惣菜類 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

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 濃厚みそ仕立て　もつ煮 惣菜類 なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ さつまいもそぼろ煮 惣菜 なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ 金平ごぼう牛肉入り 惣菜 なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ 毎日のおかず里芋 惣菜 なし

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

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

（株）京くらま林 京都市左京区鞍馬本町338 佃煮類 そうざい類 なし

（株）金子商店 青梅市東青梅４－１３－１１ もろみわさび そうざい なし

（株）金子商店 青梅市東青梅４－１３－１１ のりわさび そうざい なし

（株）金子商店 青梅市東青梅４－１３－１１ うにくらげ そうざい なし

（株）金子商店 青梅市東青梅４－１３－１１ うに数の子 そうざい なし

(株)古賀土蔵商店 久留米市梅満町1638-9 博多懐石胡麻豆腐 惣菜類 無

（株）江崎商店 住吉町５－１４ビル 弁当・惣菜 惣菜類 無

（株）三星 八戸市大字大久保字下長根１７－２５ 潮焼帆立、浜焼き帆立、煮帆立、
フジサプライカニミソ身無し身入
り、カニミソ身無し、カニミソ身
入り、焼きいかマヨネーズ、焼き
ホタテマヨネーズ、焼きいかりん
ごマヨネーズ、つぶ貝キムチ、つ
ぶっこキムチ、浜焼きタラバ、南
蛮漬（鮭、カニブロッコリー）、
ソフトニシン、

そうざい なし

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ たこ焼（オタフクソース） 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ 牛網焼き丼セット 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ カルビー丼セット韓国風 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ カルビ丼 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ たこ焼 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ かつおめし 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ほたて御飯 惣菜類 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

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）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ うな重の素 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ KO松茸ごはんセット 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ 音戸のかきめし 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ヤヨイかにコロッケ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ KO中華メンチ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ヤヨイじゅんわりメンチ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ カトキチ南蛮用たれ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ CGC牛肉コロッケ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ CGC肉じゃがコロッケ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ CGCビーフコロッケ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ニチレイ特選デリカコロッケ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ サクサクコロッケ（牛肉） 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ サクサクコロッケ（カレー） 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ニチレイさっくりミニメンチカツ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ニチレイビーフカレー 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ニチレイアメリカンドッグ 惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ニチレイ鶏と野菜の豆腐ハンバー
グ

惣菜類 無

（株）山形屋ストア 鹿児島市卸本町５－４ ニチレイパリパリ春巻 惣菜類 無

（株）山城屋 西多摩郡奥多摩町氷川７１７－３ もろみわさび そうざい なし

（株）山川食品 鹿児島市下田町８１８ キムチ漬 惣菜（漬物） 無

（株）昌栄フーズ 青梅市今寺５－１８－６ 花咲サラダ そうざい なし

（株）昌栄フーズ 青梅市今寺５－１８－６ 数の子松前漬 そうざい なし

(株)湘南フレッシュデリカ 横須賀市長瀬2-1-3 おろしハンバーグ （惣菜） なし

（株）城南フード鹿児島営業所 鹿児島市宇宿２丁目１８－２０ 五目釜めし 惣菜類 無

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 酢豚 そうざい 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

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 RC酢豚 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 HMフカヒレスープ そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 カニ入りフカヒレスープ そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 四川風フカヒレスープ そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 濃縮フカヒレスープ４倍 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 フカヒレ丼の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 牛肉とピーマン炒め そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華宴席　青椒牛肉絲 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 厚揚げうま煮丼の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 担々麺のそぼろ そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 コーンスープ そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 スープ炒飯のスープ そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 NB中華丼の具（塩） そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 海老中華丼の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華丼の具（しょうゆ） そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 生協用　中華丼の具（しょうゆ） そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 RC中華丼の具（ポーク） そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中華丼の具（四川山椒醤油味） そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 ニラ餃子 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 まぐろ餃子 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 四川焼餃子 そうざい なし
(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 海老餃子 そうざい なし
(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 手作りジャンボ餃子 そうざい なし
(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 HM水餃子 そうざい なし
(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 西安餃子 そうざい なし
(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 FC餃子 そうざい なし
(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 GL餃子 そうざい なし
(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 肉餃子 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 茄子カレー そうざい なし
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え

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 茄子カレー丼の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 牛肉あんかけ丼の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 ビーフン炒め そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 牛肉のカキソース炒め そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 厚揚げオイスターソス煮 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 鶏のカオジャンソース煮 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 三鮮小皿料理 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 HMオードブル紅鮭 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 P春巻の具 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 四川春巻 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 太平四川春巻 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 太平五目春巻 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 大和市学級用　春巻 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 肉春巻 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 春巻B そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 HM春巻 そうざい なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 広東焼売 そうざい なし

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 生なんだフレッシュ 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 生なんだ柿ぬか 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 こだわりかつお沢庵 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 いきな大ちゃん 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 うまかたくあん（かつお味） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 かつおたくあん（二本入） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 刻みかつおたくあん 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 こだわり沢庵 惣菜（漬物） 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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入部位

原因原料
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販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 いきな大ちゃん 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ハイどうぞかつお味 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ハイどうぞしそ味 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ハイどうぞぬか 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 やぐら干し（しそ味） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 やぐら干しホワイト 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 鹿児島たくあん（かつお味） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 うまかたくあん（かつお味） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 うまかたくあん（こんぶ味） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 うまかたくあん（ぬか味） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 刻みかつおたくあん 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ホワイト兵六漬 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 本干したくあん 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 兵六漬 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 南の風Ｌ 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 兵六漬（全糖） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 樽兵六漬 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 Ｌ兵六漬（しそ） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 さつまの香り 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ぜいたくあん 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 Ｌ兵六漬ぬか 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ｃｏｏｐ本干したくあん（しそ
味）

惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 寒干し自慢 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ヤマナカ兵六漬 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ｃｏｏｐ本干したくあん 惣菜（漬物） 無
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（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 やぐら干し（しそ味・かつお味） 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 ミニ兵六漬 惣菜（漬物） 無

（株）中園久太郎商店 鹿児島市南栄２丁目１０番 本干し一丁漬 惣菜（漬物） 無

（株）天竜畜産公社 飯田市松尾新井６３２０－１ 牛佃煮 そうざい なし

（株）唐人ベーカリー 福岡市南区花畑一丁目１１－１ 焼調理パン 惣菜類 無

（株）那覇ミート 浦添市西洲２－９－６ ロースカツ(ｽﾃｰｷ、ﾊﾞﾀｰ、磯辺) 惣菜半製品 無

（株）那覇ミート 浦添市西洲２－９－６ 豚汁 惣菜半製品 無

（株）那覇ミート 浦添市西洲２－９－６ 牛スキヤキ鍋 惣菜半製品 無

（株）那覇ミート 浦添市西洲２－９－６ 韓国風キムチ鍋 惣菜半製品 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 ＮＳスパイシーラグー そうざい類 なし

（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 ＮＳハヤシライス そうざい類 なし

（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 ＮＳハンバーグ１３０９ そうざい類 なし

（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 ＮＳ牛しぐれ煮 そうざい類 なし

（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 ＮＳ牛丼１人前 そうざい類 なし

（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 ＮＳ牛丼５人前 そうざい類 なし

（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 ＮＳ弁当用牛肉 そうざい類 なし

（株）木戸食品 東津軽郡蟹田町大字蟹田字下蟹田２
９ー１

茶碗むし そうざい なし

（株）木戸食品 東津軽郡蟹田町大字蟹田字下蟹田２
９ー２

なま中華そば そうざい なし

（株）木戸食品 東津軽郡蟹田町大字蟹田字下蟹田２
９ー１

えび玉、ファミリーパック そうざい なし

（株）木戸食品 東津軽郡蟹田町大字蟹田字下蟹田２
９ー１

玉子とうふ そうざい なし

（株）木戸食品 東津軽郡蟹田町大字蟹田字下蟹田２
９ー１

昆布巻き そうざい なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ 松茸しぐれ そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ なめ茸 そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ 七菜ごはん そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ 舞茸ごはん そうざい類 なし
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え

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ 味しめじ そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ 京風ちらし そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ 純京風ちらし（甘口） そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ トラマキ茸茶漬 そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ ビリ辛鳥そぼろなめ茸 そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ 七菜茶禅 そうざい類 なし

（株）木村九商店 京都市右京区山ノ内西裏町８ 苳山椒 そうざい類 なし

（資）泉肉店 迫町佐沼字的場１２－３ 牛丼の具 そうざい なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ グラタン 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ 牛のクリーム煮 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）伊勢山田クリーンパック 三重県伊勢市西豊浜町出雲１４１ ｷｬﾍﾞﾂﾐﾝﾁｶﾂ中間製品 そう菜中間製品 なし

（有）伊勢山田クリーンパック 三重県伊勢市西豊浜町出雲１４１ スコッチエッグ中間製品 そう菜中間製品 なし

（有）磯笛食品 三重県伊勢市黒瀬町鷺太１４１１ アサリの佃煮 惣菜 なし

（有）磯笛食品 三重県伊勢市黒瀬町鷺太１４１１ 海苔の佃煮 惣菜 なし

（有）磯笛食品 三重県伊勢市黒瀬町鷺太１４１１ ハマグリの佃煮 惣菜 なし

（有）磯笛食品 三重県伊勢市黒瀬町鷺田１４１１ 松阪肉入り牛コロッケ そう菜 なし

（有）エイワンフーズ 坂戸市塚越395-2 チーズ半片フライ 惣菜類 なし

（有）勝原産業 三重県伊勢市通町東新田４４８－１ カレー 惣菜 なし

（有）勝原産業 三重県伊勢市通町東新田４４８－１ 八宝菜 そう菜 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ダイエットリンクロールキャベツ そうざい なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ダイエットリンクビーフオムレツ そうざい なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ダイエットリンク八宝菜 そうざい なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ダイエットリンク豆腐ハンバーグ そうざい なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ダイエットリンクカントリーポト
フ

そうざい なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 野菜たっぷりヘルシーチャイニー
ズ

そうざい なし
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え

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ お野菜ころころカントリーポトフ そうざい なし

(有)杉山商店 石巻市千石町２－１３ ハンバーグ そうざい なし 該当なし

(有)デボン神戸屋 東区原田一丁目１９番３７号 牛肉惣菜半製品類 惣菜類 無

（有）東洋フーズサービス 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分１３
７６－１

牛バラ煮込 惣菜 なし

（有）東洋フーズサービス 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分１３
７６－１

しぐれ煮 惣菜 なし

（有）ふじきよ 国分市中央4-28-1 惣菜（ハンバーグ） 惣菜類 無

(有)べこっこ 黒川郡大和町宮床字大椚４７－２ 牛肉佃煮 そうざい なし 該当なし

（有）松浦食品 森吉町小又字平里63 お肉の串揚げセット そうざい 無

（有）松浦食品 森吉町小又字平里63 梅八幡巻 そうざい 無

（有）松浦食品 森吉町小又字平里63 鶏の唐揚（ミニ） そうざい 無

（有）マツヤ物産 岡垣町野間２７４－２ キムチコロッケ 惣菜類 無

（有）マツヤ物産 岡垣町野間２７４－２ キムチギョウザ 惣菜類 無

（有）マルヨシ食品 西枇杷町地領１－８－１６ サラダ、ピリピリこんにゃく、ピ
リピリいいだこ

そうざい類 なし

(有)水上食品 師勝町井瀬木字高畑２４－２ すき焼き そうざい類 なし

（有）みやけ食品八戸工場 八戸市是川字向古戸２－２ えびビチリオムレツ そうざい なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ 卯の花 惣菜 なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ きざみ昆布の煮物 惣菜 なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ きんぴら牛蒡 惣菜 なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ 高野豆腐の煮物 惣菜 なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ 筑前煮 惣菜 なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ ひじきの煮物 惣菜 なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ コロッケ そう菜中間製品 なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ ミンチカツ そう菜中間製品 なし

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家(ﾋﾞｰﾌ･野菜)ｶﾚｰ生協用 惣菜 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家(ﾋﾞｰﾌ･野菜)ｶﾚｰｽｰﾊﾟｰ用 惣菜 無
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(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家(ﾋﾞｰﾌ･ﾁｷﾝ・野菜)ｶﾚｰ生協
用

惣菜 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家(ﾋﾞｰﾌ･ﾁｷﾝ・野菜)ｶﾚｰｽｰ
ﾊ ﾟ ｰ 用

惣菜 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家(ﾋﾞｰﾌ･ﾁｷﾝ・野菜)ｶﾚｰｽｰ
ﾊ ﾟ ｰ 用

惣菜 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家(ﾋﾞｰﾌ･ﾁｷﾝ・野菜)ｶﾚｰ生協
用

惣菜 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家　ハヤシ　ｽｰﾊﾟｰ用 惣菜 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家　ハヤシ　生協用 惣菜 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家　ハヤシ　ｽｰﾊﾟｰ用 惣菜 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家　ハヤシ　生協用 惣菜 無

（有）ワタセ食鳥 姶良郡牧園町宿窪田124 惣菜 惣菜類 無

（有）ワタセ食鳥 姶良郡牧園町宿窪田124 惣菜 惣菜類 無

（有）伊藤食品 日田市神来町４５４－２ 高菜油炒め 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

（有）伊藤食品 日田市神来町４５４－２ からし高菜 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

(有）渦潮ベーカリー 大阪府東大阪市稲田本町３－５－２ カレーパン（カレー） 惣菜パン なし

（有）花田亭 大分県大分郡湯布院町川上２７１１－
４

牛肉甘露煮 総菜 無 なし 該当なし 該当なし

（有）花田亭 大分県大分郡湯布院町川上２７１１－
４

牛肉そぼろ 総菜 無 なし 該当なし 該当なし

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 いぶし沢庵 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 たまりてっぽう 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 つぼ漬 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 ﾊﾟﾘﾊﾟﾘ沢庵 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 特級ｽﾗｲｽ沢庵 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 ちょい干し沢庵 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 ｽﾗｲｽ沢庵 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 からっ風沢庵 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 ｶｯﾄ沢庵 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 あきた小町 惣菜（漬物） 無
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（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 ジャンボ一本 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 桜島一本 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 指宿一本 惣菜（漬物） 無

（有）輝北食品 曽於郡輝北町諏訪原3999-7 からっ風赤ぬか 惣菜（漬物） 無

（有）森食品工業 姶良郡隼人町真孝1265 漬物 惣菜（漬物） 無

(有)杉山商店 石巻市千石町２－１３ ハンバーグ そうざい なし 該当なし

（有）川上食品開発 龍野市誉田町 コラーゲン なし

（有）池田製麺 金沢市福増町北８５９－２ 春巻きの皮 そうざい類原料 なし

（有）中村漬物 国分市広瀬1-10-7 漬物 惣菜（漬物） 無

（有）浜口商店 名取市閖上4-14-7 そうざい そうざい なし 該当なし

（有）浜口商店 名取市閖上字鶴塚74-2 そうざい そうざい なし 該当なし

（有）浜漬物店 宮之城町船木4649-9 一本漬沢庵漬 惣菜（漬物） 無

（有）浜漬物店 宮之城町船木4649-9 ﾋﾟﾘ辛ごまたかな漬 惣菜（漬物） 無

（有）浜漬物店 宮之城町船木4649-9 松前割干漬 惣菜（漬物） 無

（有）浜漬物店 宮之城町船木4649-9 割干漬 惣菜（漬物） 無

（有）浜漬物店 宮之城町船木4649-9 はりはり漬 惣菜（漬物） 無

（有）富士食品 姶良郡隼人町住吉145-2 惣菜（牛たん） 惣菜類 無

（有）富士食品 姶良郡隼人町住吉145-2 惣菜（ローストビーフ） 惣菜類 無

（有）豊琳 大東市赤井１－１５－２７ 牛肉コロッケ そうざい 無

（有）豊琳 大東市赤井１－１５－２７ 牛肉じゃがコロッケ（生）７５g そうざい 無

（有）門馬うなぎ店 亘理町荒浜字篠子橋80-3 そうざい そうざい なし 該当なし

（有）和泉屋 長崎県佐世保市指方町１ 冷凍ちゃんぽん皿うどん具材 惣菜 無

一品香食品㈱ 糟屋郡久山町大字久原3776-14 ぎょうざ 惣菜類 無

一品香食品㈱ 糟屋郡久山町大字久原3776-14 しゅうまい 惣菜類 無

一品香食品㈱ 糟屋郡久山町大字久原3776-14 春巻き 惣菜類 無
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一品香食品㈱ 糟屋郡久山町大字久原3776-14 ミートボール 惣菜類 無

一品香食品㈱ 糟屋郡久山町大字久原3776-14 その他（小籠包、鹿の子揚げ） 惣菜類 無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 牛脂 無

ＨＲＴニューオータニ株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 ビーフシチュー そうざい類 無 ― ― ― ― ― ―

ＨＲＴニューオータニ株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 ビーフカレー そうざい類 無 ― ― ― ― ― ―

ＨＲＴニューオータニ株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 ラザニア そうざい類 無 ― ― ― ― ― ―

ＨＲＴニューオータニ株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 ハンバーグステーキ そうざい類 無 ― ― ― ― ― ―

ＨＲＴニューオータニ株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 牛コロッケ そうざい類 無 ― ― ― ― ― ―

ＨＲＴニューオータニ株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 ハツシュドビーフ そうざい類 無 ― ― ― ― ― ―

ＨＲＴニューオータニ株式会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 タンシチュー そうざい類 無 ― ― ― ― ― ―

ＪＡ全農　近畿畜産センター 摂津市鳥飼西3-14-1 ビーフカツ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

ＪＡやすぎ米飯加工センター 島根県能義郡伯太町大字東母里１１８
３－１

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

MASUYAのキッチン工房 多可郡黒田庄 コロッケ 半製品 なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾄﾞ味付けｻﾞｰｻｲ そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾄﾞ味付けｻﾞｰｻｲP そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾄﾞ味付けﾒﾝﾏ そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾄﾞ味付けﾒﾝﾏP そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ COきんぴら風ごぼう飯の素230g そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ CO味付高菜130ｇ そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ C0ザーサイN100ｇ そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ COメンマN100g そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ ﾒﾝﾏ そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 葉唐辛子（佃煮）袋詰 そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 八目味貝 そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 味付けﾒﾝﾏ そうざい なし
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アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 味付メンマ（特選） そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 高菜・きんぴら風飯の素 そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ もやしナムル そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 大根ナムル そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 味付ザーサイ そうざい なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 高菜ピラフの素 そうざい なし

アイケイ食品（株） 川口市東領家２－３４－８ 笹おこわ飛騨牛 そうざい類 なし

アイケイ食品（株） 川口市東領家２－３４－８ 肉じゃがの素 そうざい類 なし

相沢勝男 名取市閖上2-10-42 そうざい そうざい なし 該当なし

相沢てる子 名取市閖上2-10-17 そうざい そうざい なし 該当なし

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 木くらげそぼろ そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 牛すじボイル そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 牛タンやわらか煮 そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 牛肉しぐれ そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 牛肉そぼろ そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 牛やわらか煮 そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 昆布しぐれ そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 さいころステーキ煮 そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 椎茸しぐれ そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ハッシュドビーフカレー そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ビーフシチュー そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 松茸しぐれ そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ロールキャベツ そうざい 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 カレーソース そうざい半製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 牛シャブカツ そうざい半製品 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 ビーフカツ そうざい半製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 ミートコロッケ そうざい半製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 和牛ミンチカツ（コーン） そうざい半製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 和牛ミンチカツ（タン） そうざい半製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 和牛ミンチカツ（チーズ） そうざい半製品 無し

愛知畜産加工協同組合 豊田市聖心町４丁目５番地 和牛ミンチカツ（プレーン） そうざい半製品 無し

愛知物産（株） 新川町阿原字池之表８１ ポットパイ そうざい類 なし

あいら農協 姶良郡吉松町川西935-1 惣菜（牛みそ） 惣菜類 無

青木食品工業㈲ いわき市平下高久字下原８５ おでん そうざい なし 　

赤間伸夫 名取市閖上4-14-7 そうざい そうざい なし 該当なし

あきた北央農協 北秋田郡森吉町米内沢字出向５９ 牛のレバー揚げ そうざい 無

あきた北央農協 北秋田郡森吉町米内沢字出向５９ 牛丼 弁当 無

あけぼの食品株式会社 青森市大字新城字山田１９２ー１ 燻製等 そうざい なし

朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 富士宮市井猪之頭２９７１ カレーソース そうざい なし － － － － －

アサヒ物産㈱ 日置郡郡山町西俣1126-2 肉巻き 惣菜類 無

麻罐詰㈱ 香川県三豊郡高瀬町上麻3775 しいたけ煮１ｋｇ 惣菜類 無

味処フォーシーズン 大町市大町３０９１－１ そうざい そうざい なし

味の浜藤株式会社 東京都中央区月島３－２６－１ 煮こごり そう菜 無

味の浜藤株式会社 東京都中央区月島３－２６－１ 煮魚、煮もの そう菜 無

味の浜藤株式会社 東京都中央区月島３－２６－１ ひじきバーグ そう菜 無

味の浜藤株式会社 東京都中央区月島３－２６－１ おからバーグ そう菜 無

味の浜藤株式会社 東京都中央区月島３－２６－１ 照り焼き そう菜 無

味の素冷凍食品（株）中部工場 岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原日吉1766-1 海鮮スープ餃子 惣菜 なし

味の素冷凍食品（株）中部工場 岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原日吉1766-1 かに焼売 惣菜 なし

味の素冷凍食品（株）中部工場 岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原日吉1766-1 点心焼売（１２個入り） 惣菜 なし
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味の素冷凍食品（株）中部工場 岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原日吉1766-1 点心焼売（１８個入り） 惣菜 なし

味の素冷凍食品（株）中部工場 岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原日吉1766-1 肉餃子 惣菜 なし

芦屋軒（株） 芦屋市西山町 牛肉佃煮 そうざい なし

東　真二 兵庫県西宮市山口町下山口1-8-22 すじこん（牛すじ） そうざい 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

シエフのこだわりコロッケ（牛
肉）

総菜 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

牛すじとごぼう煮 総菜 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

牛すじ煮 総菜 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

男爵コロッケ（ミート） 総菜 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

肉じゃが 総菜 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ ＡＬＢチルドコロッケ（松坂牛） そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ ＡＬＢチルドコロッヶ（ミート） そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ ＡＬＢチルドコロッケ（カレー） そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ ＡＬＢ　Ｃコロッケ（肉じゃが） そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ ＡＬＢチルドコロッケ（肉じゃ
が）

そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ メンチカツ丼セット そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ ピーマンの肉詰めカツ そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ 生メンチカツ そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ コンビネーションサラダ（サウザ
ン）

惣菜 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ コーンクリームスープ　Ｂ１５ 惣菜 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ もちもち春雨の中華風スープ　Ｂ
１５

惣菜 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ ALコロッケベース（ミート） そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ チルドスコッチエッグＳ そうざい半製品 なし

アルブスター株式会社 猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ チルドスコッチエッグ白 そうざい半製品 なし

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 若鶏の唐揚げ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 本格マーボー茄子 惣菜 無
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アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 旬のきのこスパゲティ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 ツナ＆コーンサラダカップ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 コンビポテトサラダ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 三陸産わかめの海藻サラダ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 海老マカロニグラタン 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 中華春雨サラダ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 竹輪の磯辺揚げ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 大むたこ焼き 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 豚生姜焼き 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 おろしハンバーグ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 チーズハンバーグセット 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 和風海鮮サラダ 惣菜 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 お肉たっぷり酢豚 惣菜 無

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ ＶＰミニえび春巻 そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ 海老・豚・にら饅頭バラ そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ 五目春巻 そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ 中華春巻 そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ つくね串焦げ目なし そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ つくね串タレなし そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ つくね串巾着 そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ 鉄鍋焼売 そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ 肉春巻 そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ 肉巻 そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ にらまんじゅう そうざい なし

アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ にら饅頭　８個 そうざい なし
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アンゼンフーズ株式会社 沼津市足高２９２－３３ プチキーマカレー春巻 そうざい なし

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ Gギョウザ そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 上湯水餃子（スープ餃子） そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ お弁当ソース焼そば そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ お弁当焼ビーフン そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 五目焼売 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 焼売 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ たまご春巻 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 中華ちまきおこわ そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 鉄鍋餃子 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 鉄鍋焼売 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 肉巻 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 肉まん そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ にらまんじゅう そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 春巻 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 一口餃子 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ ホットウォーカー そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ ホットウォーカー（ピリ辛牛カル
ビー）

そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 焼き旨ビーフン そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 野菜餃子 そう菜 無

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 焼そば そう菜 無

井口貞子 静岡県伊東市吉田８２３ コロッケ そうざい類 無

石井乙吉（山屋ベーカリー） 留萌市幸町２丁目５－１０ 牛カルビーパン 調理パン なし

石井乙吉（山屋ベーカリー） 留萌市幸町２丁目５－１０ ビーフカレードーナツ 調理パン なし

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ 薬膳 そうざい 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 炊き込みご飯の具　　松茸 惣菜類 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ 炊き込みご飯の具　　五目 惣菜類 無

石川食品（株） 桃生郡矢本町赤井字新川前5-3 肉じゃが そうざい なし 該当なし

石黒　義治 蒲郡市竹谷町新井６３ どて煮 そうざい なし

石黒　義治 蒲郡市竹谷町新井６３ 手造り生コロッケ 惣菜半製品 なし

石田缶詰株式会社 焼津市大住１１７６ おふくろの味　おでん(創健社） 惣菜 無

石田缶詰株式会社 焼津市大住１１７６ カレーソース 惣菜 無

石田缶詰株式会社 焼津市大住１１７６ デミグラソース 惣菜 無

石田缶詰株式会社 焼津市大住１１７６ 煮込みおでん（創健社） 惣菜 無

石田缶詰株式会社 焼津市大住１１７６ ビーフカレー 惣菜 無

石田缶詰株式会社 焼津市大住１１７６ ビーフシチュー 惣菜 無

石田缶詰株式会社 焼津市大住１１７６ ボルシチ 惣菜 無

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ お豆とひじきのサラダ そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ ゴボウサラダキット そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ 小松菜と金平ごぼう そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ コンビネーションサラダ（カニ風
味サラダ）

そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ コンビネーションサラダ（ゴボウ
サラダ）

そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ コンビネーションサラダ（玉子サ
ラダ）

そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ コンビネーションサラダ（ポテト
サラダ）

そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ 彩りごぼうサラダ そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ スパゲティサラダキット そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ 大根とホタテのサラダ そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ チキン中華サラダ そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ 菜の花入り蓮根金平 そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ ひじきサラダ そうざい なし
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石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ 細切りキンピラ そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ マカロニサラダキット そうざい なし

石田フード株式会社 沼津市岡宮字虎杖原１２７４－１ ヨーグルトフルーツサラダ そうざい なし

石田フード株式会社 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科９５８ おでん そうざい なし

石田フード株式会社 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科９５８ さつま揚げとコンニャク煮 そうざい なし

石田フード株式会社 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科９５８ 旬の吹きよせ煮 そうざい なし

石田フード株式会社 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科９５８ ピリ辛こんにゃく そうざい なし

石田フード株式会社 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科９５８ 柔らかイカと大根煮 そうざい なし

イシメン株式会社 奈良県生駒郡安堵町笠目426 味付油揚げ そうざい半製品 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ もつ煮込み 惣菜 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 手羽先と大根のピリ辛煮 惣菜 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉じゃが 惣菜 なし

泉食品株式会社 栃木県真岡市西田井２２－２ キムチもやし（３５０ｇ、１ｋ
ｇ）

そうざい類（そ
うざい）

なし

泉食品株式会社 栃木県真岡市西田井２２－２ 味付もやし（３８０ｇ、１ｋｇ） そうざい類（そ
うざい）

なし

泉万醸造㈱ 知多郡武豊町字里中７８ しぐれ煮、もつ味噌煮込み、カ
レー等

そうざい なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ＢＩＧサンド（白身フライ&コ
ロッケ）

調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ソフトＨＯＴサンド（たこ焼きそ
ば）

調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 コロッケ卵ロール 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 クラブＨＯＴサンド 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ソフトホットサンド（チーズハン
バーグ）

調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 焼きそばロール 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 Ｃａたっぷりチーズバーガー 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ツナマヨネーズ 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ザンギロール 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ＢＩＧサンド（バラエティ） 調理パン なし
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イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ゆで卵ミックス 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ポテトハムロール 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 手作りナンＤＥピザ 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ロースハム&エッグサンド 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ソフトＨＯＴサンド 調理パン なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 中華定食弁当（マーボー豆腐） 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 さけ弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 白身フライ海苔弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 鶏唐海苔弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 サンマ竜田揚げ弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 白身フライ弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 豚生姜焼き弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 栗ご飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 焼きたらこ 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 明太子 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 紀州梅 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 おにぎりバスケット 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 鶏五目 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 豆ひじきご飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 洋風弁当（カーリックライス） 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ハヤシライス 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 チャーシューチャーハン 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 細巻き寿司弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 三色鶏飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 大盛り焼きそば 弁当 なし
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イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ボリュームとんかつ&鶏照焼弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 助六寿司 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 いなり寿司 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 バター醤油 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 白身フライ海苔弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 秋鮭フライ海苔弁当 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ミニ寿司サラダ巻 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 うにご飯 弁当 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 三色鳥飯 弁当 なし

イズヤパン㈱ 北海道帯広市西２３条北１－２－３ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

イズヤパン㈱ 北海道帯広市西２３条北１－２－３ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

磯部食品　代表者　磯部昌志 庵原郡蒲原町中浜道外３７－１ 新味付挽肉 そうざい なし

磯部食品　代表者　磯部昌志 庵原郡蒲原町中浜道外３７－１ スティックハンバーグ そうざい なし

一正蒲鉾㈱北海道工場 小樽市銭函３－３１４－８ 卵とうふ、もち入り巾着 そうざい 無

イチビキ株式会社 高横須賀町鳥帽子５５－6 牛カルビビンバ そうざい なし

イチマル産業株式会社 東臼杵郡門川町大字門川尾末8499 77さばの合わせ味噌煮(M､L) 惣菜 無

一心屋食品株式会社 香取郡山田町府馬２８３３－２ DYがんもどき味付実演 そうざい 無

伊藤ハム株式会社船橋工場 船橋市高瀬町２４番地２８ 牛角煮　他２１品目 そうざい類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 業務用味付カットビーフ１ｋｇ 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ｹｲｼﾞｬﾝﾁｷﾝ丸鶏 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ こんがり焼一口ﾎﾟｰｸﾋﾟﾛｰ 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ てり焼ﾁｷﾝｽﾃｰｷ 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 業務用てり焼ﾁｷﾝｽﾗｲｽ 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 牛とじ丼の具 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 牛煮込み 惣菜類 無
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伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ 味付牛肉 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ハーブ鶏ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄﾋﾟﾛｰ 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ４℃ハーブ鶏ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄﾋﾟﾛｰ 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ くらしﾓｱハーブ鶏ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ 惣菜類 無

伊藤ハム㈱ 三養基郡基山町長野９７０－１ ＦＣ・ＣＧＣ用ハーブ鶏ﾁｷﾝﾅｹﾞｯ
ﾄ

惣菜類 無

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 牛とじ丼の具 そうざい（煮
物）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 牛煮込み そうざい（煮
物）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 味付牛肉 そうざい（煮
物）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 業務用味付カットビーフ そうざい（焼
物）

なし

伊藤ハム㈱九州工場 佐賀県三養基山町大字長野970-1 こんがり焼一口ポーク そうざい（焼
物）

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

てり焼チキンステーキ（たれ付） そうざい（焼
物）

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

業務用てり焼チキンスライス そうざい（焼
物）

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

ハーブ鶏チキンナゲット そうざい（揚げ
物）

なし

伊藤英子 亘理町吉田字宮前58-1 そうざい そうざい なし 該当なし

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 広島風お好み焼き＆焼きそば そう菜 なし

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 お好み焼き＆焼きそば そう菜 なし

井上食品㈱　西神戸工場 西区池上１－１３－９ 黄金さきいか（中国からの輸入品
のみ）

魚介乾製品 なし

井上食品㈱　西神戸工場 西区池上１－１３－９ 焼ししゃも，浜焼き（きす，た
い，ままかり，あじ，ししゃも）

魚介乾製品 なし

井上食品㈱　西神戸工場 西区池上１－１３－９ 焼あじ，ソフト焼あじ，旨み焼エ
イヒレ，小鯛の塩焼き

魚介乾製品 なし

茨城ベストパッカ-㈱ 土浦市中６２５－３ 串かつ80 そうざい半製品 無

茨城ベストパッカ-㈱ 土浦市中６２５－３ ロースカツ そうざい半製品 無

茨城冷凍食品販売（株） 水戸市柵町２ー７ー１ マカジキ香味揚 惣菜類 無

茨城冷凍食品販売（株） 水戸市柵町２ー７ー１ 鮭唐揚 惣菜類 無

井原水産㈱銭函工場 小樽市銭函３－５２２－９ タラのトマトソース煮 そうざい 無

井原水産㈱銭函工場 小樽市銭函３－５２２－９ 魚チリソース煮 そうざい 無
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イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ 蛤グラタン そうざい なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ やわらか餅南瓜 そうざい なし

イフジ産業㈱ 糟屋郡粕屋町大字戸原200-1 おでん味付玉子 惣菜類 無

伊万里東洋（株） 伊万里市山代町楠久929-53 いかﾁｰｽﾞﾅｹﾞｯﾄ 惣菜類 無

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ 肉じゃが そう菜 なし

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ さばの照焼き そう菜 なし

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ チキンかつ煮 そう菜 なし

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ 中華春雨サラダ そう菜 なし

岩田食品(株) 一宮市萩原町松山５６６－８ 柔らかたこ酢、牛肉金平、かりか
りごま小魚

そうざい なし

岩田泰子 旭川市神楽４条３丁目２－２ そうざい類 そうざい類 なし

岩田泰子 旭川市神楽４条３丁目２－２ 弁当類 弁当類 なし

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 アメリカンドッグ60g/70g そうざい 無

イワテ・プリミート株式会社 紫波町星山字間野村67 アメリカンドッグ80g/30g そうざい 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 菜彩鶏チキンボール そうざい 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 若鶏肉だんご そうざい 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 菜彩鶏照焼き（しょうゆ味） そうざい 無

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 なかよしボール そうざい なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 お弁当用肉団子 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙｾｯﾄ 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ｷﾑﾁ風つみれ(ｽｰﾌﾟ付き) 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 お弁当ﾁｰｽﾞinﾊﾞｰｸﾞ 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 お弁当用なかよしﾎﾞｰﾙ 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 うめしそつみれ(だし付) 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 生パンコロッケ 惣菜 なし
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印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 なかよしﾊﾞｰｸﾞ、ﾎﾞｰﾙ 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ノンフライつくね 惣菜 なし

印南養鶏農協食品センター 加古郡稲美町 ノンフライレバーつくね 惣菜 なし

上野製菓株式会社 富士宮市下條２９０番地の１ 肉まん そうざい なし － － － － －

ウチキ食品株式会社 足立区中川5-14-3 昆布佃煮 そうざい類 なし

ウチキ食品株式会社 足立区中川5-14-3 小女子佃煮 そうざい類 なし

海幸商事（株） 福岡市南区平和二丁目２４－１３ カレー 惣菜類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 2185ベッカーズシーフードドレッ
シング

惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKおにぎり用ツナ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKかつお生姜（しょうゆ） 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKクリームホタテ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKごぼうサラダマヨネーズ味 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKごぼうとひじきのサラダ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKサンドカレーツナ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK新和風醤油味ツナマヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKスパゲティナポリタン 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK炭焼チキンマヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKチキンカラシマヨネーズS 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK直巻用ツナマヨネーズF 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナオニオン 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナオニオン30 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナキムチNAI 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナサラダ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナサラダS-6 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナ醤油 惣菜 無
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エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナマヨネーズ(ごま）F-2 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナマヨネーズ”M”おにぎ
り用

惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナマヨネーズ60K-2 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナマヨネーズおにぎり用 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKベーカリーツナマヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK帆立マヨＳＫ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKマカロニサラダ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKマカロニツナサラダ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK明太子チーズマヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK明太子マヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK焼鮭からしマヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK焼鮭マヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK和風おにぎり用ツナ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ココストア醤油味ツナマヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ココストアツナカレーＣＣ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ サンクス新ツナマヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ スリーエフ新ツナマヨネーズおに
ぎり用

惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ スリーエフツナコクマヨネーズ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ スリーエフツナマヨネーズおにぎ
り用(醤油）

惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ツナマヨネーズKB 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ どん亭チゲスープ 惣菜 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ピザ-ラクラブソース 惣菜 無

エスケー食品株式会社 西区伊川谷町潤和１１１０番地 えびフライ そうざい半製品 なし

エスケー食品株式会社 西区伊川谷町潤和１１１０番地 いかフライ そうざい半製品 なし

エスケー食品株式会社 西区伊川谷町潤和１１１０番地 クリームコロッケ そうざい半製品 なし
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エスケー食品株式会社 西区伊川谷町潤和１１１０番地 海老カツ そうざい半製品 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ２食入り　トム・ヤン・クン４０
Ｇ　E

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＧＦ　１ＫＧブラウンソースフ
レーク

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＧＦ　１ＫＧブラウンソースベー
ス

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＧＦ　１ＫＧホワイトソースフ
レーク

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＧＦ　１ＫＧホワイトソースベー
ス

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＧＦ１号ブラウンソース 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF2KGレトルトFDVハッシュド
ビーフ

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 厚揚げと豚肉の中華風炒めの素 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ いろいろな野菜とえびのエビピラ
フ93GD

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ おいしさパックチャーハンの素１
ＫＧＤ

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 近江牛のハッシュドビーフ24 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ かくし味フォンドボー17G*3 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ かにぞうすいの素１６．０Ｇ 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ キムチクッパの素２０．８ＧＤ 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ゴールデンハヤシライスソース
110GD,220GD

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ コチュジャンとナムルの石焼風ビ
ビンバ98G

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 小鍋くん牛もつ煮込み用300GD 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 小鍋くんキムチチゲ用300GD 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 小鍋くんちゃんこ鍋用300G 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 小鍋くん鶏だんご鍋用300GD 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ こんにゃく炒めの素きんぴら100G 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ すぱいす族パエリア袋D 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ すぱいす族ブイヤベース袋、トム
ヤンクン袋D

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 仙台牛のハッシュドビーフ、ビー
フシチュー

総菜類 なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 中華菜館味中華100GD,250GE 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 中華ぞうすいの素２３．６ＧＤ 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ディナーハヤシライスソース
100GD

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ディナーハヤシレトルト２１０Ｇ
Ｉ

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 豆腐ステーキ用ソースきのこ 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ トム・ヤン・クンカップ入り
17.2GH

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ とろけるハヤシ160GD 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくのエビドリアソース
150GD

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくのチキンドリアソース
150GD

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくのハヤシビーフ210GD,３
個パックカートン

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ナマフウミツブツブキノコノソー
ス61G

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 鶏五目あんかけ豆腐の素170GD 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ハッシュドビーフ100GD 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ビーフストロガノフ100G 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 冷やし鶏五目あんかけの素110GD 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ぶっかけキムチ味50G 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 予約でいっぱいの店のクリーム
ソース145G

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 予約でいっぱいの店のボロネーゼ
145G

総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 和風三昧牛肉の大和煮Ｎ 総菜類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 和風三昧コンビーフＥ 総菜類 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

こてっちゃん・もつ鍋等（２4種
類）

そうざい 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

牛白もつ等(１6種類） そうざい半製品 なし

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

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 金平ごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 細切きんぴら そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ たたきごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 薄切れんこん そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 竹の子味付け そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 竹の子土佐煮 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ごぼう巻 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ひねりこんにゃく そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 角切こんにゃく そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ころふき大根 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ おでん3人前 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ きんぴらレンコン そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 鶏ごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ きんぴらごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ さといも味付け そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 丸特さといも味付け そうざい 無

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

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ささがき金平 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 味ごぼう そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ さといも味付け そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 丸特といも味付け そうざい 無

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

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ごぼう煮 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ピリ辛れんこん そうざい 無
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エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ さといも味付け そうざい 無

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

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

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ けんちん汁の具 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 肉じゃが そうざい 無

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

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

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ マルエツ向け肉じゃが そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ごぼう煮 そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ ピリ辛れんこん そうざい 無

エヌピー食品㈱ 水海道市中妻町２５８０ 大根切干 そうざい 無

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 生肉製品（鍋物キット）　鍋のた
れ（スープ類）

惣菜類 無

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 惣菜品　牛たたき 惣菜類 無

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 食肉半製品（衣付きカツ） 惣菜類 無

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 腸詰食肉半製品（生ウィンナー） 惣菜類 無

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 食肉半製品　ハンバーグ 惣菜類 無

エフケイフーズ（有） 群馬県佐波郡境町栄町81 タンパク加水分解物使用そうざい そうざい なし

エフケイフーズ（有） 群馬県佐波郡境町栄町81 肉、タンパク加水分解物、牛脂使
用そうざい

そうざい なし

遠藤正 名取市閖上6-33-20 そうざい そうざい なし 該当なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ 広島風お好み焼き そう菜 なし

大井川農業協同組合食品加工場 藤枝市立花３－４－２ 十勝コーンスープ 惣菜 無

大神産業株式会社 尼崎市大浜町２―１６ 牛信亭ビーフカツレツ（ソース
付）

そうざい類 なし

オーシャン食品株式会社 草津市矢橋町１０５－２ ビーフカツ そうざい なし

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 ３色刻み 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 イカ墨 惣菜（漬物） 無
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おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 イカ墨長ゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 いぶし三本 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 いぶし四本 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 うまかたまり 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 おごじょ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 オリーブ入りスライスにんにく 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 かつおみそ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 かつお山川漬 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 カット(定寸130g) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 カット刻み(１：１) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 カリカリ小梅 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 カリカリ梅 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 カリッ娘 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 キューちゃん 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 ごぼう正油 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 スパイス寒干 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 スライス 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 スライス生姜の正油 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 タマリにんにく 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 タマリ楽京 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 とうがらし(胡瓜，ゴボー) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 どん辛ゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 パリパリ沢庵 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 みぶ大根 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 メロン正油 惣菜（漬物） 無
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おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 メロン粕漬 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 メンタイタカナ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 メンタイ入スライスゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 もろみ長物 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 もろみ定寸ゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 ワインゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 ワインにんにく 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 ワイン楽京 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 ワイン胡瓜 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 ワイン大根 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 一口かつおカリカリ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 一夜用もろみ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 瓜てっぽう 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 塩楽京 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 花キューリ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 柿たくあん 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 柿沢庵 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 割干(ひねり干) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 割干(谷八) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 寒干 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 寒干トリオ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 甘酢楽京 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 京むらさき 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 激辛長ゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 古タカナ 惣菜（漬物） 無
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おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 古タカナのぴり辛 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 胡瓜てっぽう 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 胡瓜ミックス 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 胡瓜ワサビ味 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 胡瓜一番 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 胡瓜鉄砲(人甘) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 黒ゴマゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 黒ごま沢庵 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 黒ごま入り梅肉にんにく 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 黒ゴマ梅肉にんにく(朝鮮人参エ
キス入り)

惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 黒つぼ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 黒酢胡瓜 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 山くらげ(青) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 山ごぼう入胡瓜てっぽう 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 山川漬 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 若ゴボー長物 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 小なすピリ辛 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 小なす粕わさび 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 小茄子からし 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 小茄子からし漬 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 小茄子こうじ漬 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 松前風干し大根の刻み 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 人甘甘酢楽京ピロ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 赤みそ沢庵 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 全糖イカ墨一本 惣菜（漬物） 無
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おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 全糖しそ巻楽京 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 全糖スライスゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 全糖柿の皮・昆布入り吊し干大根 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 全糖柿沢庵 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 全糖甘酢楽京 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 全糖激辛割干 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 全糖葉付沢庵 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 竹炭入梅肉にんにく 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 朝鮮人参エキス入り梅肉にんにく 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 唐辛子楽京 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 梅酢沢庵 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 梅肉沢庵 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 梅肉長ゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 福神漬 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 本干(しそ味，母心) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 本干イリヌカ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 本干かつお 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 本干激辛 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 本干正油 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無着色梅肉にんにく 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加スライスゴボー 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加スライス生姜の正油 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加つぼ漬 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加甘酢楽京 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加黒酢薬膳にんにく 惣菜（漬物） 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加小なすピリ辛 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加小茄子からし漬(ウコン) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加小茄子正油 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無添加白しば 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無農薬青首大根(イカ墨味) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無農薬青首大根(かつお味，カク
テキ味)

惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無農薬青首大根(梅肉味) 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 無農薬青首大根ピリ辛味 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 薬膳にんにく 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 葉付カクテキ 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 葉付大根 惣菜（漬物） 無

おおすみ食品株式会社 肝属郡串良町岡崎2128 葉付沢庵 惣菜（漬物） 無

大塚信夫 河北郡七塚町遠塚ハ１－１１ 牛すじボイル 総菜 なし - - -

大平洋三 いわき市小川町井上小川字片石田９０ ハンバーグ そうざい なし 　

オーランドフーズ㈱ 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ミートパイＭＬ そうざい 無

岡田食品工業株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１３９３－
４

調理食品 惣菜類（佃煮） 無

オカムラフーズ（株） 浜松市小池町１８３１ー１ ビーフメンチカツ そうざい半製品 無

岡本ベーカリー 川崎市川崎区田町１－９－３ ビーフカレー味フィリング 惣菜類 なし

岡本ベーカリー 川崎市川崎区田町１－９－３ コロッケ 惣菜類 なし

オキコ㈱ 沖縄県中頭郡西原町宇幸地３７１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

オキコ㈱ 沖縄県西原町宇幸地３７１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

オキコ㈱ 沖縄県中頭郡西原町宇幸地３７１ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

オギハラ食品㈱ 福岡県大牟田市浜田町２０－７ 高菜漬け 漬物 無

オギハラ食品㈱ 福岡県大牟田市浜田町２０－７ 高菜漬け 漬物 無

小倉屋昆布食品（株） 枚方市招提田近3-9 佃煮 惣菜 無
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え

小名浜マルイチ加工㈱ いわき市小名浜字元分１５ ししゃもささ干 そうざい なし 　

小野丸玉ﾌｰｽﾞ㈱ 小野市敷地町 弁当 弁当 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ 牛肉コロッケ 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ 牛肉ビール煮 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ 牛肉ラーメンの具 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ ハヤシビーフ 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ ハンバーグ 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ ビーフカレー 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ ビーフシチュー 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ ピロシキ 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ ミートソース 惣菜 なし

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ ミートソースグラタン 惣菜 なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 ぎょーざ そうざい なし

オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 つくね串３６ｇ 惣菜類 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 五目ボール 惣菜類 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 中華風肉団子（甘酢あん別添）4ｺ
入り

惣菜類 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 ｶﾈｼﾞ 和風味ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ（無添加） 惣菜類 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 ｶﾈｼﾞ 照焼きﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ（無添加） 惣菜類 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 ｶﾈｼﾞ ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ入りﾐｰﾄｿｰｽ 惣菜類 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 ﾄﾏﾄｿｰｽ ﾐﾆﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（無添加） 惣菜類 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 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ串１０ｇ（そうざい） 惣菜類 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 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ串１３ｇ（そうざい） 惣菜類 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 つくねﾎﾞｰﾙ 惣菜類 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 つくね串 串っ子 惣菜類 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 つくねﾎﾞｰﾙ串 35g 惣菜類 無
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オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 つくね鉄砲串 10ｇ 3ｺ刺し 惣菜類 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 ツクネ鉄砲串 36ｇ 惣菜類 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 ﾂｸﾈﾎﾞｰﾙ 串30ｇ 惣菜類 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 ｷﾑﾗﾂｸﾈ鉄砲３６ｇ 惣菜類 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 つくね串４個刺し４８ｇ 惣菜類 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 中華風肉団子 惣菜類 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 ﾈｷﾞ入 ﾂｸﾈ串 惣菜類 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 ﾈｷﾞﾂｸﾈﾎﾞｰﾙ 惣菜類 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 ﾈｷﾞ入りつくね串 惣菜類 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 平つくね（ﾈｷﾞ） 惣菜類 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 ﾈｷﾞﾎﾞｰﾙ11ｇ 惣菜類 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 平つくね（青ﾉﾘ） 惣菜類 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 板つくね （紅生姜） 惣菜類 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 鶏団子（おきあみ） 惣菜類 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 鶏団子（きくらげ） 惣菜類 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 3色串（おきあみ、きくらげ、青
のり）

惣菜類 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 人参ﾈｷﾞ入ﾂｸﾈ串 惣菜類 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 新生ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ10ｇ 惣菜類 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 新生ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ13ｇ 惣菜類 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 紀文用つくね串 惣菜類 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 紀文用つくね串 40ｇ×3本/P 惣菜類 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 ｶﾈｼﾞ 照り焼きﾐﾆﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（無添
加）

惣菜類 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 （そうざい） 牛丼の具 惣菜類 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 ｶﾙﾋﾞ丼の具（そうざい） 惣菜類 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 ｶﾙﾋﾞ丼の具 惣菜類 無
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オンダン農業協同組合 海部郡海部町大井字大谷１１番地 M焼豚12 惣菜類 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 M焼豚6 惣菜類 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 K焼豚 惣菜類 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 ｶﾈｼﾞ 一口野菜入りつくね（そう
ざい）

惣菜類 無

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ カレーパン そう菜パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ カレーパン他 そう菜パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ 厚切りハム＆チーズ そう菜パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ 厚切りハム＆チーズ そう菜パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ メンチカツパン そう菜パン なし

かがや食品㈱ 青森県弘前市神田３－２－１０ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

カゴメ株式会社 東海市荒尾町東屋敷１０８ 野菜いため そうざい なし

華正楼商事㈱ 横浜市保土ヶ谷区峰沢町260-2 シュウマイ そうざい なし

華正楼商事㈱ 横浜市保土ヶ谷区峰沢町260-2 春巻き そうざい なし

華正楼商事㈱ 横浜市保土ヶ谷区峰沢町260-2 餃子 そうざい なし

華正楼商事㈱ 横浜市保土ヶ谷区峰沢町260-2 中華饅頭 そうざい なし

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ねぎ正油焼きそば 牛骨 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ そうざい類種類 牛骨 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 豚生姜焼き 牛脂 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ そうざい類３種類 牛脂 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ そうざい類5種類 牛脂 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ そうざい類4種類 牛脂 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ドリア 牛脂・肉エキ
ス・ゼラチン

無

勝山企業㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目１０－２０ テリーヌ そうざい なし

勝山企業㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目１０－２０ レバーペースト そうざい なし

かどや製パン 北蒲原郡水原町外城町３－１ メンチカツ そう菜 なし

60 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

カネイワ食品㈱寝屋川工場 大阪府寝屋川市太間町１６－１０ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

カネイワ食品㈱枚方工場 大阪府枚方市南中振２－４４－２ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4994 おかずかつお竹の子 惣菜 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4992 おかず牛蒡こんにゃく 惣菜 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4995 おかず里いも煮 惣菜 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4990 おかずたたきごぼう 惣菜 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4993 おかず野菜うま煮 惣菜 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4991 おかずれんこん煮 惣菜 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4996 おかず筑前煮 惣菜 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4997 ビビンバ150グラム 惣菜 なし

カネキ水産株式会社 西区枝吉５丁目１６４－１ 酢だこ そうざい なし

カネキ水産株式会社 西区枝吉５丁目１６４－１ かつお佃煮 そうざい なし

カネキ水産株式会社 西区枝吉５丁目１６４－１ いかなごくぎ煮 そうざい なし

カネキ水産株式会社 西区枝吉５丁目１６４－１ 生炊きちりめん そうざい なし

カネコ食品工業㈱ 小樽市新光１－２－１ たらこ昆布巻 そうざい 無

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ 牛肉昆布巻 そうざい 無 調味料

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ 牛肉昆布巻 そうざい 無 牛肉

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ 昆布巻 そうざい 無 蛋白酵素
分解物

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ 昆布巻 そうざい 無 酵母エキ
ス

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ そうざい そうざい 無 蛋白酵素
分解物

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ そうざい そうざい 無 ゼラチン

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ そうざい そうざい 無 グリセリ
ン脂肪酸
エステル

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ そうざい そうざい 無 酵母エキ
ス

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ そうざい そうざい 無 カツオエ
キス
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カネス水産有限会社 千葉県安房郡千倉町平館７３８－１ さばの煮付け 惣菜 無

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ Big　１　ナポリタン そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ Big　１　ポテトサラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ EXCEED　きんぴらごぼう そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　牛肉金平 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　おでん そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　小松菜とじゃこの煮びたし そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　五目ひじき そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　里芋いか煮 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　中華春雨サラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　肉じゃが そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　ホウレン草入り白和え そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　明太子とじゃがいものサラ
ダ

そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　野菜うま煮 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ＩＹ　野菜五目煮 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ Ｊ　４色ナムル そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ Ｊ中華くらげの鶏肉和え そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 甘酢ごぼう そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ いか里芋 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 伊藤ハム牛蒡サラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 海老チリソース煮 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ おからのサラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ おからフィリング そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ おにぎり屋さん　昆布 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ キット肉団子の野菜あんかけ そうざい類 なし
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え

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ キットマリネペース そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ きゃらふき そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ごま入りやわらか小魚 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ こもち昆布 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 昆布巻 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ さけ巻個装 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ささがき そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ さば巻個装 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 山菜入り和風れんこんサラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ しぐれ昆布 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ じゃがいもサラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ じゃがたまサラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 鮭太巻 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ スパゲッティサラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 筍わかめ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ たらこ巻業務用 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ たらこ巻個装 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 丹波黒豆 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 中華あん そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 中華サラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ にしん入昆布巻 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 鰊入昆布巻 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ にしん太巻 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ にしん巻個装 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ピリ辛煮 そうざい類 なし
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え

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ひりひりこんにゃく そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ マセドアンサラダ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 豆ひじき そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 野菜のオイスターソース そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ 野菜豆 そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ ヤマナカ野菜あんかけ そうざい類 なし

カネハツ食品（株） 名古屋市南区豊３－１９－２４ れんこん炒め そうざい類 なし

かねまるパン店 木曽福島町八沢５３５４ ビーフコロッケ 惣菜 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 えびマカロニグラタン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし
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カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 大粒甘辛からあげ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 カルボナーラパスタサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 茸と法蓮草のクリームソース そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし
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カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 きのこバター焼ビーフン そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 きんぴらごぼうのサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし
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カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 具だくさんすき焼き（うどん入
り）

そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 シーフード明太子ドリア そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 スパイシーチキンポテトサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 たこ焼8個入り そうざい類 なし
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カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 たこ焼8個入り そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 肉じゃが そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし
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カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 函館産　炉ばたサキイカ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ハムたっぷりスパゲティサラダ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番
地

ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ポエットチキントリオ そうざい類 なし

カネ美食品株式会社 京都府八幡市下奈良一堤１－１ 網目ハンバーグ そうざい（弁当
の副食）

なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 海鮮炊き込みご飯の素　ほたて そうざい なし
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兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 海鮮炊き込みご飯の素　いか そうざい なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 海鮮炊き込みご飯の素　かに そうざい なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ ほたて丼 そうざい なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ うに丼 そうざい なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ かに丼 そうざい なし

株式会社　伊豆初 船橋市浜町３丁目１番１号　協同水産
流通ビル４Ｆ

博多明太子 そうざい類 無

株式会社　今半 船橋市高瀬町２１番地４ 牛肉巻　他２品目 そうざい類 無

株式会社　京樽船橋工場 船橋市高瀬町２４番１０号 茶めし そうざい類 無

株式会社　爽健亭 船橋市習志野４丁目７番１号 サラダ類（マカロニサラダ、ポテ
トサラダ）

そうざい類 無

株式会社　爽健亭 船橋市習志野４丁目７番１号 惣菜類（煮物、揚げ物） そうざい類 無

株式会社　爽健亭 船橋市習志野４丁目７番１号 軽食類（グラタン、パスタ等） そうざい類 無

株式会社　原田食品 交野市倉治5-1-35 餃子 餃子 無

（株）四万十屋 中村市坂本１４５０ のり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

（株）四万十屋 中村市坂本１４５０ 姫カツオのり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

（株）四万十屋 中村市坂本１４５０ しめじのり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

（株）四万十屋 中村市坂本１４５０ しいたけのり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

（株）四万十屋 中村市坂本１４５０ しょうがのり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

（株）四万十屋 中村市坂本１４５０ 山菜入りのり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ おからコロッケ牛肉入り そうざい類 なし

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ コーンサラダコロッケ そうざい類 なし

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ しんじょゆば巻きホーレン草 そうざい類 なし

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ 豆腐ソフトステーキ そうざい類 なし

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ ふんわり豆腐ステーキ そうざい類 なし

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ ゆばまんじゅう黒ゴマ そうざい類 なし

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ 洋風おからサラダ そうざい類 なし
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え

株式会社伊勢重 東京都中央区小伝馬町１４－９ 牛のさくら煮 佃煮 無

株式会社伊勢重 東京都中央区小伝馬町１４－９ 牛佃煮 佃煮 無

（株）イトー屋 芦屋市浜町 カレーコロッケ等 そうざい なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 キーマカレー そうざい類 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 やわらか牛すじ煮込み そうざい類 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 煮物専科牛すじ煮込みの具 そうざい類 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 牛肉キムチ鍋セット そうざい類 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 肉豆腐の具 そうざい類 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 牛丼の具 そうざい類 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 牛しぐれ煮 そうざい類 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 ビーフシチュー そうざい類 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 カレーの具 そうざい類 なし

（株）エス・ティ・フーズ 三島郡寺泊町万善寺８３２ 魚介類炊き込みご飯の素 そう菜類 なし

（株）エス・ティ・フーズ 三島郡寺泊町万善寺８３０ 魚介類加工品 そう菜半製品 なし

株式会社エスプリ 足立区小台2-7-1 黒豚しゅうまい そうざい類 なし

株式会社エスプリ 足立区小台2-7-1 黒豚プチマン そうざい類 なし

株式会社エスプリ 足立区小台2-7-1 コーンハンバーグ そうざい類 なし

（株）カナエフーズ伊丹工場 伊丹市南町４－７－１ 卵そぼろｋ（ＳＪ） そうざい なし

（株）カナエフーズ伊丹工場 伊丹市南町４－７－１ 卵そぼろＦＫ　Ｎ０・５ そうざい なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ Ｊ　おでん そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ Ｊ　にくじゃが そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ Ｊ　煮物ベース そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ Ｊ　ほうれん草ごま和え そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ Ｊ　松茸入　煮びたし そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 浅炊椎茸昆布 そうざい類 なし
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販売中止 製品回収
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え

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 浅炊ちりめん そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 甘口昆布 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 伊勢ひじき煮 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 磯の宴しそ昆布 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 炒めビーフン そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ いわし　混ぜご飯素 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ おぼろ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 数の子ごぼう そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ きのこそぼろ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ キムチ道楽 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 牛肉金平（Ｊ） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 牛肉金平（Ｔ） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 牛肉中華炒め そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 業務用あなご入ゆば巻 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 業務用金平 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 業務用さけ入ゆば巻 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 業務用にしん入ゆば巻 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 業務用松葉昆布 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 金平人参入り そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 鶏肉金平 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 小女子くるみ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 小魚・海藻混ぜご飯の素 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 五目うの花 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 五目御飯の具 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 三色漬 そうざい類 なし
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（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 椎茸の里 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ しそ昆布 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ しっとり小魚（鮭入） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ しっとり小魚（たらこおかか入） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ しば漬若布 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 鮭マヨネーズ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ じゃことやさい　さけ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ じゃことやさい　しそわかめ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 酢れんこん そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 千枚漬 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ そぼろあん そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ そぼろ炒め そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 筍しめじ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 筍土佐煮 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 筍煮（刑務所） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ チキンバンバンジー そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 東海コープたたき牛蒡 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 東海コープ筑前煮 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 土佐酢和え そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 名古屋金平 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 名古屋金平（真空） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 生酢 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 生炊赤貝 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 生炊小女子 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 煮合 そうざい類 なし
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（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ ニシン入り　昆布巻 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 日生協　小魚くるみ入り そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 鶏ねぎみそ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ のり そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 春雨 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ バロー生炊赤貝 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ ひとくち胡瓜 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 本格キムチ そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 松阪金平 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 松阪金平（真空） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 松葉昆布 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 松前漬 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 三河金平 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 野菜ミックス そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 山牛蒡 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ やわらか小魚 そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ やわらか小魚　ごま入り そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 蓮根炒め（Ｋ） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 蓮根炒め（Ｐ） そうざい類 なし

（株）カネハツデイリー 名古屋市南区豊３－１９－２４ 蓮根牛蒡金平 そうざい類 なし

株式会社キッチン・デリカ 船橋市高瀬町４４番地 豚生姜焼き そうざい類 無

株式会社キッチン・デリカ 船橋市高瀬町４４番地 おろしハンバーグ そうざい類 無

株式会社キッチン・デリカ 船橋市高瀬町４４番地 チキンかつ煮 そうざい類 無

株式会社キッチン・デリカ 船橋市高瀬町４４番地 ねぎ塩焼きカルビ そうざい類 無

株式会社キッチン・デリカ 船橋市高瀬町４４番地 焼鳥 そうざい類 無
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株式会社キッチン・デリカ 船橋市高瀬町４４番地 すきやき鍋 そうざい類 無

株式会社キッチン・デリカ 船橋市高瀬町４４番地 キムチ鍋 そうざい類 無

株式会社キッチン・デリカ 船橋市高瀬町４４番地 寄せ鍋 そうざい類 無

（株）木村屋總本店 中央区銀座4-5-7 ａあらびきウィンナーマスタード 惣菜パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ａツナマヨネーズ 惣菜パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 Ｌハンバーガー 惣菜パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 Ｌフランクドッグ 惣菜パン なし

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 フラワー寿司 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 フラワー寿司（3本） 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 フラワー寿司（5本） 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 フラワー寿司（12本） 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 パリパリ細巻 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 中巻ハーフ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 サラダ巻 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 サラダ助六 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 和惣菜セット 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 煮物盛り合わせ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 煮しめセット 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 季節の炊き合わせ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 筑前煮 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 金平ごぼう 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 金平れんこん 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 肉じゃが煮 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 たけのこ煮 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 里芋煮 惣菜類 無
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株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 ひじき煮 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 うの花 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 肉じゃが煮（キット） 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 赤貝の生姜煮 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 ピリ辛こんにゃく 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 おかずセット（1） 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 和惣菜3点セット 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 かしわおにぎり（3個入り） 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 フレッシュサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 エビクリーミーグラタン 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 ベーコンクリーミーグラタン 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 エビクリーミードリア 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 巻寿司 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 ミニ助六 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 助六 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 助六特大 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 寿司盛合わせ（雅） 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西6-9-6 特製カレーKD 惣菜類 無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 焼き豚 惣菜類 無

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

そうざい なし

（株）菜根譚 早良区田村３－９－２２ 弁当惣菜(牛ﾊﾞﾗ肉) 惣菜類 無 　

（株）作田畜産 旭川市南８条通２２丁目 そうざい類 そうざい なし

株式会社サミットフーズ 千葉市若葉区桜木町279-19 やさいたっぷり餃子 そうざい半製品 なし なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ ＴＴ－３０ そうざい なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ 牛しぐれ山椒味肉まん そうざい なし
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（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ 牛しぐれ八丁みそ味肉まん そうざい なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ 牛肉しぐれ そうざい なし

（株）サンショク 上野市西明寺２８７０ 松乃樹牛肉しぐれ そうざい なし

（株）サン食研 坂出市加茂町1370 おでん 惣菜類 無

株式会社サンフーズ 江戸川区西篠崎２－２１－１０ そうざい類 そうざい なし

（株）さんわコーポレーション 海部郡大治町大字西條字附田106-3 サクサクチキン、カツレツ風チキ
ンソテー、肝煮、チキン韓国風焼
肉（コチュジャン）等

そうざい なし

株式会社
日本レストラン調理センター

荒川区西尾久7-48-1 弁当調整材料　　　　（４１品
目）

惣菜類 なし

株式会社  三忠 長岡市王番田町1206番地 餃子・焼売 そう菜類 なし

株式会社　赤羽商店 中野区中央４－６－１４ 味付け海苔 そうざい類 無 無

株式会社　アクシーズフーズ 東京都文京区本郷３－２９－６ フライドチキン 惣菜 なし

株式会社　アクシーズフーズ 東京都文京区本郷３－２９－６ カーネルクリスピー 惣菜 なし

株式会社　アクシーズフーズ 東京都文京区本郷３－２９－６ 辛口チキン 惣菜 なし

株式会社　アクシーズフーズ 東京都文京区本郷３－２９－６ ナゲット 惣菜 なし

株式会社　アクシーズフーズ 東京都文京区本郷３－２９－６ ポップコーンチキン 惣菜 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

イタリアンローストチキン そうざい 無

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

ナゲット そうざい 無

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

パクチキ そうざい 無

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

焼きたてポテト そうざい 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ ミツカン味小鉢活もずく そうざい 無

株式会社　イシワリ 焼津市越後島399-1 ピロシキ 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ＫＰＨカレー用ビーフ 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ＫＰＨビーフシチュー 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 合鴨ロースト黒コショウ風味 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ウナギ・ホタテテリーヌ 惣菜 無
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株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 うなぎ蒲焼 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 うなぎ蒲焼　職人焼き 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 きのこポタージュ 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 シュガーレディー　ビーフシ
チュー

惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 玉葱たっぷりチキンカレー 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 タンシチュー 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 タンシチュー１６５ 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 チキンのまろやかデミ煮込み 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ニューオークボ　ミートソース 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 パスタソース　缶詰40 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 パスタソース　缶詰41 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 パスタソース　缶詰42 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 パスタソースしめじと野菜ソース 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ハッシュドビーフ 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ビーフシチュー 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ビーフシチュースタンダード 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ビーフシチューデミグラス 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ビーフストロガノフ 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ビーフの完熟トマト煮 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ビーフパプリカ風煮込み 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ピーマンとシイタケのテリーヌ 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ベーシックブラウンソース 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ホワイトソースアサリと野菜ソー
ス

惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ホワイトソースアサリと野菜生ク
リーム

惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ミートソース（シャトレーゼ） 惣菜 無
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株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ミートソース缶詰　35 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ミートソース缶詰　36 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ミートソース缶詰　37 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ミートソース缶詰　39 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 緑コショウソース 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 野菜チャウダー 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 若鶏ブラウンソース煮込み１７０ 惣菜 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 和風合鴨ロースト 惣菜 無

株式会社　いわて食品 矢巾町大字土橋１１－４２－１ コロッケ そうざい 無

株式会社　いわて食品 矢巾町大字土橋１１－４２－１ 短角コロッケ そうざい 無

株式会社　枝園食品 旭川市末広６条１丁目６番５号 そうざい類 そうざい なし

株式会社　加ト吉　本社工場 香川県観音寺市柞田町甲５８２ サラダ 惣菜類 無

株式会社　カネゼン 焼津市一色１６６－１ アジノキ　エビグルメ(500g×20) 惣菜 無

株式会社　カネゼン 焼津市一色１６６－１ アジノキ　エビサラダ巻芯①(8本
×５×4B）

惣菜 無

株式会社　カネゼン 焼津市一色１６６－１ アジノキ　ツナグルメ(500g×20) 惣菜 無

株式会社　カネゼン 焼津市一色１６６－１ アジノキ　ツナサラダ巻芯①(8本
×５×4B）

惣菜 無

株式会社　カネゼン 焼津市一色１６６－１ かつおふぶき25g×100 惣菜 無

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ 直巻ジャンバラヤ おにぎり なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ 鶏五目 おにぎり なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ ハンバーグステーキ弁当　他３品 弁当 なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ 唐揚げ弁当　他３品 弁当 なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ オムライスセット　他５品 弁当 なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ 焼きそばＤＥ炒飯 弁当 なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ とり丼 弁当 なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ ロース照焼丼 弁当 なし
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株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ 牛丼 弁当 なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ 鮭のり弁当 弁当 なし

株式会社　越食 長岡市新産2丁目13番地5 味付け筑前煮 そう菜類 なし

株式会社　越食 長岡市新産2丁目13番地4 ナムル等 そう菜類 なし

株式会社　三幸　横浜工場 横浜市都筑区川向町７９６ そうざい（牛ひき肉使用） そうざい なし

株式会社　三幸　横浜工場 横浜市都筑区川向町７９６ そうざい（牛バラ肉使用） そうざい なし

株式会社　三幸　横浜工場 横浜市都筑区川向町７９６ サラダ（セパレートドレッシング
使用）

そうざい なし

株式会社　三幸　横浜工場 横浜市都筑区川向町７９６ サラダ（中華ドレッシング使用） そうざい なし

株式会社　三幸　横浜工場 横浜市都筑区川向町７９６ そうざい（ゼラチン使用） そうざい なし

株式会社 サンデリカ 町田市鶴間５３３ 弁当類･調理パン･惣菜（ビーフエ
キス使用）

弁当類・調理パ
ン・惣菜類

なし

株式会社 サンデリカ 町田市鶴間５３３ 弁当類･調理パン･惣菜（ゼラチン
使用）

弁当類・調理パ
ン・惣菜類

なし

株式会社　しいの食品 小田原市成田９２１ そうざい そうざい なし

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ 肉じゃが煮 そうざい 無

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ ハンバーグセット そうざい 無

株式会社　惣和 甘木市持丸７８６－３ たっぷりｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞ 惣菜類 無

株式会社　惣和 甘木市持丸７８６－３ さばの照り焼き 惣菜類 無

株式会社　惣和 甘木市持丸７８６－３ 海老ﾏｶﾛﾆｸﾞﾗﾀﾝ 惣菜類 無

株式会社　惣和 甘木市持丸７８６－３ 海老と玉子のﾏﾖﾈｰｽﾞ炒め 惣菜類 無

株式会社　惣和 甘木市持丸７８６－３ 大きなﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 惣菜類 無

株式会社　惣和 甘木市持丸７８６－３ 中華肉団子甘酢和え 惣菜類 無

株式会社　惣和 甘木市持丸７８６－３ ﾂﾅ&ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ 惣菜類 無

株式会社　惣和 甘木市持丸７８６－３ 牛ﾚﾊﾞﾆﾗ炒め 惣菜類 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 弁当（牛肉） 弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 弁当（牛脂） 弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 弁当（ゼラチン） 弁当 無
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株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 スパゲッテイミートソース（牛
肉）

弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 スパゲッテイミートソース（牛
脂）

弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 スパゲッテイミートソース（ビー
フエキス）

弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 スパゲッテイミートソース（牛
骨）

弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 スパゲッテイミートソース（ゼラ
チン）

弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 スパゲッテイミートソース（牛
肉）

弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 やきそば・やきうどん（牛肉エキ
ス）

弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 やきそば・やきうどん（牛脂） 弁当 無

株式会社　高田製麺 大野城市仲畑一丁目７番３０号 やきそば・やきうどん（ゼラチ
ン）

弁当 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 一口おむすび５個入り 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 ３ヶ入りおむすび 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 直巻　高菜おむすび 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 直巻　鯖和風マヨネーズ 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 手巻　明太子マヨネーズ 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 野菜たっぷりポークカレー 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 ボリュームカツカレー 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 お手軽弁当（鳥重） 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 幕の内４８０ 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 牛カルビ弁当 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 特製とんかつ弁当 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 ミニポークカレー丼 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 本格中華丼 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 えび天丼 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 ミニ牛焼肉丼 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 ミニソースカツ丼 弁当類 無
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株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 牛ごぼう飯 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 豚丼 弁当類 無

株式会社 筑後デリカ 福岡県筑後市大字久富１３４３番地5 特選チャーハン 弁当類 無

株式会社　兆星 千葉県銚子市明神町２－２９２ いわし角煮 惣菜 無

株式会社　兆星 千葉県銚子市明神町２－２９２ サンマ角煮 惣菜 無

株式会社　兆星 千葉県銚子市明神町２－２９２ かつお核煮 惣菜 無

株式会社　兆星 千葉県銚子市明神町２－２９２ いわしふっくら煮 惣菜 無

株式会社　天神屋冨士工場 富士市青島１８６－３ 牛丼 そうざい なし － － － － －

株式会社　天神屋冨士工場 富士市青島１８６－３ 牛肉のピリ辛煮 そうざい なし － － － － －

株式会社　天神屋冨士工場 富士市青島１８６－３ 牛乳かん そうざい なし － － － － －

株式会社　天神屋冨士工場 富士市青島１８６－３ 肉じゃが そうざい なし － － － － －

株式会社　富山食品 富山市赤田６０番地 朝鮮漬 そうざい 無 蛋白加水
分解物

株式会社　富山食品 富山市赤田６０番地 辛口キムチ そうざい 無 パプリカ
色素

株式会社　富山食品 富山市赤田６０番地 キムチトリオ そうざい 無 蛋白加水
分解物

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ いわしのサンガ焼き 惣菜 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ ピリ辛つくね 惣菜 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 大増わかめ汁 惣菜 無

株式会社　仁徳 船橋市高瀬町６２番地７ 牛肉しぐれ そうざい 無

株式会社　パーティージャパン 中野区弥生町2－5－16 仔牛のパイ包み そうざい類 無 無

株式会社　ハイデリカ 富士宮市田中町５３４ 生野菜サラダ そうざい なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ 牛肉のオイスター炒め&麻婆豆腐 惣菜 なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ 皿うどん 惣菜 なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ 新じゃがのチーズ焼き 惣菜 なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ すき焼き 惣菜 なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ デミグラスハンバーグ 惣菜 なし － － － － －
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株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ 本格お好み焼き 惣菜 なし － － － － －

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 明太いわし そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 あさり志ぐれ そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 鮎甘露煮 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 いわし甘露煮 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 いわし生姜煮 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 辛口あさり志ぐれ そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 極上北海ちりめん そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 小鯛甘露煮 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 さんまあられ そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 さんま蒲焼 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 ししゃも そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 生むき志ぐれ そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 にしんうま煮 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 鮒串 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 北海ちりめん そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 本はぜ甘露煮 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 ままかり甘露煮 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 焼女子 そうざい類 なし

株式会社　平松食品 豊橋市梅藪町字折地2番地の1 若さぎ甘露煮 そうざい類 なし

株式会社　ファミリーストア 三好郡池田町字サラダ1760-1 ハンバーグタレ付き　　　（ゴマ
風味・ゆず風味）

惣菜類 無

株式会社　ファミリーストア 三好郡池田町字サラダ1760-1 さっくりジャンボ　　　　　　メ
ンチカツ

惣菜類 無

株式会社　ファミリーストア 三好郡池田町字サラダ1760-1 ミートボール 惣菜類 無

株式会社　ファミリーストア 三好郡池田町字サラダ1760-1 メンチカツ80ｇ 惣菜類 無

株式会社　ファミリーストア 三好郡池田町字サラダ1760-1 肉じゃがコロッケ60ｇ 惣菜類 無
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株式会社　ファミリーストア 三好郡池田町字サラダ1760-1 肉じゃがのフライ80ｇ 惣菜類 無

株式会社　ファミリーストア 三好郡池田町字サラダ1760-1 カボチャ挽肉サンドフライ 惣菜類 無

株式会社　フーズかつ好 静岡市相生町６番２２号 牛コロッケ そう菜 無

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 あっさり餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 あったか小鉢えびかに そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 あったか小鉢松茸 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 あんかけ豆腐の素 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 宇都宮発餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 うにどうふ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 エーコープぎょうざ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 海老餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 エビグラタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 海老茶わんむし（シジシージャパ
ン）

そうざいおよび
半製品

不明 有（200℃、40baｒ、
20分間以上のプリオン
不活化処理）

不明（牛
脂肪）

シリコー
ン樹脂、
乳化剤、
水より成
るエマル
ジョン型
シリコー
ン消泡剤

非実施
（200℃、
40baｒ、
20分間以
上のプリ
オン不活
化処理済
み

非実施
（同左）

植物由来
原料に切
り替える
予定

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 えびワンタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 カスタードフルーツ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 かに茶わんむし（シジシージャパ
ン）

そうざいおよび
半製品

不明 有（200℃、40baｒ、
20分間以上のプリオン
不活化処理）

不明（牛
脂肪）

シリコー
ン樹脂、
乳化剤、
水より成
るエマル
ジョン型
シリコー
ン消泡剤

非実施
（200℃、
40baｒ、
20分間以
上のプリ
オン不活
化処理済
み

非実施
（同左）

植物由来
原料に切
り替える
予定

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 かにみそどうふ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 カレー豆腐の素 そうざいおよび
半製品

なし
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株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 完熟トマトのピザトースト４Ｐ
（コープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 完熟トマトのピザトースト５Ｐ
（コープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 きつね五目うどんむし そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープキャベツたっぷり餃子（日
生協）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープたまごどうふミニ１１０ｇ
×４個（日生協）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープ茶わんむしミニ（ユーコー
プ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープにんにくたっぷり餃子（日
生協）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープふれあい卵の玉子どうふ１
１０ｇ×３個（ユーコープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープふれあい卵の玉子どうふ１
１０ｇ×４個（ユーコープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープふれあいたまごの茶わんむ
し１９０ｇ（ユーコープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープふれあいたまごの茶わんむ
し１９０ｇ２個入り（ユーコー

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コープ野菜ぎょうざ（北陸コー
プ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 コーングラタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ココアフルーツ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 シェフの味エビグラタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 シェフの味カニ風味グラタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 シェフの味コーングラタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 シェフの味ベーコン＆ポテトグラ
タン

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 しそ巻き餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 じゃがじゃがチーズ＆コーン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 じゃがじゃがポーク＆カレー そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ジャンボワンタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 大陸肉ぎょうざ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 大陸野菜ワンタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 大陸ワンタン そうざいおよび
半製品

なし
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株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 玉子とうふ（シジシージャパン） そうざいおよび
半製品

不明 有（200℃、40baｒ、
20分間以上のプリオン
不活化処理）

不明（牛
脂肪）

シリコー
ン樹脂、
乳化剤、
水より成
るエマル
ジョン型
シリコー
ン消泡剤

非実施
（200℃、
40baｒ、
20分間以
上のプリ
オン不活
化処理済
み

非実施
（同左）

植物由来
原料に切
り替える
予定

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 玉子どうふ８０ｇ×５ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 玉子蒸しのお吸い物６５ｇ×４個
（コープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 チルドエビワンタン１８個（ユー
コープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 チルドとろみスープで食べる肉わ
んたん

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 チルド肉わんたん そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 チルド肉ワンタン２０個（ユー
コープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 つつみ亭肉餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 つつみ亭春巻 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 手造り茶わんむし海老 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 手造り茶わんむし松茸 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 点心楼海老餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 点心楼肉餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 とろみスープの餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 とろみスープのワンタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 肉餃子（高級） そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 肉包子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 にらにんにく餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ハオツーロー肉餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 パスタパリエグラタンソースのパ
スタ

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 パスタパリエミックスソースのパ
スタ

そうざいおよび
半製品

なし
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株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ピサトースト３Ｐ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ピサトースト５Ｐ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ビックピザトースト そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ひとくちスープ餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ファインセレクト玉子どうふ８０
ｇ×３個（西友）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ファインセレクトピザトースト５
枚（西友）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 プチグラタン２Ｐ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 プチグラタン４Ｐ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ベーコングラタン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ほくほくどびんむし松茸きのこ入
り

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 本葛胡麻どうふ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 麻婆豆腐の素甘口 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 麻婆豆腐の素中辛 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 松茸茶わんむし（シジシージャパ
ン）

そうざいおよび
半製品

不明 有（200℃、40baｒ、
20分間以上のプリオン
不活化処理）

不明（牛
脂肪）

シリコー
ン樹脂、
乳化剤、
水より成
るエマル
ジョン型
シリコー
ン消泡剤

非実施
（200℃、
40baｒ、
20分間以
上のプリ
オン不活
化処理済
み

非実施
（同左）

植物由来
原料に切
り替える
予定

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 松茸のお吸いもの そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 まる小鉢あんかけ玉子蒸し海老６
５ｇ×３個（コープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ミニグラタンエビ そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ミニグラタンカニ風味 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ミニグラタンコーン そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 よりどり海老餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 よりどり肉餃子 そうざいおよび
半製品

なし
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株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 よりどりにらにんにく餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 よりどり野菜餃子 そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 和風しそ巻チルド餃子３０粒
（コープ）

そうざいおよび
半製品

なし

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 わかめ入りスープ餃子 そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 あらびき肉餃子 そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 中華三昧　鍋貼餃子 そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 中華三昧　上海餃子 そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 中華三昧　小籠包 そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 徳用餃子 そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 秋のきのこ餃子 そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 あったかチゲスープ餃子 添付のスープ，
そうざい半製品

無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 ちびっこランドベーコンチーズ餃
子

そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 ちびっこランド海老マヨネーズ餃
子

そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 水餃子(四川風辛みそダレ付) 添付のスープ，
そうざい半製品

無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 街の餃子屋さん　野菜餃子 そうざい半製品 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 街の餃子屋さん　肉餃子 そうざい半製品 無

株式会社　守谷漬物 新居浜市萩生605－2 漬物(みぶ菜) 漬物 無

株式会社　矢島ハム工場 茅ヶ崎市円蔵２－１０－１１ メンチカツ 総菜 なし

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
（佃煮）

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
液体調味料（コラーゲン）

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
液体調味料（ゼラチン）

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
（ビーフエキス・ビーフオイル）

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
ｐＨ調整剤

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
乳化剤

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
牛脂

弁当 無
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株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
パプリカ色素（ゼラチン）

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
梅肉（ゼラチン）

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
白ウィンナー

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
液体調味料

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
液体調味料

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
コロッケ

弁当 無

株式会社　ヤマキフーズ 大野城市東大利４丁目１番１号 弁当・おにぎり・すし
牛肉

弁当 無

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ピリ辛ツナゴボウ そうざい なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ フォッカチヤサーモンサラダ そうざい なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ フォッカチヤハーブチキン そうざい なし

株式会社青山 東京都渋谷区桜丘町２９－３１ ビーフシチュー 惣菜 無

株式会社青山 東京都渋谷区桜丘町２９－３１ コンタン 惣菜 無

株式会社アグリフーズ 那賀郡鷲敷町和食郷南川２２０－８ かつを味メンマ 惣菜類 無

株式会社アマタケ 大船渡市盛町二本枠5 岩手がも鴨鍋セット そうざい 無

株式会社アマタケ 大船渡市盛町二本枠5 岩手がも鴨鍋セット（つくね入） そうざい 無

株式会社亜味撰 香川県小豆郡内海町草壁本町５７２－
３２

畑のお肉 惣菜類 無

株式会社亜味撰 香川県小豆郡内海町草壁本町５７２－
３２

若布佃煮 惣菜類（佃煮） 無

株式会社亜味撰 香川県小豆郡内海町草壁本町５７２－
３２

牛肉角煮 惣菜類（佃煮） 無

株式会社亜味撰 香川県小豆郡内海町草壁本町５７２－
３２

山菜佃煮 惣菜類（佃煮） 無

株式会社亜味撰 香川県小豆郡内海町草壁本町５７２－
３２

のり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

株式会社亜味撰 香川県小豆郡内海町草壁本町５７２－
３２

こんぶ佃煮 惣菜類（佃煮） 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ チーズフォンデュ そうざい類 無 無

株式会社阿波池田牧場チェーン 三好郡三好町大字足代９１６番地 コロッケ・ヘレカツ・ミートボー
ル

惣菜類 無

株式会社イスズフーズ 千葉県匝瑳郡光町宮川１２０７４ 牛もつ煮込み
（みそ味・しょうゆ味）

そうざい 無

株式会社イトーヨーカ堂　旭川店 旭川市６条１４丁目６４番地 そうざい類 そうざい なし
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株式会社岩手畜産流通ｾﾝﾀｰ 紫波町犬渕字南谷地120 そう菜類 そうざい 無

株式会社うおくに神戸フードセン
ター

中央区港島南町５ 給食弁当 弁当 なし

株式会社栄伸堂 尼崎市名神町３―１２―２７ 餅入り巾着 そうざい半製品 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 そうざい類 そうざい類 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 弁当類 弁当類 なし

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

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

調理パン なし

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

調理パン なし

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

なし

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 ＦＤめかぶ雑炊 そうざい 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 味付めかぶゆず風味 そうざい 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 味付めかぶ一夜漬 そうざい 無

株式会社尾坪商店　綾里工場 三陸町綾里字田浜下79 味付茎わかめ そうざい 無

株式会社オニマル 福岡県山門郡瀬高町大字文広１６１３
－１

博多キムチカップ 漬物 無

株式会社オニマル 福岡県山門郡瀬高町大字文広１６１３
－2

たくあん漬け類他 漬物 無

株式会社オニマル 福岡県山門郡瀬高町大字文広１６１３
－3

高菜漬け他 漬物 無

株式会社オニマル 福岡県山門郡瀬高町大字文広１６１３
－4

白菜キムチ 漬物 無

株式会社オニマル 福岡県山門郡瀬高町大字文広１６１３
－5

茶ちゃと菜２５ｇ 漬物 無

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ 石松鍋カレーうどん 惣菜 無

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ お祭り焼きそば 惣菜 無

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ がんこラーメン醤油 惣菜 無

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ 業務用ラーメン5食 惣菜 無

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ 調理焼きそばH 惣菜 無

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ 手もみ中華 惣菜 無

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ 鍋煮込みラーメン豚骨しょうゆ 惣菜 無
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株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ 焼きビーフン 惣菜 無

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

なし

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

なし

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

なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 あげ出し豆腐 そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 田舎煮 そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 海老マカロニグラタン そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 大玉たこ焼き そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 お好み焼き＆焼きそば そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 お肉たっぷり酢豚 そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 おろしハンバーグ そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 牛もつ焼き そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 旬のきのこのスパゲティ そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 中華春雨サラダ そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 ナポリタンスパゲティ そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 肉じゃが そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 ひとくちステーキセット そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 冷奴セット そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 プチサラダスパゲティ そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 マーボー茄子 そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 ミニあんかけ焼そば そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 ミニペペロンチーノ そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 野菜たぷり寄せ鍋 そうざい類 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 野菜マカロニサラダ そうざい類 なし

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 Kスパゲティナポリタン 弁当 無
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株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 Kミートソース№３ 弁当 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 特製ミートソース 弁当 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 ミートソーススパゲティ 弁当 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 トマトソーススパゲティ 弁当 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 ナポリタンスパゲティ 弁当 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 ソース焼そば 弁当 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 焼うどん 弁当 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 鍋自慢カレーうどん 弁当 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 スティックチキン そうざい半製品 無

株式会社木曽路名古屋場 大府市大府町上原２０ 茶碗蒸 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 味付しなちく そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 味付メンマ そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 味付野沢菜 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 味の坊ラーメンメンマ そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ きのこゆず風味 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 京菜のいり煮 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ さざえ用野菜具 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 椎茸甘辛煮 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 椎茸うま煮 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 筑前煮 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 特上松茸風味 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 土佐ごぼう そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ トッピング松茸 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ トッピング松茸甘辛煮 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ぴりっ辛高菜 そうざい なし
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株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 帆立用野菜具 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 松茸風味 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 丸善食品椎茸うま煮 そうざい なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 丸菱味付メンマ そうざい なし

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 一人前おでん 惣菜 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 新）肉餃子 惣菜 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 玉子入りおでんや 惣菜 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 肉ワンタン 惣菜 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ パリパリポテト 惣菜 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ プレナスポテトサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ プレナス卵ｽﾊﾟｹﾞﾃｲｲｻﾗﾀﾞ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ 卵ｽﾊﾟｹﾞﾃｲｲｻﾗﾀﾞ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ＥＧポテトサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ポテトサラダＫＯ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ＥＧマカロニサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ＥＧｽﾊﾟｹﾞﾃｲｲｻﾗﾀﾞ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ マカロニサラダＫＯ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ スパゲッテイサラダＫＯ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ コロコロポテトサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ タートルウインポテト 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ 料亭茶碗蒸し 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ プレナスポテトサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ＶＯゴボウサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ＥＧポテトサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ポテトサラダＫＯ 惣菜類 無
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株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ポテトサラダＫ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ﾆｭｰｸﾗｯｼｭｴｯｸﾞＫＤｰ2 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ﾆｭｰｸﾗｯｼｭｴｯｸﾞH-KD 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ツナサラダＮＤ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ レストランツナサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ツナサラダＴ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ 鶏そぼろフィリングＫＤ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ツナサラダＮＤ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ツナポテトサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ツナサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ﾌﾟﾚﾅｽｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ＶＯゴボウサラダ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ フレッシュﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞＴ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ｺｰﾝﾍﾟｯﾊﾟｰｻﾗﾀﾞ 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ 割干す大根煮 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ ひじき煮 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ 竹輪のサラダ詰キット 惣菜類 無

株式会社九州ダイエットクック 佐賀市高木瀬西６丁目９－６ うの花 惣菜類 無

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 鰊紅鮭昆布巻 そうざい なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 ゆばまんじゅう そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 京風白菜巻 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 かき黄金焼き そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 鴨鍋うどん そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 茶そば そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 湯葉うどん そうざい類 なし なし
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株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 ぜんまい五目煮 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 茶わんむし そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 銀むつ そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 切干大根煮 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 炊き合せ（煮物） そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 三ツ葉入玉子 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 筑前煮 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 涼風まんじゅう そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 高野豆腐 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 白和え そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 鮭吹き寄せチーズ焼 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 京の味集め そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 いこみ南瓜 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 京風おでん そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 芋・蛸・南瓜 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 湯葉茶碗蒸（ホット） そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 茄子胡麻浸し そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 大根と厚揚煮 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 えび身丈 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 こんにゃく土佐煮 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 出し巻玉子 そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 和風ハンバーグ そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 ふくさゆば そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 東寺ゆば そうざい類 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 鰊昆布巻 そうざい類 なし なし
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株式会社グー　盛岡営業部 矢巾町大字高田15-26-4 そうざい そうざい 無

株式会社グー　盛岡営業部 矢巾町大字高田15-26-4 弁当 弁当 無

株式会社グー　盛岡営業部 矢巾町大字高田15-26-4 寿司 弁当 無

株式会社グー　盛岡営業部 矢巾町大字高田15-26-4 おにぎり 弁当 無

株式会社久保田缶詰所 庵原郡蒲原町堰沢４４３－１－１ 麻婆豆腐 そうざい なし

株式会社久保田缶詰所 庵原郡蒲原町堰沢４４３－１－１ 麻婆茄子 そうざい なし

株式会社ケーアイシーセンター 郡山市田村町上行合字辰ノ尾28 網焼きﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ そうざい 無

株式会社ケーアイシーセンター 郡山市田村町上行合字辰ノ尾28 じゅわっと肉汁ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ そうざい 無

株式会社ケーディーエム 焼津市八楠1-15-7 鰻蒲焼 惣菜 無

株式会社コイト 富津市大堀１７５０ ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾞﾀｰｿｰｽ他７ そうざい 無

株式会社郡山とうふセンター 郡山市富久山町久保田字郷花４ー１７ 揚げだし豆腐 そうざい 無

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

そうざい なし

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

そうざい なし

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

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

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

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 鮭フレーク そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 味付つぶ そうざい なし

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

そうざい なし

株式会社寿フーズ 亀田郡七飯町字中島25-1 北の雑炊（かに、うに、鮭） そうざい なし

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

そうざい なし

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

そうざい なし

株式会社蔵王ミート 山形県上山市高野151番地 牛すじ煮込み そうざい なし

株式会社サカタフーズ 山形県飽海郡平田町大字砂越字上川原
507

ハンバーグ類 惣菜 なし

株式会社サスナ 焼津市中里８２４ 缶詰まぐろほぐしみ味付 惣菜 無
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株式会社真田 守口市大宮通2-21-13 京のおばんざい そうざい類 無

株式会社真田 守口市大宮通2-21-13 煮物が好きになりました そうざい類 無

株式会社真田 守口市大宮通2-21-13 簡単便利シリーズ そうざい類 無

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 神戸れんが亭ビーフシチュー
230g

そうざい類 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 神戸れんが亭牛肉の佃煮　200ｇ そうざい類 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 神戸れんが亭ビーフカレー　200
ｇ

そうざい類 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 神戸れんが亭ラ・フランスのコン
ポート　150ｇ

そうざい類 なし

株式会社三幸食品 旭川市流通団地２条３丁目２６番地 そうざい類 そうざい類 なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ TT-30 そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 味膳牛肉しぐれ そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 伊賀牛しぐれ煮まん そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 伊賀肉しぐれ煮まん（八丁みそ
味）

そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 牛肉しぐれ そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 松阪牛しぐれ煮赤ワイン煮 そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 松阪牛ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ煮 そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 松乃樹牛肉しぐれ そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 若炊き松阪牛しぐれ煮 そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 若炊き松阪黄金胡麻牛しぐれ煮 そうざい なし

株式会社サンショク 上野市西明寺２８７０ 若炊き松阪黒胡麻しぐれ煮 そうざい なし

株式会社サンメリー 東京都北区赤羽南２－２１－５ ハヤシソース 惣菜 無

株式会社サンメリー 東京都北区赤羽南２－２１－５ ビーフカレー（レストラン用） 惣菜 無

株式会社サンメリー 東京都北区赤羽南２－２１－５ デミソース 惣菜 無

株式会社サンメリー 東京都北区赤羽南２－２１－５ カレー（パン用フィリング） 惣菜 無

株式会社サンメリー 東京都北区赤羽南２－２１－５ ミートソース 惣菜 無

株式会社サンメリー 東京都北区赤羽南２－２１－５ ピロシキ（パン用フィリング） 惣菜 無
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株式会社サンロイヤル旭川 旭川市神居９条１丁目７番１号 そうざい類 そうざい類 なし

株式会社サンロイヤル旭川 旭川市神居９条１丁目７番１号 弁当類 弁当類 なし

株式会社四国シキシマパン 砥部町岩谷口110 弁当 弁当 無

株式会社ジョイフーズ 焼津市小川3328番地 牛テールスープ 惣菜 無

株式会社ジョイフーズ 焼津市小川3328番地 コンソメ 惣菜 無

株式会社神商 中央区港島２－６ 中国惣菜 そうざい なし

株式会社新珠食品 福井県武生市新保２丁目1-1 手作り茶碗蒸し そうざいおよび
半製品

なし

株式会社新矢嵐商店 板野郡板野町西中富字鹿江野１８－１ 刻京菜 漬物 無

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ カレー類 そうざい類 なし

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ ハヤシ そうざい類 なし

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ ポーションシチュー そうざい類 なし

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ ボロネーズ そうざい類 なし

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ 挽肉煮込 そうざい類 なし

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ 牛肉煮込 そうざい類 なし

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ トリッパ そうざい類 なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ そばみそ 調理みそ 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 惣菜 惣菜類 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 惣菜 惣菜類 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 惣菜 惣菜類 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 惣菜 惣菜類 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 惣菜 惣菜類 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 惣菜 惣菜類 無

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-14 冷凍ｻｰﾓﾝｻﾗﾀﾞ ｻﾗﾀﾞ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-16 明太子ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ ｻﾗﾀﾞ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-20 おかず工房ﾊﾞﾅﾅｻﾗﾀﾞ ｻﾗﾀﾞ なし
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え

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-23 ｺﾝﾋﾞｰﾌﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-26 うの花 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-27 ひじき煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-28 煮しめ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-29 こあえこんにゃく そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-30 いんげん油炒め そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-31 季節のうの花 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-32 茶碗蒸し そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-33 季節の炒り豆腐 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-34 おかず工房うの花 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-35 おかず工房ひじき煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-36 旬の青菜と大根の煮物 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-37 ひじき煮弁当用 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-38 おかず工房洗い出し そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-39 細竹とイカの煮物 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-40 肉じゃがｾｯﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-41 煮込みおでんｾｯﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-42 ﾄﾏﾄとﾎﾟﾃﾄのｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-43 冷凍ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞｾｯﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-44 Dｲｶ大根 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-45 おかず工房ｶﾙﾋﾞ焼きｾｯﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-46 ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-47 ｸﾘｰﾐｰｶﾎﾞﾁｬｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-48 ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-49 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし
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え

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-50 JFSAﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞﾚｽﾄﾗﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-51 JFSAｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞﾚｽﾄﾗﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-52 ﾚｽﾄﾗﾝﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-53 ﾚｽﾄﾗﾝｽﾊﾟｹﾞﾃｨ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-54 ﾂｲｽﾄﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-55 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾐｾﾘ風 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-56 RFCﾂﾅ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-57 RFCﾀﾏｺﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-58 H和風きのこｽﾊﾟｹﾞﾃｨ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-59 H生野菜ｻﾗﾀﾞｺｰﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-60 H秋の味覚ｶﾎﾞﾁｬｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-61 D野菜たっぷりﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-62 Dｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-63 Dﾊﾟｰﾃｨｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-64 D人気ｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-65 おかず工房ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-66 おかず工房ｻｰﾓﾝﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-67 R鶏ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-68 ﾁｷﾝｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞRF そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-69 Hｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-70 おかず工房きのことｺﾞﾎﾞｳ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-71 D彩り野菜ｺﾞﾎﾞｳ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-72 ﾌﾚｯｼｭｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-73 ﾌﾘｰｽﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ筑前煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-74 Fｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし
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株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-75 鮭ﾏﾖﾈｰｽﾞ300 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-76 ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞTA そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-77 Fﾀﾏｺﾞｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-78 ﾚｽﾛﾗﾝﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-79 ﾏｾﾄﾞｱﾝﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-80 ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞT そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-81 ﾊｲﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-82 ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ400 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-83 JFSAﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞﾚｽﾄﾗﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-84 Fﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-85 HHｺｰﾝﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-86 ﾁｮﾘｿｰﾎﾟﾃﾄN そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-87 RFCﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-88 RFCﾌﾚｯｼｭｶｯﾌﾟﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-89 Fｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-90 Hｲｶｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-91 おからと豆のｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-92 北海ｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-93 ﾌﾚｯｼｭｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞＤ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-94 JFSA函館ｲｶｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-95 ｶﾆ風味ｻﾗﾀﾞﾏｲﾙﾄﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-96 ｲｶｻﾗﾀﾞｷｯﾄﾞ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-97 ﾌﾘｰｽﾞﾌﾟﾘｰｽﾞ切昆布煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-98 冷凍豚軟骨煮 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-99 冷凍切昆布煮Ｒ そうざい類 なし
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株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-100 冷凍うの花Ｎ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-101 ｼｰﾌｰﾄﾞﾀﾙﾀﾙ帆立子 そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-102 ﾂﾅｻﾗﾀﾞＷ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-103 たらこｺﾝﾆｬｸ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-104 ｶﾚｰ用ﾎﾟﾃﾄ(ﾊｰﾌ) そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-105 冷凍ﾎﾟﾃﾄｺｰﾝ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-106 冷凍ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-107 冷凍ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄKS そうざい類 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-108 人参煮（ｶﾚｰ味） そうざい類 なし

株式会社大丸 三好郡三好町昼間3512  三色丼・焼そば・すき焼・オム
レツ・ カレー・しぐれ巻

惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三好町昼間3512 ハンバーグ 惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三好町昼間3512 ジャンボ肉団子 惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三好町昼間3512 メンチカツ 惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三好町昼間3512 カルビ丼 惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三野町芝生1288の3 鉄板焼きハンバーグ 惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三野町芝生1288の3 肉じゃがフライ 惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三野町芝生1288の3 ジャンボ肉団子 惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三野町芝生1288の3 メンチカツ 惣菜類 無

株式会社大丸 三好郡三野町芝生1288の3 肉じゃが・焼そば・スパゲティ・
筑前煮

惣菜類 無

株式会社高橋商店 福岡県山門郡三橋町垂見１８９７－１ 寒干昆布 惣菜類（佃煮） 無

株式会社タケフーズ 板野郡板野町西中富一才２７ 漬物８品目 漬物 無

株式会社タップ（本社工場） 所沢市南永井８６６－３ 三陸産わかめの海草サラダ そうざい なし

株式会社タップ（本社工場） 所沢市南永井８６６－３ ツナ＆コーンサラダ そうざい なし

株式会社タムラ食品 沼津市市場町２１－１ わさびのり そうざい なし

株式会社丹野こんにゃく 山形県上山市楢下1233-2 牛肉巻 そうざい なし
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株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－１ 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－2 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－3 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－4 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－5 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－6 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－7 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－8 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－9 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－10 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－11 浅漬け 漬物 無

株式会社デイリー開発福岡 福岡県山門郡瀬高町下庄２０２３－15 浅漬け 漬物 無

株式会社ディリーマート 三好郡池田町字マチ2183 牛肉ハンバーグ・肉だんご１品目 惣菜類 無

株式会社ディリーマート 三好郡池田町字マチ2183 肉じゃが・弁当　５品目 惣菜類 無

株式会社ディリーマート 三好郡池田町字マチ2183 牛丼各種　１品目 惣菜類 無

株式会社ディリーマート 三好郡池田町字マチ2183 牛肉コロッケ・かぼちゃコロッケ
１品目

惣菜類 無

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 緑黄色野菜のサラダ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ハム野菜ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｻﾗﾀﾞ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ビーフシチュー そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 海藻たっぷりサラダ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ﾁｷﾝﾄﾞﾘｱ&ﾐｰﾄｸﾞﾗﾀﾝ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ポテトのチーズ焼き そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 茄子とﾐｰﾄｿｰｽｸﾞﾗﾀﾝ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ マカロニサラダ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 海老マカロニグラタン そうざい なし
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株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 五目ひじきの合せ炊き そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ いろいろﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 弁当用ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 鶏おこわの具 そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ねぎﾁｬｰｼｭｰ野菜ｾｯﾄ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ カレーコロッケ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ 野菜コロッケ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ポークコロッケ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ サラダ詰め合わせ そうざい なし

株式会社デイリーメイト 青梅市友田町１－１２３４ ひじきのﾊﾞﾗﾝｽｻﾗﾀﾞｾｯﾄ そうざい なし

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 竜眼たまご 惣菜類 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 茶碗むし１ 惣菜類 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 茶碗むし2 惣菜類 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 茶碗むし3 惣菜類 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 手造り茶わんむし 惣菜類 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 懐石風茶わんむし 惣菜類 無

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 かにほぐし そうざい なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 つまみ鱈 そうざい なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 いかめし そうざい なし

株式会社藤六食品 旭川市永山町１１丁目６３－１ そうざい類 そうざい類 なし

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

大小腸 実施 実施

株式会社トクスイエナック 糸島郡二丈町武９５番７号 サーモンマヨネーズ 惣菜類 無

株式会社鳥泉 中蒲原郡小須戸町大字新保３８０ 牛肉ジャンボコロッケ等 総菜半製品 なし

株式会社鳥梅 中蒲原郡亀田町曙町４－９－３ カツ等 総菜半製品 なし

株式会社ﾄﾘｾﾞﾝ第二工場 唐津市養母田字沼511 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 惣菜類 無
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株式会社ﾄﾘｾﾞﾝ第二工場 唐津市養母田字沼511 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 惣菜類 無

株式会社ﾄﾘｾﾞﾝ第二工場 唐津市養母田字沼511 ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙ 惣菜類 無

株式会社長崎屋旭川店 旭川市春光６区１条３丁目３６６ そうざい類 そうざい類 なし

株式会社長崎屋旭川店 旭川市春光６区１条３丁目３６６ 弁当類 弁当類 なし

株式会社中西食品 阿南市富岡町玉塚３－１ 肉じゃが、おから煮 惣菜類 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ 天ぷら製品 惣菜 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ カツ製品 惣菜 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ 唐揚げ製品 惣菜 無

株式会社なとりデリカ 東京都北区神谷１－１５－１２ ハンバーグ用デミソース 惣菜 無

株式会社なとりデリカ 東京都北区神谷１－１５－１２ いろいろ木の子のスープ 惣菜 無

株式会社なとりデリカ 東京都北区神谷１－１５－１２ 木の子シチューパイ 惣菜 無

株式会社なとりデリカ 東京都北区神谷１－１５－１２ 白身魚の冷製 惣菜 無

株式会社なとりデリカ 東京都北区神谷１－１５－１２ サーモンと帆立のゼリー寄せ 惣菜 無

株式会社なとりデリカ 東京都北区神谷１－１５－１２ ビーフシチュー 惣菜 無

株式会社なとりデリカ 東京都北区神谷１－１５－１２ ナポリタンサラダ 惣菜 無

株式会社肉の横沢 西根町大更21-52-1 ビーフシチュー そうざい 無

株式会社肉の横沢 西根町大更21-52-1 ハンバーグ そうざい 無

株式会社肉の横沢 西根町大更21-52-1 ビーフカレー類 そうざい 無

株式会社肉の横沢 西根町大更21-52-1 トンカツ類 そうざい 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 カルビ そう菜 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 昔ながらのナポリタン 惣菜 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 ミニ冷やし中華 弁当 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 冷たい鶏そば 弁当 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 ざるそば とろろそば 弁当 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 本格ソース焼きそば 弁当 なし
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株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 本格焼きうどん（醤油味） 弁当 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 冷し塩ラーメン・冷たい醤油ラー
メン

弁当 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 冷し狸うどん・本格焼うどん（醤
油味）

弁当 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 ぶっかけきつねうどん 弁当 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 ミニツナサラダうどん 弁当 なし

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

そうざい なし

株式会社にんべんフーズ 焼津市大島１６９９ 和食倶楽部牛丼 惣菜 無

株式会社にんべんフーズ 焼津市大島１６９９ 和食倶楽部牛もつ汁 惣菜 無

株式会社にんべんフーズ 焼津市大島１６９９ 和食倶楽部麻婆丼の素(甘口） 惣菜 無

株式会社にんべんフーズ 焼津市大島１６９９ 和食倶楽部麻婆丼の素(辛口） 惣菜 無

株式会社にんべんフーズ 焼津市大島１６９９ 和食倶楽部麻婆丼の素(中辛） 惣菜 無

株式会社パオフーズ 千葉市若葉区若松町417-46 J.A（ジャンボ餃子） そうざい半製品 なし なし

株式会社パオフーズ 千葉市若葉区若松町417-46 広東餃子 そうざい半製品 なし なし

株式会社パオフーズ 千葉市若葉区若松町417-46 肉味（パオズ） そうざい半製品 なし なし

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＡＬラザニアＳ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ELキーマカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＧＨボンゴレ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＧＲハッシュドビーフ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＧＲビーフカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＧＲペスカトーレ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＧＲミートソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｇオニオンスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｇガーリックﾄﾏﾄｿｰｽ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｇチーズスパ用ソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＨＢミートソース 惣菜 無

106 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＨＰカレーソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＪＧホワイトソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ JJカルビスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ JJ冷麺スープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ JK牛丼の具 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｊアサリミックス 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ KCキーマカリー160 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ KCチキンカリー160 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｋボンゴレソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｋマーボーソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｋ和風キノコソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ LOキーマカレー２ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ LOキーマカレー2 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ LTあさりご飯の具Ａ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ LVビーフカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＬＶ甘口カレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Lカレースープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Lトマトスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ L中華スープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ L和風スープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＭＥポ－クカレ－ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ N-ｸﾗﾑﾁｬｳﾀﾞｰ1000 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Nﾀﾝﾀﾝ麺500 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OFカツカレー200 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OFミートソース 惣菜 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OGMお子様カレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OGMお子様カレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OGMカツカレー200 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OGMｶﾂｶﾚｰ200 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＯＧＭカレーソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHｶﾆｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHキーマカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHクラムスパソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHゴールドカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHサラスパソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHｽﾊﾟｲｼｰﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHハンバーグ170G 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHハンバーグシチュー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHラザニア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PHオニオンｸﾞﾗﾀﾝｽｰﾌﾟ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PHコーンスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PHミネストローネ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＰＨラザニア－Ａ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PMグリーンカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PMココナッツカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PMレッドカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PSクラムスパソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＰＳラザニア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PZミートソース（改) 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ R/Lうま煮ソースＮ 惣菜 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ RLガンボスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ RLｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰｿｰｽ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ RLチキンカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SCｶﾞｰﾘｯｸﾄﾏﾄ500 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SHカルビスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SHコーンスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SHチキンカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SHミートソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｓラザニア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oあさりｽﾊﾟｿｰｽ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oあさりｽﾊﾟｿｰｽ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oお子様カレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oコールマンカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oコーンスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oﾁｷﾝﾗｲｽｾﾝﾀｰ250 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oビーフカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ180 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ180 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oベイクドカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oミートソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oミートソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oラザニア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oラザニア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＴＤビーフカレーＮ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ WFﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾊﾞｼﾞﾙ 惣菜 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｚあんかけソース500 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Zウニサーモン 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｚお子様カレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Zｶﾚｰうどんの具 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Zカレースパソース 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｚｹﾝﾁﾝうどんの具N 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｚハッシュドビ－フ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＺビーフシチューＮ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Zプチ中華丼の具N 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ あさりｸﾘｰﾑｽﾊﾟｿｰｽ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ あさりごはん 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ あさりごはんスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ あじへいちびっ子カレ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ あんかけ120 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｵﾆｵﾝｸﾞﾗﾀﾝｽｰﾌﾟG 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ かつ太郎ｶﾂｶﾚｰ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ カルボナーラ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｶﾚｰうどんの具TF 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ カレードリア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ キーマカレーＮ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ クッパス－プ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ クラムチャウダー180 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ クラムチャウダーNY 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ クリームスパソースＳ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ジャージャン麺の具 惣菜 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｽｰﾌﾟｽﾊﾟｿｰｽ和風 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ タコスミート 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ チキンカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ チキンカレー1000 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ トマトパスタソースNY 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ドライカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ドリグラ用ドリア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ドリグラ用ラザニア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ハッシュドビーフ120 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ハンバーグ150 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ビーフカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ビーフカレーＫＢ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰOA 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ファームラザニア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ フカヒレあんかけ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ フカヒレあんかけ(改) 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ﾌｶﾋﾚあんかけ10017 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ﾌｶﾋﾚうどんの具 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ﾌｶﾋﾚそばうどんの具 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ふかひれ風スープＣＺ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ﾍﾞｰｼｯｸｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ベジタブルスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ペンネグラタン(舟型) 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ボロネーズ1000 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ﾎﾞﾛﾈｰｽﾞｿｰｽ120 惣菜 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ミートソースペンネ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ミネストローネNY 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ラザニア140 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ランチドリア 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ レッドカレーG 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ワカメあんかけｿｰｽ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 花冠餃子 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 甘口ポークカレ－ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 甘口ポークカレー1000 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 久兵衛屋カレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 鶏スープ(193g) 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 鶏スープ(改) 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 五目うどんの素 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 焼ハンバーグ100 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 焼ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ180 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 新ビーフカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 新中華うま煮 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 中華あんかけ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 特SRビーフカレー 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 特SRビーフハヤシ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 野菜カレー1000 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 冷製トマトスープ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 和風あんかけｿｰｽFS 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 和風スパスープＧＤ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 和風スパソースOA 惣菜 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 和風ピザトッピング 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 和風甘酢あんかけｿｰｽ 惣菜 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 餃子 惣菜 無

株式会社ビージョイ 松山市枝松５丁目８－１２ もつ鍋セット 惣菜類 無

株式会社ビージョイ 松山市枝松５丁目８－１２ もつ鍋セット 惣菜類 無

株式会社平間調理部 旭川市１条通２４丁目１１番地１６１ そうざい類 そうざい なし

（株）ファミリーシェフ 相模原市下九沢１７１ サラダ類 そうざい類 なし

（株）ファミリーシェフ 相模原市下九沢１７１ 豚汁 そうざい類 なし

（株）ファミリーシェフ 相模原市下九沢１７１ 肉じゃが そうざい類 なし

（株）ファミリーシェフ 相模原市下九沢１７１ かにフカヒレ雑炊 そうざい類 なし

株式会社福一 静岡県伊東市中央町１３－２５ コンビーフ巻き そうざい類 無

株式会社ふじの華 旭川市永山町７丁目７番地 そうざい類 そうざい類 なし

株式会社ふじの華 旭川市永山町７丁目７番地 弁当類 弁当類 なし

株式会社芙蓉 寝屋川市点野5-1-13 味付あげ そうざい 無

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし
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株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ スパゲッティ類 そうざい なし

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 特製味わい御膳 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 特製味わい御膳（赤飯） 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 特製彩り幕の内 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 特製彩り幕の内（赤飯） 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ ミニ中華丼 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ ミニソースカツ丼 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ ミニ牛焼肉丼 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 牛ごぼう飯 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ ミニポークカレー 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ お手軽弁当（鶏重） 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ いなり寿司 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 特製とんかつ弁当 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 野菜たっぷりポークカレー 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ ボリュームカツ　　　カレー 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 洋風バラエティー　弁当 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 特選チャーハン 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ ネギ塩カルビ弁当 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ チャーハン＆唐揚げ弁当 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ えび天丼 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 豚丼 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 牛カルビ弁当 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ のり弁当 弁当 無 　

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 中華幕の内弁当 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 幕の内デラックス 弁当 無
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株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ きのこ御飯弁当 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 幕の内４８０ 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ おにぎり＆いなりセット 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ おむすびランチ 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 一口おむすび５個入り 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 直巻　まいたけ御飯 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 照り焼きソーセージおむすび 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 直巻　とり五目 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 直巻　高菜おむすび 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 手巻おにぎり明太子マヨネーズ 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 手巻おにぎり博多明太子 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 手巻おにぎり海老マヨネーズ 弁当 無

株式会社フレンドリーデリカ 杵島郡白石町大字馬洗１５４０番地１ 手巻おにぎりシーチキン 弁当 無

株式会社平和楼 福岡市中央区天神二丁目６番４２号 豚まん 惣菜類 無

株式会社平和楼 福岡市中央区天神二丁目６番４２号 ギョウザ 惣菜類 無

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

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 ハム玉子サンド、ミラノサンド、
こだわり玉子サンド、ハム玉子
ボックス、フレッシュハムサン
ド、野菜ポテトサンド、ハム野菜
サンド、ハムチーズサンド、和風
ツナ&トマト玉子サンド、ジャー
マンポテトサンド、ローストンカ
ツサンド、アメリカンクラブサン
ド

サンドイッチ なし

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

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

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

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

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

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

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

そうざい なし

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

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

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

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

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

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

そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 和風明太子スパゲティ そうざい なし

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

そうざい なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 煮しめ そうざい なし

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

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 たこ焼き そうざい なし

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

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

そうざい なし

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

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

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

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

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

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

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

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 北海海老いか天丼 弁当 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

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 幕の内４５０ 弁当 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 牛カルビ弁当 弁当 なし

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

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 北海中華丼 弁当 なし

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

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

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

弁当 なし

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

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 鮭のり弁当 弁当 なし

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

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

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 北海あんかけ焼そば、肉じゃが、
辛口ジャージャー麺、ミニ五目あ
んかけ焼そば、特製彩り幕の内、
きのこ御飯弁当、四川風マーボ豆
腐丼、ボリュームカツカレー、豚
スタミナ丼

弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 醤油おむすび鮭、ミニポークカ
レー丼

弁当類 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 稲荷、助六寿司、おにぎりいなり
セット

弁当類 なし

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

弁当類 なし

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

弁当類 なし

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

弁当類 なし

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

弁当類 なし

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

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

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

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

弁当類 なし
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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

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 サラダ巻き 弁当類 なし

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

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

弁当類 なし

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

株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５－１ コトコト煮込んだロールキャベツ
（トマト）

惣菜半製品（牛
肉）

なし

株式会社マルイ食品 三島市青木３３３－２ 肉詰いなり２５ｇ そうざい なし

株式会社丸岩 盛岡市上田一丁目7-11 牛タン串揚 そうざい 無

株式会社丸内 山形県上山市矢来１丁目7―26 一口ステーキ そうざい なし

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 コーンポタージュ 惣菜 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鮭風味GN0508 惣菜 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 ポタージュ 惣菜 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 牛カルビ丼 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 霜降り牛ごぼう巻き天 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 石窯焼きピザ 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 牛肉コロッケ 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 あんかけかぼちゃ・牛肉挟み天 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 霜降り牛デミグラスハンバーグ 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 牛ごぼうメンチカツ 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 スコッチエッグ25ｇ 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 牛肉コロッケ 惣菜類 無

株式会社マルヨシセンター 三好郡三加茂町加茂2479 ミンチコロッケ 惣菜類 無

株式会社ミエミート 一志郡三雲町市場庄１１７２ スモークチキン そうざい なし

株式会社ミエミート 一志郡三雲町市場庄１１７２ 鳥肉しぐれ そうざい なし

株式会社ミエミート 一志郡三雲町市場庄１１７２ 豚角煮 そうざい なし

株式会社ミエミート 一志郡三雲町市場庄１１７２ ローストチキン そうざい なし
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の有無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 ひじき山くらげ 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 フキ田舎煮 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 田舎五色煮 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 梅ザーサイ 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 五菜 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 うど入りきのこ寄せ 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 釜めしの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 五色うま煮 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 五目ひじき煮 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 タカノ山菜五色煮 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 穂先たけのこ土佐煮 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 野菜煎煮 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 梅味ひとくち昆布 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 鰹細竹 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 明太子風メンマ 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 メンマキムチ 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 いも煮会 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 五目ごはん 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 きのこごはん 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 山菜ごはんの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 松茸きのこごはん 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 鶏ごはん 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 松茸きのこ釜めし 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 とりめしの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 舞茸きのこ釜めし 惣菜 なし
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え

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 きのこごはんの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 松茸ごはんの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 五目ごはんの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 たけのこごはんの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 山菜ごはん 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 松茸100％ごはんの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 舞茸ごはんの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 五目の具おいなりさんみすず 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 ザーサイ 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 ビビンバの素 惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 栗きのこ釜めし（炊き込みごはん
の素）

惣菜 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 牛釜めしの素 惣菜 なし

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 うの花 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 山菜おいなりさん 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 五目おいなりさん 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 なめ茸60％　120g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 味付けえのきたけ500g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 味付けえのきたけ70％　18L缶 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 にんにくきのこ 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 山菜えのきキムチ味120g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 なめ茸茶漬９０％120g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 特選なめ茸茶漬90％200g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 味付けｷｻﾞﾐ揚げ７０ｇ 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｃ味付ジャンボいなりあげ（Ｂ
１）

惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 おにぎり三角いなり 惣菜 無

120 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 みすずうどんあげ 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 味付けしいたけ110g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 やさしいうのはな 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 味付けいなり 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｃ味付うどん用あげカット（KU3)
４０枚

惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 山菜きのこ２人前 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 味付けいなり 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 味付けいなり 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 味付けかんぴょう 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｃ味付三角ジャンボいなりあげ40
枚

惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｃ味付ジャンボいなり（カット）
20枚

惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｃ自付ジャンボいなりあげ□
(N5)40枚

惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 ｱｼﾞﾉｷ味付けいなりM-6G40枚 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 ｱｼﾞﾉｷ味付けいなりM5F40枚 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｆ肉詰めいなり50g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｆとうふハンバーグ60g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｆ味付けがんも２０個 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｆ味付けうの花500g 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 鯉こく味味噌付 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 鯉勝鯉こく味噌付 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 Ｆミニいなり４０枚 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 ミニ片面カット４０枚 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 ミニいなり 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 ＧＵＫ－ＥＲ４ 惣菜 無

株式会社みすずコーポレーション 長野市若里1606 ＧＵＫ－ＥＲ４Ｂ 惣菜 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

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

株式会社南食品 焼津市大島１９７９ 鮪づけ丼 惣菜 無

株式会社ミムロ成田工場 成田市新泉38-1 刻み揚げ そうざい 無

株式会社宮平食品 福岡県田川郡添田町庄２７９ 野菜がんも 惣菜類 無

株式会社邑来食品 奈良市古市町　７７６－１ ハンバーグ そうざい半製品 なし

株式会社邑来食品 奈良市古市町　７７６－１ 豚まん そうざい半製品 なし

株式会社邑来食品 奈良市古市町　７７６－１ 焼売 そうざい半製品 なし

株式会社邑来食品 奈良市古市町　７７６－１ 焼売 そうざい半製品 なし

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ポプラ鍋焼ききつねうどん 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ポプラ鍋焼き肉玉うどん 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ポプラ韓国風ジャージャー麺 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ポプラソース焼きそば 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ポプラねぎ塩カルビ焼きそば 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ミートソース 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

きのこスパゲティ 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

焼きそば 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ちゃんぽん 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

焼きうどん 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

焼ビーフン 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

お湯かけきつねうどん 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

月見うどん 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

お湯かけきつねそば 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

お湯かけ牛肉ごぼう天うどん 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

お湯かけ牛肉うどんミニ 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

お湯かけラーメン 弁当 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

五目うどん 弁当 無
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そうざい類 s5.xls

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

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

なし

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

なし

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

なし

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

そうざい（しゅ
うまい）

なし

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

なし

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

そうざい（しゅ
うまい）

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし

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

そうざい（しゅ
うまい）

なし

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

なし

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

なし

株式会社ヤガイ 山形県富神台8番 ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ そうざい なし

株式会社ヤガイ 山形県富神台8番 ﾀﾝｼﾁｭｰ そうざい なし

株式会社ヤガイ 山形県富神台8番 角煮 そうざい なし

株式会社柳屋本店 焼津市東小川2丁目1‐10 キムチもんじゃ焼き 惣菜 無

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 秋の彩り煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 秋の彩り煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 秋野菜とイカの煮物 そうざい 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

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 厚揚げと野菜の煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ いかと大根の煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ うの花（きのこ入り） そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ うの花（真空） そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ うま煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ えびのせ大根あんかけ そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ オクラと湯葉の和え物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ おでん そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 海鮮うま煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ かぼちゃ煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ かぼちゃの鶏そぼろ煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ カレースパゲティ そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ きゃらぶき そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 金平（真空袋） そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 金平ごぼう そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 具たっぷりひじき そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ささがきごぼう そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 里芋いか煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 里芋と鶏肉のうま煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 里芋煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 白和え（きのこ入り） そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 竹の子あらめ そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 竹の子土佐煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 竹の子土佐煮（菜の花） そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 田子重金平ごぼう そうざい 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

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 田子重ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 伊達鶏と大根の煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 伊達鶏と大根の煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 筑前煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 中華わかめ そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ とりごぼう そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

125 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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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販売中止 製品回収
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え

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ひじき煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ピリ辛こんにゃく そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ ふき土佐煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 野菜のうま煮 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ 野菜の煮物 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ れんこん金平 そうざい なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ わかめサラダ そうざい なし

株式会社山政 焼津市東小川2‐4‐14 牛しめじ白ワイン煮 惣菜 無

株式会社山政 焼津市東小川2‐4‐14 佃煮16種 惣菜 無

株式会社ユニバース 鹿角市十和田毛馬内字中陣場１０１ 牛ごぼうメンチカツ そうざい 無

株式会社ユニバース 鹿角市十和田毛馬内字中陣場１０１ 牛肉ハンバーグ そうざい 無

株式会社ユニバース 鹿角市十和田毛馬内字中陣場１０１ 牛肉コロッケ そうざい 無

株式会社ユニバース 鹿角市十和田毛馬内字中陣場１０１ 牛カルビ丼の素 そうざい 無

株式会社ユニバース 鹿角市十和田毛馬内字中陣場１０１ 牛タン味噌漬（加熱品） そうざい 無

株式会社ラッケル 山形県鶴岡市錦町1-48 ハンバーグパン 調理パン なし

株式会社ラッケル 山形県鶴岡市錦町1-48 カレードーナツ 調理パン なし

株式会社ラッケル 山形県鶴岡市錦町1-48 つくねハンバーグパン 調理パン なし

株式会社ランド・エアー・ジャパ
ン

東京都世田谷区上野毛２－７－３ カレー そうざい類 なし

株式会社ランド・エアー・ジャパ
ン

東京都世田谷区上野毛２－７－３ ハンバーグ そうざい類 なし

株式会社若菜東京工場 市川市塩浜３－３２－２ 荒挽きメンチカツ 惣菜 無

株式会社若菜東京工場 市川市塩浜３－３２－２ メンチカツの具 惣菜半製品 無

株式会社若菜東京工場 市川市塩浜３－３２－２ キャベツメンチカツ 惣菜 無

株式会社シバノ 足立区谷在家3-14-4 コロッケ そうざい類 なし

株式会社シバノ 足立区谷在家3-14-4 肉ジャガ そうざい類 なし

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 本格肉餃子 惣菜類 無
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株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 味餃子 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 点心斉餃子（２８粒） 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 肉ちゃおず 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 菜ちゃおず 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 鉄鍋餃子 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 鍋用エビ餃子 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 餃子屋の肉餃子 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 餃子屋のエビ餃子 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 新点心斉エビ餃子 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ 新点心斉肉餃子 惣菜類 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ チゲスープ 惣菜類 無

株式会社シマナカ 交野市倉治7-51-28 鶏肉・鴨肉加工品 そうざい 無

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－８ ももから揚げ＆ウインナー そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－９ キノコバター焼ビーフン そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１０ ネギチャーシュー そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１１ たっぷりミートソース そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１４ 茸とほうれん草のクリームソース そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１６ 茸とほうれん草のクリームソース そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２１ 具だくさんすき焼き そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２２ 肉じゃが そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２４ ボリュームバラエティー そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２７ パストラミ＆ターキー そうざい なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－４７ 野菜コロッケキタアカリ そうざい なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 調味液（牛肉）使用そうざい そうざい なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん（骨、皮）使用そうざい そうざい なし
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（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 肉使用そうざい そうざい なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん、清酒使用そうざい（骨、
皮）

そうざい なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん、調味料（肉、皮、脂）使
用そうざい

そうざい なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん（骨、皮）、肉使用そうざ
い

そうざい なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん、清酒使用そうざい（骨、
皮）

そうざい なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん、清酒、肉使用そうざい
（骨、皮）

そうざい なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 肉、脂使用そうざい そうざい なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ぞうすいの素味一番詰合せ ぞうすいの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ぞうすいの素蟹味一番5.6ｇ×３ ぞうすいの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ぞうすいの素鮭味一番5.5g×３ ぞうすいの素 なし

（株）ダイエーディリーフーズ 茨木市横江２－７－５２ ラーメンスープ等５種類 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーディリーフーズ 茨木市横江２－７－５２ うどん具材 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーディリーフーズ 茨木市横江２－７－５２ 豆腐添付スープ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｻﾗﾀﾞ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 牛すきやき鍋 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 韓国風ｷﾑﾁ鍋 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 牛辛口ｶﾙﾋﾞ鍋 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ こってりちゃんこ鍋 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 豚汁 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 牛すじ煮込み鍋 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 鶏肉だんご鍋 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 和牛ｶﾙﾋﾞねぎ醤油焼肉 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ タッカルビ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 衣付きカツ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 煮豚 そうざい類（そ
うざい半製品）

無
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（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 香草ﾁｷﾝ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ダイエーミート 茨木市横江２－７－５２ 手ごねハンバーグ（生） そうざい類（そ
うざい半製品）

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 ローストビーフサラダ サラダ（ビーフ
エキス）

なし

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ やわらか豚ローストンカツ トンカツ（ビー
フエキス）

なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０６

牛肉そぼろ そうざい なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０７

牛肉山くらげしぐれ煮 そうざい なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０８

牛肉佃煮 そうざい なし

（株）タイセイハム 長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４０９

牛肉シメジしぐれ煮 そうざい なし

株式会社大近 交野市私部3-6-20 肉じゃがコロッケ そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-21 おでん盛り合わせ そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-22 肉じゃが煮 そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-23 スパゲッティ(ミート） そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-24 オムレツ そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-25 和風照焼ハンバーグ そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-26 イタリアンハンバーグ そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-27 ハンバーグ そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-28 オーシャンキングサラダ そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-29 ビーフカレー そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-30 海老玉(かに玉） そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-31 回鍋肉 そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-32 チンジャオロースー そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-33 八宝菜(中華丼含む） そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-34 イカとブロッコリー炒め そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-35 肉ニラ炒め そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-36 マーボー豆腐 そうざい 無
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株式会社大近 交野市私部3-6-37 ニラレバー炒め そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-38 さんま蒲焼 そうざい 無

株式会社大近 交野市私部3-6-15 そぼろごはん 弁当類 無

株式会社大近 交野市私部3-6-16 焼飯 弁当類 無

株式会社大近 交野市私部3-6-17 牛丼 弁当類 無

株式会社大近 交野市私部3-6-18 他人丼 弁当類 無

株式会社大近 交野市私部3-6-19 中華丼 弁当類 無

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 はるさめ自慢 そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 はるさめ梅肉漬 そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山ごぼうきんぴら そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 しめじサラダ そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 野沢菜油炒め そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 味付メンマ そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ふきのり そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ふきしめじ そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 おふくろ煮 そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 北欧なめこ そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 梅えのき そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山うど風味 そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 れんこん炒め そうざい なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 生姜の佃煮 佃煮 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山ぶき椎茸 佃煮 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 佃煮生姜 佃煮 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 焼磯にんにく 佃煮 なし

（株）竹園 芦屋市大原町 コロッケ、ミンチカツ そうざい なし
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株式会社つきじ石井 東京都中央区築地３－１０－７ 牛肉時雨煮・そぼろ煮 佃煮 無

株式会社つきじ石井 東京都中央区築地３－１０－８ 牛昆布煮 佃煮 無

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

牛もつ焼き（味噌） そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

牛もつ焼き（味噌） そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

和風明太子スパゲテイ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

和風明太子スパゲテイ、海老グラ
タン、海老ドリア

そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

ナポリタンスパゲテイ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

海老ドリア、海老グラタン そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

若鶏の唐揚げ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

ナポリタンスパゲテイ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

肉じゃが そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

チーズハンバーグセット、マー
ボー茄子

弁当、そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

海老グラタン、海老ドリア そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

本格マーボ茄子 そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

ツナ・コーンサラダカップ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

三陸産わかめの海藻サラダ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

田舎煮 そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

中華風春雨サラダ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

ナポリタンスパゲテイ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

大玉たこ焼き そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

コンビポテトサラダ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

ナポリタンスパゲテイ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

ミニペペロンチーノ そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

肉じゃが そうざい なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５１１
－１５

チーズハンバーグセット そうざい なし

131 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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）デリカスノー関西事業部 摂津市鳥飼中２－３－２８ 惣菜 そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）デリカランド 旭川市工業団地４条１丁目２－２９ そうざい類 そうざい なし

（株）デリカランド 旭川市工業団地４条１丁目２－２９ そうざい類 そうざい 不明 有（２００℃、４０気
圧、２０分以上のアル
カリ加水分解法）

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
部

油脂加工
品

実施中

（株）デリカランド 旭川市工業団地４条１丁目２－２９ 弁当類 弁当 なし

（株）デリカランド 旭川市工業団地４条１丁目２－２９ 弁当類 弁当 不明 有（２００℃、４０気
圧、２０分以上のアル
カリ加水分解法）

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
部

油脂加工
品

実施中

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ アメリカンクラブサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ チーズチキンカツロール 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ チキンカツサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ てりやきバーガー 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ハム玉子ロール 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ハムチーズサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ハム野菜サンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ブリトーハムチーズ 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ブリトーエンチェラダ 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ フレッシュハムサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ミックスサンド 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 焼きそばロール 調理パン なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ イカフライ弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ えび天丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 大玉たこ焼き 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 大盛り肉入り焼きそば 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ きのこ御飯弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 牛カルビー弁当 弁当 なし

132 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ こだわりの本格かつとじ丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 四川風マーボ丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 特製味わい御前 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 特製チャーハン 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 鶏そぼろ弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ナポリタンスパゲティ 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ハンバーグカレー 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 豚スタミナ丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ホイコーロー丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 北海道海老いか天丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 北海中華丼 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ボリュームハンバーグ弁当 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 幕の内４５０ 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 幕の内ＤＸ 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ミニ五目あんかけ焼きそば 弁当 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ 洋風バラエティ弁当 弁当 なし

（株）唐人ベーカリー 福岡市南区花畑一丁目１１－１ 調理パン(ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ) 惣菜類 無

（株）東和理化 鈴鹿市長太旭町３－１－９ 豚汁の具 そうざい類 なし

（株）東和理化 鈴鹿市長太旭町３－１－９ 松阪牛すじ肉入りおでん そうざい類 なし

株式会社栃木ゼンチク船橋工場 船橋市高瀬町１８番地 ＭＣＣ食品牛丼の具 そうざい類 無       

株式会社栃木ゼンチク船橋工場 船橋市高瀬町１８番地 伊達牛タンシチュー　他１品目 そうざい類 無       

株式会社栃木ゼンチク船橋工場 船橋市高瀬町１８番地 お肉屋さんの和牛シチュー　他１
２品目

そうざい類 無       

株式会社栃木ゼンチク船橋工場 船橋市高瀬町１８番地 ビーフカレーの具 そうざい類 無       

株式会社栃木ゼンチク船橋工場 船橋市高瀬町１８番地 浪漫亭牛丼　他１３品目 そうざい類 無       

株式会社栃木ゼンチク船橋工場 船橋市高瀬町１８番地 横浜いしい亭ビーフシチュー　他
１品目

そうざい類 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

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）トラサンデリカ本社工場 茨城県北相馬郡守谷町緑２－３２－７ 業務用新おでん汁ＴＤ初回仕込み
用４６５ｇ

そうざい類 なし

（株）トラサンデリカ本社工場 茨城県北相馬郡守谷町緑２－３２－７ つぎたし用５８．４ｇ そうざい類 なし

（株）トラサンデリカ本社工場 茨城県北相馬郡守谷町緑２－３２－７ 業務用江戸っ子もっちりちくわぶ そうざい類 なし

（株）トラサンデリカ本社工場 茨城県北相馬郡守谷町緑２－３２－７ 業務用新おでん汁１ｌ詰 そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ ホットドッグ そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ メンチカツロール そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ ハムカツサンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ エビかつハム玉子サンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ ツナと玉子サンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ ミックスサンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ バラエティーボックス そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ ツナサンド そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ 肉だんごと春雨の中華スープ そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ さばの照り焼き そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ かぶの鶏そぼろあんかけ そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ チンゲンサイのクリーム煮 そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ 帆立と青梗菜のクリーム煮 そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ 肉じゃが そうざい類 なし

（株）虎昭産業茨城工場 茨城県北相馬郡守谷町緑１－２－８ 具だくさん八宝菜 そうざい類 なし

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 ササミ天ぷら 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 チキン竜田 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 チキン南蛮 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 佐賀県産朝挽き鶏からあげ 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 からあげちゃん 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 朝びき唐揚 惣菜類 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

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

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 和風醤油味 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 若鶏唐揚げ業務用 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 モモ唐揚 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 コンソメ味ジューシィからあげ 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 徳用唐揚 惣菜類 無

株式会社トリゼン多久工場 多久市南多久町長尾3942-1 レモン風味からあげ 惣菜類 無

（株）ドンク名古屋　名古屋工場 名古屋市東区矢田南三丁目３－１２ 惣菜パン そうざいパン なし

株式会社ナガイ 足立区入谷9-27-18 弁当 そうざい類 なし

株式会社ナガイ 足立区入谷9-27-18 調理パン そうざい類 なし

株式会社ナガイ 足立区入谷9-27-18 そう菜 そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ カレー そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ カレー汁 そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ キーマカレー そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ グラタン そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ コロッケ そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ シチュー そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ 惣菜 そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ 竜田揚 そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ つくね そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ 肉しゅうまい そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ 肉だんご そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ハンバーグ そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ビーフカレー そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ 豚まん そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ポットパイ そうざい類 なし
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（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ 焼鳥 そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ 焼肉 そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ローストビーフ そうざい類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ロールキャベツ そうざい類 なし

（株）名古屋三越生鮮壱番館 名古屋市北区浪打町１－５２ ビーフカレー そうざい類 なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－４ 唐揚げ類 そう菜類 なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－６ 餃子、焼売 そう菜類 なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－５ コロッケ、メンチカツ、カツ類 そう菜類 なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－８ 中華風まんじゅう そう菜類 なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－９ モツ鍋類 そう菜類 なし

（株）ニッキーフーズ摂津工場 摂津市南別府町１５－２０ レバニラセット そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）ニッキーフーズ摂津工場 摂津市南別府町１５－２０ 春巻き そうざい類（そ
うざい半製品）

無

（株）野村佃煮 福岡市博多区吉塚５－１３－３１ 京の川 惣菜類（佃煮） 無

（株）野村佃煮 福岡市博多区吉塚５－１３－３１ たらうま煮 惣菜類（佃煮） 無

（株）浜田屋萩園工場 茅ヶ崎市萩園1182 ミートボール 総菜 なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤビーフコロッケ２ そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤナポリタンスパゲッティキッ
ト

そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ たまごドリア そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ポテトのチーズ焼き そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ エビマカロニグラタン そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ カニ風味とツナのマヨネーズグラ
タン

そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤＹ手造りカニクリ－ムコロッ
ケ

そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤ手造り野菜コロッケ そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤＹ手造りカレーコロッケ そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤＹ手造りビーフコロッケ そうざい なし
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（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤ中華春雨サラダキット３ そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤ中華春雨サラダ２ そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ 三色緑豆春雨中華サラダ そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤかぼちゃとさつまいものサラ
ダキット

そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤツナとペンネのサラダキット そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤサラダボックス（シーフー
ド）

そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＯＡマカロニサラダベース そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＯＡスパゲッティサラダベース そうざい なし

（株）ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤスペシャルポテトサラダキッ
ト６

そうざい なし

株式会社富士食品 足立区保木間5-27-6 調理済麺セット そうざい類 なし

株式会社富士食品 足立区保木間5-27-6 チョウリヤキソバ1000 そうざい類 なし

株式会社富士食品 足立区保木間5-27-6 ＭＳスパイシー焼きそば そうざい類 なし

株式会社富士食品 足立区保木間5-27-6 やきそばＫ280 そうざい類 なし

株式会社富士食品 足立区保木間5-27-6 ジャージャー麺 そうざい類 なし

株式会社フレンドリー 大東市寺川3-12-3 バイキングカレー そうざい 無

（株）プロミート 長野市市場町７－７ シチュー・ビーフカレー 惣菜 無

（株）弁釜　旭川工場 旭川市工業団地３条１丁目１－２８ そうざい類 そうざい なし

（株）弁釜　旭川工場 旭川市工業団地３条１丁目１－２８ そうざい類 そうざい半製品 なし

（株）弁釜　旭川工場 旭川市工業団地３条１丁目１－２８ 弁当類 弁当 なし

（株）松美産業新潟工場 大和町茗荷沢515 筍梅サラダ　他 そうざい なし

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ おでん そうざい 無

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ 牛丼の具 そうざい 無

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ カルビ丼の具 そうざい 無

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ ﾛｰｽｶﾂ そうざい 無

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ 串カツ そうざい 無
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（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ ひれかつ そうざい 無

（株）マニトバ 長生郡長南町水沼１７８８ ﾌﾗｲ(ｱｼﾞ,ｲｶ,ﾎﾀﾃ） そうざい 無

（株）丸水フーズ伊那工場 長野県伊那市大字東春近字向河原１０
６９７－１２０

カレイの煮付け そうざい 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 キムチ焼 そう菜 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 カルビ丼具 そう菜 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 ﾁｹﾞｽｰﾌﾟ他７品目 そう菜 なし

株式会社三笠会館 足立区入谷5-2-31 スープ そうざい類 なし

（株）みまつ食品 群馬県前橋市野中町474-6 調味料使用そうざい そうざい なし

（株）みまつ食品 群馬県前橋市野中町474-6 エキス使用そうざい そうざい なし

（株）美芳屋 長野県中野市中野1768 ひじき煮物 そうざい なし

（株）美芳屋 長野県中野市中野1768 ゴボー煮物 そうざい なし

（株）美芳屋 長野県中野市中野1768 切干煮 そうざい なし

（株）美芳屋 長野県中野市中野1768 キャラブキ そうざい なし

（株）美芳屋 長野県中野市中野1768 竹の子煮物 そうざい なし

（株）美芳屋 長野県中野市中野1768 きのこうま煮 そうざい なし

（株）美芳屋 長野県中野市中野1768 ぜんまいうま煮 そうざい なし

（株）ミリオンエンタプライズ茨
城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ ハンバーグ そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライズ茨
城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ 水餃子の具（キムチ味） そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライズ茨
城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ 水餃子の具 そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライズ茨
城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ スパイシーつくね３０ｇ そうざい類 なし

（株）ミリオンエンタプライズ茨
城工場

茨城県稲敷郡河内町平川６０１ 豚ナンコツ煮込み そうざい類 なし

（株）ムッターハム 名古屋市熱田区六野１－３０６ 牛タタキ そうざい類 なし

株式会社ヤマヲ 立川市栄町４－３－３ ファミリーマート
ネギチャーシュー

そう菜 なし

株式会社ユーハイム船橋工場 船橋市高瀬町２１番地１０ ミートパイ そうざい類 無

株式会社ロイヤルパークホテル 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１－１ ﾎﾟｰｸﾋﾟｶﾀﾄｽｶｰﾅ風 そう菜 無
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鎌田龍夫（ハッピーフーズタカ） 仙台市若林区若林六丁目１－１０ ビーフカレー(甘口,中辛口,激辛口) そうざい なし

神山食品工業株式会社 千葉県匝瑳郡光町木戸８５２８ サバスティック竜田揚 そうざい 無

神居長谷川調理部 旭川市神居７条１４丁目 そうざい類 そうざい類 なし

川崎食品産業㈱ 長田区川西通２－１ 給食弁当 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 具だくさんちゃんこ鍋（ｻﾝｸｽ） そうざい半製品 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 つくね鍋（ampm） そうざい半製品 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 天ぷらセット(一般,ﾖｰｸﾏｰﾄ,ﾋﾛﾔ,
ｼﾞｬｽｺ)

そうざい半製品 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 鍋焼きちゃんこ鍋 そうざい半製品 なし

関東フレッシュパック㈱ 下妻市長塚８８８ メンチカツ そうざい半製品 無

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

カントリーフーズ㈱ 札幌市白石区米里１条３丁目５－１０ 各種そうざい そうざい なし

カントリーフーズ㈱ 札幌市白石区米里１条３丁目５－１０ サラダ類 そうざい なし

カントリーフーズ㈱ 札幌市白石区米里１条３丁目５－１０ 各種弁当類 弁当類 なし

菊池食品工業株式会社　函館工場 亀田郡七飯町字上藤城113 畑のお肉（そうざい） そうざい なし

菊地隆 亘理町荒浜字隈潟161 そうざい そうざい なし 該当なし

菊地弘 亘理町荒浜字隈潟84 そうざい そうざい なし 該当なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＢＢＡクラムチャウダー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ DN　SPカレーソース そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ DNバーレスカレー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ DNハヤシソース そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ DNビーフカレー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ DNビーフシチュー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＨＣＱオニオン そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＨＣＱコンソメドゥーヴル そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＨＣＱボロネーズソース そうざい なし

139 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＳＳＴオニオン そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＳＳＴ酸辛湯 そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＳＳＴチリコンカルネ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＳＳＴトリッパスープ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＳＳＴビーフバリー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＳＳＴボルシチ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＴＢミネストローネ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ アメリカンハウスミートソース そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 大麦と牛肉のスープ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ オニオンスープ（三井） そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 鴨川ビーフカレー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 鴨川ビーフシチュー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 鴨川ビスクドオマール そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 広東風森のスープ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 広東風トマト入り卵スープ(三
井）

そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 神戸屋コーンチャウダー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 神戸屋ミートソース そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ コーンチャウダー そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ コンソメ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ コンソメM そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ コンソメドゥーヴル（三井） そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ さわやかミートソース そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 椎茸のスープ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 新スペシャルコンソメ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ すうぷ屋コロンブス そうざい なし
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キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ すうぷ屋シンデレラ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ すうぷ屋チャールズとダイアナ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 中華丼 そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ トレドの森 そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 長浜牛肉＆大麦スープ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 長浜ミネストローネ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ビーフカレー（三井） そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ベジタブルスープ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ベジタブルスープＭ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ボロネーズソースＺＲ－１ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ミートソースＢタイプ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ミートソースＳ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ミネストローネ（三井） そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 霧笛楼伊勢海老スープ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 霧笛楼ビーフコンソメ そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 森永ハヤシライス そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 森永ビーフカレーソース そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 森永ミートソース(冷凍） そうざい なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 森のきのこスープ そうざい なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 秋野菜カレー そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 シーフードカレー そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 五目ひじき そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 白菜と海老団子の中華煮込み そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 煮込みハンバーグ そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 煮豚 そう菜 なし
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キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 さといもとイカの煮物 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 冬野菜のポトフ そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 ロールキャベツ そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 鶏そぼろのふろふき大根 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 さといもの煮物 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 筑前煮 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 肉じゃが そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 チキンと夏野菜の欧風カレー そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 冬の根菜カレー そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 そら豆とがんものヘルシー中華 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 クリームシチュー そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 豚の角煮 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 海老チリソース そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 やきそば そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 ニース風サラダ そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 小松菜と豚肉のカキ油炒め そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 アスパラと海老の中華炒め そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 ブロッコリーのカニ風味あんかけ そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 青梗菜のミルク煮 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 豚肉ときのこの炒め物 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 豚肉と青梗菜のかき油炒め そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 にら玉あんかけ そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 海老と青梗菜の中華炒め そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 青梗菜のクリーム煮 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 海老マカロニグラタン そう菜 なし
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キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 八宝菜 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 ほうれん草のちりめんじゃこ和え そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 蒸し鶏と中華クラゲのサラダ そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 きのこ＆チキングラタン そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 なすの四川風 そう菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 肉じゃが 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 筑前煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ さといもの煮物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 鶏そぼろのふろふき大根 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ロールキャベツ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 冬野菜のポトフ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ さといもとイカの煮物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 煮豚 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 煮込みハンバーグ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 白菜と海老団子の中華煮込み 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 五目ひじき 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ シーフードカレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 秋野菜カレー 惣菜 なし
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キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ チキンと夏野菜の欧風カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 冬の根菜カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ クリームシチュー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ そら豆とがんものヘルシー中華 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ おにぎり（瀬戸風味） 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ おにぎり（かつお風味） 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 海老チリソース煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 豚の角煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ うなぎおこわ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ミニ天丼 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ やきそば 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ニース風サラダ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ひじきごはん 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ちらしずし 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 中華炊きこみちまき 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ニラ玉あんかけ 惣菜 なし
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キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 豚肉と青梗菜のカキ油炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 豚肉ときのこの炒め物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ チャーハン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 青梗菜のミルク煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ブロッコリーのカニ風味あんかけ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ アスパラと海老の中華炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 小松菜と豚肉のカキ油炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 青梗菜のクリーム煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 海老と青梗菜の中華炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 八宝菜 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 海老マカロニグラタン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ きのこ＆チキングラタン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ 蒸し鶏と中華クラゲのサラダ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ほうれん草のちりめんじゃこ和え 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ なすの四川風 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ クランベリーゼリーパンチ 惣菜 なし
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キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ コーヒーゼリー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（御嶽
山店）

大田区北嶺町３１－１６ ワインゼリー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 肉じゃが 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 筑前煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ さといもの煮物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 鶏そぼろのふろふき大根 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ロールキャベツ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 冬野菜のポトフ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ さといもとイカの煮物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 煮豚 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 煮込みハンバーグ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 白菜と海老団子の中華煮込み 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 五目ひじき 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ シーフードカレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 秋野菜カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ チキンと夏野菜の欧風カレー 惣菜 なし
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キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 冬の根菜カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ クリームシチュー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ そら豆とがんものヘルシー中華 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ おにぎり（瀬戸風味） 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ おにぎり（かつお風味） 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 海老チリソース煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 豚の角煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ うなぎおこわ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ミニ天丼 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ やきそば 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ニース風サラダ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ひじきごはん 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ちらしずし 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 中華炊きこみちまき 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ニラ玉あんかけ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 豚肉と青梗菜のカキ油炒め 惣菜 なし

147 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 豚肉ときのこの炒め物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ チャーハン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 青梗菜のミルク煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ブロッコリーのカニ風味あんかけ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ アスパラと海老の中華炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 小松菜と豚肉のカキ油炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 青梗菜のクリーム煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 海老と青梗菜の中華炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 八宝菜 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 海老マカロニグラタン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ きのこ＆チキングラタン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ 蒸し鶏と中華クラゲのサラダ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ほうれん草のちりめんじゃこ和え 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ なすの四川風 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ クランベリーゼリーパンチ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ コーヒーゼリー 惣菜 なし
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キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（大岡
山店）

大田区北千束１－４２－１ ワインゼリー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 肉じゃが 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 筑前煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ さといもの煮物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 鶏そぼろのふろふき大根 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ロールキャベツ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 冬野菜のポトフ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ さといもとイカの煮物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 煮豚 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 煮込みハンバーグ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 白菜と海老団子の中華煮込み 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 五目ひじき 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ シーフードカレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 秋野菜カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ チキンと夏野菜の欧風カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 冬の根菜カレー 惣菜 なし
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キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ クリームシチュー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ そら豆とがんものヘルシー中華 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ おにぎり（瀬戸風味） 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ おにぎり（かつお風味） 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 海老チリソース煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 豚の角煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ うなぎおこわ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ミニ天丼 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ やきそば 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ニース風サラダ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ひじきごはん 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ちらしずし 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 中華炊きこみちまき 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ニラ玉あんかけ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 豚肉と青梗菜のカキ油炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 豚肉ときのこの炒め物 惣菜 なし
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そうざい類 s5.xls

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

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ チャーハン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 青梗菜のミルク煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ブロッコリーのカニ風味あんかけ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ アスパラと海老の中華炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 小松菜と豚肉のカキ油炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 青梗菜のクリーム煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 海老と青梗菜の中華炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 八宝菜 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 海老マカロニグラタン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ きのこ＆チキングラタン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ 蒸し鶏と中華クラゲのサラダ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ほうれん草のちりめんじゃこ和え 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ なすの四川風 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ クランベリーゼリーパンチ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ コーヒーゼリー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（池上
店）

大田区池上６－３－４ ワインゼリー 惣菜 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

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 肉じゃが 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 筑前煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ さといもの煮物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 鶏そぼろのふろふき大根 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ロールキャベツ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 冬野菜のポトフ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ さといもとイカの煮物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 煮豚 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 煮込みハンバーグ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 白菜と海老団子の中華煮込み 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 五目ひじき 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ シーフードカレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 秋野菜カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ チキンと夏野菜の欧風カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 冬の根菜カレー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ クリームシチュー 惣菜 なし
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そうざい類 s5.xls

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

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ そら豆とがんものヘルシー中華 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ おにぎり（瀬戸風味） 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ おにぎり（かつお風味） 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 海老チリソース煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 豚の角煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ うなぎおこわ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ミニ天丼 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ やきそば 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ニース風サラダ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ひじきごはん 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ちらしずし 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 中華炊きこみちまき 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ニラ玉あんかけ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 豚肉と青梗菜のカキ油炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 豚肉ときのこの炒め物 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ チャーハン 惣菜 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

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 青梗菜のミルク煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ブロッコリーのカニ風味あんかけ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ アスパラと海老の中華炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 小松菜と豚肉のカキ油炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 青梗菜のクリーム煮 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 海老と青梗菜の中華炒め 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 八宝菜 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 海老マカロニグラタン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ きのこ＆チキングラタン 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ 蒸し鶏と中華クラゲのサラダ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ほうれん草のちりめんじゃこ和え 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ なすの四川風 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ クランベリーゼリーパンチ 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ コーヒーゼリー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト
（株）／くいしん坊万才！（糀谷
店）

大田区南蒲田３－１３－１３ ワインゼリー 惣菜 なし

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 秋野菜カレー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ シーフードカレー 惣菜 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

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

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 五目ひじき 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 白菜と海老団子の中華煮込み 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 煮込みハンバーグ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 煮豚 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ さといもとイカの煮物 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 冬野菜のポトフ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ロールキャベツ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 鶏そぼろのふろふき大根 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ さといもの煮物 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 筑前煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 肉じゃが 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ チキンと夏野菜の欧風カレー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 冬の根菜カレー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ そら豆とがんものヘルシー中華 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ クリームシチュー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 豚の角煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 海老チリソース煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ おにぎり（かつお風味） 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ おにぎり（瀬戸風味） 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ミニ天丼 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ うなぎおこわ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ やきそば 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ニース風サラダ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ひじきごはん 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ちらしずし 惣菜 無
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キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 中華炊きこみちまき 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 小松菜と豚肉のカキ油炒め 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ アスパラと海老の中華炒め 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ブロッコリーのカニ風味あんかけ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 青梗菜のミルク煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ チャーハン 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 豚肉ときのこの炒め物 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 豚肉と青梗菜のカキ油炒め 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ニラ玉あんかけ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 海老と青梗菜の中華炒め 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 青梗菜のクリーム煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 海老マカロニグラタン 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 八宝菜 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ほうれん草のちりめんじゃこ和え 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ 蒸し鶏と中華クラゲのサラダ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ きのこ&チキングラタン 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ なすの四川風 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 秋野菜カレー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ アスパラと海老の中華炒め そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 海老チリソース そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 海老と青梗菜の中華炒め そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 海老マカロニグラタン そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ きのこ＆チキングラタン そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ クリームシチュー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 小松菜と豚肉のカキ油炒め そうざい 無
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キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 五目ひじき そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ さといもとイカの煮物 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ さといもの煮物 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ シーフードカレー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ そら豆とがんものヘルシー中華 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ チキンと夏野菜の欧風カレー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 筑前煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 青梗菜のクリーム煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 青梗菜のミルク煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ なすの四川風 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ ニース風サラダ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 肉じゃが そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 煮込みハンバーグ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 煮豚 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ ニラ玉あんかけ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 鶏そぼろのふろふき大根 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 白菜と海老団子の中華煮込み そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 八宝菜 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 豚肉と青梗菜のカキ油炒め そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 豚肉ときのこの炒め物 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 豚の角煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 冬の根菜カレー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 冬野菜のポトフ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ ブロッコリーのカニ風味あんかけ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ ほうれん草のちりめんじゃこ和え そうざい 無
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キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ 蒸し鶏と中華クラゲのサラダ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ ロールキャベツ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 秋野菜カレー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ シーフードカレー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 五目ひじき 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 白菜と海老団子の中華煮込み 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 煮込みハンバーグ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 煮豚 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ さといもとイカの煮物 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 冬野菜のポトフ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ロールキャベツ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 鶏そぼろのふろふき大根 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ さといもの煮物 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 筑前煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 肉じゃが 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ チキンと夏野菜の欧風カレー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 冬の根菜カレー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ そら豆とがんものヘルシー煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ クリームシチュー 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 豚の角煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 海老チリソース 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ おにぎり（かつお風味） 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ おにぎり（瀬戸風味） 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ミニ天丼 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ うなぎおこわ 惣菜 無
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キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ やきそば 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ニース風サラダ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ひじきごはん 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ちらしずし 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 中華炊き込みちまき 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 小松菜と豚肉のカキ油炒め 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ アスパラと海老の中華炒め 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ブロッコリーのカニ風味あんかけ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 青梗菜のミルク煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ チャーハン 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 豚肉ときのこの炒め物 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 豚肉と青梗菜のカキ油炒め 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ニラ玉あんかけ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 海老と青梗菜の中華炒め 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 青梗菜のクリーム煮 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 海老マカロニグラタン 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 八宝菜 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ほうれん草のちりめんじゃこ和え 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ 蒸し鶏と中華クラゲのサラダ 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ きのこ＆チキングラタン 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ なすの四川風 惣菜 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ なすの四川風 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ホウレンソウのちりめんじゃこ和
え

そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 蒸し鳥と中華クラゲのサラダ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ きのことチキングラタン そうざい 無
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キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 海老マカロニグラタン そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 八宝菜 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 海老と青菜の中華炒め そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 青梗菜のクリーム煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 小松菜と豚肉のかき油炒め そうざい 菜

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ アスパラと海老の中華炒め そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ブロッコリーのカニ風味あんかけ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 青梗菜のミルク煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 豚肉ときのこの炒め物 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 豚肉と青梗菜のかき油炒め そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ニラ玉あんかけ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 豚肉の角煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 海老チリソース煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ そら豆とがんものヘルシー中華 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ クリームシチュー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 冬の根菜カレー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 秋野菜カレー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ シーフードカレー そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 五目ひじき そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 白菜と海老団子の中華煮込み そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 煮込みハンバーク そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ さといもとイカの煮物 そうざい 菜

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 冬野菜のポトフ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ロールキャベツ そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 鶏そぼろのふろふき大根 そうざい 無
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キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ さといもの煮物 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 筑前煮 そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 肉じゃが そうざい 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ チキンと夏野菜の欧風カレー そうざい 無

キッチン 北蒲原郡中条町東本町２－２１ クリームコロッケ そう菜 なし

キッチン 北蒲原郡中条町東本町２－２１ メンチカツ そう菜 なし

キャパトルイシ（株） 大阪府東大阪市足代南１－１－２ カレーパン（カレー） 惣菜パン なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾛｰｿﾝ向けﾐｰﾄｿｰｽ 惣菜 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾗｸﾞｰｿｰｽ 惣菜 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｻｲｸﾙｹｲ様ﾐｰﾄｿｰｽ 惣菜 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｻﾙｻﾎﾞﾛﾈｰｽﾞ 惣菜 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｿｰｽ ﾆｭｰｵｵﾀﾆ 惣菜 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 東急ｲﾝ ｶﾚｰ 惣菜 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 東急ｲﾝ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｿｰｽ 惣菜 なし

キューピー（株） 泉佐野市住吉町２７－１ サラダスプレッドジャーマンポテ
ト

そうざい 無

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞの素 そうざい なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ｴｸﾞﾛﾝﾖｰｸ そうざい なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 濃縮ﾌﾟﾘﾝの素No.3 そうざい なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 濃縮ﾌﾟﾘﾝの素No.4 そうざい なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ｷｯｼｭﾍﾞｰｽ そうざい なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ｸﾘｰﾐｨﾀﾏｺﾞｽﾌﾟﾚｯﾄﾞNo.3 そうざい なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 QPﾁﾙﾄﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｼｮｳﾕ そうざい なし

京田食品㈱ 札幌市南区石山２条３丁目１４－１ 調理パン類 弁当類 なし

協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 ニブタOM 惣菜類 無

京都マルイチ藤澤八日市工場 八日市市尻無町３０８ 容器袋入り食品 そうざい なし
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協和商事㈱ 兵庫区本町2-1-23 牛肉入りくぎ煮 そうざい なし

協和商事㈱ 兵庫区本町2-1-23 牛肉佃煮 そうざい なし

協和商事㈱ 兵庫区本町2-1-23 牛しぐれ煮 そうざい なし

ぎょれん総合食品㈱ 小樽市銭函５－６０－４ さんま竜田揚げ等 そうざい 無

近畿食品工業㈱ 兵庫県明石市大久保町松蔭２４６ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

近畿食品工業㈱ 兵庫県西宮市東町１－１２－２２ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

近畿食品工業㈱ 大阪府南河内郡美原町木材通２－１－
１２

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

近畿食品工業㈱ 神戸市兵庫区浜中町１－１８－１１ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

近畿食品工業㈱ 大阪府南河内郡美原町木材通２－１－
１２

そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

近畿食品工業㈱ 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩１
３６２－６２

調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

キング食品株式会社 小笠郡小笠町高橋4236-1 鶏カニ風味巻きフライ そうざい半製品 なし

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ 牛太巻き、豚太巻き、鶏太巻き そうざい 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ カルビ＆ホルモン，こてまるくん そうざい 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ カルビチゲ鍋，牛丼の具、ピロシ
キの具

そうざい 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ 牛もつ鍋，牛味付けホルモン そうざい 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ クックバーグ，クックボール そうざい 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ 珍珠焼売３５ｇ そうざい 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ ビーフメンチカツ，カレーコロッ
ケ

そうざい 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ 豚唐揚げとスタミナ炒め そうざい 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ CNミンチカツ，和牛すきカツ そうざい半製品 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ カレーコロッケ，ビーフコロッケ そうざい半製品 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ 博多風とんこつ鍋セット，牛肉キ
ムチ鍋

そうざい半製品 無

キング食品㈱ 浜松市堤町８５０ 豚レバーの唐揚げとニンニクの芽
炒め

そうざい半製品 無

金龍フーズ（株） 茨木市下穂積１－９－２２ ごまだれ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ＣＯＯＰえびシュウマイ そうざい なし
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釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ＣＯＯＰかにシュウマイ そうざい なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 中華焼売 そうざい なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 海鮮焼売 そうざい なし

くにみ農産加工有限会社 国見町大字櫛来２１４の３０番地 府内南蛮牛飯（２８０ｇ） 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ しらたきのかつお煮 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味ぜんまい 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味付しいたけ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味付にんじん 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味付めんま 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味付もやし 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 磯切干し 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 芋がらねぎぬた 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ いもづる 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ おかかめんま 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ かつおぶしこんにゃく 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ きのこ油炒め 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 切り干し大根のかつお煮 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ きんぴら牛蒡 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 献上菜サラダ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ごぼうサラダ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 子持ちこんにゃく 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 子持細竹 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ こんにゃくサラダ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ こんにゃく牛蒡 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 昆布春雨 惣菜 なし
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久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ さつま稲荷 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ しじみ大豆 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ しめじごまえ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 筍山くらげ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 竹ふき 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 朝鮮もやし 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 手切りきんぴら 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 特選めんま 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 徳用きんぴら 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 徳用筍土佐煮 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 菜の花からしあえ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 煮しめ牛蒡 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ のざわな稲荷 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 野沢菜ごのみ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 畑のお肉そぼろ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 春雨サラダ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ひじき煮 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ピリ辛れんこん 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 蕗の田舎煮 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ふる里田舎煮 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 舞茸木くらげ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 豆の華　みそ風味 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 豆の華　焼肉風味 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ みそ風味味牛蒡 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 野菜うま煮 惣菜 なし
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え

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 山くらげ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 山みつばごまあえ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 山みつば胡麻味噌和え 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 醤油めんま（日配用） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ちらしずしの素・１升用（特注
品）

惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ちらしずしの具・１升用（特注
品）

惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 里いも煮（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ごぼうサラダ（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ きのこごはんの素（別注）（特注
品）

惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 山菜ごはんの素（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 山菜釜飯の素（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味付かぼちゃ 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 芋がら煮（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ うま煮（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 木くらげ風味（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ きのこしぐれ（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ きのこマリネ（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 切り干し大根（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 高野豆腐の中華煮（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 五目ひじき（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ こんにゃく牛蒡（無添加）（特注
品）

惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 里いも煮ごま風味（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 筍土佐煮 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ たこで～す（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ たたき牛蒡（特注品・１） 惣菜 なし
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販売中止 製品回収
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え

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ たっぷりゆば三昧（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 筑前煮（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ちらしずし（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 佃煮ゆば（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 徳用きんぴら（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ナムル（無添加）（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ナムル（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 野沢菜油炒め（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 畑のお肉（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ひじき煮（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 姫竹サラダ（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 風来軒めんま（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 混ぜご飯の素（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ まぜまぜ五目ごはん（特注品） 惣菜 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 野菜うま煮（特注品） 惣菜 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ あげゼンマイ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ あさりと筍煮物 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 味付キヌサヤ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 味の花 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ いかと里いも煮物 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 炒めごぼう そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ えび入りこんぶ豆 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ かつお竹の子 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 鰹メンマ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 鰹れんこん そうざい類 なし
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栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ かやく豆 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ きゃら蕗 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 牛肉ごぼう そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ キンピラ牛蒡 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 五目きんぴら そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 五目黒豆 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 五目こんにゃく そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 五目しぐれ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 五目ひじき そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 五目豆 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ こんぶ豆 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 里いもうま煮 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 里芋そぼろ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 山菜あさり そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 山菜きんぴら そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 山菜ひじき そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 椎茸昆布 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ しぐれ昆布 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ しそ昆布 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 筍山菜 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 竹の子ゼンマイ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ たたきごぼう そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ たまり志ぐれ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ たらこ昆布 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ なすと豚肉みそ煮 そうざい類 なし
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え

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 菜の花コンニャク そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 花しめじ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ ひじき豆 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ ビビンバ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ ピリピリ牛蒡 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ ピリピリメンマ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ ピリピリ蓮根 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ ふき油炒め そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 蕗きんぴら そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 蕗しぐれ そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 蕗竹 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 明太しぐれ昆布 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ れんこん金平 そうざい類 なし

栗木惣菜㈱ 名古屋市中川区東起町３－４３－１ 蓮そぼろ そうざい類 なし

ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 そうざい 餃子 無

栗田　昭次（栗田パン店） 栃木県茂木町河井１７０３ カレーパン そうざい類（焼
調理パン）

なし

栗田　昭次（栗田パン店） 栃木県茂木町河井１７０３ 焼カレーパン そうざい類（焼
調理パン）

なし

グルメ食品株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷１９８６
－４１

ミートボール 惣菜 　無

グルメ食品株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷１９８６
－４１

ハンバーグ 惣菜 　無

グルメ食品株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷１９８６
－４１

メンチカツ 惣菜 　無

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

日本のオニオンスープ袋詰め そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドミー
トソース

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドコー
ンスープ

そうざい なし
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え

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドピー
スープ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドパン
プキンスープ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドポテ
トスープ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドコー
ルドコーンスープ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドオニ
オンスープ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドチキ
ンカレー

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドビー
フカレー

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランドビー
フシチュー

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

福島シェフ　フレンチオニオン
スープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

福島シェフ　クリームコーンスー
プ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

福島シェフ　ミネストローネスー
プ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

神戸シェフ　ミネストローネスー
プ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

神戸シェフ　オニオンスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

神戸シェフ　イタリアンコーン
スープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

中村シェフ　タマネギスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

中村シェフ　トウモロコシスープ
缶詰

そうざい なし
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そうざい類 s5.xls

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

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

中村シェフ　アジアンスープ缶詰 そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

イセタン向けフクシマ・ショウハ
チブランド　クリームコーンスー
プ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハ
チブランド　ポテトスープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハ
チブランド　ミネストローネスー
プ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハ
チブランド　フレンチオニオン
スープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハ
チブランド　フレンチオニオン
スープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　フクシ
マ・ショウハチブランド　パンプ
キンスープ缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　フレン
チオニオンスープ　１６０ｇパウ
チ詰め

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　ミネス
トローネスープ　１６０ｇパウチ
詰め

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　クリー
ムコーンスープ　１６０ｇパウチ
詰め

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　ビーフ
カレー　２２０ｇパウチ詰め

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　チキン
カレー　２２０ｇパウチ詰め

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　シンガ
ポールカレー　２２０ｇパウチ詰
め

そうざい なし
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そうざい類 s5.xls

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

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハ
チブランド　ビーフカレー缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハ
チブランド　シンガポールカレー
缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

伊勢丹向け　フクシマ・ショウハ
チブランド　チキンカレー缶詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　ポロ
ネーゼ　１６０ｇ詰アルミスタン
ドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテル向け　カレー
ソース１Ｋｇ袋詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌メルパルク　ビーフカレー１
９０ｇ詰アルミスタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

ニュー北海ホテル　パンプキン
スープ缶詰　１８０ｇ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

ニュー北海ホテル　コーンスープ
缶詰　１８０ｇ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

鶴屋百貨店向け　オニオンスープ
缶詰　１６０ｇ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

岩田屋向け　チルドかぼちゃスー
プ袋詰　アルミスタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

岩田屋向け　チルドコーンスープ
袋詰　アルミスタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランド
コーンスープ１２０ｇ袋詰

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

鶴屋百貨店向け　ポテトスープ缶
詰　１６０ｇ

そうざい なし
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そうざい類 s5.xls

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

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

鶴屋百貨店向け　コーンスープ缶
詰　１６０ｇ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

鶴屋百貨店向け　パンプキンスー
プ缶詰　１６０ｇ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランド　牛
肉と真昆布炊き合わせ缶詰　５５
ｇ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

札幌グランドホテルブランド
コーンスープ１２０ｇ袋詰　アル
ミスタンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

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

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

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

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

花畑牧場ブランド　クリームシ
チュー２００ｇ袋詰　アルミスタ
ンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

花畑牧場ブランド　かぼちゃシ
チュー２００ｇ袋詰　アルミスタ
ンドパウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

花畑牧場ブランド　チキンカレー
２３０ｇ袋詰　アルミスタンドパ
ウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

クイーンズイセタン向け　ポモ
ドーロ１６０ｇ詰アルミスタンド
パウチ

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

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

そうざい なし

クレードル興農㈱ 札幌市中央区南４条西１３丁目２－２
８

花畑牧場ブランド　ボルシチ２３
０ｇ袋詰　アルミスタンドパウチ

そうざい なし

グローリーフーズ（株） 泉南郡熊取町野田８２０－１ ビーフペーストＦＢ５（卵焼） そうざい 無
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そうざい類 s5.xls

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

群馬県畜産加工販売農業協同組合
連合会高崎ハム玉村工場

群馬県佐波郡玉村町上福島１１５８ 肉、エキス、コラーゲン、ゼラチ
ン、ルウ使用（肉、骨、皮、脂）
そうざい

そうざい なし

群馬県畜産加工販売農業協同組合
連合会高崎ハム玉村工場

群馬県佐波郡玉村町上福島１１５８ エキス（肉、軟骨）使用そうざい そうざい なし

群馬県畜産加工販売農業協同組合
連合会高崎ハム玉村工場

群馬県佐波郡玉村町上福島１１５８ 肉、エキス、ゼラチン、脂使用
（肉、骨、脂）そうざい

そうざい なし

群馬県畜産加工販売農業協同組合
連合会高崎ハム玉村工場

群馬県佐波郡玉村町上福島１１５８ 牛肉、コラーゲン、ゼラチン使用
（肉、皮）使用そうざい

そうざい なし

群馬県畜産加工販売農業協同組合
連合会高崎ハム玉村工場

群馬県佐波郡玉村町上福島１１５８ 肉、エキス使用（肉、骨、脂、
皮）使用そうざい

そうざい なし

群馬県畜産加工販売農業協同組合
連合会高崎ハム玉村工場

群馬県佐波郡玉村町上福島１１５８ 肉、エキス、コラーゲン、ゼラチ
ン、エキス、脂使用（肉、骨、
皮、脂）そうざい

そうざい なし

群馬県畜産加工販売農業協同組合
連合会高崎ハム玉村工場

群馬県佐波郡玉村町上福島１１５８ 肉、エキス、コラーゲン、ルウ使
用（肉、軟骨、皮、脂）そうざい

そうざい なし

ケンコーマヨネーズ株式会社　厚
木工場

厚木市上依知３０２８－２ タマゴサラダ 惣菜 なし

ケンコーマヨネーズ株式会社　厚
木工場

厚木市上依知３０２８－２ スパゲティサラダ 惣菜 なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ ポテトサラダ そうざい なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ マカロニサラダ そうざい なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ タマゴサラダ そうざい なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ スパゲティサラダ そうざい なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ ゴボウサラダ そうざい なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ ゴボウニンジンサラダ そうざい なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ ポテトベース そうざい なし

ケンタッキーフライドチキン松本
店（吉田興産（株））

長野県松本市中央２－１－２ フライドチキンほか そうざい なし

ケンタッキーフライドチキン松本
店（吉田興産（株））

長野県松本市中央２－１－２ ポテトサラダ そうざい なし

ケンタッキーフライドチキン松本
店（吉田興産（株））

長野県松本市中央２－１－２ きのこグラタンほか そうざい なし

ケンタッキーフライドチキン南松
本店（吉田興産（株））

長野県松本市高宮南１－２７ フライドチキンほか そうざい なし

ケンタッキーフライドチキン南松
本店（吉田興産（株））

長野県松本市高宮南１－２７ ポテトサラダ そうざい なし
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そうざい類 s5.xls

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

ケンタッキーフライドチキン南松
本店（吉田興産（株））

長野県松本市高宮南１－２７ きのこグラタンほか そうざい なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 神戸ぶたまん なし

小泉食品㈱ いわき市小名浜諏訪町４－４ 肉じゃが そうざい なし 　

小泉食品㈱ いわき市小名浜諏訪町４－４ 煮物 そうざい なし 　

高原食品㈱ 黒羽町寒井１４７０ メンマ そうざい なし

合資会社　石川製麺所 磐田郡浅羽町浅羽1047 グラタン類 そうざい類 なし

合資会社　石川製麺所 磐田郡浅羽町浅羽1047 春巻類 そうざい類 なし

合資会社　石川製麺所 磐田郡浅羽町浅羽1047 ハンバーグ類 そうざい類 なし

合資会社　石川製麺所 磐田郡浅羽町浅羽1047 ミートナスグラタン そうざい類 なし

合同食品株式会社 豊中市今在家町21-15 ﾋﾞｰﾌｺﾛｯｹA 惣菜半製品 無

紅梅食品工業（株） 今市市土沢１４９６－６６ ハンバーガーパティ　　３種 惣菜 なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 洋惣菜 そうざい なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 和惣菜 そうざい なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 カレー そうざい なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 シチュー そうざい なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 ハンバーブ そうざい なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 フライ・カツ そうざい なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 ビーフカツ そうざい なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 コロッケ そうざい なし

神戸菊水㈱ 兵庫区荒田町3-40-19 サラダ類 そうざい なし

甲北食品工業㈱ 美嚢郡吉川町渡瀬２２－２ 牛肉のしぐれ煮 そうざい なし

交和物産㈱ 埴科郡坂城町南条5181-3 同一蛋白加水分解物使用7品目 惣菜 なし

交和物産㈱ 埴科郡坂城町南条5181-3 同一蛋白加水分解物使用2品目 惣菜 なし

交和物産㈱ 埴科郡坂城町南条5181-3 同一ゼラチン使用２品目 惣菜 なし

交和物産㈱ 埴科郡坂城町南条5181-3 同一蛋白加水分解物使用１２品目 惣菜 なし
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え

交和物産㈱ 埴科郡坂城町南条5181-3 なめこ山菜 惣菜 なし

交和物産㈱ 埴科郡坂城町南条5181-3 きのこ風味 惣菜 なし

交和物産㈱ 埴科郡坂城町南条5181-3 同一蛋白加水分解物使用６品目 惣菜 なし

コープかながわ野庭店 横浜市港南区野庭町667-1 そうざい そうざい なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ271 おむすび（紀州梅） おにぎり なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ282 おにぎり（焼肉） おにぎり なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ259 帆立わっぱ飯 折詰弁当 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ260 帆立おこわ 折詰弁当 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ261 帆立弁当 折詰弁当 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ262 帆立おこわおむすび 折詰弁当 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ263 ちらし寿司 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ264 ちらし寿司（大） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ265 海鮮ちらし 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ266 ちらし寿司（徳用） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ267 貝たっぷりちらし 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ268 助六ちらし 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ269 帆立わっぱ飯 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ272 五目いなり寿司 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ273 助六寿司（華） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ274 細巻（玉子） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ275 太巻き１本 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ276 太巻きハーフ 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ277 いなり寿司 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ278 ﾌｧｯｼｮﾝﾛｰﾙ 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ279 ﾌｧｯｼｮﾝﾛｰﾙﾊｰﾌ 寿司 なし
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ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ280 韓国巻（焼肉・キムチ） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ281 中巻（焼肉） 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ283 親子ちらし寿司 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ284 サラダ巻 寿司 なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ285 天麩羅セット 天麩羅 なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 味付きいなり皮CFS-3 いなりずし 不明 水酸化ナトリウムで１
時間煮沸処理後、洗
浄。脱臭工程で２５
０℃約１時間の水蒸気
蒸留。

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 五目いなり　味M-30 いなりずし なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 おむすび　練り梅 おにぎり なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 ポテトサラダ サラダ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 五目巻き すし なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 助六寿司　上錦糸 すし なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 細巻き玉子 すし なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 太巻き　巻き芯 すし なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 助六　伊達皮 すし（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 錦糸玉子（ちらし寿司） すし（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 バッテラシート穴子（押し寿司） すし（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 味付きマスコ（ちらし寿司　わっ
ぱめし）

すし（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 錦糸玉子（ちらし寿司） すし（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 味付きマスコ（ちらし寿司　わっ
ぱめし）

すし（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 チキンカツ フライ（牛脂） なし

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 ﾌﾟﾘﾝｽ　ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 ﾌﾟﾘﾝｽ　ｲﾀﾘｱﾝ　ﾎﾟｰｸｼﾁｭｰ 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 プリンス　チキンカレー 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 ﾌﾟﾘﾝｽ　ﾏｲﾙﾄﾞﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 惣菜 無
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え

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 プリンス　ビーフカレー 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 リュリュ　ミートソース 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 サイゼリヤ　ミートソースＳ 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 キューピーＫＫ　ビーフカレーＲ 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 スピガドーロ　ミートソース 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ　ﾐｰﾄｿｰｽ 惣菜 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ　ｶﾚｰﾌｨｰﾘﾝｸﾞ 惣菜半製品 無

こけもも２１　向野ミヨ子 直入郡久住町久住６１８０－３ ポタージュスープ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

こけもも２１　向野ミヨ子 直入郡久住町久住６１８０－３ 野菜スープ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

こけもも２１　向野ミヨ子 直入郡久住町久住６１８０－３ 野菜スープ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

コック食品㈱ 香川県仲多度郡満濃町大字長尾５０８ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

コック食品㈱ 仲多度郡満濃町大字長尾508番地 惣菜類 惣菜類 無

コック食品㈱ 仲多度郡満濃町大字長尾508番地 弁当類 弁当類 無

琴似製麺㈱ 札幌市西区１６条２－３－３０ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

小松食品㈱ 埴科郡戸倉町大字羽尾2097番地 茸味くらべ 惣菜 なし

小松食品㈱ 埴科郡戸倉町大字羽尾2097番地 山菜味じまん 惣菜 なし

小松屋食品㈱ 土浦市蓮河原新町９－５ 牛佃煮しぐれ そうざい 無

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

そうざい 無

小松屋食品㈱ 土浦市蓮河原新町９－５ 蓮根牛煮合 そうざい 無

小松屋食品㈱ 土浦市蓮河原新町９－５ 牛そぼろ蓮根 そうざい 無

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

コロッケ亭Ｃ＆Ｈ  秋田 憲昭 豊中市山の上町2-3 ｺﾛｯｹ ｺﾛｯｹ 無

斉加商店 山形県天童市大字川原子491-2 ミニステーキ(ベーコン巻） そうざい なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理韓国風ｶﾙﾋﾞ焼きそば そうざい なし

斉藤食品株式会社 戸沢村大字角川244－2 味付なめこ そうざい なし
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サガミフーズ株式会社 千葉市緑区刈田子町136-3 黒麺皮肉餃子 そうざい半製品 なし なし

サガミフーズ株式会社 千葉市緑区刈田子町136-3 牛すじ餃子 そうざい半製品 なし なし

サガミフーズ株式会社 千葉市緑区刈田子町136-3 肉にら饅頭 そうざい半製品 なし なし

サガミフーズ株式会社 千葉市緑区刈田子町136-3 五目野菜饅頭 そうざい半製品 なし なし

サガミフーズ株式会社 千葉市緑区刈田子町136-3 にらたっぷり餃子 そうざい半製品 なし なし

サガミフーズ株式会社 千葉市緑区刈田子町136-3 ちょっと大きめ肉餃子 そうざい半製品 なし なし

サガミフーズ株式会社 千葉市緑区刈田子町136-3 大きめにら餃子 そうざい半製品 なし なし

笹木雄幸 亘理町吉田字砂浜２ そうざい そうざい なし 該当なし

佐世保製麺㈱ 長崎県佐世保市大塔町２００５－５ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

佐高孝和 旭川市住吉町５条３５６３ そうざい類 そうざい なし

貞光食糧工業有限会社食品工場 美馬郡貞光町太田字小山北168-2 肉団子（ＰＬＦ） 惣菜類 無

貞光食糧工業有限会社食品工場 美馬郡貞光町太田字小山北168-2 鶏肉唐揚げ２４（ﾌﾟﾘﾌﾗｲ） 惣菜類 無

札幌開発㈱ 札幌市豊平区水車町7丁目７－３３ 牛串製品類 そうざい半製品 なし

札幌後楽園ホテル宴会調理 札幌市中央区大通西８丁目 おせち料理類 そうざい なし

札幌フルタ㈱ 札幌市清田区里塚２条２丁目５－１５ サラダ類 そうざい なし

札幌フルタ㈱ 札幌市清田区里塚２条２丁目５－１５ 各種カツ類 そうざい なし

札幌フルタ㈱ 札幌市清田区里塚２条２丁目５－１５ ハンペン加工品 そうざい半製品 なし

札幌フルタ㈱ 札幌市清田区里塚２条２丁目５－１５ 肉じゃがドック そうざい半製品 なし

佐藤清三 岩沼市二木2-2-2 そうざい そうざい なし 該当なし

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 ベーコンを使用した製品 惣菜類 無

サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

スッポン煮こごり 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

フグ煮こごり 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

フカヒレ流し 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

ヒラメ煮こごり 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

かに友禅 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし
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サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

クエ煮こごり 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

アンコウ煮こごり 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

フカヒレ姿煮こごり 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

サブ水産株式会社　臼杵工場 大分県臼杵市大字稲田字１倍防１３０
８

新越前流し 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

更別食品株式会社 更別村字更別基線東９１番地の２ チキンクリームシチュー そうざい なし

三育フーズ 袖ヶ浦市長浦拓１－１ ベジハム他６ そうざい 無

山栄食品㈱ 安達郡安達町上川崎上種田９９ チキンクイック唐揚げ そうざい半製品 なし

山栄食品㈱ 安達郡安達町上川崎上種田９９ つくね串 そうざい半製品 なし

山栄食品㈱ 安達郡安達町上川崎上種田９９ つくねスペシャル そうざい半製品 なし

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 赤みそ仕立てもつ煮込み 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ かやくご飯のもとうなぎご飯 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ かやくご飯のもと鮭ご飯 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 宝幸　おでん 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 宝幸水産　新マリンミート油漬け 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 千代田牛もつ煮込み 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 千代田チゲもつ煮込み 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 千代田ビーフシチュー 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ どんどん甘口ポークカレー 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ どんどんビーフカレー（辛口） 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ どんどんビーフカレー（中辛） 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ どんどんポークカレー 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ナチュラルお子様カレー 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイNEW鮭フレークＲ 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイサラダチキン 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロかにぞうすい250g 惣菜 無
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三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロ京樽五目ずしのタネ210g 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロ京樽五目ずしのタネ240g 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロ新中華街かにがゆ250g 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロツナフレーク油漬 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロツナベース用YN2 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロツナマヨネーズＤ 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロツナマヨネーズＤ３００ｇ 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロ紅鮭ぞうすい250g 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロマヨネーズＤ用YN2C 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロライトツナチャンク1kg 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロライトツナチャンク2kg 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロライトツナフレーク1kg 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロライトツナフレーク2kg 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチロ両面やきそば海鮮あんかけ
170g

惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ プリマ牛もつ煮込み 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ もつスタミナ炒め 惣菜 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ CO‐OPはやわざ中華チンジャオ
ロース－175g

惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ CO‐OPはやわざ中華ホイコー
ロー160g

惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイ牛もつ90，170g 惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイ牛もつ大盛り220g 惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイサラダチキン1㎏ 惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイたいこ豚汁250g 惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイとりささ身水煮1㎏ 惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイナポリタン140g 惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイ博多風牛もつ鍋の素醤油
味500g

惣菜半製品 無
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三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイ博多風牛もつ鍋の素みそ
味500g

惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイピザ－ラツナフィッシュ 惣菜半製品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイミートソースメキシカン
140g

惣菜半製品 無

サンコー㈱ 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３５１
５－２

各種そうざい類 そうざい なし

サンコー㈱ 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３５１
５－２

各種そうざい類 そうざい なし

サンコー㈱ 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３５１
５－２

各種そうざい類 そうざい なし

三州食品（株） 小牧市大草壇ノ上5447-6 玉子6入味付（実演）、茶碗蒸し
の素（関東風）

そうざい なし

サン食品（株） 岩内町御崎7-8 味付メンマ そうざい なし

サンデイリー株式会社 愛知県安城市宇頭茶屋町南裏８１－１ 豆腐ハンバーグ そうざい半製品 なし

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｼﾞｰｴｽ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 辛口 200ｇ 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｸﾞﾚｰﾄ 牛専伽麗 200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｼﾞｰｴｽ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 甘口9kg 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｸﾞﾚｰﾄ 菜食伽麗 200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾑｰﾗﾝ大阪なんばｶﾚｰうどん 200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｼﾞｰｴｽ ﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌ 200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｼﾞｰｴｽ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 中辛 9kg 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｼﾞｰｴｽ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 中辛 200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｼﾞｰｴｽ おでん 350g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾄﾘｾﾞﾝ 地鶏ｶﾚｰ 200g､ うちだ屋 地
鶏 ｶﾚｰ 200g

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｻﾝﾌｰｽﾞ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 中辛 辛口 甘口
210g

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 一正 牛すじ入り おでん 440g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ふたば ｶﾚｰｿｰｽ 100g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 土瓶蒸ｽｰﾌﾟ 160g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 久世 牛丼 150g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｻﾝﾌｰｽﾞ 中華丼 250g(ﾀｲﾍｲ) 惣菜類 無
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サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｼﾞｰｴﾌｼｰ 肉じゃが200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 松茸釜飯の素(日洋) 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 栗おこわ 栗ﾀﾞｲｽﾞ(日洋) 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾌﾟﾘﾏ S ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ 180g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｸﾞﾙﾒ ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ 180g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾍﾞﾙ ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ 200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾍﾞﾙ ｳｲﾝﾅｰｶﾚｰ 250g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾍﾞﾙﾊﾔｼﾋﾞｰﾌ180g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾒﾀﾙ ｼｬﾌｽﾞﾁｮｲｽ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ中辛､辛
口 200g

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ＢＢ　すきやき 170g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 伊藤ﾊﾑ 味ごはん亭 鶏五目ごはん
の素 600g

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 伊藤ﾊﾑ 味ごはん亭 牛めしの素
570g

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 伊藤ﾊﾑ 味ごはん亭 山菜ごはんの
素570g

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾊﾁ こだわりｶﾚｰ 辛口200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 でっかいｶﾚｰ200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾊﾁ こだわりﾊﾔｼ200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌ200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾊﾁ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ･こだわりｶﾚ中辛､甘
口 200g 1kg

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｻｲｺﾛｶﾚｰ･ﾍﾙｼｰｶﾚｰ200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾊﾁ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ･こだわりｶﾚｰ辛口
200g

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾛｰｾﾞﾝ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ中辛200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｾﾝﾄﾗﾙ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 中辛 200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 関西ﾔﾏﾄ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 中辛､甘口､辛口
200g

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 すし花館 ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 中辛､甘口200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾏﾙｼﾝ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 中辛 辛口 180g 惣菜類 無
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サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ほっかほか大将 ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ﾎｯﾄｸﾞﾙﾍﾞﾝﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌ200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 鳳月堂ｶﾚｰｿｰｽ1kg 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 石原ｶﾚｰ丼200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 石原ｶﾚｰｿｰｽ1kg 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 石原ｶﾚｰうどんの素 250g 1kg 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 田中食品ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ200g 惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 ｻﾝﾌｰｽﾞ 牛丼150g ｶﾙﾋﾞ丼150g すき
焼き丼150g(ﾀｲﾍｲ)

惣菜類 無

サンフーズ（株） 大洲市菅田町菅田甲2522 非常災害用ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ200g 惣菜類 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 きはだまぐろ油漬 惣菜 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 五目ちらし寿司の素 惣菜 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 さば味噌煮 惣菜 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 チキンボールスープ煮 惣菜 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 ツナマヨネ-ズ 惣菜 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 とりささみ水煮フレーク 惣菜 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 まぐろ浅炊き 惣菜 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 まぐろ水煮 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ シーフードテリーヌ 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ ブリオッシュ・ド・ボー 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ レンズ豆のソテー 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ ゼリー寄せ 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ アスピックポモドーロ 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ テリーヌリードボー 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ ムースドボー 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ アリュメットパイ 惣菜 無
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三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ フォアグラのパイ包み 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ パテカンパーニュSAN 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ パテメゾンSAN 惣菜 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ ミラボーSAN 惣菜 無

三洋食品株式会社 焼津市焼津５－７－３ かつお油漬(フレーク） 惣菜 無

三洋食品株式会社 焼津市焼津５－７－３ きはだまぐろ油漬(フレーク） 惣菜 無

三洋食品株式会社 焼津市焼津５－７－３ ツナマヨネーズ 惣菜 無

三洋食品株式会社 焼津市焼津５－７－３ まぐろ調理品 惣菜 無

三洋食品株式会社 焼津市焼津５－７－３ まぐろ水煮・チャンク 惣菜 無

三洋食品株式会社 焼津市焼津５－７－３ まぐろ水煮・フレーク 惣菜 無

サンライトデリカ株式会社 東京都世田谷区奥沢７－５２－５ ミートコロッケ そうざい類 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 皇帝山くらげ 惣菜 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 味付けザーサイ（小袋） 惣菜 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 ビビンバ山菜（小袋） 惣菜 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 松茸ごはんの素 惣菜 なし

サンロイヤル旭川 北海道旭川市神居９条１－７－１ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

サンロイヤル旭川 北海道旭川市東６条６丁目 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

三和水産株式会社 三重県尾鷲市三木浦町３３９ 冷凍食品　磯から そうざい なし

三和水産株式会社 三重県尾鷲市三木浦町３３９ 冷凍食品むきえび そうざい なし

サン食品株式会社 鹿児島市南栄３－１４ 薩摩もち豚肉焼売 惣菜類 無

サン食品株式会社 鹿児島市南栄３－１４ スープ餃子（スープ） 惣菜類 無

サン食品株式会社 鹿児島市七ツ島１－７ 手巻おにぎり（鮭・梅） 惣菜類 無

サン食品株式会社 鹿児島市七ツ島１－７ 巻寿司（玉子芯、でんぶ） 惣菜類 無

サン食品株式会社 鹿児島市七ツ島１－７ 中巻寿司（カニカマ芯） 惣菜類 不明 有（アルカリＰＨ
12.5、２０日以上、１
３０℃４秒で高圧殺
菌）

脊髄 ゼラチン
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敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ たべるならピロシキ そう菜パン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ ビーフシチューパン そう菜パン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ 中華ピロシキ そう菜パン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ 穂ハムとマヨネーズ そう菜パン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ ごちそうパンかつ
ソーセージ他

そう菜パン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ ビーフシチューパン そう菜パン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ 中華ピロシキ そう菜パン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 ピザパン そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 E.COベーコンエッグデーニッシュ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 アラビキウインナDA そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 E.ベーシックウインナー そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 ギンチョコWホイップ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 ビッグカレーパン そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 CO.Eウインナーソーセージマヨ
ネーズ

そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 CO.EロングウインナーR そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 Eハムエッグロール そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 カレー＆ハヤシ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 ハムタマゴドーナツ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 オープンオムレツ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 COパン焼き工房ウインナーソー
セージマヨネーズ

そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 エルデウインナーソーセージマヨ
ネーズ

そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 エルデなが～いウインナーロール そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 COパン焼き工房なが～いウイン
ナーロール

そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 腹ペコベーコン そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 エルデチーズカレーデーニッシュ そうざいパン なし
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敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 COパン焼き工房チーズカレー
デーニッシュ

そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 お買得カレーまん５コ入り そうざいパン なし

敷島製パン株式会社 奈良県大和郡山市池沢町349-12 アゲカルツオーネトマトミート そうざいパン なし

敷島製パン株式会社　名古屋工場 名古屋市東区白壁町五丁目3番地 ＣＯ　こだわり工房辛口ロール そうざいパン なし

敷島製パン株式会社　名古屋工場 名古屋市東区白壁町五丁目3番地 ＣＯ　スティックハンバーグ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社　名古屋工場 名古屋市東区白壁町五丁目3番地 ＣＯ　ツナマヨネーズ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社　名古屋工場 名古屋市東区白壁町五丁目3番地 Ｋソーセージ＆タマゴマヨネー
ズ、ＣＯちょい辛ウインナーマヨ
ネーズ、ＣＯ角切りポテトマヨ
ネーズ

そうざいパン なし

敷島製パン株式会社　名古屋工場 名古屋市東区白壁町五丁目3番地 ＭＳハムマヨネーズ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社　名古屋工場 名古屋市東区白壁町五丁目3番地 チーズマヨネーズデーニッシュ そうざいパン なし

敷島製パン株式会社　名古屋工場 名古屋市東区白壁町五丁目3番地 ピザパン、Ｌ小麦畑からの伝言ハ
ンバーガー、Ｋベーコンマヨネー
ズデーニッシュ、Ｋベーコンチー
ズデーニッシュ

そうざいパン なし

しげ食品㈱ 大阪市東住吉区住道矢田６-１６-１６ 牛すじ串 そうざい半製品 なし

四国化工機株式会社 鳴門市大津町矢倉字六の越６３ うの花５品目 惣菜類 無

四国化工機株式会社 鳴門市大津町矢倉字六の越６３ 玉子とうふ２品目 惣菜類 無

四国化工機株式会社 鳴門市大津町矢倉字六の越６３ 麻婆豆腐２品目 惣菜類 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 チキンボール　ミートボール 惣菜類 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 ちっちゃなつくね 惣菜類 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 つくね 惣菜類 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 ごぼう入り肉だんご 惣菜類 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 ムシドリ 惣菜類 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 牛肉ボイル 惣菜類 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 からあげ 惣菜類 無

四川食品工業株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５６－６ チンジャオコールスー そうざい 無

信濃産業（株） 長野県中野市大字吉田42 なめ茸６０％ そうざい なし
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信濃産業（株） 長野県中野市大字吉田42 なめ茸８０％ そうざい なし

信濃産業（株） 長野県中野市大字吉田42 妙高なめ茸 そうざい なし

信濃産業（株） 長野県中野市大字吉田42 妙高めんたいこなめ茸 そうざい なし

信濃産業（株） 長野県中野市大字吉田42 信州四川風醤味なめ茸 そうざい なし

信濃産業（株） 長野県中野市大字吉田42 信濃きのこしぐれ そうざい なし

シノブフーズ株式会社 大阪市西淀川区福町1丁目9-16 弁当 弁当 なし

シノブフーズ株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目11-30 弁当 弁当 なし

島田敦哉 東灘区本山中町４－１３－１５ フォンドボー 惣菜類 なし

島乃香株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８２ 赤貝Ｌ 惣菜類（佃煮） 無

島乃香株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８２ みそしじみ 惣菜類（佃煮） 無

シミズフレッシュデリカ 山梨県甲府市西下条町１１６７－３４ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

社会福祉法人　札幌育成園 札幌市西区山の手４４４番地 ハンバーグ そうざい 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 肉巻きたまご そうざい 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 網焼ミニハンバーグ そうざい 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 ほうれん草胡麻和え そうざい 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 人参煮 そうざい 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 椎茸煮ホール そうざい 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 海老団子チリソース そうざい 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 横浜しゅうまい そうざい 無

周東製麺㈱ 山口県柳井市柳井１５１９－５ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

ジョイフーズ(株) 名古屋市熱田区明野町２－３ 鮭 そうざい類 なし

ジョイフーズ(株) 名古屋市熱田区明野町２－３ とうふハンバーグ そうざい類 なし

ジョイフーズ(株) 名古屋市熱田区明野町２－３ ロールキャベツ そうざい類 なし

昭和通商株式会社 横浜市都筑区池辺町３９６９ 牛丼の素 そうざい なし

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ チキン竜田揚げサンド 弁当 無
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白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 調理パン 弁当 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 調理パン 弁当 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ ミートドッグ 弁当 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ カレーコロッケロール 弁当 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 調理パン 弁当 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 調理パン 弁当 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 調理パン 弁当 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ チキン竜田揚げロール 弁当 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 調理パン 弁当 無

信越食品工業株式会社 長野市桐原2-3-7 なめ茸 惣菜 無

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ １２粒ねぎ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ １２粒ねぎ餃子粒えび風味餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ １６ｇ生肉餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ １７ｇ肉餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ３粒ステーキ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ８粒本造り餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 味・絶品肉餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 石松肉餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 一口一葉餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 一正様用えび饅頭 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 一正様用にら饅頭 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 逸品餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ いわし餃子１８ｇ そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ いわし餃子２４ｇ そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 宇都宮生餃子 そうざい半製品 なし
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神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 梅しそ包子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ えび餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 海老韮餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 海鮮にら饅頭 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 海鮮まんじゅうえびたっぷり そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 海鮮まんじゅうにらたっぷり そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ カネミ様用えび饅頭 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 神商様用小籠包 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ カレー餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 餃子飯店 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 餃子楼 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ グリコ様用肉包子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 健友ワンタン そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 玄米粉入梅しそ包子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 玄米粉入り梅しそ包子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓青しそ１０粒 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓えび饅頭 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓餃子（青しそ入り） そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓餃子１０粒 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓点心餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓点心雲呑 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓肉包子 そうざい半製品 なし
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神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓にら饅頭 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓飯店海老餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓飯店餃子王１０粒増量２粒 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓飯店餃子王青じそ入り１０粒
増量２粒

そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓飯店焼豚饅頭 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 国賓飯店野菜餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 小粒造り そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ しそ入り餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ しそ入り餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ しそ風味餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ シャオロンパオ そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ジャンボ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ジャンボワンタン そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 小籠包 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 昭和生餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 白身魚彩餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 神宮餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 神宮しその香 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 神宮ワンタン そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ スープ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ スタミナ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ステーキ風餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ステーキ風餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 生協様用えびまんじゅう そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 生協様用にらまんじゅう そうざい半製品 なし
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神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 大地ワンタン そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 宝味斎 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 手作り風えび風味餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 手作り風餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 手作り風ねぎ焼き餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 鉄板焼餃子（海鮮にら） そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 点心楼しそ風味 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 点心楼ニラ入り そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 点心ワンタン そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 特注えび包子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 特注生肉餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 特注生ニラ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ とれとれ餃子１８ｇ そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ とれとれ餃子２４ｇ そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 名古屋コーチン入包子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 生ちびっこ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 南京軒餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 肉餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 肉餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 肉ちび餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 肉ワンタン そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 肉ワンタン（６粒） そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ねぎみそ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ひとくち餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ひとくち餃子オリジナル そうざい半製品 なし
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神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 豚豚まんじゅう そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 本造り餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ まる饅頭（しそ風味） そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ まる饅頭（ニラ入り） そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ムラカミワンタン そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 焼豚韮餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 野菜餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ヨシケイ様用オリジナルひとくち
餃子

そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ 四川スープ餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ れんこん餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ れんこん餃子 そうざい半製品 なし

神宮食品協業組合 三重県桑名市大字東汰上字大代７９０ ワンタン そうざい半製品 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 焼上げハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ シェフハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ レストランハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 旨焼ハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ CGCハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 赤鶏ハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 蓼科牛ミニハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 蓼科牛ミートボール 惣菜 なし

新進漬物（株） 長野県下高井郡木島平村大字穂高3623 なめ茸（８０，９０％以上） そうざい なし

スーパーセンタービーワン伊那西
春近店

長野県伊那市下島２６８６－１ 名物豚ジンキムチ焼肉用 そうざい半製品 なし

スーパーセンタービーワン伊那西
春近店

長野県伊那市下島２６８６－２ 特選牛薄切りカルビ焼肉味付 そうざい半製品 なし

スーパーセンタービーワン箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８９
６７－１

特選牛やわらか厚切りソフトカル
ビ味付

そうざい半製品 なし

スープファクトリー　デリス 中央区加納町２－９－１０ スープ そうざい なし 　
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杉下雅一（みやこ製パン） 岐阜県海津郡南濃町駒野1001-3 調理パン そうざい類 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 味付け角切 そうざい類 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛どて焼 そうざい類 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ ビーフコロッケ そうざい類 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛すじこんにゃく煮込み そうざい類 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ 牛肉ゴボウ煮（マヨネーズ゜和
え）

そうざい類 なし

杉本食品株式会社 尼崎市武庫川町１―４―５ ミンチカツ そうざい類 なし

鈴木　健一郎 北秋田郡森吉町米内沢桐岱１４４ 焼き肉弁当 弁当 無

鈴木新吾 旭川市７条通７丁目七福ビル そうざい類 そうざい なし

鈴木実 名取市閖上1-12-9 そうざい そうざい なし 該当なし

ステップフードサービス（株）や
い亭

交野市星田6-1-20 ミンチカツ そうざい 無

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－6 手づくりかつ重（ミニかつ丼） そうざい類 なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－7 ソースかつ重 そうざい類 なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－8 あんかけ焼きそばセット そうざい類 なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－9 ミニコロッケ そうざい類 なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－10 一口ナゲット そうざい類 なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－11 マーボーなす そうざい類 なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－12 あんかけ南瓜牛肉はさみ天 そうざい類 なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－13 石窯焼きピザ（チーズ） そうざい類 なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－14 石窯焼きピザ（ベーコン） そうざい類 なし

セイコーフレッシュフーズ(株)稚
内工場

稚内市末広1丁目5-2 惣菜 そうざい 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

カレールー他各種惣菜類 そうざい なし

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

調理パン各種 弁当類 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 カレールー他各種惣菜類 そうざい 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 調理パン各種 弁当類 なし
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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

カレールー他各種惣菜類 そうざい 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

調理パン各種 弁当類 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 カレールー他各種惣菜類 そうざい 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 調理パン各種 弁当類 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 カレールー他各種惣菜類 そうざい 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 調理パン各種 弁当類 なし

創食㈱ 横浜市緑区上山町７７－３ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

第一観光（株）セントラルキッチ
ン

長野県松本市大手１－２－４ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｶﾚｰ、ビーフシチュー そうざい なし

第一屋製パン株式会社大阪空港工
場

池田市空港1-13-1 究極のカレーパン 惣菜パン 無

第一屋製パン株式会社大阪空港工
場

池田市空港1-13-1 カレーパン（甘口） 惣菜パン 無

第一屋製パン株式会社大阪空港工
場

池田市空港1-13-1 ベーカリーモール　カレーパン 惣菜パン 無

第一屋製パン㈱大阪工場 八尾市老原９－７２ 直巻おにぎり鶏五目他１種 おにぎり 無

第一屋製パン㈱大阪工場 八尾市老原９－７２ 熟成ひれかつ弁当他２種 弁当 無

ダイケン興業（株） 下伊那郡松川町生田８８１ 子持山くらげ そうざい なし

ダイケン興業（株） 下伊那郡松川町生田８８１ 子持中華 そうざい なし

大五通商株式会社うなぎ工房 島田市井口２２７－１ うなぎかばやき 惣菜 無

大幸食品株式会社 新津市結２２２ 揚げ出し豆腐 総菜 なし

大祥食品株式会社 奈良市八条　３－７２９－３ 豚まん・チャイニーズバーガーの
生地皮

そうざい半製品 なし

大祥食品株式会社 奈良市八条　３－７２９－３ 豚まん・チャイニーズバーガーの
創味シャルタン

そうざい半製品 なし

ダイショク（株） 松伏町田島１４６３－１ ウィーン風仔牛カツレツ 総菜類 なし

ダイショク（株） 松伏町田島１４６３－１ 牛レバー竜田揚用 総菜類 なし

ダイショク（株） 松伏町田島１４６３－１ 串揚げセット 総菜類 なし

ダイショク（株） 松伏町田島１４６３－１ 仔牛のはさみ揚げ 総菜類 なし

ダイショク（株） 松伏町田島１４６３－１ 焼豚 総菜類 なし

大食加工株式会社 伊丹市北伊丹２－５０ ハンバーグステーキ そうざい なし
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大食加工㈱ 伊丹市北伊丹 牛肉そぼろ そうざい なし

大食加工㈱ 伊丹市北伊丹 牛肉葡萄酒煮 そうざい なし

大食加工㈱ 伊丹市北伊丹 牛肉角煮 そうざい なし

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ビアソールカルパッチョ 惣菜 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ローストビーフサラダ 惣菜 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ハーブチキンキャロット 惣菜 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ローストビーフサラダ 惣菜 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 合鴨ネギ和え 惣菜 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ネギチャーシュー 惣菜 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 ローストビーフサラダ・カルパッ
チョ

惣菜 無

大信畜産工業㈱デリカ工場 長野市市場6-2 蒸し鳥サラダ 惣菜 無

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 ネギチャーシュー そうざい 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 そうざい なし

大信畜産工業㈱松本工場 長野県松本市市場１０番３号 合鴨ネギ和え ぞうざい なし

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 地鳥飯の素 惣菜類 無

ダイナー・ファクトリー㈱ 西区水谷２丁目１７－４２ ハンバーグ そうざい なし

ダイナー・ファクトリー㈱ 西区水谷２丁目１７－４２ 串カツ そうざい なし

大日本包装株式会社 東京都北区赤羽南２－１０－２６ 業務用春雨ときくらげのスープ 惣菜 無

大日本包装株式会社 東京都北区赤羽南２－１０－２６ クノール中華スープ
かにのスープ

惣菜 無

大日本包装株式会社 東京都北区赤羽南２－１０－２６ 北海道ポタージュ
チェダーチーズ

惣菜 無

大日本包装株式会社 東京都北区赤羽南２－１０－２６ 11-ビーフコンソメ30G 惣菜 無

大日本包装株式会社 東京都北区赤羽南２－１０－２６ カレースープ 惣菜 無

大日本包装株式会社 東京都北区赤羽南２－１０－２６ コーンスープ 惣菜 無

大日本包装株式会社 東京都北区赤羽南２－１０－２６ ポタージュスープ 惣菜 無

大丸松下食品（株） 岐阜県本今5-141 きくらげ酢の物・カラフル春雨 そうざい類 なし
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大丸松下食品（株） 岐阜県大垣市本今5-141 牛肉牛蒡 そうざい類 なし

大丸松下食品（株） 岐阜県大垣市本今5-141 大根旨煮 そうざい類 なし

大丸松下食品（株） 岐阜県大垣市本今5-141 中華サラダ そうざい類 なし

大丸松下食品（株） 岐阜県大垣市本今5-141 肉じゃが そうざい類 なし

たいようパン株式会社 高畠町大字深沼２８５９－６ ジャンボカレーパン 調理パン なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

うどん蒸し そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

越前茶碗蒸し（えび・かに・松
茸）

そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

割烹玉子とうふ そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

割烹碗卵むし（かに・松茸） そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

胡麻どうふ（みそだれ付） そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

胡麻どうふ（みそだれ付） そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

地卵玉子とうふ そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

生活新鮮松茸３Ｐ そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

大和玉子とうふ そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

大和茶碗蒸し（えび・かに・松
茸）

そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

玉子とうふ そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

玉子とうふ そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

玉子とうふ そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

茶碗蒸しえび蒸し そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

茶碗蒸しかに蒸し そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

茶碗蒸し松茸蒸し そうざい なし

大和食品㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

もてなし碗　茶碗蒸し（かに・松
茸）

そうざい なし

大和食品㈱ 大阪府堺市毛穴町１２６－３ 手造りビーフカツ他 そうざい類 無

高木食品 南知多町豊浜字上大田面１２ 天ぷら そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 コンソメ、エキス（骨、肉）使用
そうざい

そうざい なし
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高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 牛脂使用そうざい そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 肉使用そうざい そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 調味液（骨）使用そうざい そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 ゼラチン使用そうざい そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 タンパク加水分解物（骨、脂）使
用そうざい

そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 調味液（子牛第４胃抽出物）使用
そうざい

そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 乳化剤使用そうざい そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 エキス（骨、肉）使用そうざい そうざい なし

高崎デリカフーズ（株） 群馬県高崎市八幡町409 調味液（牛皮）使用そうざい そうざい なし

高島食品株式会社 池田市城南3-11-20 すし玉 そうざい 無

タカ食品工業株式会社 福岡県山門郡瀬高町小川１１８９ー7 ペアーパックのり＆梅 惣菜類（佃煮） 無

タカ食品工業㈱関東支所 栃木市大塚町1720 マイティソース そうざい なし

高相物産㈲ 長野県下高井郡山ノ内町佐野1480 なめたけ（えのきたけ味付） そうざい なし

高相物産㈲ 長野県下高井郡山ノ内町佐野1480 きのこ道楽 そうざい なし 　

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

そうざい 無 牛由来以
外の材料
に置き換
え予定

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ＴアミヤキＢカルビ1.0 惣菜類 無 １０．２
９頃出荷
分よりた
ん白加水
分解物が
含まれな
い製品

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ＴＢｵﾆｷﾞﾘﾉｸﾞｼﾞｶﾋﾞ1 惣菜類 無

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ＨＢﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ1.1 惣菜類 無 １０．２
９頃出荷
分よりた
ん白加水
分解物が
含まれな
い製品
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そうざい類 s5.xls

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

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ＨＢﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ0.65VP 惣菜類 無 １０．２
９頃出荷
分よりた
ん白加水
分解物が
含まれな
い製品

宝幸水産㈱気仙沼工場 気仙沼市内の脇３８６－７ ホットトマトチーズ春巻き そうざい なし 該当なし

宝幸水産㈱気仙沼工場 気仙沼市内の脇３８６－７ ｗチーズ春巻き そうざい なし 該当なし

宝幸水産㈱気仙沼工場 気仙沼市内の脇３８６－７ 野菜春巻き そうざい なし 該当なし

宝幸水産㈱気仙沼工場 気仙沼市内の脇３８６－７ イカ軟骨キムチ味 そうざい なし 該当なし

宝幸水産㈱気仙沼工場 気仙沼市内の脇３８６－７ 甘エビ唐揚げ そうざい なし 該当なし

宝幸水産㈱気仙沼工場 気仙沼市内の脇３８６－７ 剣エビ唐揚げ そうざい なし 該当なし

宝幸水産㈱気仙沼工場 気仙沼市内の脇３８６－７ クリーミーグラタン そうざい なし 該当なし

タカラ食品株 稲沢市天地遠松町１０ 焼きそば、焼きラーメン、ミート
スパゲティー等

そうざい なし

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

赤じそ山蕗 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

新渦潮（コラーゲン入り） 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

特選しじみ小判ゴボウ煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

地伝酒しじみ（山椒入り） 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

京風きくらげ 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ミニたてみそ 惣菜類 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

大豆入りひじき椎茸 惣菜類 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

味付松茸 惣菜類 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

特鮮四万十川のり１００ｇ瓶 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

海の八菜１１０ｇ瓶 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

Ｆコープ椎茸のり１８０ｇ瓶 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

Ｆコープのり佃煮１８０ｇ瓶 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

Ｆコープ青しそのり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

カセイ食品ブランド低塩ミニのり
８ｇ

惣菜類（佃煮） 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

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

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

しじみ若布用しじみ 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

しじみ貝（生姜）［うす塩］ 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

特選しそ若布 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

生姜あさり 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ゆば竹の子 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ちりめん（柿安） 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

蛤やわらか煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

蛤うま煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

京生ふ山椒煮、生姜煮、ごま入 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

味付めかぶ 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ちりめん山椒　９０ｇ 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

はまぐり旨煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

きのこしぐれ 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ロコ貝 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

焼きしじみ 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

本場鳴門茎若布、本場三陸茎若布 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

土佐四万十川のり 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

小いかの墨煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

御佃煮　Ｗ－５０（しばくら） 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

しばくら、しば漬木耳 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

松茸風味昆布 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

浅炊若布 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

きのこのり 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

野桜のり 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

かつおのり、本節かつおのり 惣菜類（佃煮） 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

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

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ほたてわかめ、あさりわかめ、ほ
たて茶漬、あさり茶漬

惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

子持ちひじき 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

斎武ひじき 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ピリ辛椎茸 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ごり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

スライス松茸 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

まて貝わかめ、まて貝茶漬 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

松茸釜飯 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

味の名産地ＡＭ－３０，５０（瀬
戸内ちりめん）

惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

味の直送便ＡＴ－１８（岩ちりめ
ん）

惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ゆばちりめん 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ちりめん山椒 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

岩ちりめん 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ちりめん鯛の子木耳 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

松茸昆布 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ひじきあさり 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

にしん昆布巻 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

天然岩のり 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ひじきのり 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

岩のりわさび煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

貝づくし　（しじみわさび） 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

しじみわさび煮 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

茎わさび入り田舎煮（青） 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

松茸わさび 惣菜類（佃煮） 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

葉わさびの田舎煮 惣菜類（佃煮） 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

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

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 ハンバーグ（ﾌﾟﾚｰﾝ、和風､ﾐﾆ、
ﾁｰｽﾞ、松茸）

そうざい類 無

宝豆腐　豆美共 三好郡三加茂町加茂2010の3 肉じゃがコロッケ 惣菜類 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ 中華春雨サラダ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ シーフードサラダ そうざい 無

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

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ニーズ風サラダ そうざい 無

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

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ 海老と野菜のバルサミコサラダ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ Ｐシーフードマリネ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ Ｐきのこマリネ そうざい 無

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

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ハンバーグのビール煮込みキット そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ポテトコロッケ そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ じゃがいもコロッケ そうざい 無

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

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ 子牛の頬肉のポルトソースキット そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ チキンのガーリックソースキット そうざい 無

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

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

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

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ハンバーグドリア そうざい 無

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ サケソースのクレープドリア そうざい 無

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

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

タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ オムライス そうざい 無
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タカラフーズ㈱ つくば市緑ヶ原１－１－１ ハンバーグのビール煮込みキット そうざい 無

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

滝沢ハム 宇都宮市宮園町5-4 和牛入りメンチ そうざい なし

滝沢ハム㈱泉川工場 栃木市泉川町556 ベーコン巻ウインナー そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 ハンバーグソース そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 ららぽーとカレー用バラ肉 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 ららぽーとカレー用牛タン肉 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 オーケーＰＢカレーパン用ルー
（豚）

そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 オーケーＰＢカレーパン用ルー
（牛）

そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 業務用自社製トマトソース そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 業務用自社製デミグラスソース そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 牛肉のコンソメスープ業務用 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 牛タンしぐれ煮 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 牛そぼろ そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 牛味噌 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 牛味噌煮 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 牛赤身スジ鉄板焼（味噌味） そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山クリームコーンスープ缶 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山キャトロッスープ缶 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山ローストビーフソース缶 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山オニオンスープ缶 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山牛肉のコンソメスープ缶 そうざい なし

滝沢ハム㈱そうざい加工センター 栃木市祝町6-30 鎌倉山パンプキンスープ缶 そうざい なし

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用椎茸の煮込 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用帆立のオイスターソース煮 惣菜類 無
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タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 松茸牛肉 惣菜類（佃煮） 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 牛肉しぐれ煮 惣菜類（佃煮） 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 牛肉そぼろ 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用煮しめ竹の子 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用煮しめはす 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用煮しめ椎茸 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用煮しめごぼう 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用煮しめ梅人参 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用煮しめ里いも 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用ふき青煮 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用煮しめこんにゃく 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用梅型生麩 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ お重用煮貝 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 牛肉しめじ 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 味めぐり 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 味ごのみ 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 牛肉そぼろ 惣菜類 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ しそ若布佃煮 惣菜類（佃煮） 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ ひじきのり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ のり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ ちりめん佃煮 惣菜類（佃煮） 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 四万十川のり佃煮 惣菜類（佃煮） 無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ 昆布佃煮 惣菜類（佃煮） 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 天かす 惣菜類 無

タケフーズ株式会社 沼津市大諏訪５２４ 牛そぼろ そうざい なし
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タケフーズ株式会社 沼津市大諏訪５２４ ＦＰ牛肉コロッケ そうざい半製品 なし

タケフーズ株式会社 沼津市大諏訪５２４ ＦＰカニクリームコロッケ そうざい半製品 なし

タケフーズ株式会社 沼津市大諏訪５２４ ＦＰメンチカツ そうざい半製品 なし

タケフーズ株式会社 沼津市大諏訪５２４ ＴＰ牛肉コロッケ そうざい半製品 なし

タケフーズ株式会社 沼津市大諏訪５２４ 柿安コロッケ そうざい半製品 なし

タケフーズ株式会社 沼津市大諏訪５２４ メンチカツ１３０ そうざい半製品 なし

竹村桝治 名取市閖上4-7-9 そうざい そうざい なし 該当なし

但馬屋食品㈱ 伊丹市池尻７－１３９ 揚げ関係の調味商品 そうざい なし

館野　百合代「館野先生のお料
理」

東京都日野市百草920-21 マカロニグラタン そうざい なし

館野　百合代「館野先生のお料
理」

東京都日野市百草920-21 ハンバーグステーキ そうざい なし

田中食品産業㈱ 糟屋郡粕屋町大字戸原232-5 ハンバーグ 惣菜類 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 手作りハンバーグ 総菜半製品 なし - - -

谷食品工業有限会社 徳島市応神町古川字北８３－２ きんぴらごぼう等10品目 惣菜類 無

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ あげなす そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 味錦 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 厚あげうま煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 厚あげしめじ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ イタリアン そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ うの花 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 海の幸ごまあえ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ おからサラダ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ おふくろうま煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ かつぶしれんこん そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ カレースパ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ がんもひじき そうざい類 なし
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玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 京風白あえ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 金平 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 五色春雨 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ ごぼう甘酢 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 五目うの花 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 五目金平 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 五目肉じゃが そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 五目ひじき そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ こんにゃく煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ ささめ金平 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ さつき煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ さといも そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 七味もやし そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 白あえトーフ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 白かば煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 吹よせ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ スタミナ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ スパゲティサラダ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 千切 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ そぼろ煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ そら豆煮物 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 炊き合わせ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 竹の子うま煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 竹の子土佐 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 筑前煮Ａ そうざい類 なし
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玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 筑前煮Ｂ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ ちくわあえ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 中華春雨 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 中華もやし そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ チンジャオロース そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ なの花白あえ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 肉じゃが そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 肉やさい炒め そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ ふきと竹の子煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ ふくまや そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ ヘルシー煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ マカロニサラダ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 松風 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ みそあえ そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ ミニ玉 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 山くらげ牛肉煮 そうざい類 なし

玉三屋食品（株） 名古屋市千種区千種通７－１０７ 山くらげごまあえ そうざい類 なし

だるま食品㈱ 小樽市銭函３－５２４－８ メンチカツ等 そうざい 無

だるま食品㈱ 小樽市銭函３－５２４－８ 春巻、サラダ等 そうざい 無

だるま食品㈱ 小樽市銭函３－５２４－８ カルビー丼 弁当類 無

だるま食品㈱ 小樽市銭函３－５２４－８ 鶏五目ごはん等 弁当類 無

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ オニオンソテー品 そうざい半製品 無し

茅ヶ崎えぼし工房 茅ヶ崎市南湖５－１７－５４ ハンバーグ 総菜 なし

チタカ・インターナショナル・
フーズ（株）

西春町沖３０ シチュー、牛丼の素、ハヤシビー
フ

そうざい類 なし

千葉勝 岩沼市早股字松原263-1 そうざい そうざい なし 該当なし
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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

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ お子様カレー♯３ 惣菜 無 　

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 和風キノコカレー 惣菜 無 　

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 十勝ミルクのキノコシチュー 惣菜 無 　

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ビーフカレーS 惣菜 無 　

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ビーフカレー３５０ 惣菜 無 　

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ミートMO 惣菜 無 　

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ピロシキF 惣菜 無 　

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ニューピザミート 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 中華タケノコＷＰ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ トマト＆オリーブカレー４SR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ トマト＆オリーブカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 特トマト＆オリーブカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ダッカルビフィリングＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ チリソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＦＦＳカシミールカリー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ヘルシーカレーフィーリング 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カツ重用煮こごり 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ デリカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ニューキノコカレーＮ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 荒挽きスパイスカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 生姜焼き肉フィリングＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 黒豚ピロシキ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 北国黒豚カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 粗挽きスパイスカレーＷＰ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ピザミート 惣菜 無
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そうざい類 s5.xls

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

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 具だくさんピロシキ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ボンゴレソースM 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 野菜カレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ボンゴレソースＳＯ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレーＣＰ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 辛口黒豚カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ グランドカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 新ナポリソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 甘口注入用カレーソースＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ニュー辛口注入用カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ハンバーグソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ スパイシーカレーソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 注入用カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ペシャメルソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 北インド風カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ハーブチキンカレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ デリマヨ　ハム＆オニオン 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ マカロニグラタン 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 北海道野菜カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 北海道カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 野菜＆キノコシチュー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ミルクシチューベース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ミネストローネＳＯ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ デリマヨ　ハム＆スパイシー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 十勝ミルクの野菜シチュー 惣菜 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

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

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 十勝ミルクのコーンシチュー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ベーコン＆キノコシチュー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 弁当用カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カルボナーラ風フィリング 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレースワン 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレー野菜コーン 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ハーブ＆オリーブカレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ブラウンソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 欧風注入用カレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 黒豚ジャンボカレー＃２ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 特製ハンバーグソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ニューカレーソースＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ Aカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ FAハニーカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ OPカレーフィリングSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ イタリアンカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ インド風カレーSK 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタムカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カルビ＆ガーリックカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カルビカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレー２０００ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレー２５０SR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレー８０ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレー９８ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレーK 惣菜 無
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そうざい類 s5.xls

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

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレーシャンシャインSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレーリッチ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレーロイヤルリッチ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ グルメカレー♯２ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ コク味カレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ チャプチェフィリングSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ チリコンカンSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ デリシャスカレーB 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ナポリソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ニューカレーP 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ニューグルメカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ビーフカレー３００ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ビーフカレーM 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ビーフカレーOP中辛 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ビーフカレーSI 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ピリ辛ポテトSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ピロシキSP 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ フォンドボーカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ フランスワインシチューSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ プルコギフィリング 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ フレッシュビーフカレーE 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ポイントカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ホウレン草カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ マッシュルームカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ミキFBカレー 惣菜 無
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そうざい類 s5.xls

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

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ よこすか海軍カレー大辛口 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ よこすか海軍カレー中辛 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ リンゴとはちみつカレーF 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ローストオニオンカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 欧風カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 夏野菜カレー４SR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 夏野菜カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 海軍カレー２００１辛口 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 海軍カレー２００１中辛 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 角切りビーフシチュー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 韓国焼き肉フィリングSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 牛カルビ焼肉カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 牛カルビ焼肉カレーSRY 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 牛筋カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 具だくさんビーフシチューSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 激辛口カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 黒カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 黒こしょうカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 煮込み牛すじカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 収穫祭カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 辛口Aカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 辛口ビーフOPSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 辛口ビーフカレーA 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 辛口ビーフカレーB 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 辛口ビーフカレーT20 惣菜 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

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

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 中華まん用カレー♯３ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 中華ミート 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 特欧風カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 具だくさんビーフシチューSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 米飯用オニオンカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 本熟カレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 味わいビーフカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ミートWP 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ミートソースSO 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ベーキングチリソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ プチカレーNR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 辛口カレーSP 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ クールビーフカレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 富士屋ホテルカレー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ クリーミー欧風カレーSR 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ タイ風グリーンカレーＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＤＭコーンマヨネーズ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＤＭボロニアン＆オニオン 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＤＭコーンマスタード 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＤＭツナマヨネーズ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＤＭベーコンｱﾝﾄﾞポテト 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＤＭ十勝のジャガバタコーン 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＤＭ北海道コーンマヨネーズ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＦＰピーナッツＤ１ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カレーサラダＳＲ 惣菜 無
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中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ジャーマンポテトＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ タコスフィリングＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ チキンマスタードＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ チリポテトＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ツナワッサンベース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ツナワッサンベースＳＲ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ デリマヨ　コーン＆ソーセージ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ニューカレーソースＳＲＹ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ パンプキンペースト 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ フレッシュサラダＫ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ポテトクリーミー 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ポモドーロソース 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ミネストローネＭ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 野菜サラダ 惣菜 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 野菜サラダピース抜き 惣菜 無

中国家庭料理杏杏諏訪山工房 中央区諏訪山１－１６ そうざい そうざい なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 13-マリネソース そうざい類 なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 18-ごぼうサラダ そうざい類 なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 19-ごぼうサラダ そうざい類 なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 20-ごぼうサラダ そうざい類 なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 業務用せんぎりごぼうサラダ そうざい類 なし

中部デリカ（株） 甲府市大里町１００１ サラダ（ツナ〆コーン、サラダパ
スタ）

惣菜 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）

そうざい 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（すじ） そうざい 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 パン用レストラン風カレー そうざい なし
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土谷食品株式会社 山形県村山市楯岡北町２－５－６ 煮込みハンバーグ そうざい なし

津南町森林組合 中魚沼郡津南町大字中深見乙２１７６ 中華春雨 そうざい なし

デイジー食品工業（（株）） 士別市武徳町４６線東３号 塩焼（さんま、いわし、紅鮭、帆
立）

そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業（（株）） 士別市武徳町４６線東４号 塩焼（さんま、いわし、紅鮭） そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業（（株）） 士別市武徳町４６線東５号 茶漬（たらば、まぐろ、はた
て）、紅鮭フレーク

そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業（（株）） 士別市武徳町４６線東６号 紅鮭フレーク そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業（（株）） 士別市武徳町４６線東７号 ティンドサフォーク そうざい（缶
詰）

なし

デイジー食品工業（（株）） 士別市武徳町４６線東８号 ティンドサフォーク そうざい（缶
詰）

なし

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

デイリークック㈱ 神戸市東灘区深江浜町１０２ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

デイリークック㈱ 愛知県小牧市大字河内屋新田字上岩倉
杁６３０

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

デイリークック㈱ 秋田県南秋田郡昭和町大久保北野蓮沼
前山１－３９

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

デイリークック㈱ 秋田県南秋田郡昭和町大久保北野蓮沼
前山１－３９

そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

デイリークック㈱ 秋田県南秋田郡昭和町大久保北野蓮沼
前山１－３９

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

デイリークック㈱神戸工場 東灘区深江浜町１０２ 弁当類 弁当類 なし

手づくりパンのパンの家阿久津久
美

宇都宮市今泉新町１７６－７ 本熟カレー 惣菜パン なし

手づくりパンのパンの家阿久津久
美

宇都宮市今泉新町１７６－７ ハム・ソーセージ 惣菜パン なし

出水　照子「アトリエ厨房・出
水」

東京都日野市南平5-27-5 牛タンの甘辛煮 そうざい なし

出水　照子「アトリエ厨房・出
水」

東京都日野市南平5-27-5 手造りピザ そうざい なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おむすび丸五目 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 味なおむすびゆかり おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 味なおむすびたこ飯 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 焼おにぎりしょうゆ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ ミニむすび５ケ入り おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 具沢山おにぎり照焼ハンバーグ おにぎり なし
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デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 味なおむすびカレーピラフ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ ５色０むすび弁当 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 味なおむすびわかめ御飯 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 山賊むすび おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 味なおむすび高菜 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 味なおむすび赤飯 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブ牛カルビ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブ明太子 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブツナマヨ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブ焼たらこ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブ鮭 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブ梅かつお おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブかつお おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブ梅 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブ肉そぼろ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブたらばがにマヨ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブ昆布 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブネギとろ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おにぎりクラブとろサーモン おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ ひめむすび５ケ入 おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ サンドおにぎりツナマヨネーズ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ サンドおにぎり明太子マヨネーズ おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 唐揚おむすび おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 三色鶏むすび おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 山賊むすび おにぎり なし
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デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ おむすびバスケット おにぎり なし

デリカキッチン(株) 倉敷市安江５５０－１ 味飯焼きおにぎりしょうゆ おにぎり なし

デリカサラダボーイ㈱ 香川県綾歌郡宇多津町浜三番町３３－
１

そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

デリカ食品（株） 松阪市大口町１８５－１ 秋の味覚弁当 そうざい なし

デリカ食品（株） 松阪市大口町１８５－１ からあげ原料 そうざい なし

デリカ食品（株） 松阪市大口町１８５－１ 牛肉きんぴら そうざい なし

デリカ食品（株） 松阪市大口町１８５－１ すき焼き風肉じゃが そうざい なし

デリカ食品（株） 松阪市大口町１８５－１ 筑前煮 そうざい なし

デリカ食品（株） 松阪市大口町１８５－１ のり鮭弁当 そうざい なし

デリカ食品（株） 松阪市大口町１８５－１ やわらか照り焼きチキン そうざい なし

天狗缶詰（株） 名古屋市南区源兵衛町１－２７ おでん（牛筋肉入り） そうざい類 なし

天狗缶詰（株） 名古屋市南区源兵衛町１－２７ おでん（つみれ入り） そうざい類 なし

天狗缶詰（株） 名古屋市南区源兵衛町１－２７ 五目釜飯 そうざい類 なし

天狗缶詰（株） 名古屋市南区源兵衛町１－２７ 山菜きのこ釜飯 そうざい類 なし

天狗缶詰（株） 名古屋市南区源兵衛町１－２７ ちらし寿司 そうざい類 なし

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 ２－ふかひれスープ500g×12 惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 ３-コーンスープ 惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 Soup　Ｄｏ　ごまみそチゲ 惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 Soup　Ｄｏ　豆腐チゲ 惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 Soup　Ｄｏ　ミネストローネ 惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳１１７７－１ カップスープコーンクリームハッ
ピーサイズ

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳１１７７－１ カップポタージュハッピーサイズ 惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 業務用ミネストローネスープ（コ
ンデンスタイプ）

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 クノール具だくさん中華スープ2
食

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 クノール具だくさん中華スープ5
食

惣菜 無
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東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 クノールタマゴスープほうれん草
とベーコン1食

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 クノールタマゴスープほうれん草
とベーコン2食

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 クノールタマゴスープほうれん草
とベーコン5食

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 クノールふんわりタマゴスープ1
食

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 クノールふんわりタマゴスープ2
食

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 クノールふんわりタマゴスープ5
食

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳１１７７－１ コーンクリームＣＣ 惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 ごはんがススムくん　麻婆春雨甘
口

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 ごはんがススムくん　麻婆春雨中
辛

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 ごはんがススムくん　中華玉子焼
用

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 ごはんがススムくん　中華焼ビー
フン

惣菜 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳１１７７－１ ごはんがススムくん青椒肉絲用 惣菜 無

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 焼肉パティー そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 ポーク生姜焼き そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 牛丼の具 そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 煮込みハンバーグ そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 とろけるチーズとデミグラスソー
スのハンバーグ

そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 しめじと和風てり焼きソースのハ
ンバーグ

そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 マッシュルームとトマトソースの
ハンバーグ

そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 チーズとピザソースのハンバーグ そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 まいたけと和風てり焼ソースのハ
ンバーグ

そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 和風おろしソースハンバーグ そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 P&Bハンバーグ そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 TCミニハンバーグ そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 ミニハンバーグお弁当用 そうざい類 なし
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東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 NS卵焼ハンバーグ そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 チーズ＆テリヤキバーガー そうざい類 なし

東京食肉販売株式会社 足立区入谷9-26-1 ディナーパックハンバーグ そうざい類 なし

とうふの桑原 十日町市大字新座甲９－１ 豆腐の揚物 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ ほうれん草と椎茸の白和え そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ しめじとアスパラの白和え そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ ワケギ白和え そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 春菊の白和え そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ レンコン油炒め そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ ニラもやし油炒め そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ ゆば入チンゲン菜炒め煮 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 五目卯の花 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 絹さや油炒め そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 京風青菜 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 千切大根田舎煮 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ パリパリ大根のさつま煮 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 京風菜の花 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 卯の花ひじき入 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ ピリカラこんにゃく そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 五目ひじき そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 牛肉入若ごぼう田舎煮 そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 牛肉入五目ひじき そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 牛肉入キンピラごぼう そうざい なし

東宝食品㈱西神工場 西区高塚台６丁目１９－１９ 牛すじこんにゃく そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ビーフカレー特７ そうざい なし
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東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

アヲハタビーフカレー そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

アヲハタビーフシチュー そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

チキンカレー特7 そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ビーフシチュー特7 そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ビーフシチュー用ソース そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

アヲハタハッシュドビーフ そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ビーフカレー特７ そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ビーフシチュー特7 そうざい なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

アヲハタチキンカレー平1号缶 そうざい なし

東北南信食品株式会社 山形県山形市飯田西5丁目6―8 キムチメンマ そうざい なし

東北南信食品株式会社 山形県山形市飯田西5丁目6―8 細竹土佐煮 そうざい なし

東名食品　㈱ 札幌市西区西町南２１丁目２－２２ 各種コロッケ そうざい半製品 なし

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 土佐の一本漬 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 スタミナぴーまん 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 高知生姜（珊瑚） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 かつおきゅうり（トレイ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 京の味（トレｲ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 高菜茶漬（トレイ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しゃくし菜（トレイ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しばワンマン（トレイ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 よさこいきゅうり 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しそ漬だいこん 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 かつおきゅうり 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 きゅうりキムチ 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 花らんまん 漬物 無
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東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 天しば 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 ランチしば 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 なす茶漬 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 うりこ姫 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 花しばづけ 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しばしゃくし 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 ししとう 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 割干しだいこん 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しばワンマン 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 胡麻しゃくし 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 旬菜しば 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しそしば漬150g 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 福神漬150ｇ 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 福神漬180ｇ、100ｇ 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しば漬（輪切り） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しば漬（４つ割り） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 胡麻しゃくし 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 天然着色しば 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 きゅうり漬 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 うり御膳ごま風味１Ｋｇ 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 福神漬200g・100g 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 徳しば２Ｋｇ 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しば漬２Ｋｇ・１Ｋｇ 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 羅楽（白菜キムチ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 羅楽（大根キムチ） 漬物 無
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東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 千両しば（130ｇ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 日野さくら 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 ししとう 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 しば千両（４．５Ｋｇ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 志ば漬（トレイ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 志ば漬（150ｇ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 志ば漬（２Ｋｇ） 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 きざみ志ば漬 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 青かっぱ 漬物 無

東洋園芸食品株式会社 香美郡土佐山田町戸板島470番地 舞子漬 漬物 無

東洋サービス株式会社船橋工場 船橋市高瀬町１５番地８ 牛すき鍋　他３品目 そうざい類 無

東洋サービス株式会社船橋工場 船橋市高瀬町１５番地８ じゃが丸コロッケ　他２品目 そうざい類 無

東洋サービス㈱ 千葉県船橋市高瀬町１５－８ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋サービス㈱ 福岡県柏屋町大字酒殿字三ノ坪２９２
－１

そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋サービス㈱福岡工場 糟屋郡粕屋町大字酒殿292-1 煮込みハンバーグ 惣菜類 無

東洋水産(株) 東区箱崎ふ頭六丁目１０番１５号 シュウマイ類 惣菜類 無

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （マルエツ向け）肉ワンタン（3
人前）

そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ フレッシュ餃子 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ COOPいかたこしゅうまい（ゼラ
チン）

惣菜半製品 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ COOPえびしゅうまい（ゼラチ
ン，マーガリン）

惣菜半製品 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ COOPかにしゅうまい（ゼラチ
ン，マーガリン）

惣菜半製品 なし

東洋水産㈱　北海道事業部 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６－１ 茶碗蒸し そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 牛肉とブロッコリーの中華炒め
他１１品

そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 牛皿　他１１品 そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ ビーフシチュー　ブルジョアスタ
イル

そうざい なし
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使用・混
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ ビーフシチュー そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ ビーフストロガノフ そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ デミマヨハンバーグ そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ FMビーフストロガノフ そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ インディアンビーフ そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ インディアンビーフBOX そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ PZ－牛焼き肉 そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 牛肉のスタミナ炒め そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ NB牛肉のスタミナ炒め そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 国分まろやかビーフストロガノフ そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ カスミまろやかビーフストロガノ
フ

そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｐ－中華盛り合わせ そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 和風ハンバーグBOX　他１１品 そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 洋風BOX そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｒミートソース そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｓ－パンプキンスープ そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｂ－カツ丼の具 そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｂ－親子丼の具 そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 親子煮 そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ かつ煮 そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 和風おろしチキン そうざい なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ かつ丼の具 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 100円バーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 120円チーズバーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 390円たっぷり甘辛鶏丼 そうざい 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

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 430ボリューム弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ５倍おいしいサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ASDスパゲティーナポリタン そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ＢＬＴｻﾝﾄﾞ・ナポリタンサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 B-カツ丼の具 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 B-親子丼の具 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 FMビーフストロガノフ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 NB牛肉のスタミナ炒め そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 Pー中華盛り合わせ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 PZ－牛焼き肉 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 P－お子様ランチ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 P-カルビ焼膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 P－グルメ御膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 P－中華お楽しみ膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 Rミートソース そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ＳＰオムハヤシ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 Sービーフカレー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 S－スーパーホットカレー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 S-パンプキンスープ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 秋の味覚セット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 秋の味覚幕の内 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 アップルキャラメル そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 甘口ビーフカレー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 網焼きステーキ重 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 田舎おむすび　しめじご飯 そうざい なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 田舎おむすびわかめごはん そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 田舎しめじ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 田舎鶏五目 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 いなり＆エビちらし そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 いなり＆海老ちらし そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 いなり３ヶ入り・助六 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 インディアンビーフ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 インディアンビーフBOX そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 牛カルビ丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 江戸前にぎり そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 えび天重 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 エビﾋﾟﾗﾌ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 海老マカロニグラタン そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 大盛牛カルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 大盛お好み焼きそば そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 大盛焼そば そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 沖縄メニュー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 お好み弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 お得！ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆塩カルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 お得！北海道産鮭釜飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 お得！みそ焼肉弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おにぎり＆いなり寿司セット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おにぎり２ヶ入れ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おにぎり５個入り そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おにぎりしそわかめ「ねり梅入」 そうざい なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おにぎりセット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おにぎりチャーシューマヨネーズ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 うなたまおにぎり そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おにぎり海老めし そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おふくろのごはん そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おふくろのご飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 オムハヤシ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おろし竜田＆ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おろし竜田俵むすびセット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おろし竜田弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＄鶏立田 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 和風おろし竜田スパゲティ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 秋の幕の内弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 お得！おにぎりBOX そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 お得！バラエティカルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 お得！ハンバーグ＆塩カルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ガーリックピラフ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 海鮮巻セット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 カスミまろやかビーフストロガノ
フ

そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 かつ煮 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 かつ丼の具 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 かに玉御飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 がむしゃら腹ペコ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 からあげ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 カレーコロッケロール そうざい なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 カレーハンバーグ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 完熟トマトのデミオムライス そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 キムチ牛肉＆竜田丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 キムチ牛焼肉弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 キムチ焼肉＆チキンカツ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 牛カルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 牛皿 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 九州ｴﾘｱメニュー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 牛丼大盛 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 牛肉とブロッコリーの中華炒め そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 牛肉のスタミナ炒め そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 具だくさんミート そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 具だくさんむすび牛タン塩 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 具だくさんむすび焼肉 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 神戸デリカ網焼ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 神戸デリカウインナ－エッグ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 神戸デリカチキン＆ベーコン そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 国分まろやかビーフストロガノフ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 コンビーフ＆ポテト そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 コンビーフポテトサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 コンビパスタ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 サラダスパゲティ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 コンビパスタトマト茸 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 サイコロステーキ御膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 サケ幕の内弁当 そうざい 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

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 サラダ巻き そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 サラダ巻セット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 三色鶏弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 直巻おにぎり そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ジャイアントサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 鮭ちらし そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ジャビット弁当８９ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ジャンボ手巻寿司スタミナ焼肉 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ジャンボ手巻寿司 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ジャンボハンバーグ＆焼肉弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆焼肉弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 新大盛お好み焼そば そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 新鮮シャキシャキレタスサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 スーパー幕の内 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 助六寿司 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 寿司盛り合わせ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ステーキ御膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 スパイシー欧風カレー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 スパイシーカレーピラフ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 スパイシードライカレー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 スパゲティーナポリタン そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 スパゲティーミートソース そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 スパゲティカルボナーラ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 スペシャルオムハヤシ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ソースハムカツサンド そうざい 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

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 そぼろ御飯弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 そぼろ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 たっぷりほくほくタマゴ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ダブルハンバーグ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 タマゴ＆ツナ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 タルタルシュリンプエッグサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 俵おにぎり弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ﾁｰｽﾞﾊﾞｰｶﾞｰ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 チキントマト＆オニオンスープ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 チャーハン弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 中華彩り膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 チリドック そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 通勤仮面の巨いなりさん そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻（ねぎ塩カルビ） そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎりいかの塩辛 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎりいくら そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎり牛肉煮八丁味噌仕立 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎり牛タン塩 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎりコロコロステーキ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎりシーチキンマヨネー
ズ

そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎりタン塩 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎりねぎとろ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎり焼肉 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻寿司納豆 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 デミマヨハンバーグ そうざい 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

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 特選和風カルビ丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 とびっきりごはん炭火焼鳥重 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 とんかつ＆鶏竜田揚弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 トンカツ＆肉じゃが そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 とんかつ＆鶏竜田揚弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 トンカツ焼肉＆ハンバーグ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 納豆細巻５本入り そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ナポリタンロール そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 煮込みハンバーグ御膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 二色そぼろ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 人気おかずのカルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 忍法帳いくら そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 忍法帳牛ステーキ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 忍法帳紀州梅 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 忍法帳牛焼肉 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 忍法帳ホタテマヨ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ねぎ塩カルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ねぎとろ＆鮭とろ巻セット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ネギ焼きそば そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 のり塩カルビ丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 海苔ミックス弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 のり唐揚げ明太弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ハッシュドビーフドリア そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 はみ出し和風得トク丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ハムエッグサンド そうざい 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

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ハムポテトサラダ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 武藤のトリプルバーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ﾊﾞﾗｴﾃｨミックスサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ハンバーグ＆海老フライ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆海老フライ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ハンバーグ＆塩かルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆鶏竜田揚弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おにぎりBOX そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆塩ｶﾙﾋﾞ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ハンバーグステーキロール そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ビーフシチュー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ビーフストロガノフ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞｰｶﾞｰ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 半熟目玉焼バーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ダブルバーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 カルビ焼肉バーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ピリポテバーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 和風おろし竜田スパゲティ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆鶏立田 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 豚カルビ＆鶏竜田 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 豚キムチﾏﾖﾈｰｽﾞ丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 プチ鶏重 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 フレッシュ巻き寿司セット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 紅鮭幕の内 そうざい 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

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 紅鮭お好み和膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ペペロンチーノスパ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ホイコーロー丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 北海サラダ巻 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 北海道男爵コロッケのり弁 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ホットドッグ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ポテトｻﾝﾄﾞ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ポテトのｻﾝﾄﾞ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ボリュームサンドおにぎり そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ボリューム二色太巻 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ボリュームのり明太弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ボリューム弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ボリューム幕の内 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ボリュームメンチカツ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 本格カルボナーラ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 本格中華飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 香港飲茶御膳 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 麻婆豆腐「本格四川風」 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 マスタードハムサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ミーゴレン そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ミートコロッケロール そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 みそ焼肉丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 みそ焼肉弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 マスタードハムサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ミックスサンド そうざい 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

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ミニおにぎり３個入り そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ミニキムチ牛飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ミニ洋風おにぎりセット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ミニおにぎり3ヶ入 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ミニ洋風おにぎりセット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 メキシカンラップ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 メンコロサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 明太子スパ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 明太バタースパゲティー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 メンチカツロール そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 焼きうどん そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 野菜具だくさんカレー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 洋食ミックス弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 洋風BOX そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 よくばり弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ライスバーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ライスバーガー 牛肉キンピラ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ﾗｲｽﾊﾞｰｶﾞｰ本格焼肉 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ロイヤルﾐｯｸｽ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ロース豚かつ＆焼肉弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 ロースとんかつサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 和風カレー丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 和風チャーハン そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆鶏竜田 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 和風ハンバーグBOX そうざい なし
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え

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 岩手産いかいっぱい弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 具だくさんおにぎり穴子 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 具だくさんの海老天重 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 五目うま煮ご飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 手巻おにぎり　塩カルビ そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 秋の釜飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 松花堂　雅 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 秋の幕の内弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 お得！北海道産鮭釜飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 秋の味覚セット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 秋の味覚幕の内 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 焼・チキン＆フィシュサンド そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 焼きうどん　醤油 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 照焼きバーガー そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 親子煮 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 人気おかずのカルビ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 盛岡風銀河弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 通勤仮面のトムヤムクン丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 田舎おむすび　しめじ御飯 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 特選焼肉弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 特選和牛カルビ丼 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 豚カルビ＆鶏竜田弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 二色そぼろ弁当 そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 俵いなりセット そうざい なし

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 柳川風牛たま＆竜田弁当 そうざい なし
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え

トオカツフーズ㈱ 横浜市港北区日吉7-15-14 和風おろしチキン そうざい なし

登喜和冷凍食品（株） 長野県伊那市大字伊那５０５７ アジノキ　白和えの素 そうざい なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ 具だくさんミートスパゲティ 総菜類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ スペシャルオムハヤシ 総菜類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ 忍法帳牛焼肉 総菜類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ボリュームメンチカツ 総菜類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ライスバーガー（本格焼肉） 総菜類 なし

富井義裕（とみき漬物） 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷4608-1 野沢菜炒め そうざい なし

豊橋マルイチ加工㈱ 宝飯郡小坂井町大字小坂井字道地8番
地

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

惣菜 なし

トリヨシフーズ株式会社 庵原郡由比町由比６８６ カルビー丼の具 そうざい なし

トリヨシフーズ株式会社 庵原郡由比町由比６８６ 牛丼の具 そうざい なし

トリヨシフーズ株式会社 庵原郡由比町由比６８６ すきやき風うどん そうざい なし

トリヨシフーズ株式会社 庵原郡由比町由比６８６ ビーフシチュー そうざい なし

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 豚珍炒6.5kg 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 中とろｶﾙﾋﾞﾈｷﾞ塩 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 牛シマ腸塩 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 牛なかおちｶﾙﾋﾞたれ漬 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 和牛やわらかｽﾃｰｷ100g×100
100g×3

惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 和牛入りｿﾌﾄｶﾙﾋﾞｰ5ｋｇ　10kg 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 国産牛ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ10kg　400g 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 黒毛和牛やわらかｽﾃｰｷ100g×4
100g×3

惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 和牛ｱｽﾊﾟﾗ巻き250g　175g 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 ｺｰﾌﾟｻｲｺﾛｽﾃｰｷ10kg 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 中とろｶﾙﾋﾞ辛ｷﾑﾁ180g　7.5kg 惣菜類 無
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内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 牛すじ串刺　25g×10　30g×10 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 牛すじ250g 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 和牛ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ250g　300g　400g 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 国産牛ｺﾛｺﾛｽﾃｰｷ３00g 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 ｺｰﾌﾟｻｲｺﾛｽﾃｰｷ220g 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 牛ｶﾙﾋﾞｰ炒6.4k 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 中とろｶﾙﾋﾞ180g　7.5k 惣菜類 無

内外ミート㈱ 古賀市青柳3272-6 牛プルコギ8.5k 惣菜類 無

ナイト食品株式会社 足立区梅島3-5-9 ナイト南ばんカレー そうざい類 なし

ナイト食品株式会社 足立区梅島3-5-9 マルエルカレールウ そうざい類 なし

ナイト食品株式会社 足立区梅島3-5-9 アルス固形カレー そうざい類 なし

ナイト食品株式会社 足立区梅島3-5-9 ナイト固形カレー そうざい類 なし

ナイト食品株式会社 足立区梅島3-5-9 ナイトカレールウ そうざい類 なし

ナイト食品株式会社 足立区梅島3-5-9 ホワイトルー そうざい類 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 肉団子 惣菜 無

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ 茶漬けの味　なめ茸 惣菜 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ 同一蛋白加水分解物A使用１４品
目

惣菜 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ 同一蛋白加水分解物B使用３品目 惣菜 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ 同一蛋白加水分解物C使用６品目 惣菜 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ 同一ゼラチン、牛肉使用７品目 惣菜 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ ふるさときのこサラダ 惣菜 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ CGCなめ茸８０％ 惣菜 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ CGCなめ茸６０％ 惣菜 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ 食卓の友松前味 惣菜 なし

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 本漬白菜キムチ 漬物 無

235 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 樽出し白菜 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 博多茶漬　ごま風味高菜 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 白菜・赤かぶのきり漬 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 菜の花漬 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ うりっこ（青しそ風味） 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 白菜松前漬 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 四川風きゅうり 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 浅漬セット　３品入 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 和風白キムチ 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 焼肉屋さんのキムチ 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 屋台のキムチ 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 四川高菜 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 大根・胡瓜の浅漬 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 胡瓜・大根の浅漬 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 昆布きゅうり 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 白菜・胡瓜きざみ漬 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 七味白菜 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ しその香白菜 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ ゆず昆布白菜 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 昆布しょうゆ白菜 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 博多きざみなす 漬物 無

永野食品　株式会社 甘木市甘木１２８１ 博多なす 漬物 無

長野森林組合鬼無里事業所 上水内郡鬼無里村鬼無里2552 同一ビーフエキス使用７品目 惣菜 なし

中野武（ナカノ食品） 武豊町字下田１８ 大学いも そうざい なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 DLXデミグラスソース そうざい類 なし
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名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 Mコンソメ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 NEWコンソメスープ　１ｋｇ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 QS　ミネストローネ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 RYしょう油たれ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 アメリケーヌソース そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 イタリアンウェディング そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 オールドスパゲティーファクト
リー様

そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ガーリックスプレッド そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 クラムチャウダー（ボストン風）
５００ｇ、１ｋｇ

そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 胡麻だれソース そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 コメダ様　マカロニグラタン そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 コンデンスミネストローネ
５００ｇ、１ｋｇ

そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 チキンブイヨン そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 デミベース　１ｋｇ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 鶏がらスープ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ニューイングランド
クラムチャウダー

そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ハンバーグ　１３０ｇ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 フォンドボー　３ｋｇ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 フォンドボー　F そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 フォンドボー　M そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 フォンドボー　S そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ホットケーキ そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 マンハッタンクラムチャウダー そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 柚子ドレッシング そうざい類 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 和風　しょう油ドレッシング そうざい類 なし
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名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 和風ドレッシング　胡麻 そうざい類 なし

涙の玉ねぎボーイ　王子工場 中央区宮本通２－１－３９ コロッケ そうざい なし 　

習志野缶詰（株） 群馬県邑楽郡板倉町水路２８７２ 肉使用缶詰・レトルト食品 そうざい なし

習志野缶詰（株） 群馬県邑楽郡板倉町水路２８７２ みりん（骨、皮）使用缶詰・レト
ルト食品

そうざい なし

新潟食品販売㈱ 南蒲原郡田上町坂田２８ 餅入り巾着 惣菜半製品 なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 ベーコンエピー 焼き調理パン なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 ベーコンスティック 焼き調理パン なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 ベーコンマスタード 焼き調理パン なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 ソシスドフランス 焼き調理パン なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 フランクロール 焼き調理パン なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 ウインナーピザ 焼き調理パン なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 ハムピザ 焼き調理パン なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 ウインナードッグ 焼き調理パン なし

ニシカワ食品㈱ 兵庫県加古川市野口町長砂799 カレーパン 惣菜パン なし

西島智仁 静岡県熱海市水口町６－４ コロッケ、メンチカツ そうざい類 無

日糧製パン㈱大麻工場 北海道江別市大麻仲町２ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類 調理パン（牛
脂）

なし

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

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類 調理パン（牛
骨）

なし

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

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 調理パン類 調理パン（牛
肉）

なし

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

なし

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

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類 米飯類（牛脂） なし

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

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類 米飯類（ゼラチ
ン）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 米飯類 米飯類（牛肉） なし

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

なし

日糧製パン株式会社　旭川工場 旭川市流通団地２条１丁目１１ 弁当類 弁当 なし

日糧製パン㈱ 北海道函館市昭和４丁目２３－１ 調理パン類 弁当 なし

日糧製パン㈱ 北海道函館市昭和４丁目２３－７ 米飯類 弁当 なし

日糧製パン㈱ 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５－
１

調理パン類 弁当類 なし

日糧製パン㈱ 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５－
１

米飯類 弁当類 なし

日糧物産株式会社 松戸市松飛台214 海鮮さらだ　かに そうざい 無

日糧物産株式会社 松戸市松飛台214 海鮮さらだ　えび そうざい 無

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 ハンバーグ等 そうざい 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 ハンバーグ等 そうざい 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 牛肉甘辛煮等 惣菜 なし

日本開発工業（株） 群馬県北群馬郡子持村横堀白水1767 牛由来の原材料使用無し そうざい

ニッポン食品㈱ 吹田市南金田１－３－２０ そうざい（牛丼） そうざい 無

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

日本マッケイン・フーズ㈱ 東京都港区芝公園１－３－１ スーパーポケットピザ袋タイプ
（４００ｇ×１２）

そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本マッケイン・フーズ㈱ 東京都港区芝公園１－３－１ ビアバッターオニオンリング そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

二傳株式会社 京都市中京区姉小路通油小路西入鍛治
町４２願地

牛肉しめじうま煮 そうざい類 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ポテトサラダ関西風２ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ しかくぎりポテトサラダ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ マカロニサラダハーフ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ゴボウサラダマヨネーズ味人参入
り

そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ パンプキンサラダＲＵ２ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ サツマイモサラダ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ レンコンサラダ人参入り２ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ マスタードポテト２ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ベースホワイトＫ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 千切りポテトサラダ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ｃｖメンチカツ４０Ｒ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 焼きたらこブロック１１Ｔ そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 椎茸甘辛煮 そうざい なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ トッピング用椎茸 そうざい なし

日本クッカリ－㈱ 神奈川県厚木市上依知３０２０ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 ミートボール類 惣菜類 無

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 ハンバーグ類 惣菜類 無

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 バーガーパティ類 惣菜類 無

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 デリシャスセット 惣菜類 無

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 鮭とキノコサラダ/和風ジャガ
ジャガサラダ

惣菜類 無
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日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 牛ごまドレサラダ 惣菜類 無

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 具だくさんミネストローネ 惣菜類 無

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 中華風肉団子＆かぼちゃサラダ 惣菜類 無

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 ツナコーンサラダ 惣菜類 無

日本食品㈱古賀工場 古賀市青柳3272-6 牛もつ鍋 惣菜類 無

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 牛そぼろ そうざい なし

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 牛大和煮 そうざい なし

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 鯨焼肉 そうざい なし

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 鯨大和煮 そうざい なし

日本水産(株） 清水市清開3-4-24 焼き鳥塩 そうざい なし

日本水産株式会社 愛知県安城市東栄町横根畑５９－７ かにシューマイ、紅ずわいのかに
シューマイ、えびシューマイ等

そうざい（冷凍
食品）

なし

日本水産株式会社 愛知県安城市東栄町横根畑５９－７ クリーミーコロッケかに、きのこ
クリームコロッケ、コーンクリー
ミーコロッケ等

そうざい半製品
（冷凍食品）

なし

日本デリカフーズ㈱ 小樽市築港７－８ ビーフカレー、ビーフシチュー そうざい 無

日本ハム食品㈱ 三重県桑名郡木曽岬町大字三崎６０１
－１

そうざい そうざい なし

日本ハム惣菜株式会社 高松市亀田南町627-1 牛肉野菜巻き 惣菜類 無

日本ハム惣菜株式会社 高松市亀田南町627-1 キャベツで包んだハンバーグ　デ
ミグラスソース

惣菜類 無

日本ハム惣菜株式会社 高松市亀田南町627-1 フゾロイメンチ 惣菜類 無

日本ハム総菜株式会社　石川工場 松任市旭丘３丁目２６ ハンバーグ 総菜 なし - - -

日本ハム惣菜（株）北海道工場 江別市工栄町11－5 惣菜各種 そうざい（ビー
フエキス）

なし

日本ハム惣菜㈱ 三条市籠場１－２７ カルビ(３種） 惣菜半製品 なし

日本ハム惣菜㈱ 三条市籠場１－２７ チキンボーン(３種) 惣菜半製品 なし

日本ハム惣菜㈱ 三条市籠場１－２７ 肉じゃがの具他(２種） 惣菜半製品 なし

日本ハム惣菜㈱ 三条市籠場１－２７ ミートボール(５種） 惣菜半製品 なし

日本ハム惣菜㈱ 三条市籠場１－２７ ポテトサラダ他(３種） 惣菜 なし

日本ハム惣菜㈱ 三条市籠場１－２７ 鳥から揚げ(４種） 惣菜半製品 なし
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日本ハム惣菜㈱ 三条市籠場１－２７ ハンバーグ(１０種） 惣菜半製品 なし

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 牛カルビ和風醤油直火焼 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 豆腐入り肉団子1.08 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 牛塩カルビ直火焼1.0 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 牛カルビ直火焼ハーフ0.5 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 絞り豆腐ハンバーグトレー無 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 和風肉団子1.08豆腐入り 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 Ｈスコッチエッグ25Ｇ 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 荒びき肉団子1.2Ｄ 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 絞り豆腐ハンバーグ 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 野菜たっぷりHB22g 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱長野工場 長野市居町43 ＴカラクチＰソボロ1K 惣菜半製品 無

日本ハム㈱ 宇都宮市宮園町5-4 青椒肉絲 そうざい なし

日本ハム㈱関西プラント 小野市匠台 牛焼き肉等 そうざい なし

日本ピュアフード（株）長岡プラ
ント

長岡市新開町２９５６－２０ 直火焼き合鴨ロースト そう菜類 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 タータル・ステーキ そうざい類 無

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

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 牛タンスライス
味付け

そうざい 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 お弁当用ハンバーグ
（ハンバーグソース）

そうざい 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 お弁当用ハンバーグ
（トマトソース）

そうざい 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 ミラノ風ビーフカツレツ そうざい 無

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ 肉豆腐の具 そうざい なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ ミートソース そうざい なし

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

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

農事組合法人箱館フーズ 高島郡今津町日置前２７３４－１ 玉子ぞうすい そうざい なし

野崎漬物㈱九州流通ｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町４－１４ 神戸元町キムチ 漬物 無

野崎漬物㈱九州流通ｾﾝﾀｰ 鳥栖市藤木町４－１４ ソウルキムチ５００ 漬物 無

野沢温泉きのこ生産農事組合 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷6699-2 炒菜 そうざい なし

のざわおんせん野沢菜漬生産組合 長野県下高井郡野沢温泉村平林1162-2 なめ茸 そうざい なし

のざわおんせん野沢菜漬生産組合 長野県下高井郡野沢温泉村平林1162-2 野沢菜油炒め そうざい なし

パイニイ　本鵠沼店 藤沢市鵠沼桜が岡４－１４－１４ コロッケ 総菜 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 南部とり鶏肉 そうざい 無

ハイフーズアマタケ㈱高田工場 陸前高田市気仙町土手影15-1 玉子６入り味付け そうざい 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 惣菜用ジャンボチキンカツ そうざい 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 南部どり鶏珍ｼｬｵ そうざい 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 肉だんごケチャップ味 そうざい 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・ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞｷｯﾄ そうざい 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 南部どりひとくちカツ そうざい 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 ｻﾗﾀﾞﾁｷﾝﾀﾝﾄﾘｰ そうざい 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 岩手がもﾛｰｽ直火焼 そうざい 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 甘露煮 そうざい 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 温泉玉子 そうざい 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 照焼弁当セット そうざい 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 お弁当煮物セット そうざい 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 手羽中照焼 そうざい 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 焼とり丼 そうざい 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きんぴらつくね そうざい 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 しいたけつくね そうざい 無
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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 ロールキャベツベーコン巻 そうざい 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 とうふつくねボール そうざい 無

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ビーフカレーNew210ｇ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ビーフカレー辛口210ｇ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｶﾝﾄﾘｰﾊｰﾍﾞｽﾄ ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 500ｇ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｶﾝﾄﾘｰﾊｰﾍﾞｽﾄ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙｽｰﾌﾟ 500ｇ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ミルポア 15mm そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 万世 コーンスープ１号缶 そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾌﾙｰﾂまろやかﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 辛口２号
缶

そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾌﾙｰﾂまろやかﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 中辛２号
缶

そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２欧風ビーフカレー甘口Ｗ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２欧風ビーフカレー辛口Ｗ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２欧風ビーフカレー中辛Ｗ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ チーズのハッシュポテト そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ スパイシーポテト チリ味 そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ スパイシーポテト ガーリック味 そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ｺﾝﾃﾞﾝｽｽｰﾌﾟ ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾗｲｽdeｸｯｷﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｲｶﾚｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾗｲｽdeｸｯｷﾝｸﾞ ｼﾞｬﾝﾊﾞﾗﾔ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾗｲｽdeｸｯｷﾝｸﾞ ﾁｷﾝﾗｲｽ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 野菜でｽｰﾌﾟができたよﾌﾞﾛｯｺﾘｰを
加えるﾍﾞｰｺﾝ・野菜ｺｰﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ３つの野菜とﾎﾟﾃﾄのｸﾞﾗﾀﾝ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ミネストローネ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 180ｇ キーマカレー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 200ｇ シーフードカレー そうざい類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3kg ハヤシビーフ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ３ｋｇ ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁ ｷｰﾏｶﾚｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ チャンキーサルサ 30ｇ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ ｼｪﾌｽﾍﾟｼｬﾙ 200ｇ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ３ｋｇ ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 210ｇ ﾚｽﾄﾗﾝｼｪﾌﾋﾞｰﾌｶﾚｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ３ｋｇ ｱｰﾄｺｰﾋｰﾋﾞｰﾌｶﾚｰﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ
風

そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 9kg ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ中村学園 そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１東急ｺﾝﾃﾞﾝｽｺｰﾝｽｰﾌﾟ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ 北海道ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 厨房秘伝ビーフカレー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 厨房秘伝ハッシュドビーフ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 厨房秘伝ビーフシチュー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷たいじゃがいものスープ 160g そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ てまひまかけた ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ てまひまかけた ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ビーフカレーＷ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ30Ｗ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ ビーフカレーW そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ30W そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ のびのび育ち 野菜ﾁｬｳﾀﾞｰ7号缶 そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾗｲｽdeｸｯｷﾝｸﾞ ｶﾞｰﾘｯｸﾗｲｽ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 野菜でｽｰﾌﾟができたよ ｷｬﾍﾞﾂを加
える ほたて･はまぐりｸﾘｰﾑﾁｬｳﾀﾞｰ

そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷たいかぼちゃのスープ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ﾒﾋｺ商事 ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭ そうざい類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＢＦ＃１ ビーフコンソメ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ｺﾝﾃﾞﾝｽｽｰﾌﾟ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ｺﾝﾃﾞﾝｽｽｰﾌﾟ ｸﾗﾑﾁｬｳﾀﾞｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ｺﾝﾃﾞﾝｽｽｰﾌﾟ ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｼﾞｮｲﾌﾙｺｰﾝｽｰﾌﾟ 1kg そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷凍ﾌﾞﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨ･ﾍﾟｯｼｪ ｻﾌﾗﾝ入り そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ スパイシービーフカレー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ スパイシービーフカレー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰｼｪﾌｽﾍﾟｼｬﾙ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰｼｪﾌｽﾍﾟｼｬﾙ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 9kg ビーフカレー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 9kg ビーフカレーｼｪﾌｽﾍﾟｼｬﾙ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ ｱｰﾄｺｰﾋｰ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 9kg 大阪食品ビーフカレー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 180ｇ ハヤシビーフ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 210g 特選ビーフカレー中辛 そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kgｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ辛口 そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kgﾋﾞｰﾌｶﾚｰ ﾆｭｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰEXﾌﾞﾚﾝﾄﾞ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kgﾋﾞｰﾌｶﾚｰ ﾃﾞﾗｯｸｽ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ T&A ﾊｲﾎﾟｰｸｶﾚｰ3kg そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 富士そばビーフカレー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ T&A ﾊｲﾍﾞｽﾄﾋﾞｰﾌｶﾚｰ3kg そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg 蔵王ｱｽﾄﾘｱﾎﾟｰｸｶﾚｰ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg 広栄ｽﾍﾟｼｬﾙﾋﾞｰﾌｶﾚｰ そうざい類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 300g ビーフシチュー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg ビーフシチュー そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ コーンポタージュ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ アサリと野菜のﾎﾟﾀｰｼﾞｭ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ キーマカレー200g そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾗｲｽdeｸｯｷﾝｸﾞ ﾄﾞﾗｲｶﾚｰﾏｲﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾗｲｽdeｸｯｷﾝｸﾞ 高菜ﾋﾟﾗﾌ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾗｲｽdeｸｯｷﾝｸﾞ ﾋﾞｰﾌﾋﾟﾗﾌ そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ 化粧箱 250g そうざい類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3kgﾋﾞｰﾌｶﾚｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞL そうざい類 なし

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 椎茸(舞茸)と昆布(南蛮)のピリ辛煮 そうざい類 無

羽衣　セントラルキッチン 横浜市青葉区すすき野２－６－１　ケ
ンザンブリッジ　１階

餃子 そうざい なし 　

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２番地 まぐろ調理品　パウチ 惣菜 無

ハチ食品（株）駒ヶ根工場 長野県駒ヶ根市下平２９２－２７ カレーうどんの素（中辛） そうざい なし

ハチ食品（株）駒ヶ根工場 長野県駒ヶ根市下平２９２－２８ カレーうどんの素 そうざい なし

はちのへ漁業協同組合 八戸市築港街一丁目１ ハンバーグ（いか、さかな）、し
めさばごま、いかさつま揚、イカ
三升漬、イカ塩辛

そうざい なし

八丸堀内水産食品㈱ 小樽市塩谷１－２０－１７ さんま竜田揚げ等 そうざい 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ｵﾚﾝｼﾞPB肉餃子16粒 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 COOPﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ肉ぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 COOPたぷりにらぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 COOPしそ入りぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 COOPえびぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 COOPジャンボ肉ぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 COOP肉ぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ニラ入りぎょうざ 惣菜類 無
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八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 にんにくぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 大包肉饅 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 華味点心 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ジャンボパック８粒 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 業務用ジャンボ餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 八宝楼 博多ひとくち餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 とん餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 徳用２０ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 しそ餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 博多点心ひとくち生ぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 北京風生水餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 黒豚生ぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 TOG業務用野菜餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 一風堂水餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 八八餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 金龍焼ぎょうざ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ｼﾞｬｽｺ精肉生餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ふくや餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 やまやキムチ点心 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 やまや明太点心 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 雪印棒餃子 海鮮 惣菜類 無

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 雪印棒餃子キムチ 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 博多発ラーメン屋さんの餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 伊藤ハム点心秘伝16粒 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 伊藤ハム点心秘伝24粒 惣菜類 無
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八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 伊藤ハム点心秘伝ジャンボぎょう
ざ

惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 伊藤ハム肉ぎょうざ10粒 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 伊藤ハム肉ぎょうざ20粒 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 くらしモア　チルド肉餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 新鮮とれたて野菜餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 新鮮仕込み肉餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 七味八珍 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 大地の餃子 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 美味工房　肉餃子10粒 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 マルキョウ焼売 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 あらびき肉しゅうまい 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ワンタン　醤油味 惣菜類 無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 博多一風堂餃子 惣菜類 無

はねうお食品㈱　静岡工場 榛原郡吉田町住吉４６２２－１ 辛子明太子 そうざい類 なし

はねうお食品㈱　静岡工場 榛原郡吉田町住吉４６２２－１ 巻寿司用スティツク芯（イカ明太
子）

そうざい類 なし

はねうお食品㈱　静岡工場 榛原郡吉田町住吉４６２２－１ 巻寿司用スティツク芯（ツナ） そうざい類 なし

浜田屋本店 茅ヶ崎市南湖２－５－５ ハンバーグ 総菜 なし

ハマナスフーズ 陸前高田市気仙町字二日市145 海のごちそう天丼セット そうざい 無

ハマナスフーズ株式会社　本社高
田工場

陸前高田市気仙町字二日市145 チーズクリームしゅうまい そうざい 無

ハマナスフーズ株式会社　本社高
田工場

陸前高田市気仙町字二日市145 とうふ天 そうざい 無

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　６０ｇあんまん
（３コ入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　６０ｇ肉まん（３
コ入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　６０ｇカレーまん
（３コ入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　100ｇ豚饅（5コ
入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　100ｇあん饅（5コ
入）

そうざい なし
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林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　90ｇニラ入り肉饅
（4コ入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　75ｇ豚饅ピザソー
ス（3コ入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　90ｇ豚饅（3コ
入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　CGC　60ｇ肉まん
（3コ入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　CGC　60ｇあんま
ん（3コ入）

そうざい なし

林一二株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 農水フーヅ㈱　CGC　60ｇカレー
まん（3コ入）

そうざい なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 あんまん（５コ入） そうざい なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ㈱堀川　あんまん（３コ入） そうざい なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ㈱堀川　肉まん（３コ入） そうざい なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ㈱堀川　カレーまん（３コ入） そうざい なし

パリジェンヌ　堀江英二 交野市星田5-17-18-102 カレーパン そうざいパン 無

ハリマ食品㈱　加古川工場 兵庫県加古川市野口町水足１７９－１
２

椎茸うま煮類 惣菜 なし

パルファン 藤枝市横内１９－３ カレーパン 惣菜 無

パンの店　リシルド 藤枝市善左衛門２－５－９ カレーパン 惣菜 無

東葛食品株式会社 鎌ヶ谷市東初富１－５２－３２ じゃがバタ割パオ そうざい類 無

東葛食品株式会社 鎌ヶ谷市東初富１－５２－３２ 肉まん そうざい類 無

東葛食品株式会社 鎌ヶ谷市東初富１－５２－３２ ウイリーラザニアベース そうざい類 無

東葛食品株式会社 鎌ヶ谷市東初富１－５２－３２ ウイリーグラタンベース そうざい類 無

東葛食品株式会社 鎌ヶ谷市東初富１－５２－３２ ウイリードリアベース そうざい類 無

東葛食品株式会社 鎌ヶ谷市東初富１－５２－３２ アランチーニ そうざい類 無

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ＣＯＯＰサラダベースごぼう そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ＣＯＯＰサラダベースごぼう人参
入り

そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ＣＯＯＰサラダベースれんこん胡
麻風味

そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ Ｓ－４５ドライカレー味 そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ＳＥキムチもやし そうざい なし
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東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ＳＫローカロリーツナサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ エビマヨネーズ２ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ お通しＡ－３ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ おにぎりの具エビチリ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ おにぎりの具エビマヨネーズ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ おにぎりの具スモークチキン そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ おにぎりの具スモークチキン２ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ おにぎりの具ツナマヨネーズ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ カニツナサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ カニ風味サラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ グラタンベースマカロニ入り そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ グリューネごぼうサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ 加えてサラダサラダベースほたて
ごぼう

そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ コーンサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ こだわりサラダベースれんこん そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ごぼうサラダＨ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ごぼうサラダ人参入り そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ごぼうサラダれんこん入り そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ごま和え豆サラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ さつまいもサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベースカニ風味ごぼうサラ
ダ

そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベースごぼう そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベースごぼうＮ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベースツナサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベース鶏ごぼうサラダ そうざい なし
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東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベースほたてごぼう そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベースれんこん そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベースれんこんＪＣ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ サラダベースれんこんＮ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ 新ごぼうサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ スパイシーツナサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ たらここんにゃくマヨネーズ味 そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ タラモサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ チキンキャバブＴ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナコーンフィリング そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナサラダＴ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナサラダシェルマカロニ２ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナとポテトのサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナとポテトのサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナポテト３００ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナポテトＢＡ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナマヨネーズＡＫ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナマヨネーズオニギリ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ トクセイタマゴサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ とりそぼろあんＦ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ハイマカロニサラダＶＥ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ フェットチーネバジル そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ポテトサラダＢＹ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ マスタードポテトベーコン そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ 蒸し鶏とごぼうの和風サラダ そうざい なし
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東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ 焼き込み用シェルマカ＆ツナ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ 野菜たっぷりツナサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ 冷凍カニ風味チーズサラダ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ 冷凍焼きビーフン そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ れんこんサラダ人参入り－２ そうざい なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ローカロリーツナサラダ そうざい なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 ゴマ和えの素 なし

ヒゲタフーズ株式会社 千葉県銚子市松本町５－２７０ 梅かつお 惣菜 無

菱三フーズ㈱ 東灘区深江浜町３８ 春巻き そうざい類 なし

菱三フーズ㈱ 東灘区深江浜町３８ コロッケ類 そうざい類 なし

菱三フーズ㈱ 東灘区深江浜町３８ ハンバーグ類 そうざい類 なし

菱三フーズ㈱ 東灘区深江浜町３８ オムレツ類 そうざい類 なし

菱三フーズ㈱ 東灘区深江浜町３８ ビビンバ そうざい類 なし

菱三フーズ㈱ 東灘区深江浜町３８ ささみマヨカツ そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 煮込み そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 とんみの中華 そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 ビーフテンダー そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 やさい入りもつ煮 そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 やさい入り牛もつ煮 そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 牛もつキムチ鍋 そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 牛もつ煮（下味付き） そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 牛もつ煮（日本のシチュー） そうざい類 なし

ビセラル株式会社 足立区鹿浜1-10-20 豚もつ煮こみアルミ鍋 そうざい類 なし

飛騨農産（株） 高山市下之切町８６０ 栗ごはんの素 そうざい なし

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ガーリックスープ そうざい類
(スープ)

無
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ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ クラムチャウダースープ そうざい類
(スープ)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ コーンクリームスープ そうざい類
(スープ)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ミネストローネスープ そうざい類
(スープ)

無

ピックパックサービス株式会社 磐田郡福田町福田字外野5491-3 うなぎ茶漬け そうざい類 なし

ピックパックサービス株式会社 磐田郡福田町福田字外野5491-3 カルビクッパ そうざい類 なし

ピックパックサービス株式会社 磐田郡福田町福田字外野5491-3 キムチクッパ そうざい類 なし

ピックパックサービス株式会社 磐田郡福田町福田字外野5491-3 中華かに玉スープ そうざい類 なし

ピックパックサービス株式会社 磐田郡福田町福田字外野5491-3 ふぐぞうすい そうざい類 なし

日之出物産（株） 浜松市卸本町１２ 卵焼き そうざい 無

兵庫西農協 佐用郡佐用町 そうざい なし

広田製パン所 柏崎市大字東条６２９ サンドイッチ 惣菜パン なし

広田製パン所 柏崎市大字東条６２９ ハンバーガー 惣菜パン なし

枇杷島食品（株） 名古屋市西区枇杷島２－９－５ きんぴら そうざい類 なし

ファーマーズジャパン（株） 浦河町荻伏４９２－１ 牛丼の具 そうざい なし

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 おにぎり＆いなりセット 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 えび天丼 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 お手軽弁当（鶏重） 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 高菜おむすび 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 ボリュームカツカレー 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 手巻おにぎり梅ぼし 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 山賊むすび 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 ３個入りおむすび 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 幕の内弁当デラックス 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 手巻きシーチキン 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 野菜たっぷりポークカレー/ポー
クカレー丼

弁当 無
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ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 牛カルビ弁当 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 特選とんかつ弁当 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 直巻おむすび　とり五目 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 いなり寿司３個入り 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 照焼ソーセージおむすび 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 のり弁当 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 おにぎり手巻博多明太子 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 幕の内480 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 チャーハン＆唐揚弁当 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 おにぎりバスケット 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 牛ごぼう飯 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 ミニ牛焼肉丼 弁当 無

ファウンテン・デリ㈱ 古賀市鹿部335-27 ミートソースカツ丼 弁当 無

福岡サンフード株式会社 豊前市大字赤熊１２０９ パテ・ド・トリュフ 惣菜類 無

福島エリート食品㈱ 伊達郡桑折町大字谷地字形土１１－１ ササミグラタン巻 そうざい半製品 なし

福島エリート食品㈱ 伊達郡桑折町大字谷地字形土１１－１ ハンバーグ そうざい半製品 なし

福島エリート食品㈱ 伊達郡桑折町大字谷地字形土１１－１ ひざ軟骨和風 そうざい半製品 なし

福島食品㈱ 津名郡五色町 コロッケ なし

福島フード㈱ 福島市北矢野目字樋越１ ビーフシチュー そうざい類 なし

福本茂二 高砂市松陽町 コロッケ半製品 なし

不二製油㈱ 鹿島町井田ろ３０ 山菜いなり(SY-40I,SYF-40I) そうざい なし - - -

不二製油㈱ 鹿島町井田ろ３０ ねぎいなり そうざい なし - - -

不二製油㈱ 鹿島町井田ろ３０ ポークとごぼうのつつみ煮 そうざい なし - - -

不二製油㈱ 鹿島町井田ろ３０ やわらかいなり（チーズ風味） そうざい なし - - -

不二製油㈱ 鹿島町井田ろ３０ やわらか紅しょうがいなり そうざい なし - - -
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不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ COOPちぃっちゃな五目がんも そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ かにと豆腐のハンバーグ（Ca) そうざい 無

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

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ 具だくさんの和風ハンバーグ そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ COOP具たくさんの五目厚揚げ２
８０

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ COOP具たくさんの五目厚揚げ２
１０

そうざい 無

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

そうざい 無

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

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

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

そうざい 無

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

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

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ とうふと魚のいわしハンバーグー
１００Ｇ、９０ＦＰ、９０Ｗ、３
０、３０Ｇ、１２０Ｗ、１００
Ｗ、１２０Ｇ）

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ 白身魚のあっさりハンバーグ（ひ
じき）－９０Ｇ、（緑黄色野菜）
－９０Ｇ、（枝豆）－９０Ｇ）

そうざい 無

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

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ とうふと魚のイカエビハンバー
グー９０Ｗ、－１００Ｇ、－３
０、－３０Ｇ）

そうざい 無

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

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ ムキエビとイカのハンバーグー９
０ＦＰ

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ とうふと魚のねぎハンバーグー９
０Ｇ、９０Ｗ、９０ＦＰ

そうざい 無

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

そうざい 無

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

そうざい 無

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

そうざい 無

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

そうざい 無
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不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ あっさりハンバーグ（きのこ） そうざい 無

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

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

そうざい 無

不二つくばフーズ㈱ 岩井市幸神平２７－３ 花咲さつま そうざい 無

フジッコ株式会社 兵庫県西宮市津門川町3-6 かん合 葉唐がらし そうざい類 なし

フジッコ株式会社 兵庫県西宮市津門川町3-6 具たっぷり　葉唐がらし昆布 そうざい類 なし

フジッコ株式会社 兵庫県西宮市津門川町3-6 味わい贅沢　松茸昆布 そうざい類 なし

フジッコ株式会社 兵庫県西宮市津門川町3-6 美味一膳　松茸昆布 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 業務用　牛肉そぼろ 1kg そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 カスミ　特選　にしん昆布巻 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 カスミ　特選　紅鮭昆布巻 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 コープ　棒だら そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 業務用　棒だら 500g そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 京風うす味　棒だら大袋 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 特選　にしん昆布巻 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 海の幸　たらこ昆布巻 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 京風うす味　鮭太巻 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 おかず畑　おでん そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 おかず畑　まめと野菜のサラダ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 ふじっ子煮　こもち昆布カップ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 おかず畑　野菜炊き合せ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 おかず畑　ごぼうこんにゃく そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 海の幸　鮭昆布巻 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 特選　紅鮭昆布巻 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 京風うす味　棒だら そうざい類 なし
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フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 業務用　ハーフにしん巻　10入り そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 KS にしん昆布巻　3本 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 子持ちこんぶ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 しそわかめ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 自風心　松茸こんぶ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 松茸こんぶの素 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 神戸ビーフのしぐれに山椒 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 神戸ビーフのしめじ合せ煮 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 神戸ビーフと貝柱のしぐれ煮 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 神戸ビーフと松茸の炊合せ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 神戸ビーフの淡炊きそぼろ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 神戸ビーフの八幡煮 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 茸の味くらべ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 宝巻 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 香り松茸の淡炊しぐれ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 水曜日のお惣菜 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 火曜日のおかず そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 イタリアンスパゲティ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 かに風味野菜サラダ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 ハムポテトサラダ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 丁字麩のすき煮 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 宮崎牛の肉じゃが そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 肉じゃが そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 すき煮 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 きくらげ酢の物 そうざい類 なし
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フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 中華サラダ そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 土曜日のお惣菜 そうざい類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 野菜たっぷり塩カルビ丼 弁当類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 プチちらし 弁当類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 ちらし寿司弁当 弁当類 なし

フジッコ株式会社　鳴尾生産事業
部

兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目22-5 ビビンバ丼 弁当類 なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ＹＢおせちにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ＹＢおせちにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ＹＢにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ＹＢにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさんＣＶＳこんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさんＣＶＳこんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさん京風うす味こんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさん京風うす味こんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさんこんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさんこんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさん有機大豆使用ごもく豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさん有機大豆使用ごもく豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさん有機大豆使用こんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさん有機大豆使用こんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさんヨシケイこんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ おまめさんヨシケイこんぶ豆 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 業務用おまめさん昆布豆Ｅ１ｋｇ そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 業務用おまめさん昆布豆Ｅ１㎏ そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 業務用しそひじき そうざい なし
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フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 業務用しそひじき そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 組み合わせおせち一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 組み合わせおせち一口昆布巻き そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせち三品 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせち三品 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせちにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせちにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせち一口昆布巻スリープ そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせち一口昆布巻ミニ そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせち与品 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせち与品 そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせち一口昆布巻スリーブ そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ 特製おせち一口昆布巻ミニ そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ふじっ子煮　葉がらし そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ふじっ子煮こもちミニパック１０
ｇ

そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ふじっ子煮こもちミニパック１０
ｇ

そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ふじっ子煮桜でんぶ そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ふじっ子煮桜でんぶ そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ふじっ子煮葉唐がらし そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ふじっ子煮葉唐がらしかん合ト
レー

そうざい なし

フジッコ株式会社関東工場 北川辺町麦倉１５０１ ふじっ子煮葉唐がらしかん合ト
レー

そうざい なし

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 野菜炊き合せ そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 ごぼうこんにゃく そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 北海道かぼちゃスープ そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 キムチ鍋スープ そうざい類 無       
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フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 ちゃんこ鍋スープ そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 北海道コーンスープ そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 おかず豆 そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 業務用しいたけ煮 そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 おかず畑　お煮しめ そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 松前漬 そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 おかず畑ふきたけのこ そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 おかず畑おでん そうざい類 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 おかず畑里いもうま煮 そうざい類 無       

フジッコ㈱ 朝来郡和田山町 煮豆　９種 そうざい なし

フジッコ㈱ 朝来郡和田山町 昆布つくだに　１６種 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 ＹＢおせちにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 ＹＢにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 おまめさん　CVSこんぶ豆 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 おまめさん　こんぶ豆 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 おまめさん　ヨシケイこんぶ豆 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 おまめさん　京風うす味こんぶ豆 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 おまめさん　有機大豆使用ごもく
豆

そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 おまめさん　有機大豆使用こんぶ
豆

そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 ふじっ子煮　こもちﾐﾆﾊﾟｯｸ10Kg そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 ふじっ子煮　桜でんぶ嵌合ﾄﾚｰ そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 ふじっ子煮　葉唐がらし そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 ふじっ子煮　葉唐がらしかん合ﾄ
ﾚｰ

そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 業務用おまめさん昆布豆E1Kg そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 業務用しそひじき そうざい なし
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フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 組み合わせおせち一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 特製おせちにしん入り一口昆布巻 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 特製おせち一口昆布巻スリーブ そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 特製おせち一口昆布巻ﾐﾆ そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 特製おせち三品 そうざい なし

フジッコ㈱関東工場 北川辺町麦倉1501 特製おせち与品 そうざい なし

フジパンストアー（株） 大阪府東大阪市長堂１－８－３７ パン（ハム類、カレー） 惣菜パン なし

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ 北欧ひじき煮 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ こだわり中華サラダ 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ （Ｎ）切干大根煮 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ （Ｎ）金平ごぼう 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ （Ｎ）ひじき煮 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便ぴり辛こんにゃく 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便肉じゃが煮 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便里芋そぼろ煮 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便里芋いか煮 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便筑前煮 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便筍土佐煮 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便うの花 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便金平ごぼう 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便切干大根煮 惣菜 無

フジフーズ（株） 八千代市村上１７３５－１２ ふるさと味彩便ひじき煮 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ こだわりポテトサラダ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ＬＬ焼きそば 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ＣＶ山菜こんにゃくサラダ 惣菜 無

262 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ＣＶたけのこサラダ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ＣＶジャーマンポテトサラダ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ＣＶＮｅｗごぼうサラダ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ CVごぼうサラダ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ミートソース０１ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ミートソース９９ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ かんぴょう煮 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ 切干大根煮 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ひじき煮 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ エクシードスパゲティサラダ(ナ
ポリタン）

惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ 旬のきのこスパゲティ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ 小松菜とじゃこのおひたし・肉
じゃが・ミニ上海焼そば・旬のき
のこスパゲティ

惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ミートソーススパゲティ
（５）

惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ 大玉たこ焼き（２） 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ 鯖の照り焼き 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ミニ五目あんかけ焼そば（２） 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ミートソース・ナポリタン・旬の
きのこスパゲティ・鯖の照り焼き

惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ 肉じゃが（２） 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ナポリタンスパゲティ 惣菜 無

フジフーズ（株）八千代工場 八千代市村上１７３５－１２ ミートソーススパゲティ・旬のき
のこスパゲティ

惣菜 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ ベビー帆立のドリア そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ 中華春雨サラダ そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ キムチ鍋 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ ジャージャー麺 そうざい類 無

263 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ ツナ＆コーンサラダ そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ ブリトー（ｷｰﾏカレー） そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ 玉子とアスパラのドリア そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ エビマカロニグラタン そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ 焼きそばロール そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ ハムカツサンド そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ ホットドッグ そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ メンチカツロール そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ ハムエッグロール　他１１品目 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ おむすびランチ そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ きのこ御飯弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ スタミナ豚焼肉丼 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ とんかつ＆生姜焼弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 生姜焼弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 豚の生姜焼弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 豚丼 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ちりめん御飯弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 中華幕の内弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 野菜たっぷりポークカレー そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ボリュームスタミナ丼 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ミニポークカレー そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 本格中華丼 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ミニ中華丼 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 予約彩り幕の内弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 彩り幕の内弁当 そうざい類 無
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フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 折り詰め幕の内 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 牛カルビ丼 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 三色鶏そぼろ弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 三色そぼろ弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ おにぎり山いなり弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ サケハラス弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ＳＭＳ栗ごはん弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ＳＭＳ洋風ハンバーグ弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ＳＭＳ和風ハンバーグ弁当 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ＳＭＳサバ西京焼弁当　他７品目 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 赤飯おこわおむすび　他１品目 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 直播照焼ソーセージ そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 手巻おにぎり明太子 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ メンチカツロール そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ ハムカツサンド そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 手巻寿司ツナキュウリ そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 手巻サラダ巻 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 寿司詰合せ　他１品目 そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ 手巻寿司エビカツ そうざい類 無

フジフーズ株式会社　船橋第二工
場

船橋市高瀬町４番地２ おにぎり山いなり　他１品目 そうざい類 無

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ベビーホタテのドリア 惣菜 なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ エビマカロニグラタン 惣菜 なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ブリトー 惣菜 なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ミニ五目あんかけやきそば 惣菜 なし

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 焼きそば そうざい 無
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フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ ふき煮 そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 中華春雨サラダ そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 具だくさん　中華春雨サラダ そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 具たっぷり　肉じゃが煮 そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ ミートソーススパゲッティ そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ ターキーハムサラダ そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ ちくわとコンニャクの炒め煮 そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ エビときのこのパスタサラダ そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 生野菜（大根ミックス） そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 生野菜（ツナ・コーン） そうざい 無

フジフーズ㈱茨城工場 水海道市花島町３２７－１ 生野菜（フレッシュ中華） そうざい 無

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ エビマカロニグラタン そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ お肉たっぷり酢豚 そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ お肉たっぷり回鍋肉 そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 旬のきのこグラタン そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ツナコーンサラダ そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 肉じゃが そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 煮しめ そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ひじき煮 そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 豚生姜焼き そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ベビーホタテのドリア そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ホウレン草とベーコンのスパ そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 本格マーボ茄子 そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ミートソーススパゲティー そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ミートドリア そう菜 なし
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フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ミニ上海焼そば そう菜 なし

ﾌｼﾞﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱ 篠山市中野 とうふと魚のいわしハンバーグ１
２０ｇ　他108品

そうざい なし

ﾌｼﾞﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱ 篠山市中野 とうふと魚のいか・えびハンバー
グ１２０ｇ　他145品

そうざい なし

ﾌｼﾞﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱ 篠山市中野 とうふと魚のいわしハンバーグ１
２０ｇ　他156品

そうざい なし

ﾌｼﾞﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱ 篠山市中野 とうふと魚のいか・えびハンバー
グ１２０ｇ　他96品

そうざい なし

ﾌｼﾞﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱ 篠山市中野 初豆腐づくしねぎ焼１３０ｇ　他
5品

そうざい なし

伏見総菜株式会社 白根市鰺潟堀東２５０ 卵豆腐等 総菜 なし

藤本食品㈱兵庫工場 小野市住永町 弁当そうざい そうざい なし

布田愛子 岩沼市小川字昭和177 そうざい そうざいその なし 該当なし

双葉産業株式会社 福岡市博多区半道橋１－１５－３３ 幕の内弁当 弁当 無

双葉産業株式会社 福岡市博多区半道橋１－１５－３３ のり弁当 弁当 無

双葉産業株式会社 福岡市博多区半道橋１－１５－３３ 牛カルビ弁当 弁当 無

双葉産業株式会社 福岡市博多区半道橋１－１５－３３ カレー弁当 弁当 無

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

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

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

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

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 お好み焼きデラックス 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 ねぎすじ焼き 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 広島風お好み焼き 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 チキンドリア＆エビグラタン 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 海老マカロニグラタン 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 旬のきのこグラタン 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 和風明太子スパゲティ 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 ナポリタンスパゲティ 惣菜類 無
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プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 辛口ジャージャー麺 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 ミニ上海焼きそば 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 本場の味キムチ鍋 惣菜類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 旬のきのこのスパゲティ 惣菜類 無

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ ナポリタンスパゲティ等 そうざい類 なし

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ ツナ・コーンサラダ等 そうざい類 なし

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ マカロニサラダ そうざい類 なし

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ ミートソーススパゲティ そうざい類 なし

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ ペンネアラビアータ そうざい類 なし

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ 明太子スパゲティ そうざい類 なし

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ コロッケ、とんかつ そうざい類 なし

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ コロッケ、メンチカツ そうざい類 なし

プライムデリカ(株) 相模原市麻溝台１－７－１ 中華春雨サラダ そうざい類 なし

プライムデリカ株式会社 厚木市船子２５８－１ ネギ塩カルビ 惣菜 なし

プライムデリカ株式会社 厚木市船子２５８－１ さばの照焼 惣菜 なし

プライムデリカ㈱枚方工場 枚方市長尾峠町15-1 惣菜（16） 無

プライムデリカ㈱枚方工場 枚方市長尾峠町15-1 調理パン（16） 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 大きなハンバーグ 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 たっぷりマカロニサラダ 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 たっぷりカニ風味サラダ 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 中華肉団子甘酢和え 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 ネギ塩カルビ 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 本格焼き餃子 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 中華春雨サラダ 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 豚生姜焼き 惣菜類 無
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プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 鯖の照り焼き 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 牛レバニラ炒め 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 ナスの挟み揚げ 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 えびカツ 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 牛肉とピーマンの細切り炒め 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 専門店の味　すき焼き鍋 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 野菜たっぷり寄せ鍋 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 お肉たっぷり酢豚 惣菜類 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 ビーフシチュードリア 弁当 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 ミニ五目あんかけ焼きそば 弁当 無

プライムデリカ㈱福岡工場 糟屋郡新宮町大字上府847-1 ベビーホタテのドリア 弁当 無

プライムフーズ（株） 群馬県前橋市力丸町４８７－３ タンパク加水分解物（肉、骨）使
用そうざい

そうざい なし

プライムフーズ（株） 群馬県前橋市力丸町４８７－３ タンパク加水分解物（骨）使用そ
うざい

そうざい 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）、エキス（肉、
骨）、タンパク加水分解物（肉、
骨）使用そうざい

そうざい 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）使用そうざい そうざい 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）使用そうざい そうざい 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）、エキス（肉）
使用そうざい

そうざい 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）、香料（皮、
角、蹄、牛脂）使用そうざい

そうざい なし

プライムフーズ株式会社 東京都渋谷区広尾５－１９－１７ テールラーメン 惣菜 無

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＦＰＪモモＫＲＧ３２０ カラアゲ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

STP-NモモKRG、モモカラ１９０
Ｇ（ＣＰ）

カラアゲ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＴＷテバス２２０（４ カラアゲ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＴＷテバスアゲ２２０ カラアゲ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

カラアゲ270G(D) 80G 500(4C カラアゲ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ゴマカラ150X2IY4 150 150X2B
150(4C) 150X(4

カラアゲ なし
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プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

モモカラアゲ２４０ＵＣ カラアゲ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

モモカラアゲ500(4 220(4C 220 500 カラアゲ なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ヤワラカKRG150(V) カラアゲ なし

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 厚味が旨味ハンバーグ そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 牛カルビカレー そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 焼き肉丼の具８５ そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 焼き肉丼の具(日配) そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ プルコギ丼の具 そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 鶏肉の五目煮 そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 業務用プルコギ丼の具１５０ そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 里芋の肉みそあんかけ そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ ミートキッシュ そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 牛肉うどんの具９２ そうざい 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ カルビ丼の具９０ そうざい半製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ カルビ丼の具１３５ そうざい半製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 豆腐、山くらげ入り春巻き そうざい半製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 焼き肉 そうざい半製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 業務用親子丼の具 そうざい半製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 業務用牛丼の具１５０ そうざい半製品 無

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ ハムカツ そうざい半製品 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（軟骨から
あげ、居酒屋さんメニュー手羽
塩、ロングジャガベーコン､プチ
プチチキン､ロングチーズ揚げ）

惣菜類 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ セービング若鶏から揚げ 惣菜類 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（チキンナ
ゲット、焼豚）

惣菜類 無

プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ ロングナゲット 惣菜類 無
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プリマハム㈱四国工場 西条市朔日市887－４ 焼肉奉行牛ミノ 惣菜類 無

プリモフーズシステム㈱ 仙台市宮城野区蒲生字二本木１２８ いか唐揚 そうざい なし

プリモフーズシステム㈱ 仙台市宮城野区蒲生字二本木１２８ あんこう唐揚 そうざい なし

フルタフーズ（株） 富山市西二俣３３５ アメリカンドッグ そうざい 無 粗ゼラチ
ン

フルタフーズ（株） 富山市西二俣３３５ チーズドッグ そうざい 無 乳化剤

フルタフーズ（株） 富山市西二俣３３５ 天丼セット そうざい 無 蛋白加水
分解物

フルタフーズ（株） 富山市西二俣３３５ まきまきドッグ そうざい 無 ビーフエ
キス

フルタフーズ（株） 富山市西二俣３３５ くるくるミニドッグ ぞうざい 無 ビーフエ
キス

フルタフーズ（株） 富山市西二俣３３５ ミニアメリカンドッグ ぞうざい 無 粗ゼラチ
ン・ビー
フエキス

フルタフーズ株伊勢崎工場 群馬県前橋市下増田1269-1 肉、ブイヨン使用そうざい そうざい なし

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ NEWアメリカンドッグ そうざい 無 牛肉、蛋
白加水分

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 揚げパンスティック そうざい 無 ビーフエ
キス

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 味付け牛カルビ そうざい 無 牛肉、
ビーフエ

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ アメリカンドッグ そうざい 無 粗ゼラチ
ン

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ アメリカンドッグ そうざい 無 牛肉、
ビーフエ
キス

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ アメリカンドッグ・オールポーク
串カット

そうざい 無 香料、乳
化剤

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ ウインナ－ そうざい 無 粗ゼラチ
ン、ビー
フエキス

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ おいしい村ミニドック そうざい 無 粗ゼラチ
ン、乳化
剤

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ オールポークウインナ－ そうざい 無 ビーフエ
キス

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 牛角煮 そうざい 無 牛肉
フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 牛肉和風煮込み そうざい 無 牛肉

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 串焼きフランク そうざい 無 粗ゼラチ
ン、ビー
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フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ さくっとスティック焼肉 そうざい 無 牛肉

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ スーパー焼肉ドッグ そうざい 無 牛肉

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ チーズドック そうざい 無 乳化剤

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ チーズドック そうざい 無 乳化剤、
牛肉、牛
脂

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 鶏つくね そうざい 無 牛肉

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ ビーフフォン そうざい 無 牛肉、
ビーフエ

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ フランクドッグ そうざい 無 粗ゼラチ
ン

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 巻き巻きドッグ そうざい 無 粗ゼラチ
ン

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ ミニドッグ そうざい 無 フマル
酸、ビー
フエキス

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 無塩漬アメリカンドック そうざい 無 粗ゼラチ
ン

フルタフーズ㈱ 富山市西二俣３３５ 無塩漬巻き巻きドッグ そうざい 無 粗ゼラチ
ン

フレッグ食品工業㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

地養卵の茶碗蒸し（かに・松茸） そうざい なし

フレッグ食品工業㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

立山名水卵玉子とうふ そうざい なし

フレッグ食品工業㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

立山名水卵の茶碗蒸し（かに・松
茸）

そうざい なし

フレッグ食品工業㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

玉子とうふ そうざい なし

フレッグ食品工業㈱ 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

ちょっと卵蒸し（えび・かに・松
茸・マッシュルームと青豆）

そうざい なし

フレッシュ食品㈱ 北海道網走郡美幌町三橋南５－３ コロッケ そうざい半製品 なし

フロワッサレ（株） 蕨市中央３－１７－１８ カレーパン そうざい なし

ブンセン（株） 揖保郡新宮町 弁当 なし

ブンセン㈱ 龍野市新宮町 肉じゃが そうざい なし

ブンセン㈱ 龍野市新宮町 コロッケ そうざい なし

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ホルモン味噌煮込み 惣菜 無

ベル食品工業㈱ 大阪市鶴見区鶴見１－６－１１７ ｶﾚｰﾍﾟｰｽﾄ ﾍﾟｰｽﾄ なし

北陸漬物株式会社 福井県坂井郡三国町新保8-8 茎わかめ そうざい なし
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北陸漬物株式会社 福井県坂井郡三国町新保8-8 竹の子土佐煮 そうざい なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 北の食材　かにグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 北の食材　チーズカレーグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 北の食材　えびグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 サーモングラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 パスタグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ピザグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 カボチャグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ミルクファーム　かにグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ミルキーシェフ　チーズカレーグ
ラタン

惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 海老と若鶏のペンネグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ミルクファーム　チーズカレーグ
ラタン

惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ミルクファーム　えびグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ミルクファーム　チキンときのこ
グラタン

惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 コープ厳選　かにグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 コープ厳選　チキンときのこグラ
タン

惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 コープ厳選　えびグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ミルキーシェフ　かにグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ミルキーシェフ　えびグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 北の食材　チキンときのこグラタ
ン

惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 ミルキーシェフ　チキンときのこ
グラタン

惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 （株）デリカスノーエビグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 （株）デリカスノーカニグラタン 惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 （株）デリカスノーコーングラタ
ン

惣菜半製品 なし

ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 （株）デリカスノーチーズグラタ
ン

惣菜半製品 なし
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ほくれい株式会社網走工場 網走市北９条東１丁目３２番地 （株）デリカスノーニコニコグラ
タン

惣菜半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山６００番地 やわらかひとくちﾎﾟｰｸ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山６０１番地 ﾋﾚｶﾂ(ｻｸｻｸ)ﾎﾟｰｼｭｵﾝ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山６０２番地 ﾃﾞﾘｶﾋﾚｶﾂﾎﾟｰｿﾝ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山６０３番地 ﾄﾝｶﾂﾎﾟｰｼｮﾝ そうざい半製品 なし

ホクレン農業協同組合連合会 江別市角山６０４番地 棒ﾋﾚｶﾂﾎﾟｰｼｮﾝ そうざい半製品 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 SHｱﾗﾋﾞｷﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ｶｸｷﾞﾘﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾀﾞﾙﾏﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 Lｶｸｷﾞﾘﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ｽｺﾔｶｿﾀﾞﾁﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ1 そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 FR&FRﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ｷﾁﾝｼﾞﾛポテトｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 RCHｶｸｷﾞﾘﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ｽｺﾔｶｿﾀﾞﾁﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ2K そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾚｽﾄﾗﾝﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾊｲｼｪﾌﾚｽﾄﾗﾝﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾊｲﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 RCHﾚｽﾄﾗﾝﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 SEﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 GRｽﾗｲｽﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ｽﾗｲｽﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ｳｽｷﾞﾘﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 RCHｳｽｷﾞﾘﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし
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ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾃﾂﾞｸﾘﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾊｲﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞﾍﾞｰｽ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 GRﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾊﾅﾏｻﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ-S そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞED そうざい類 なし

ほくれん山梨馬齢しょサラダ工場 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 US1ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

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

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

そうざい なし

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

そうざい なし

北海道デリカ販売㈱ 北海道帯広市大空町５－１５－６ 米飯弁当 そうざい 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 ハンバーグ 惣菜 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 ビーフチチュー 惣菜 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 ミニハンバーグスパゲティー 惣菜 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 ミネストローンスープ 惣菜 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 コンソメスープ 惣菜 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 カレーソース 惣菜 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 フォンドブォーソース 惣菜 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 トマトソース 惣菜 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 デミグラソース 惣菜 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 ロールキャベツ 惣菜 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 肉のテリーヌパイ包み 惣菜 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 牛ひれ肉のフォアグラ包み 惣菜 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 マデラソース 惣菜 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 ビーフとチキンの煮込みスープ 惣菜 無
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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 グレービーソース 惣菜 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 ローストビーフ 惣菜 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 ビーフコロッケ 惣菜 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 ドライカレー 惣菜 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 ビーフピラフ 惣菜 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 牛ひれ肉丼 惣菜 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 赤ワインソース 惣菜 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 ソースポワブル（胡椒） 惣菜 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 ハンバーグドリアナポリタン 惣菜 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 牛ひれ肉の赤ワイン漬け 惣菜 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 牛ひれ肉のポワレ香草風味 惣菜 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 スモークタン 惣菜 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 ビーフカレー 惣菜 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 野菜カレー 惣菜 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 シュリンプカレー 惣菜 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 チキンカレー 惣菜 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 まつたけきのこカレー 惣菜 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 シーフードきのこカレー 惣菜 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 タンシチュー 惣菜 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 ビーフステーキ 惣菜 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 ハッシュドビーフ 惣菜 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 ミートソーススパゲティー 惣菜 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 バジタブル「スープ 惣菜 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 フィレビーフストロガノフ 惣菜 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 ブイヨン 惣菜 無
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堀田孝仕 東京都世田谷区松原３－４２－４ コロッケ そうざい類 なし

堀田孝仕 東京都世田谷区松原３－４２－４ メンチカツ そうざい類 なし

前田産業株式会社 八尾市渋川町７－１ ﾊﾞﾀｰﾐｯｸｽＥ⑥　他１種 そうざい用材料 無

前田産業株式会社 八尾市渋川町７－１ 手造り　しらだし　他１種 そうざい用材料 無

マスダフーズ 加古川市加古川町大野1009-3 味付松茸Mスライス 惣菜 なし

マスダフーズ 加古川市加古川町大野1009-3 味付松茸Mキザミ 惣菜 なし

松岡食品（株） 麻植郡鴨島町喜来667-6 和食キムチ 漬物 無

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８ タンパク加水分解物（皮）使用そ
うざい

そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ 肉、ゼラチン、エキス、タンパク
加水分解物使用そうざい

そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ エキス使用そうざい そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ タンパク加水分解物使用そうざい そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ タンパク加水分解物、エキス、脂
使用そうざい

そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ使用そうざい そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ、タンパク加
水分解物使用そうざい

そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ タンパク加水分解物、ゼラチン使
用そうざい

そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ みりん（ゼラチン）使用そうざい そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ 乳化剤使用そうざい そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ ゼラチン、肉使用そうざい そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ タンパク加水分解物、ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪
酸ｴｽﾃﾙ、ゼラチン使用そうざい

そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１（工
場：甘楽郡下仁田町馬山２２１８）

タンパク加水分解物、ゼラチン使
用（骨、肉、皮）そうざい

そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１（工
場：甘楽郡下仁田町馬山２２１８）

タンパク加水分解物（骨）使用そ
うざい

そうざい なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１（工
場：甘楽郡下仁田町馬山２２１８）

タンパク加水分解物、ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪
酸ｴｽﾃﾙ使用（肉脂、骨）使用そ
うざい

そうざい なし

マックスデリカフーズ（有） 夕張郡由仁町本三川691-3 専門店のすきやき鍋等鍋物2種 そうざい（鍋物
の詰め合わせ）

なし

マックスデリカフーズ（有） 夕張郡由仁町本三川691-3 ミートスパゲティー等パスタ3種 弁当（パスタ） なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ビーフカレー（辛口・中辛） そうざい類 なし
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松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ビーフシチュー そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ビーフシチュー、タンシチュー そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ チキンソテー そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ハンバーグ（豚・鶏） そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ハンバーグ（牛・豚） そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ サーロインステーキ そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ミートソーススパゲッティー そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ 山菜スパゲッティー そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ピラフ そうざい類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ロールキャベツ そうざい類 なし

松下食品㈱ 豊橋市前芝町字塩田98の1 浅炊きほたて 惣菜 なし

松下食品㈱ 豊橋市前芝町字塩田98の1 いわし梅肉煮 惣菜 なし

松下食品㈱ 豊橋市前芝町字塩田98の1 さんまやわらか煮 惣菜 なし

松下食品㈱ 豊橋市前芝町字塩田98の1 明太いわし 惣菜 なし

マツダ食品㈱ 浜松市笠井町４５ 木くらげ酢物，うの花 そうざい 無

松戸福留株式会社 松戸市稔台270-1 コロッケ(24品目) そうざい半製品 無

松戸福留株式会社 松戸市稔台270-1 メンチカツ(7品目) そうざい半製品 無

松戸福留株式会社 松戸市稔台270-1 ハンバーグ(2品目) そうざい半製品 無

松戸福留株式会社 松戸市稔台270-1 ハムカツ そうざい半製品 無

松戸福留株式会社 松戸市稔台270-1 メンチカツ(3品目) そうざい半製品 無

松葉屋株式会社 東京都港区赤坂３－１０－５ れんこん牛肉巻 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

松葉屋株式会社 東京都港区赤坂３－１０－５ 江戸前すき焼牛肉 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

松葉屋株式会社 東京都港区赤坂３－１０－５ 松茸すき焼牛肉 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

松葉屋株式会社 東京都港区赤坂３－１０－５ サーロイン昆布巻 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

松葉屋株式会社 東京都港区赤坂３－１０－５ 松茸牛肉巻 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―
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松葉屋株式会社 東京都港区赤坂３－１０－５ ごぼう牛肉巻 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

マニハ食品（株） 群馬県朝日町一丁目26-2 ゼラチン使用そうざい そうざい なし

マニハ食品（株） 群馬県朝日町一丁目26-2 肉使用そうざい そうざい なし

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 かし久ナポリタンソース そう菜 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 加ト吉ナポリタンソース そう菜 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 つゆだくミニ丼 そう菜 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 マルヨネたらこスパゲティーソー
ス

そう菜 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 ミートソース そう菜 無

マミー食品（株） 摂津市鳥飼上４－６－２６ ビーフコロッケ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

マミー食品（株） 摂津市鳥飼上４－６－２６ 和牛入りコロッケ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

マミー食品（株） 摂津市鳥飼上４－６－２６ カニクリームコロッケ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

マリーローランサン 中央区東川崎町６－１－１ スープ そうざい なし

マリーローランサン 中央区東川崎町６－１－１ ｽﾃｰｷ そうざい なし

マリーローランサン 中央区東川崎町６－１－１ ピザ そうざい 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 韓国辛スープ そうざい なし

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 おかゆ（紅鮭、みつ葉） おかゆ（紅鮭、
みつ葉）

無

マルイ食品（株）高尾野工場 出水郡高尾野町大久保3816 棒々鶏チルド 惣菜類 無

マルイ食品（株）高尾野工場 出水郡高尾野町大久保3816 八幡巻きスライス 惣菜類 無

マルイ食品（株）高尾野工場 出水郡高尾野町大久保3816 一口やきとりくん 惣菜類 無

マルイ食品（株）米ノ津工場 出水市下鯖町890 冷しゃぶ風ｻﾗﾀﾞﾁｷﾝ 惣菜類 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 若鶏とニンニク味噌のはさみ揚げ 半製品 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 半製品 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 チーズインササミカツ 半製品 無し 　

マルカ食品（株） 坂出市林田町4265-10 つけもの 漬物 無

マルカ食品（株） 坂出市林田町4265-10 つけもの 漬物 無
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マルキチ食品㈱ 北海道函館市宇賀浦町１８－１０ 佃煮 そうざい なし

丸金食品株式会社 香川県小豆郡内海町西村甲２６３ 醤油豆 惣菜類 無

丸金食品株式会社 香川県小豆郡内海町西村甲２６３ きくらげ 惣菜類（佃煮） 無

丸幸水産（株） 三重県伊勢市東大淀町１０－１ 穴子蒲焼 そう菜 なし

丸幸水産（株） 三重県伊勢市東大淀町１０－１ 穴子八幡巻 そう菜 なし

丸幸水産（株） 三重県伊勢市東大淀町１０－１ 牛肉八幡巻 そう菜 なし

丸幸水産（株） 三重県伊勢市東大淀町１０－１ 煮穴子 そう菜 なし

まるこうフーズ㈱ 福島市鎌田字半在家 牛丼 そうざい類 なし

まるこうフーズ㈱ 福島市鎌田字半在家 ハンバーグ そうざい類 なし

まるこうフーズ㈱ 福島市鎌田字半在家 ビビンバ そうざい類 なし

まるこうフーズ㈱ 福島市鎌田字半在家 ミートソース そうざい類 なし

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 業務用コーンクリームスープ、
コーンクリーム等

惣菜 なし

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ なめみそ 惣菜類 無

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ のり佃煮（一般） 惣菜類（佃煮） 無

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ ぽん酢 ぽん酢 無

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ のり佃煮（はがくれ） 惣菜類（佃煮） 無

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ のり佃煮（四万十川１００％） 惣菜類（佃煮） 無

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ 四万十のり 惣菜類（佃煮） 無

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 カレー 惣菜 なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 牛肉のワイン煮 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 肉じゃが 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 おでん 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 牛すじ煮込み 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ロールキャベツ 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 もつ煮 惣菜 なし
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丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ビーフシチュー 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ビーフシチュー２ 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ビーフシチュー３ 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 なめ茸茶漬８０％ 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 なめ茸６０％ 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 うす塩なめ茸 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 逸品和菜牛豆こんぶ煮 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 逸品和菜牛肉松茸煮 惣菜 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 豚の角煮 惣菜 なし

丸大大金ハム㈱ 札幌市中央区北４条西１１丁目 ハンバーグ等 そうざい なし

丸大大金ハム㈱ 札幌市中央区北４条西１１丁目 カレー，牛ばら煮込等 そうざい なし

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ミートオムレツ そうざい なし

丸大食品（株）宗像工場 宗像市くりえいと１－１－７ 食肉類 惣菜類 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 野菜入り肉団子 惣菜類 無

丸大食品㈱ 七尾市千野町ほ８０ ハンバーグ そうざい半製品 なし - - -

丸大食品㈱　福島工場 安達郡本宮町字栄田１０４－１ ピザ（ソーセージ類） そう菜半製品 なし

丸大食品㈱関東工場 石橋町下石橋545 ハンバーグ別添ソース そうざい なし

丸高水産㈱ 札幌市西区発寒９条１４丁目５１６ マリネ類 そうざい なし

丸高水産㈱ 札幌市西区発寒９条１４丁目５１６ チーズサーモン類 そうざい なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 黄金いか 惣菜 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 中華わかめ 惣菜 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－４ しらす一口昆布 そう菜 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－４ にしん、さけ昆布 そう菜 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－４ にしん昆布 そう菜 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－４ にしん一口昆布 そう菜 なし
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マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－４ 北海ゴールド そう菜 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－４ 山ごぼう一口昆布 そう菜 なし

マルト食品㈱ 亘理町吉田字中町41 そうざい そうざい なし 該当なし

丸鳥鶏卵㈱ 豊橋市問屋町２５ ベーコンエッグ そうざい なし

マルト食品㈱ 亘理町吉田字中町41 そうざい そうざい なし 該当なし

マルニ食品㈱ 宮城県登米郡迫町佐沼字中江５－５－
１２

調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

丸榛吉田うなぎ漁業協同組合 榛原郡吉田町片岡７４３－１ うなぎ蒲焼 そうざい類 なし

マルヒ食㈱ 大阪市平野区長吉川辺２－北４－３５ さばの生姜煮 そうざい なし

マルヒ食㈱ 大阪市平野区長吉川辺２－北４－３５ さばの味噌煮 そうざい なし

マルヒ食㈱ 大阪市平野区長吉川辺２－北４－３５ 肉だんご甘酢 そうざい なし

マルヒ食㈱ 大阪市平野区長吉川辺２－北４－３５ おでん そうざい なし

マルマツ食品有限会社 小笠郡小笠町高橋4236-1 牛メンブレンカット そうざい類 なし

丸松物産株式会社　山形工場 山形県上山市矢来四丁目6番22号 味付メンマ そうざい なし

丸松物産株式会社　山形工場 山形県上山市矢来四丁目6番22号 味付山菜等 そうざい なし

マルヨシ製麺㈱ 大分県大分市大字葛木字長溝８７８ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ビーフカレークノーデール（２） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 牛肉とほうれん草の包み揚げ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 牛すき焼きの揚げ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ さつまいもコロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 牛肉入りコロッケ６５ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ﾋﾞｰﾌコロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 牛肉たっぷりコロッケ（無添加） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 牛肉ポテトコロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 有機男爵コロッケ（９） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 羊蹄山麓男爵コロッケ 総菜 無
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万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 手作り風コロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 男爵ポテトコロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ たっぷり牛肉コロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 肉じゃがフライ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 手作り風じゃがいもコロッケ（牛
肉）

総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 北海道肉じゃがコロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ かぼちゃコロッケ（２） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 牛肉コロッケ（１０） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 徳用牛肉コロッケ（ＰＨ調整） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 徳用牛肉コロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 特選牛肉コロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 和牛コロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ かにクリームコロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ カニ入りクリームコロッケ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ミニメンチカツ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 手作り風メンチカツ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ミニメンチカラー 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 無添加ビッグメンチカツ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ビッグメンチカツ（ゼンチク） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 鹿児島黒豚メンチカツ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 粗挽牛肉メンチカツ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ メンチカツ 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ メンチカツ（Ｒ・Ｌ） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ﾋﾞｰﾌハンバーグ（未加熱） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ハンバーグ（未加熱） 総菜 無
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万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ハンバーグ（相模） 総菜 無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ ポーク&ﾋﾞｰﾌ生ハンバーグ 総菜 無

マントミ食品（株） 摂津市鳥飼本町２－３ー３３ コロッケ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

万星食品株式会社 千葉県野田市西三ヶ尾８７ー１０ 黒豚入りメンチカツ 総菜 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 キッチンプロ　たけのこさぬき味 惣菜類 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 ハイスキー食品工業　筍さぬき味 惣菜類 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 珍味　筍鰹煮 惣菜類 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 ひじき 惣菜類 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 しいたけ味付 惣菜類 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 切干大根 惣菜類 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 たけのこ天プラ用 惣菜類 無

三河畜産工業㈱ 豊田市秋葉町８丁目３１番地 コロッケ そうざい半製品 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 シューマイ そうざい類 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 照焼ハンバーグ そうざい類 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 肉だんご そうざい類 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 ミートボール そうざい類 なし

ミシマデリカ㈱ 新潟県三島郡三島町大字鳥越２２５３
番地

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

ミシマデリカ㈱ 新潟県三島郡三島町大字鳥越２２５３
番地

そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

三井観光㈱　札幌パークホテル 札幌市中央区南１０条西３丁目１－１ ライスカレーパン 弁当類 なし

ミツヤ食品工業株式会社  東大阪
工場

大阪府東大阪市新庄東７０番地 カレーソース（ジュニア・ブレイ
ク・ピッコロ）

そう菜 なし

ミツヤ食品工業株式会社  東大阪
工場

大阪府東大阪市新庄東７０番地 ミートソース そう菜 なし

ミツヤ食品工業株式会社  東大阪
工場

大阪府東大阪市新庄東７０番地 ミートソース１００（京阪百貨店
用オムライスソース）

そう菜 なし

ミツヤ食品工業株式会社  東大阪
工場

大阪府東大阪市新庄東７０番地 スパソース そう菜 なし

ミツヤ食品工業株式会社  東大阪
工場

大阪府東大阪市新庄東７０番地 デミソース そう菜 なし

ミツヤ食品工業株式会社  東大阪
工場

大阪府東大阪市新庄東７０番地 ハヤシソース そう菜 なし
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ミツワデイリー㈱ 東灘区深江浜町３３ 麺類 弁当類 なし

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ナポリタンスパゲテイ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 軟骨唐揚 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 若鶏の唐揚げ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ チキンカツ煮 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 広島風お好み焼 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 大玉たこ焼 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ おろしハンバーグ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 海老マカロニグラタン 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ベビー帆立のドリア 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 和風明太子スパゲテイ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 旬のきのこのスパゲテイ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ほうれん草とベーコンのスパゲテ
イ

惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ いなり用味付油揚げ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ツナ＆コーンサラダ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 三陸産わかめの海藻サラダ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 中華春雨サラダ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ミートソーススパゲテイ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ きのこサラダ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ミニ五目あんかけ焼そば 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ねぎ塩カルビ 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 専門店の味すきやき鍋 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ジャージャー麺 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 本場の味キムチ鍋 惣菜類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 豚生姜焼き 惣菜類 無
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美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 野菜たっぷり寄せ鍋 惣菜類 無

三松しぐれ煮本舗 松阪市中町１８４７ 国産松阪肉しぐれ煮 そうざい なし

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 20粒　肉餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 20粒　野菜餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ２１粒　餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ２１粒　野菜餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 荒びき肉餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 海老にらまん 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 金ラベル肉餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ こだわり肉餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ こだわり野菜餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ざくぎり野菜餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 桜えび餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 選味点心肉餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 選味点心野菜餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 超お買得ぎょうざ 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 徳用餃子　20粒 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 肉ぎょうざ　10粒 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 肉餃子　12粒 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ピザまん　6個入り 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ふたつの食彩 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ミニ肉餃子　30粒 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ミニ野菜餃子　15粒 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ミニ野菜餃子　30粒 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 野菜ぎょうざ　10粒 惣菜 無
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三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 野菜餃子　12粒 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 野菜餃子　16粒 惣菜 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ 輸出用餃子 惣菜 無

三桃食品株式会社 米沢市窪田４６２－１ 餃子類 惣菜 なし

宮城シマダヤ㈱ 古川市塚目字北原56 包装麺の油揚げ そうざい  なし 該当なし

宮城シマダヤ㈱ 古川市塚目字北原56 包装麺の揚げ玉 そうざい  なし 該当なし

宮城シマダヤ㈱ 古川市塚目字北原56 包装麺の天ぷら そうざい  なし 該当なし

京食品　株式会社 福岡市博多区光丘町１－２－４１ 厚焼き卵 惣菜類 無

京食品　株式会社 福岡市博多区光丘町１－２－４１ だし巻き 惣菜類 無

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 冷凍きんぴらごぼう そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 ｼｰﾌｰﾄﾞﾘｿﾞｯﾄ そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 ｽﾊﾟｲｼｰｶﾚｰﾗｲｽ そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 ﾄﾞﾗｲｶﾚｰ そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 野菜ぞうすい そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 しょうが焼肉丼 そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 明太子もんじゃ そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 ｽﾀﾐﾅにら玉丼 そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 四川風回鍋丼 そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 ビビンバ そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 八宝菜 そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 ほうれんそうの煮びたし そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 明太子ﾁｬｰﾊﾝ そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 山菜おこわ そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 えび玉ぞうすい そうざい類 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 餅入り鶏ぞうすい そうざい類 なし
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宮澤食品株式会社 新庄市大字泉田住環東194番地 野菜煮物 そうざい なし

みやさん食品㈱　新富工場 宮崎県児湯郡新富町大字新田１５３９
８

牛バラ大和煮 惣菜 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

一口唐揚 惣菜 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

酢鶏 惣菜 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

若鶏甘酢セット 惣菜 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

若鶏唐揚甘酢あんかけ 惣菜 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

チキン甘酢あんかけ 惣菜 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

鶏珍妙 惣菜 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

やわらかムネ唐揚げ 惣菜 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

モモプリ唐揚　６０ｇ 惣菜 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

和風ビーフ 惣菜 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

和風ビーフ　１２５ｇ 惣菜 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

和風ビーフ　Ｌ 惣菜 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

和風ビーフ　１ｋｇ 惣菜 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

和風焼肉 惣菜 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

油淋鶏 惣菜 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

竜田チキン 惣菜 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

てりごまチキン 惣菜 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

徳用唐揚 惣菜 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 やわらか酢鶏 惣菜 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 もつ煮 惣菜 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 鶏モモ南蛮Ｊ 惣菜 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 やわらかチキン南蛮 惣菜 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 チキン南蛮Ｎ 惣菜 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 鶏モモ南蛮ＳＮ 惣菜 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 チキン照焼９０ｇ 惣菜 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 チキン照焼１１０ｇ 惣菜 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 若鶏もも照焼 惣菜 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 一口チキン照焼 惣菜 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 チキン照焼（ダイス） 惣菜 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 ローストレッグ 惣菜 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 ジャンボローストレッグ 惣菜 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 ピザ照（醤油味） 惣菜 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 チキン照焼１６５ｇ(ｽﾗｲｽ) 惣菜 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 ピザ照Ｍ（醤油味） 惣菜 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 蒲焼鶏 惣菜 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 鶏肝煮 惣菜 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 鶏肝田舎煮ＫＯ 惣菜 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 鶏肝煮　５００ｇ 惣菜 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 豚生姜焼 惣菜 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 焼き肉－１００ 惣菜 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 うす切りチキン鉄板焼き 惣菜 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　５０ｇ 惣菜 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　１ｋｇ 惣菜 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－２７０ 惣菜 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 肉じゃが 惣菜 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 肉じゃが　２００ｇ 惣菜 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 肉じゃが　１ｋｇ 惣菜 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Ｈ 惣菜 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 梅そぼろ 惣菜 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 トッピング用牛肉 惣菜 無

武藤勉 亘理町荒浜字明神西205 そうざい そうざい なし 該当なし

村上京 岩沼市藤浪1-9-11 そうざい そうざい なし 該当なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ ワンタン そうざい半製品 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 肉うどんの具  ８０ｇ そう菜 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 すき焼風  牛丼 そう菜 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 牛バラ味付け加熱肉 そう菜 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 肉うどんの具 そう菜 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 バーガ焼肉 そう菜 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 牛カルビ焼肉辛口 そう菜 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 そぼろ そう菜 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 ジンギスカン丼 そう菜 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 牛味付焼肉 そう菜 なし

メガ食品株式会社 東京都 飾区西水元５－１３－１０ 焼そば そうざい類 なし なし

メガ食品株式会社 東京都 飾区西水元５－１３－１０ 焼うどん そうざい類 なし なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 牛丼 弁当類 なし

モガミフーズ株式会社 河北町谷地字鉾江96 ちゃんぽんの具 惣菜 なし

森井食品株式会社 奈良県桜井市河西 641 五目春雨 なし

モリヨシ（株）館林工場 群馬県邑楽郡板倉町除川字口伝936-1 肉使用そうざい そうざい なし

モリヨシ（株）館林工場 群馬県邑楽郡板倉町除川字口伝936-1 ゼラチン使用そうざい そうざい なし

モリヨシ（株）館林工場 群馬県邑楽郡板倉町除川字口伝936-1 タンパク加水分解物使用そうざい そうざい なし

モリヨシ（株）館林工場 群馬県邑楽郡板倉町除川字口伝936-1 牛脂使用そうざい そうざい なし

焼津中央水産(株） 志太郡大井川町藤守2293‐17 鮪のかま焼き 惣菜 無

山栄食品株式会社 御殿場市かまど１２５２ 合鴨野菜揚げ そうざい なし

山栄食品株式会社 御殿場市かまど１２５２ うなぎつくね串 そうざい なし
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山栄食品株式会社 御殿場市かまど１２５２ エルエムミートボール そうざい なし

山栄食品株式会社 御殿場市かまど１２５２ オムレツ そうざい なし

山栄食品株式会社 御殿場市新橋７６ 球かじりメンチカツパテ そうざい なし

山栄食品株式会社 御殿場市新橋７６ ササミチーズフライ そうざい なし

山栄食品株式会社 御殿場市かまど１２５２ つくね串 そうざい なし

山栄食品株式会社 御殿場市かまど１２５２ 軟骨入り肉団子 そうざい なし

山栄食品株式会社 御殿場市かまど１２５２ 平手徳用つくね串 そうざい なし

山栄食品株式会社 御殿場市かまど１２５２ ミートオムレツ そうざい なし

ヤマエ久野(株) 東区箱崎ふ頭六丁目８番５４号 味付け手羽もと 惣菜類 無

ヤマエ久野（株） 甘木市馬田下原３７２９－１ 揚げ出し豆腐 惣菜類 無

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ＩＹロールキャベツ そうざい なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ じっくり煮込んだロールキャベツ そうざい なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ チヂミトレー、下拵えチヂミ そうざい なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ロールキャベツ６０ｇ そうざい なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ロールキャベツ７０ｇ そうざい なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ Ｙロールキャベツ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ 赤鶏肉だんご　Ａ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ 赤鶏肉だんご　Ｂ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ 赤鶏肉ミートボール そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ 大きなロールキャベツ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ 上州赤鶏野菜だんご そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ 西友ロールキャベツ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ダイエー肉だんご そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ チキンロールキャベツ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ 肉詰しいたけフライ５５ｇ そうざい半製品 なし
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ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ 肉詰れんこんフライ６０ｇ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ベーコン巻ロールキャベツ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ベーコン巻ロールキャベツ６０
ｇ・７０ｇ・８０ｇ

そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ミニ八幡巻 そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ミニロールキャベツ そうざい半製品 なし

ヤマガタ食品株式会社 沼津市志下１０２－１ ロールキャベツ２０ｇ・４０ｇ・
６０ｇ・７０ｇ

そうざい半製品 なし

山形屋食品工業(株) 東京都調布市八雲台1-17-4 海苔ｽｰﾌﾟ そうざい なし

山形屋食品工業(株) 東京都調布市八雲台1-17-4 海苔佃煮 佃煮 なし

山川育夫 亘理町荒浜字築港通6-25 そうざい そうざい なし 該当なし

ヤマサ蒲鉾 飾磨郡夢前町 あったかおでん２種 おでんの具 なし

山崎製パン（株） 浜松市三島町２７６ コロッケ、カレー、メンチカツ そうざい 無

山崎製パン（株） 綾歌郡宇多津町680 弁当類 弁当 無

山崎製パン（株） 綾歌郡宇多津町680 弁当類 弁当 無

山崎製パン（株） 綾歌郡宇多津町680 弁当類 弁当 無

山崎製パン（株） 綾歌郡宇多津町680 弁当類 弁当 無

山崎製パン㈱ 東京都千代田区岩本町３－１０－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

山崎製パン㈱ 北海道恵庭市恵南１０－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

山崎製パン㈱ 長野県更科市大字雨ノ宮５３４－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

山崎製パン㈱ 神奈川県平塚市新町５－６０ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

山崎製パン㈱ 静岡県浜松市三島町２７６番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

山崎製パン㈱ 北海道恵庭市恵南１０－１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

山崎製パン㈱ 長野県更科市雨宮窪河原５３４－１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

山崎製パン㈱ 静岡県浜松市三島町２７６ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 食堂用カレー そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 牛煮込みカレー そうざい類 なし
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山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ カレーフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 焼きカレーパン用カレー そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 給食カレー（中辛、辛口） そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ デミソース そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ シーフードピザ そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ スティックミートコロッケ そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 　ビーフカレー（中辛、辛口） そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 中華カレーフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 中華ピザフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ カレーピラフの素 そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ タコライスの素 そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ ジャンボメンチカツ そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ キャベツメンチ そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ ジャンボ肉ジャガコロッケ そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 牛肉コロッケ そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ ミートソースフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ 中華カレーフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ スパイシーカレーコロッケ そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ きのこカレー そうざい類 なし

山崎製パン㈱伊勢佐木工場 群馬県伊勢崎市粕川町１８０１ メンチカツ そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 食堂用カレー そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 牛煮込みカレー そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ カレーフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 焼きカレーパン用カレー そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 給食カレー（中辛、辛口） そうざい類 なし
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山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ デミソース そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ シーフードピザ そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ スティックミートコロッケ そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 　ビーフカレー（中辛、辛口） そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 中華カレーフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 中華ピザフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ カレーピラフの素 そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ タコライスの素 そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ジャンボメンチカツ そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ キャベツメンチ そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ジャンボ肉ジャガコロッケ そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 牛肉コロッケ そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ミートソースフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 中華カレーフィリング そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ スパイシーカレーコロッケ そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ きのこカレー そうざい類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ メンチカツ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 揚げ小茄子 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あさりオクラ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ アサリとエビのごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわい卯の花 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわいがんもの煮付け そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわいキンピラ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわい高野豆腐の含め煮 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわい小松菜と揚げの煮物 そうざい類 なし
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ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわい里芋の煮ころがし そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわい白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわい肉じゃが そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ あじわいほうれん草ごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ アスパラクラッシュピーナッツ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ アスパラごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ アスパラ胡麻和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ アスパラピーナッツ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 甘海老のさびとろ和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ イイダコ菜の花わさび和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ いかずんだ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 煎りたてクルミの白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ インゲンごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ インゲン煮びたし そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 枝豆五色煮 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 枝豆五目 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ オクラ高野の煮物 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ オクラごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ オクラ煮びたし そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ お通しＥﾐﾆがんも煮付け そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ お通しＥﾐﾆ筍とﾌｷの煮物 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 貝ひもとインゲンのごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ｶｯﾄｵｸﾗ9mmごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ カットオクラの煮びたし そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ カニオクラ そうざい類 なし
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ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ かにと菊の酢のもの そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ からし菜の花 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ カリフラワーのごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ がんもの煮物 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 菊菜白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 菊菜ごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 菊のごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 菊花酢の物 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 菊花煮びたし そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 刻み椎茸 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ きぬさやごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 絹さや八方寄せ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 牛肉きんぴら そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 京風オクラごま白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 京風さつま芋白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 京風たけのこ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ クラゲのピーナッツ合え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 栗ときのこの白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 国産ほうれん草お浸し そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 国産ほうれん草ごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 国産ほうれん草白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 小茄子ごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 小鉢ベース そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 小松菜菊ごまあえ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 小松菜白和え そうざい類 なし
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ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 小松菜煮びたし そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ごま豆腐合え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 五目煮豆 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 五目ひじき そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 里芋そぼろ煮 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ サンマ南蛮 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 春菊のお浸し そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 末広牛蒡 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ すしの花 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 千切りオクラの煮びたし そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 惣菜昆布巻 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ソフトごま豆腐 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ たたき牛蒡 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 小さなオクラの胡麻和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 小さなオクラの煮びたし そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 中華五色 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ツナ＆オクラ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ツナ＆ブロッコリー そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ツナひじきの生姜豆腐 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ナスとインゲンのごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 菜の花ごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 菜の花白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 菜の花はまぐり そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ニンニクの芽のごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ネギ巻きインゲンごま和え そうざい類 なし

297 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 浜炊きホタテ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ひじきサラダ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ふくろ茸ごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ フレッシュ肉じゃが そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 穂先竹の子の土佐煮 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 舞茸インゲンのごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 舞茸ごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 蒸し鶏のごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 紫芋の豆腐和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 面取りオクラごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ モロヘイヤごま和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 野菜の炊き合わせ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 湯葉ごま味噌和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 湯葉しめじ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ゆばと枝豆の白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 湯葉菜の花 そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 湯葉八方寄せ そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ ゆばひじき白和え そうざい類 なし

ヤマダイ食品株式会社 四日市市富田２－８－１９ 若もろこしの土佐煮 そうざい類 なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ 味付けめかぶ そうざい なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ 味付けめかぶ三杯酢 そうざい なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ 味付けもずく三杯酢 そうざい なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ 味付けもずく土佐酢 そうざい なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ 洗いもずく そうざい なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ 黒酢もずく そうざい なし
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山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ のり入り味付けめかぶ そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 青の洞窟　ペペロンチーニ そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 青の洞窟　ジェノべーぜ そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 日清つゆ濃厚３倍 そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ゆでｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨNEW　 TYPEたらこ
生風味

そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ゆでｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ　たらこ生風味 そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ゆでｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ　ナポリタン そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 こくとうまみのパスタ御膳 そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 アルデンティーノ　トマトベーコ
ン

そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 アルデンティーノ　ペペロンチー
ニ

そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 アルデンティーノ具たっぷりたら
こ生風味

そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 アルデンティーノ　たらこ生風味 そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 アルデンティーノ　ミートソース
ボロニア風

そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951586焼き肉のたれ そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 日生協たらこソース そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ステーキソース　デミグラスタイ
プ

そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 945204のり佃煮 そうざい なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 945026のり佃煮 そうざい なし

大和食品㈱ 福井県武生市矢放町１６－２ 温泉卵 そうざい なし

山本食品株式会社 尼崎市猪名寺１―３２―２３ ミンチカツ そうざい類 なし

山本食品株式会社 尼崎市猪名寺１―３２―２３ ビーフコロッケ そうざい類 なし

ヤマモト食品株式会社 青森市大字野内字浦島５６ー１ 味よし、ねぶた漬、特撰ねぶた
漬、ミニねぶた漬、子っこちゃ
ん、ほたて御殿、ねぶた松前漬

そうざい なし

ヤマモト食品株式会社 青森市大字野内字浦島５６ー１ 数の子醤油漬、ダイヤ漬、松茸ダ
イヤ、ミニダイヤ、ねぶた祭り、
Ｇｏｌｄ数の子醤油漬

そうざい なし
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ヤマモト食品株式会社 青森市大字野内字浦島５６ー１ かずのこ太郎 そうざい なし

ヤマモト食品株式会社 青森市大字野内字浦島５６ー１ チーズデリシャス そうざい なし

ヤマモト食品株式会社 青森市大字野内字浦島５６ー１ つる太郎、ねぶた一番づけ そうざい なし

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤハヤシビーフ№１ そうざい類 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 Ｍコンソメスープ そうざい類 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤカレー通ビーフカレー そうざい類 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 Ｍカレースープ そうざい類 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 コンチネンタルカレー そうざい類 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 Ｍ和風スープ そうざい類 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 Ｍチゲスープ そうざい類 無

ヤマロク山本水産（株） 焼津市焼津3－5－31 牛すじ肉 惣菜 無

ヤマロク山本水産（株） 焼津市焼津3－5－31 もち入り巾着 惣菜 無

ヤヨイ食品株式会社 清水市永楽町３－５ ＰＲチヂミ串 そうざい なし

ヤヨイ食品株式会社 清水市永楽町３－５ 海老のゆば包み そうざい なし

ヤヨイ食品株式会社 清水市永楽町３－５ 里芋ボール そうざい なし

ヤヨイ食品株式会社 清水市永楽町３－５ ミニスコッチエッグ そうざい なし

ヤヨイ食品株式会社 清水市永楽町３－５ 野菜つくね串（たれ焼き） そうざい なし

ユアーズパートナー株式会社 富里町第二工業団地内7街区1番 そうざい類 そうざい類 無

有限会社青木よせもの店 東京都中央区築地６－１８－４ 牛ベーコン巻ステーキ そう菜 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 １４０円ハンバーガー そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 メンチカツロール（自販機用）他
３品目

そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 味わい惣菜パンコーンハムサラダ
他１品目

そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 焼ビビンバおにぎり そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 チキンカレーパン そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 ライスバーガー（焼肉） そうざい類 無
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ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 ライスバーガー（生姜焼） そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 ￥８８カレーパン　他２品目 そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 ピザまん５個入 そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 アジアンピロシキ そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 カレードーナッツ（甘口）自販機
用

そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 エコカレーパン　他２品目 そうざい類 無

ユアサ・フナショク株式会社　高
瀬工場

船橋市高瀬町６番地 北海道ほくほくコロッケパン市販
他１品目

そうざい類 無

ユーアールエー 津名郡東浦町 佃煮 そうざい なし

ユーアールエー 津名郡東浦町 ハンバーグ そうざい なし

有限会社石甚商店 江戸川区江戸川６－１２－１３ そうざい類 そうざい なし

（有）ｲﾁﾊﾞﾔｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 佐用郡佐用町 そうざい なし

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

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

ゆーき食品株式会社 富山県高岡市川原本町１０－９ ハンバーグ類 そうざい なし

ゆーき食品株式会社 富山県高岡市川原本町１０－９ ミートソース そうざい なし

ゆーき食品株式会社 富山県高岡市川原本町１０－９ 満点コロッケ そうざい なし

有限会社　土士田漬物店 茅ヶ崎市新栄町１０－７ メンチカツ 総菜 なし

有限会社　マックスプロダクト 今治市郷本町３丁目１－８ やわらか牛焼重 惣菜類 無

有限会社旭川お城の鯉寿し 旭川市忠和６条７丁目１番１７号 そうざい類 そうざい なし

有限会社安比まいたけ 安代町字田の沢123-3 安比まいたけしぐれ煮 そうざい 無

有限会社安比まいたけ 安代町字田の沢123-3 安比まいたけビビンバ そうざい 無

有限会社安比まいたけ 安代町字田の沢123-3 安比まいたけこんぶ煮 そうざい 無

有限会社アンド・ワン 福岡市西区福重1-1-39 弁当 弁当 無

有限会社カネイ三協農水 旭川市住吉町６条３６０３番地の３ そうざい類 そうざい類 なし

有限会社コーワフーズ 東京都練馬区高野台２－１３－１６ 牛もつ煮込み そうざい なし
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え

有限会社古賀食鳥 佐賀市高木瀬西3-9-25 新つくね 惣菜類 無

有限会社こじま亭 福岡市中央区平尾四丁目８番１８号 そうざい 惣菜類 無

有限会社互商工場 山形県山形市深町1-9-10 メンチカツ そうざい なし

有限会社ゴトウ 東京都目黒区自由が丘２－１５－７ ハンバーグ そうざい なし 実施（牛
コンソメ
をトリコ
ンソメに
変更し
た）

有限会社ゴトウ 東京都目黒区自由が丘２－１５－７ 牛こま肉中華炒め そうざい 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

麻婆豆腐 そうざい 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

麻婆なす そうざい 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

焼き鳥 そうざい なし

有限会社澤村食品 東京都世田谷区給田３－３３－１０ こんにゃく そうざい類（そ
うざい半製品）

なし

有限会社澤村食品 東京都世田谷区給田３－３３－１１ しらたき そうざい類（そ
うざい半製品）

なし

有限会社澤村食品 東京都世田谷区給田３－３３－１２ ところてん そうざい類（そ
うざい半製品）

なし

有限会社サンフーズ 徳島市中昭和町３丁目４８ サラダ２品目 惣菜類 無

有限会社自由が丘ブラン 東京都世田谷区用賀３－３－２３ ハンバーグ そうざい類 なし

有限会社自由が丘ブラン 東京都世田谷区用賀３－３－２４ 牛肉の赤ワインソース そうざい類 なし

有限会社自由が丘ブラン 東京都世田谷区用賀３－３－２５ ビーフストロガノフ そうざい類 なし

有限会社総合農舎山形村 山形村大字霜畑12-105 赤べこそぼろ そうざい 無

有限会社第一食品工業 一関市赤荻字荻野429-2 前沢牛シュウマイ そうざい 無

有限会社中央食品 郡山市富久山町久保田字下河原５３ ガーリックステーキ そうざい 無

有限会社中央食品 郡山市富久山町久保田字下河原５３ すき焼き鍋 そうざい 無

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ とっから漬け そうざい なし

有限会社ビクトリーホール 東京都目黒区南２－８－６ チンジャオロース そうざい なし

有限会社ビクトリーホール 東京都目黒区南２－８－６ ステーキ そうざい なし

有限会社福田パン 盛岡市長田町１２－１１ ランチャーピザパン 弁当 無
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え

有限会社藤原食品 大船渡市大船渡町字明神前23-4 味付かんぴょう そうざい 無

有限会社松田青果 山形県山形市長町三丁目7―24 うまいもん そうざい なし

有限会社丸大牛肉店 山形県上山市十日町6-1 牛肉こぶ巻 そうざい なし

有限会社丸大牛肉店 山形県上山市十日町6-1 牛肉八幡巻 そうざい なし

有限会社丸大牛肉店 山形県上山市十日町6-1 牛肉佃煮 そうざい なし

有限会社マルヨーのり製造所 富津市大堀１０２９－５０７ のり佃煮・あさり味噌 佃煮 無

有限会社みやけ食品 中蒲原郡亀田町大月３－８－４ ＦＰシェフのオムレツ 総菜 不明 有※ マーガリ
ン（牛
脂）

有限会社みやけ食品 中蒲原郡亀田町大月３－８－３ 卵焼き他 総菜 なし

有限会社 勝田食品 滋賀県滋賀郡志賀町北小松１０９９－
６

おかず巻　鮭昆布巻 そうざい なし

有限会社 勝田食品 滋賀県滋賀郡志賀町北小松１０９９－
６

おかず巻　にしん昆布巻 そうざい なし

有限会社 勝田食品 滋賀県滋賀郡志賀町北小松１０９９－
６

おかず巻　マス昆布巻 そうざい なし

有限会社 勝田食品 滋賀県滋賀郡志賀町北小松１０９９－
６

たら昆布巻 そうざい なし

（有）小林久商店 城崎郡竹野町 牛肉佃煮 そうざい なし

(有)さとう食品 米沢市木場町１－７ からかい煮 惣菜 なし

(有)さとう食品 米沢市木場町１－７ 米沢牛牛丼の素 惣菜 なし

(有)さとう食品 米沢市木場町１－７ 米沢牛入りいも煮会 惣菜 なし

(有)さとう食品 米沢市木場町１－７ 米沢牛大和煮 惣菜 なし

（有）末広物産 糟屋郡粕屋町大字内橋137-1 車えびの味噌漬 惣菜類 無

（有）末広物産 糟屋郡粕屋町大字内橋137-1 車えびのワイン漬 惣菜類 無

（有）ノリ上食品開発 龍野市誉田町 コラーゲン なし

ユーハイム　本店 中央区元町通１－４－１３ カレー そうざい なし 　

ユーハイム　本店 中央区元町通１－４－１３ デミグラスソース そうざい なし 　

ユーハイム　本店 中央区元町通１－４－１３ ロースビーフ そうざい なし 　

ユーハイム　本店 中央区元町通１－４－１３ ソーセージ そうざい なし 　

ユーハイム　本店 中央区元町通１－４－１３ ビーフシチュー そうざい なし 　
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（有）浜口商店 名取市閖上4-14-7 そうざい そうざい なし 該当なし

（有）浜口商店 名取市閖上字鶴塚74-2 そうざい そうざい なし 該当なし

(有)森山食品 名古屋市中川区小本本町１－６９ 伊勢ひじき豆 そうざい類 なし

(有)森山食品 名古屋市中川区小本本町１－６９ お得な切干大根 そうざい類 なし

(有)森山食品 名古屋市中川区小本本町１－６９ 五目金平 そうざい類 なし

(有)森山食品 名古屋市中川区小本本町１－６９ しめじひじき そうざい類 なし

(有)森山食品 名古屋市中川区小本本町１－６９ 和風ひじき そうざい類 なし

（有）門馬うなぎ店 亘理町荒浜字篠子橋80-3 そうざい そうざい なし 該当なし

有楽調理食品株式会社 宝塚市高松町２－１２ カレーうどん そうざい 無

雪印食品㈱ 札幌市西区発寒１２条１４丁目１０７
６－５

トンカツ，ハンバーグ類 そうざい なし

雪印食品㈱ 札幌市西区発寒１２条１４丁目１０７
６－５

ちゃんこ鍋セット そうざい なし

豊創フーズ（株） 文京区関口１－１３－９ 牛スープ そう菜 無 有

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 海老ニラチヂミセット そうざい半製品 無

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 ニラ豚チヂミセット そうざい半製品 無

湯本富士屋ホテル 箱根町湯本２５６－１ ビーフカレー そうざい なし

湯本富士屋ホテル 箱根町湯本２５６－１ ビーフシチュー そうざい なし

湯本富士屋ホテル 箱根町湯本２５６－１ チキンカレー そうざい なし

湯本富士屋ホテル 箱根町湯本２５６－１ 牛バラ煮込み餡 そうざい なし

由利食品工業株式会社 本荘市石脇字赤禿１－１７８ メンチカツ８０ そうざい半製品 無

由利食品工業株式会社 本荘市石脇字赤禿１－１７８ 和牛メンチカツ８０ そうざい半製品 無

横山食品㈱ 札幌市白石区平和通１４北４－１ ピザ そうざい半製品 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ キャベ丸くんキット そうざい なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 牛肉あまから煮 そうざい なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ グリルチキンハーブトマト そうざい なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 御殿場高原牛肉のじっくり煮 そうざい なし

304 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 御殿場高原豚角煮 そうざい なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ じっくり旨煮 そうざい なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 地ビール仕込みのデミシチュー そうざい なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 酢豚の肉 そうざい なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ マザーシェフビーフシチュー そうざい 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 ６１９１４　キャベ丸くん そうざい なし

米山食品株式会社 江東区東砂６－４－３ ポテトサラダ 惣菜 無

米山食品株式会社 江東区東砂６－４－３ さつま芋サラダ 惣菜 無

米山食品株式会社 江東区東砂６－４－３ コンビーフサラダ 惣菜 無

米山食品株式会社 江東区東砂６－４－３ マセドアンサラダ 惣菜 無

米山食品株式会社 江東区東砂６－４－３ ポテトサラダ 惣菜 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 おつまみビビンバ そうざい 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 きのこ炒め そうざい 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 新じゃがの甘辛ｿｰｽ和え そうざい 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 チビッコメンチ そうざい 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 ねぎﾁｬｰｼｭｰ用野菜セット そうざい 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 春雨中華サラダ そうざい 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 マカロニサラダ そうざい 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 明太子パスタサラダ そうざい 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 ｶﾆｸﾘｰﾑコロッケ そうざい半製品 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 生餃子 そうざい半製品 無

ﾗｲﾗｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 北海道白老郡白老町字石山６８番地９ 玉子焼き そうざい類 なし

ﾗｲﾗｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 北海道白老郡白老町字石山６８番地１
０

ｸﾞﾗﾀﾝ、ﾄﾞﾘｱ そうざい類 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ 肉餃子ふかひれ入り 惣菜 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ 肉焼売ふかひれ入り 惣菜 なし
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楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ えび入り肉餃子 惣菜 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ えび入り肉焼売 惣菜 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ ＣＯＯＰ黒豚焼売（ＰＢ） 惣菜 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ チルド黒豚餃子 惣菜 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ チルド黒豚焼売 惣菜 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ 黒豚餃子 惣菜 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ 黄色い皮の焼売 惣菜 なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ チルドワンタン 惣菜 なし

楽陽食品㈱北海道工場 小樽市桂岡町３－５ チルド黒豚焼売 そうざい 無

楽陽食品㈱北海道工場 小樽市桂岡町３－５ たこ焼売 そうざい 無

楽陽食品㈱北海道工場 小樽市桂岡町３－５ 黒豚餃子 そうざい 無

楽陽食品㈱北海道工場 小樽市桂岡町３－５ チルド黒豚餃子 そうざい 無

利恵産業(株) 相模原市大野台３－１３－３２ コロッケ そうざい類 なし

利恵産業(株) 相模原市大野台３－１３－３２ グラタン そうざい類 なし 　

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 広島風お好み焼き そうざい なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 海老マカロニグラタン そうざい なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 ベビーホタテのドリア そうざい なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 粗挽きウインナー＆唐揚げ そうざい なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 おろしハンバーグ そうざい なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 チーズハンバーグセット そうざい なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 大玉たこ焼き そうざい なし

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 ＲＣＨマナールカレー　他１品目 そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 コーンスープ そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 クリームシチュー　他１品目 そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 サルサボロネーゼ　他２品目 そうざい類 無
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ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 欧風ビーフカレー　他７品目 そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 カルボナーラ　他３品目 そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 ボロネーゼ　他２品目 そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 ＲＣＨチキンキーマカレー そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 ＲＣＨパンジャブカレー そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 ショップ用きのこクリームソース
（ロイヤルデリカ）　他１品目

そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 ショップ用ミネストローネ（ロイ
ヤルデリカ）　他１品目

そうざい類 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 関西空港（カレーベース）　他３
品目

そうざい類 無

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊ海老ドリア そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊ角切りポークカレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊカルビー・カレー風味ドリア そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊキーマカレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊこんがりチキンドリア そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊシチューパイ（きのこクリー
ム）

そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊシチューパイ（ビーフシ
チュー）

そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊジャーマンハンバーグ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊソーセージカレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊソーセージポトフ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊ高菜ピラフドリア そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊチキンカレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊチキンドリア そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊハヤシビーフ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊビーフカレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊビーフシチュー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊビーフストロガノフ そうざい なし
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ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊミックスウィンナーグリル そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊミックス野菜カレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊミラノ風グラタン そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ Ｊ和風ハンバーグ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ イタリアンハンバーグ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 海の幸と明太子スパゲティサラダ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 海老ドリア そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 牛肉のシチュートマト風味 そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ グリルポークのサラダ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ シーフードドリア そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ シチューパイ（ストロガノフ） そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ジャーマンハンバーグ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ スモークサーモンのサラダ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ソーセージグリル そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ タンシチュー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ チキンカレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ チキングリル（デミソース） そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 生ハムのサラダ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ハヤシビーフ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ビーフカレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ビーフシチュー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ビーフシチューパイ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ビーフストロガノフ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 森のきのこと鶏肉のサラダ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 焼豚の香味野菜風マリネ そうざい なし
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ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 野菜カレー そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ローストポークサラダ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ローストポークの梅肉サラダ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ローストポークのジュレドサラダ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ ロールキャベツ そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 若鶏とりんごのソティカレー風味 そうざい なし

ローマイヤー（株） 東京都目黒区目黒３－９－１ 和風ハンバーグ そうざい なし

ワーカーズコレクティブ　まめ 東京都板橋区南常盤台２－６－５ コロッケ そうざい 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 梨酢甘らっきょう そうざい類 無

渡辺周昭 茨城県日立市久慈町３－４－３ マーボ豆腐 そうざい 無

わらべや関西（株）摂津工場、滋
賀工場、堺工場を含む

摂津市鳥飼上２－１－３ 弁当類２７種類 仕出し弁当 無

わらべや関西（株）摂津工場、滋
賀工場、堺工場を含む

摂津市鳥飼上２－１－３ おにぎり類１６種類 仕出し弁当 無

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 ウナギの蒲焼き そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 ウナギ丼 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 カニ蒲鉾 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 カニ蒲鉾（ドレッシング） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 かに玉丼 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 カルビ丼 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 きくらげサラダ そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 そぼろ飯 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 ちらし寿司 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 トンカツ（衣） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 ひじき煮 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 ホッキ貝サラダ そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 ミートスパゲティーサラダ そうざい なし
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愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 巻きずし（卵） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 鶏くらげサラダ そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 昆布巻き そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 鯖煮付け そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 寿司（ウナギ）たれ そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 寿司（かにかまぼこ） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 寿司（ヒレカツ巻き） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 寿司（伊達巻き） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 寿司（海老カツ巻） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 松茸ご飯 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 中華サラダ そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 天ぷら そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 唐揚げ（衣及び漬け込みタレ） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 白和え そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 幕の内弁当（コロッケ） そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 丼全般 そうざい なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 タレ漬け肉（焼肉用） そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 タレ漬け肉（焼肉用） そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 チキンナゲット そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 つみれ そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 トンカツ そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 ハモのすり身 そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 魚のムニエル そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 魚フライ そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 鶏の照焼 そうざい半製品 なし
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愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 唐揚げ そうざい半製品 なし

愛彩フレッシュセンター 福知山市多保市手次106 豚肉みそ漬け そうざい半製品 なし

綾部魚菜株式会社 綾部市駅前通３９番地 そうざい そうざい なし

安達　恵永子 大阪府東大阪市長堂２－１０－２５ パン（ハム類、カレー） 惣菜パン なし

安洋冷蔵（株）八戸工場 八戸大字白銀町字昭和町２－３ 柚庵漬（銀むつ、銀たら） そうざい半製品 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 ハッシュドビーフ そうざい（煮
物）

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 旨仕立て煮豚 そうざい（煮
物）

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 牛すじコンニャク そうざい（煮
物）

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 牛すじ煮 そうざい（煮
物）

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 業務用牛すじ煮 そうざい（煮
物）

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 牛すじ煮・1kg そうざい（煮
物）

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 やわらか焼鶏 そうざい（焼
物）

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 らく楽ｷｯﾁﾝお弁当応援団焼き肉
カツ

そうざい（揚げ
物）

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 業務用チキンドック そうざい（揚げ
物）

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 らく楽ｷｯﾁﾝお弁当応援団ミニメ
ンチカツ

そうざい（揚げ
物）

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 業務用大判メンチカツ そうざい（揚げ
物）

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 らく楽ｷｯﾁﾝお弁当応援団焼き肉
カツ

そうざい（揚げ
物）

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

ビーフシチューパイ そうざい 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

あさりクリームシチューパイ そうざい なし

伊藤英子 亘理町吉田字宮前58-1 そうざい そうざい なし 該当なし

伊藤製パン㈱ 岩槻市末田２３９８－１ カレーパン 惣菜パン なし

伊藤製パン㈱ 岩槻市末田２３９８－１ 惣菜パン 惣菜パン なし

磯じまん㈱ 大阪市都島区友淵町２－９－１９ えのき佃煮 惣菜 なし

磯じまん㈱ 大阪市都島区友淵町２－９－１９ のり佃煮 惣菜 なし

磯じまん㈱ 大阪市都島区友淵町２－９－１９ なめたけ 惣菜 なし
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磯じまん㈱ 大阪市都島区友淵町２－９－１９ 肉みそ 惣菜 なし

磯じまん㈱ 大阪市都島区友淵町２－９－１９ ラーメンメンマ 惣菜 なし

磯じまん㈱ 大阪市都島区友淵町２－９－１９ かにのり 惣菜 なし

遠藤正 名取市閖上6-33-20 そうざい そうざい なし 該当なし

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 カボチャのグラタン そうざい 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 茄子のグラタン そうざい 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 自家製ラタトゥーユ そうざい 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 夏野菜のカポナータ そうざい 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 若鶏のチリソース和え そうざい 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 ビーフシチュー そうざい 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 チリコン そうざい 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 自家製どて焼（白みそ）こんにゃ
く入

そうざい 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 ミートラザニア そうざい 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 ビーフカツレツ そうざい 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 ビーフカツレツ そうざい 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 牛スジ煮込み（こんにゃく入） そうざい 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 ミートソース（ＤＪＰＢ） そうざい 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 鴨とフォアグラのテリーヌ そうざい 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 若鶏のガランティーヌ そうざい 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 鶏ときのこのテリーヌ そうざい 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 手作りれんこんコロッケ そうざい なし

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ 辛みそミミガー 惣菜類 無

沖縄ハム総合食品株式会社 読谷村字座喜味２８２２－３ チキンカレー 惣菜類 無

河原　三郎 大阪府東大阪市友井２－１１－５ パン（ハム類、カレー） 惣菜パン なし

階上キユーピー（株） 三戸郡階上町大字角柄折字新沼館９－
１５９

スパイシーソース、デミグラス
ソース、FKッビーフシチュー

そうざい なし
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角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ えびたま焼きビーフン そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ グラタン＆ナポリタン そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ クリーミーパスタサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ グリーンサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ ごぼうサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ サーモンとチーズポテトのサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ たっぷりコーンサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ バラエティサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ ほうれん草のシーザーサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ 伊勢ひじききのこ煮 そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ 海のミネラルサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ 蝶々パスタのクリーミーサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ 肉じゃが そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ 明太パスタサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ 野菜たっぷり豚汁 そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ 冷たいトマトのパスタサラダ そうざい類 なし

角井食品㈱ 宇治市槇島町目川８０－２ 和風デリシャスドレッシング そうざい類 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ ３０ｇ黒豚餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ えび入り肉焼売 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ えび入り肉餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ おでん焼売 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ きのこ餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ グリーン餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ チルドワンタン そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ チルド黒豚焼売 そう菜半製品 なし
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楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ チルド黒豚餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ チルド点心肉餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ チルド点心野菜餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ チルド肉餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ チルド肉餃子（黒豚肉使用） そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ チルド野菜餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ ヨシケイ海老焼売 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ ヨシケイ海老餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ ヨシケイ水餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 栄進大陸餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 横浜ポーク焼売 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 高瀬横浜ポーク焼売 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 高瀬上海焼売 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 黒豚餃子 そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 点心ワンタン そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 肉焼売ふかひれ入り そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 肉餃子ふかひれ入り そう菜半製品 なし

楽陽食品㈱秩父工場 吉田町久長２０６ 伯養軒珍珠丸子 そう菜半製品 なし

株式会社　ｱｻﾀﾞﾔｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 金沢市南塚町５８ 牛肉くるみ そうざい類 なし

株式会社　ｱｻﾀﾞﾔｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 金沢市南塚町５８ 鯛の子旨煮 そうざい類 なし

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

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

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

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ミニオムライス 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 きのこハヤシオムライス 惣菜（弁当）類 無
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株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 天重 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 焼肉丼 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 行楽用俵弁当 惣菜（弁当）類 無

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

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ＸＯ醤焼肉弁当 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 牛カルビ丼 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ねぎ塩カルビ弁当 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 鮭チャーハン＆豚丼 惣菜（弁当）類 無

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

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 チキンカツサンド 惣菜（弁当）類 無

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

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

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ソース焼そば 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 幕の内おにぎり 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 おにぎりランチ 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 豚ロースカツ重 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 牛カルビ＆かつ丼 惣菜（弁当）類 無

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

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 たっぷり牛焼肉弁当 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ボリュームカレー 惣菜（弁当）類 無

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

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

惣菜（弁当）類 無

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

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

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 豚エオースカツ重 惣菜（弁当）類 無
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株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 おにぎり（梅） 惣菜（弁当）類 無

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

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

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 焼き魚弁当 惣菜（弁当）類 無

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

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 網焼きステーキ重 惣菜（弁当）類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 牛丼 惣菜（弁当）類 無

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

株式会社　カキヤ 白石市福岡八宮字青木下２６番地 のり佃煮 そうざい なし 該当なし

株式会社　コープフーズ　海老名
工場

海老名市本郷２６９６ 餃子の具等 惣菜半製品 なし

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 肉じゃが 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 いかと里芋の煮物 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 筑前煮 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 金平ごぼう 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 ごぼうこんにゃく 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 おでん 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 弁当キット幕の内鮭 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 から揚げ弁当キット 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 おかずセット和風 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 丸コロッケ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄ創業祭盛り合せ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 弁当キット幕の内（エビフライ） 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 シューマイサラダ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 茶碗蒸し 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 弁当キット幕の内（鶏照焼き） 惣菜 無
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株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 酢豚弁当キット 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 栄養こだわり（鉄分） 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 牡蠣フライ弁当キット 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 牛肉弁当キット 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄ和風弁当キット 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 棒々鶏サラダ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 大根とじゃこの入りサラダキット 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄフラワー３、４、６、８本 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 ペアーサラダ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 カップサラダツナ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 カップサラダコーン 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 カニ風味ポテトサラダ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 ゴボウサラダ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 緑黄色野菜サラダ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 ほうれん草とごぼうのサラダ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 サラダくらげ中華 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄランチサラダ巻きセットミニ 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄサラダ助六 惣菜 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 地鶏＆そぼろ弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 焼きそば＆俵むすび弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 味めぐり弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 特注弁当（助六） 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 から揚げ弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 のり弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 栄養こだわり弁当（鉄分） 惣菜（弁当） 無
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株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 パーティー寿司　松 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 稲荷　５ヶ、８ヶ、１０ヶ 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 五目稲荷 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 ミニ助六 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 助六Ｂ 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 ジャンボ助六 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 寿司盛合せ（雅） 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄ稲荷３ヶ、５ヶ、６ヶ、７ヶ 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄランチ太巻稲荷ミニ 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄランチサラダ巻きセットミニ 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄランチ地鶏巻きセット 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄ助六（小） 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄ押寿司盛り合せミニ 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄ伊達巻盛り合せ 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄランチ助六 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 巻き寿司（椎茸なし） 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 巻き寿司（２本） 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄ盛り合せ（十五市） 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄ太巻き６本 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 ジャンボ稲荷五目 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 爆弾おむすび 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 おにぎりバスケット 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 特注弁当（俵おにぎり） 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 手まり弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 特注弁当（鮭弁当） 惣菜（弁当） 無
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株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 ひじき御飯弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 栄養にこだわった弁当（食物繊
維）

惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 Ｄおにぎり弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 プチかしわ飯弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 プチレディース鮭弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社　ダイエットクック都城 宮崎県都城市野々美谷町７６６番地 手巻き（ツナ入り） 惣菜（弁当） 無

株式会社　ナチュラルシェフ　専
光寺工場

金沢市専光寺町ニ３１ すき焼風煮 そうざい類 なし

株式会社　ナチュラルシェフ　専
光寺工場

金沢市専光寺町ニ３１ 牛ももカレー煮 そうざい類 なし

株式会社　ナチュラルシェフ　専
光寺工場

金沢市専光寺町ニ３１ 肉じゃが そうざい類 なし

株式会社　ハチバンｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１－９９－１ オイスター炒めパック そうざい類 なし

株式会社　ハチバンｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１－９９－１ レバニラ炒めパック そうざい類 なし

株式会社　ハチバンｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１－９９－１ 上海焼きそばパック そうざい類 なし

株式会社　ハチバンｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１－９９－１ 味付け牛肉パック そうざい類 なし

株式会社　フカベエッグ 東諸県郡高岡町大字花見1720－7 卵焼き類 惣菜類 無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ ボリュームメンチカツ 惣菜 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ ハムポテトサラダ 惣菜 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ たっぷりほくほくタマゴ 惣菜 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ コーンビーフポテトサラダ 惣菜 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 田舎しめじ 惣菜（おにぎ
り）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 田舎鶏五目 惣菜（おにぎ
り）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 忍法帳いくら 惣菜（おにぎ
り）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 田舎おむすび類 惣菜（おにぎ
り）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 田舎おむすびわかめごはん 惣菜（おにぎ
り）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 田舎おむすびしめじごはん 惣菜（おにぎ
り）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 忍法帳紀州梅 惣菜（おにぎ
り）

　無

319 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 紅鮭幕の内 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ スーパー幕の内弁当類 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 忍法帳牛焼肉 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ ライスバーガー 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 大盛牛カルビ弁当類 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 洋食ミックス弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 三色鶏弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ オムハヤシ 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ SPオムハヤシ 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ サラダ巻き 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ フレッシュ巻き寿司セット 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 田舎おむすび　鶏五目 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ サケ幕の内弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ そぼろ弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 牛カルビ弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 江戸前にぎり 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ スペシャルオムハヤシ類 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ いなり３ケ入り類 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 助六 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 海苔ミックス弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ ハンバーガー 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ チーズハンバーガー 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ ビッグバーガー 惣菜（弁当） 　無

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ 寄せ鍋セット 総菜半製品 なし

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ ハンバーグ 総菜半製品 なし
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株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ 国産牛チゲ鍋セット 総菜半製品 なし

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ 牛ﾓﾂ鍋セット 総菜半製品 なし

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ 牛肉のイタリアン煮込み 総菜半製品 なし

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ さつま黒豚鍋セット 総菜半製品 なし

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ 国産牛ネギみそカルビ 総菜半製品 なし

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ 鶏肉とｸﾙﾐのピリ辛ソース炒め 総菜半製品 なし

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ 牛ひとくち焼き肉 総菜半製品 なし

株式会社　フジ食品（湘南工場） 平塚市真土４８５ 牛一口ジャリアピニステーキ 総菜半製品 なし

株式会社　フランソワ長崎工場 長崎県諌早市津久葉町２７８－９ パティ 惣菜 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　昆布風味 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　柿風味 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　パイン風味 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　柿風味お手ごろ 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　昆布風味　お手ごろ 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　柿風味　全糖 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　昆布風味　全糖 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 浅漬たくあん 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 甘口たくあん 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 美し大根 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ かつおたくあん 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　割 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 紀の川　コロコロ 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ サクラ漬 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ 千切大根 惣菜（漬物） 無

株式会社　ふるかわフーズ 宮崎県都城市梅北町６６９１－７ マイルド伊勢 惣菜（漬物） 無
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株式会社　やまか生鮮センタ― 藤沢市藤沢２－２－２８ コロッケ 総菜 なし

株式会社　わらびの里 京都市山科区東野舞台町12-2 牛肉おぼろ煮 そうざい なし

株式会社　わらびの里 京都市山科区東野舞台町12-2 牛肉うまみ干し そうざい なし

株式会社　わらびの里 京都市山科区東野舞台町12-2 牛肉山椒煮（松茸入） そうざい なし

株式会社　一番 守山市千代町１０８－６ 惣菜類 そうざい なし

株式会社　宇久食品 長崎県北松浦郡宇久町平郷９５０－１ 磯めし 惣菜（レトルト
食品）

　無

株式会社　宇久食品 長崎県北松浦郡宇久町平郷９５０－１ 鯛めしの素 惣菜（レトルト
食品）

　無

株式会社　宇久食品 長崎県北松浦郡宇久町平郷９５０－１ ほたてめしの素 惣菜（レトルト
食品）

　無

株式会社　宇久食品 長崎県北松浦郡宇久町平郷９５０－１ 鰹とたけのこごはんの素 惣菜（レトルト
食品）

　無

株式会社　宇久食品 長崎県北松浦郡宇久町平郷９５０－１ さざえめしの素 惣菜（レトルト
食品）

　無

株式会社　横周デリカ綾瀬工場 綾瀬市寺尾西１－７－３０ シュウマイ そうざい なし

株式会社　王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 中華まんじゅう そうざい 不明 有（アルカリ処理Ｎａ
ＯＨ　１Ｎ　80～
100℃　３０分，250℃
以上，１時間以上の水
蒸気蒸留）

脊髄，回
腸遠位部
不明

牛脂

株式会社　加ト吉フードレック
加工事業部

香川県観音寺市柞田町丙２０６６－１ 点心 惣菜類 無

株式会社　加ト吉フードレック
加工事業部

香川県観音寺市柞田町丙２０６６－１ 米飯類 米飯類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 豚肉と野菜の炒麺 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ごぼう天うどん 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 鍋焼きうどん 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 天ぷら鍋焼きうどん 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 焼豚と野菜の炒麺 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ねぎ醤油焼きそば 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 小たぬきうどん 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 カップきつねうどん 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 コク旨焼きうどん 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ちゃんぽん麺 惣菜類 無
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株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ざるそば 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 冷凍たこ焼き 惣菜類 無

株式会社　三共デリカ 佐土原町東上那珂11375－13 ミニ冷し中華 惣菜類 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 コロッケK そうざい類（半
製品）

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 コロッケS そうざい類（半
製品）

なし

株式会社　鹿児島オニマル 揖宿郡山川町大山162-1 漬物 惣菜（漬物） 無

株式会社　秋栄 指宿市西方1970-1 そうざい 惣菜類 無

株式会社　大西食品 東諸県郡高岡町大字上倉永26 新漬大根 惣菜（漬物） 無

株式会社　中村食肉 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４４５
４－５

焼肉コロッケ 惣菜 無

株式会社　中村食肉 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４４５
４－５

ハンバーグ　① 惣菜 無

株式会社　中村食肉 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山４４５
４－５

ハンバーグ　② 惣菜 無

株式会社　東京銀装　藤沢工場 藤沢市辻堂新町４－２－１２ カレールー 総菜 なし

株式会社　東京銀装　藤沢工場 藤沢市辻堂新町４－２－１２ ハヤシルー 総菜 なし

株式会社　奈良 指宿市西方775 うなぎ蒲焼き 惣菜類 無

株式会社　梅屋 金沢市増泉１丁目４１番１２号 肉じゃが煮 そうざい類 なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 ＤＸお好み焼き そうざい なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 カップ醤油生ラーメン そうざい なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 コク旨焼うどん そうざい なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 ちゃんぽん麺 そうざい なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 牛肉と野菜の焼きしめん そうざい なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 若鶏のからあげ そうざい なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 手作り焼きそば そうざい なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 焼豚と野菜の炒麺 そうざい なし

株式会社　武蔵野 朝霞市西原1-1-1 和風おろしハンバーグ そうざい なし

株式会社　壺屋　大場工場 金沢市大場町東８２８ 昆布巻　能登牛 そうざい類 なし
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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

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ スコッチエッグ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ビーフオムレツ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ミートオムレツ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ カニクリームオムレツ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ カレーオムレツ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ トマトオムレツ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ チキンオムレツ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ だし巻き玉子 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ 梅肉オムレツ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ 明太子オムレツ 惣菜類 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ プレーンオムレツ 惣菜類 無

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ ＦＤ鮎のお吸物 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ ＦＤ白魚のお吸物 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ ＦＤ松茸のお吸物 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ あゆ巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ あゆ巻　食べごろサイズ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ うなぎ昆布 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ うなぎ山椒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ うなぎ時雨巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ うなぎ時雨巻　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ うなぎ茶漬　１３０ｇ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ うなぎ茶漬　１人用 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 鰻のゆば巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 鰻のゆば巻　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ うなぎ美味煮 そうざい 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

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ えび豆 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 近江惣菜かも そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 近江惣菜ごぼう そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 近江惣菜竹の子 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ おかず昆布　角切り そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 蟹のゆば巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 蟹のゆば巻　食べごろサイズ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 蟹のゆば巻　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 鴨の浮寝巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ きのこづくしの豆腐椀 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 牛肉巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 牛肉巻　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 牛肉ごぼう そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 牛肉桜流 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 牛肉桜流　食べごろサイズ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 牛肉桜流　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 牛肉信太巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 牛肉竹の子 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ キングサーモン巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 鯉のうま煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 子持ちあゆ巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 子持ち鮎山椒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ ごり山椒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ こんにゃく竹の子 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ さけ太巻 そうざい 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

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ しじみ甘露煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ しじみ生姜煮　田舎煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 白魚山椒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ すくい鮎 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 大鮎山椒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 竹の子山椒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 竹の子土佐煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ たらこ淡雪 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ たらこ淡雪　食べごろサイズ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ たらこ淡雪　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 手長海老の酒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 特選あゆ巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 特選うなぎ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 中鮎山椒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 中鮎味噌煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ にしん黄金巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ にしん黄金巻　食べごろサイズ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ にしん黄金巻　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ にしん太巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ にしん細巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 氷魚山椒煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 紅鮭紅葉巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 紅鮭紅葉巻　食べごろサイズ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 紅鮭紅葉巻　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 帆立のゆば巻 そうざい 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

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ まいたけ昆布 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 松茸昆布 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 松茸茶漬　１５０ｇ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 松茸茶漬　１人用 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 万葉にしん巻 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 万葉にしん巻　ハーフ そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 実山椒昆布 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ もろこ生姜煮　田舎煮 そうざい なし

株式会社鮎家 野洲郡中主町吉川４１７８ 若鮎山椒煮 そうざい なし

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ おむすび（牛めし） 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ きのこカレーライス 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ミニオムライス 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ きのこハヤシオムライス 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 天重 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 焼肉丼 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 行楽用俵弁当 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 日替り弁当（水） 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ XO醤焼肉弁当 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 牛カルビ丼 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ねぎ塩カルビ弁当 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 鮭チャーハン＆豚丼 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 煮込みハンバーグ弁当 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 幕の内おにぎり 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ おにぎりランチ 惣菜類 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

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

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 豚ロースカツ重 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 牛カルビ＆かつ丼 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ふんわり玉子のドライカレー 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ たっぷり牛焼肉弁当 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ボリュームカレー 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ プチおにぎりセット 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 焼き魚弁当 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ おにぎり（ねぎみそ） 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ おにぎり（梅） 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ スペシャルオムハヤシ 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 豚エオースカツ重 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ミートソーススパゲティ 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 牛丼 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ バクダンおにぎり（焼肉） 惣菜類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 網焼きステーキ重 惣菜類 無

株式会社イスズフーズ 千葉県匝瑳郡光町宮川１２０７４ 牛もつソフト そうざい半製品 無

株式会社イスズフーズ 千葉県匝瑳郡光町宮川１２０７４ 牛すじ煮込み
（すじ串・国産）

そうざい 無

株式会社イスズフーズ 千葉県匝瑳郡光町宮川１２０７４ 極上醤ホルモン
（牛・豚・塩牛）

そうざい 無

株式会社イスズフーズ 千葉県匝瑳郡光町宮川１２０７４ やわらか牛白もつ そうざい 無

株式会社イスズフーズ 千葉県匝瑳郡光町宮川１２０７４ やわらか牛すじ そうざい 無

株式会社かやか 綾部市とよさか町２番地の３ そうざい そうざい なし

株式会社こうなんでりか 鹿児島市谷山港２－１－５ 焼肉弁当 惣菜類 無

株式会社さとう 綾部市綾中町花ノ木３０番地 あら挽き串なしフルト（調理パン
用）

そうざい半製品 なし

株式会社さとう 綾部市綾中町花ノ木３０番地 あら挽き串フルト（調理パン用） そうざい半製品 なし

株式会社さとう 綾部市綾中町花ノ木３０番地 ビーフコロッケ（調理パン用） そうざい半製品 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
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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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株式会社さとう 綾部市綾中町花ノ木３０番地 モモ豚カツ（調理パン用） そうざい半製品 なし

株式会社さとう 綾部市綾中町花ノ木３０番地 熟成黒牛ビーフカツ（調理パン
用）

そうざい半製品 なし

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 鶏肝ﾜｲﾝ煮 惣菜類 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 T-ﾁｷﾝｶﾞｰﾘｯｸ 惣菜類 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 ﾁｷﾝｷｴﾌ 惣菜類 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 焼き込みﾊﾟﾝの具 惣菜類 無

株式会社ジャパンファーム 曽於郡大崎町益丸651-4 ｽﾊﾟｲｼｰﾁｷﾝ 惣菜類 無

株式会社ジャパンフォアグラ 青森市大字三内字丸山３９４ー１０８ 地鶏のムースフォアグラ入り そうざい なし

株式会社ジャパンフォアグラ 青森市大字三内字丸山３９４ー１０８ ビーフのパイ包み そうざい なし

株式会社ジャパンフォアグラ 青森市大字三内字丸山３９４ー１０８ ビーフのゼリー寄せ そうざい なし

株式会社ジャパンフォアグラ 青森市大字三内字丸山３９４ー１０８ 地鶏のギャランテーヌフォアグラ
入り

そうざい なし

株式会社ジャパンフォアグラ 青森市大字三内字丸山３９４ー１０８ 牛フィレフォアグラテリーヌ そうざい なし

株式会社ジャパンフォアグラ 青森市大字三内字丸山３９４ー１０８ ギャランテーヌ・ド・オックスタ
ン

そうざい なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ たまごグラタン 惣菜 なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ﾁｷﾝのｼﾁｭｳｽｰﾌﾟﾊﾟｽﾀ 惣菜 なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 牛肉ｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め&麻婆豆腐 惣菜 なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 大きな焼餃子 惣菜 なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ﾋﾟﾘ辛鶏唐揚ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｰｽﾞ竹輪磯辺揚 惣菜 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 牛丼の素、牛そぼろ、すきやき用
牛肉

惣菜 なし

株式会社ノムラフーズ 京都市伏見区下鳥羽西芹川町６６ 牛肉煮 そうざい なし

株式会社ﾊﾁﾊﾞﾝｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１丁目９９－１番地 味付レバーパック そうざい類 なし

株式会社ﾊﾁﾊﾞﾝｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１丁目９９－１番地 味付牛肉パック そうざい類 なし

株式会社ﾊﾁﾊﾞﾝｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１丁目９９－１番地 味付細切牛肉パック そうざい類 なし

株式会社ハニル 大阪市浪速区戎本町２－１０－８ 惣菜 惣菜 なし

株式会社マロード 京都市上京区七本松通一条下ル三軒町
６５－１８

ハンバーグ そうざい なし

329 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

株式会社ミサキエンジニア 大阪府東大阪市水走３丁目８番６号 ロイヤルビーフカレー・ロイヤル
ハンバーグカレー

惣菜 なし

株式会社ミサキエンジニア 大阪府東大阪市水走３丁目８番６号 ロイヤルハッシュドビーフ 惣菜 なし

株式会社ミサキエンジニア 大阪府東大阪市水走３丁目８番６号 アショカビーフカレー・アネスト
ビーフカレー・ミシガンビーフ

惣菜 なし

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

シュウマイ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

シュウマイ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

シュウマイ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

かにクリーミーコロッケ３５ｇ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

大学いも（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

デリカ昔のコロッケ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

デリカ昔のコロッケ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

しゅうゆ味Ｍから揚げ粉（揚げ物
用）（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

しそ梅肉（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

中華春雨（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ランチエビグラタン５０ｇ（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

コロコロポテト（ミート）３０ｇ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

♯１６４　ランチ肉だんご（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

３０８２６　サンドイッチポテト
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

かくぎりポテト（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

９８８２５　ツナサラダ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

９０２３４　グラタンベース（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

９１５９３　えびマヨネーズ（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

３０８２４　ハイポテトサラダ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

３０６５５　コーンポテトサラダ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

１２２６４　ホットトマトソース
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

１０４０６　グルメソースカレー
（弁当の食材）

惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

チョップドハムスライス（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＰＧｰB５．０（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＰＧｰＢダイス（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＰＧｰＢシュゼット（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＰＧｰＡ１．ＯＳＬ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＰＧｰＢ短冊（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

チョップドハム短冊（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

PG-Ａ細切り（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＰＧｰＢ２０ｇＳＺ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＰＧｰＢ３０ｇＺＳ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

大判ポークチュップドハム（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

加熱食肉製品　ＫＦＲＡ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

チャーハン②調味液（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＦＭ鶏釜飯調味液（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

新一ちらし寿司セパレート（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

キューピーＫＫベジタブルソース
ﾗﾀﾄｳｰﾕ風１４０ｇ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

キューピーＫＫベジタブルソース
ﾗﾀﾄｳｰﾕ風１ｋｇ（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

業務用マスタード　あらびき（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＱＰマスタードあらびき（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

コンガリハンバーグ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

パストラミビーフ（バラ）0.5（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

牛バラ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ソフトサラミ（ビアーソー）（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

赤ウインナー１０ｇ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

白ウインナー（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ビーフパティＫ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

チキンパティＢ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

竹輪（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ミートソース（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

牛カルビカット（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

手ごねハンバーグ５５ｇ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼目入ハンバーグ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

アジハンバーグ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

デミグラスソース（コックソー
ス）（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ミニバターコーンコロッケ（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ショートニング（パン粉）（揚げ
物用）（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ポークとごぼうのつつみ煮（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ゆばひろうす（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

やわらかいなり（チーズ風味）
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

山菜いなり（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ねぎいなり（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ひじきロール（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ごぼうロール（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

肉ロール（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

野菜揚げ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

紅しょうが天（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ふっくら黄金揚げ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ミニ野菜揚げ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ねぎ焼き（弁当の食材） 惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

いか串つづみ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

お好み焼き（イカ入り）（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

花咲きさつま（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

芽吹きさつま（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

角あげ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

きんぴら厚揚げ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

三角野菜煮（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼き好み（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

京さらき（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

あげまき（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

こつぶ揚きんちゃく（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

やわらか紅しょうがいなり（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼きハンバーグ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

とうふハンバーグ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

いわしハンバーグ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

やわらかとうふハンバーグ（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

大豆バーグごま・ひじき（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

大豆ステーキＮ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

とうふと魚のハンバーグ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

とうふ野菜八宝（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

とうふミニ野菜八宝（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼いて美味しいとうふそうざい
（コーン）（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

鉄板焼とうふお好み(ｲｶ）（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ゆばてんしん広東巻（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ゆばてんしんしゅうまい（弁当の
食材）

惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

イカとキャベツのふんわり揚げ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

にらとたけのこふんわり揚げ（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ふんわりポテトチキン（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

とうふはんぺん（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

豆腐ステーキ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

野菜とうふ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

揚げ出し豆腐（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

黄金野菜よせ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

煮込み豆腐（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ソフトプチとうふ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

手焼風本玉7mmカット（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

玉子焼ＬＬ２０カット（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍ロール玉子焼ＤＬツナマヨ入
２０カット（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍玉芯Ｌ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

玉子そろぼＬＬ５００ｇ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

すし姫（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

シーフードフレーク（弁当食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

徳味付椎茸スライス（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

丼用玉子とじＤＬ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

牛肉そぼろ１ｋｇＡＢ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

からし明太子５００ｇＡＢ（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

いわしハンバーグ３０ｇＡＢ（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

お魚串だんご　ＡＢ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ｽﾊﾟｲｼｰﾄﾏﾄｿｰｽHB（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ハムカツ（弁当の食材） 惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

大判ポークステーキ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｌしょう油ラーメンスープ（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ふわふわエッグ（カルボ風）（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

タコ入リナゲットｰＴＳ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＴＳ白身ﾌﾗｲ(NEW大判）（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ポーク＆チキンウインナー５０ｇ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ウスターソース１５ｇ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼きそば用ロール用ソース（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

グルメソースカレー（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｌレアエッグベース（弁当食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｂ２ＢＳＯバッターミックス（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ネオソフトＧＷ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ソフトスプレッドマスタードｗ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ピリソース（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

業務用粉末ソース（弁当食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付しなちく（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付しなちく（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

上掛けナポリタンＬ１（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

トマトソースＬ４（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

下味ナポリタンＬ１（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

シェフトマトソースＬ１（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ミートソースＬＡ９（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

カルボナーラＬＡ８（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ビーフンソース２２Ｋｇ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

塩焼きそばソースベッパｰ22ｋｇ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Dｰ3特性ｿｰｽ２２ｋｇ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付けきざみ揚げＬＢ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ローソンうどん揚げ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼きそば用豚肉（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ヤマサ鍋つゆ（Ｌ）41（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ヤマサかけそばつゆ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼きそばｿｰｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＬＳ焼きそばｿｰｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ﾎﾞﾝｺﾞﾚｿｰｽ125（改良）（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ﾎﾞﾝｺﾞﾚｿｰｽ１３４（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

しそ風味和風下味ｿｰｽ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

サンキララＮＲ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

荒挽チョリソースライス（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

お好みソース１５ｇ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼きそばソース（カレー味）（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ﾏﾖﾈｰｽﾞＬ１（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

超ｺｸ風味和風ドレッｼﾝｸﾞ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｌメンオイル青ｼﾞｿドレＤＰ（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＬイタリアンドレシッグＤＰ（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

サラダ用うまみ酢（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

煮物用調味液（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

オーシャンキング花咲ハーフｶｯﾄ
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ゴマｸﾘｰﾐｰドレシッグ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ワサビドレシッグ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ズワイガニＭＯＸフレーク（弁当
の食材）

惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

辛子めんたい１０２（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

明太ソース１９Ｐ，２０Ｐ（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

山賊焼のたれ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼き餃子（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｇデミグラスソースストレート
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

スーパーアミりｯチ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＣＡお好み焼き（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

キムチの素（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ゼラチンニューｼﾙﾊﾞｰ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＬＡｿｳｻﾞｲﾃﾞﾐｿｰｽ0.5（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

香草ミックス（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

生姜焼き付き込みたれ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

麻婆豆腐の素ＢＯ36（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

皿うどんのたれＢＯ４２（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

マーボーソースＢＯ４７（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

海醤炒めソースＢＯ４８（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

チルドおから（花宴）（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

お好みソース辛口５倍（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

どろ入りお好みソース（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＢＢ２４５からあげ粉（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｂ２８４５バッターミックス（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｌクルトンガーリック味（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼鳥漬け込タレ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

チキンブイヨンＤ－05ｰ01（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

カツめしソース（弁当の食材） 惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ピリソース（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼きそばソースＧ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＬＳえびめしソース（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

おにぎり用紀州梅干し（赤色）
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

おにぎり用紀州梅干し（Ｌ玉）
（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

おにぎり用紀州しそ漬け梅干し
（Ｌ玉）（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ポテトサラダ関西風２（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｌかくぎりポテトサラダ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

マカロニサラダハーフ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

パンプキンサラダＲＵ２（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

サツマイモサラダ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

レンコンサラダ人参入り２（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

マスターポテト２（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ベースホワイトＫ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

千切りポテトサラダ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼かまぼこスライス（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

徳丸スライス2.5mm（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

追いがつお煮物調味液（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍焼き豆腐10（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

天ぷら粉（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

からあげ粉（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ローソンからあげ粉醤油味（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

竜田揚げミックス（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

バターミックス（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ローソンマリネーﾄ醤油味（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

338 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｌにんにく味ﾏﾘﾈｰﾄ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ﾏﾘﾈｰﾄミックス（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

山賊焼のたれ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

唐辛子炒めｿｰｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

八宝菜のたれ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

あんかけソース（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

フリッターミックス（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

デミグラスｿｰｽ特選ｊ３ｋｇ（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ポークフランク２０（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

お好みソース（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

B9100ﾏﾘﾈｰﾄﾐｯｸｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

から揚げの素バリバリくん（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

3kgｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁﾏﾙ揚ｶﾚｰｿｰｽ（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ｵｲｽﾀｰｿｰｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

F026フリッターミックス（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ特選Ｊ３ＫＧ（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ポークフランク２０（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

中華野菜炒めのたれＰ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝ0-15-01（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

CVメンチカツ４０Ｒ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

クッキングｿｰｽ(ﾐｰﾄ濃縮）（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｌふわふわエッグ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ジューシータマゴＮｏ２（弁当の
食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

かに風味淡雪（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付けわらび（弁当の食材） 惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ｲﾉﾍﾞｲﾄｰ272（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ｶﾚｰベース（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ｷｰﾏﾘｰｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ﾊﾔｼｿｰｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ウＨｷﾚﾒ１０ｇ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

POAK　SAUSAGE20g（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

牛丼のタレ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ハムエッグフライ８０（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ハムソーセージ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＣＶ焼豚ﾀﾞｲｽｶｯﾄ10mm（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ローソン煮物かえし（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

和風野菜ｿｰｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

生姜焼き付け込みたれ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

業務用粉末ｿｰｽ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付しなくち（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼そばｿｰｽ（ｶﾚｰ味）（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

うにご飯の素（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

肉みそ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼肉のたれ上塗り用（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

特選おかか（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

かつを佃煮ＬＭー５（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

おにぎり用味付け松茸（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

花むすびＬ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

明太子ﾏﾖﾈｰｽﾞ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

焼きたらこブロック（弁当の食
材）

惣菜 無し 　
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株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍生刻み揚げ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ｼｰﾌｰﾄﾞＬＦＬ細18mm（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付ﾚｷﾞﾗｰ揚げ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付口揚げ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付けきざみ揚げ（堀川）（弁当
の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付ジャンボ揚（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

椎茸甘辛煮（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

トッピング用椎茸（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

刻み錦糸ＳＬ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

手焼き風刻みきんし（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍半裁きんし（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍オムライス用卵焼きＭＬ・オ
ムライス卵焼き（弁当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

れあとろたまごＬ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付あげＭＦ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

Ｎ干瓢（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付こうや（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ビビンバ酒盗 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ソフトﾆｭｳｰｺﾝﾋﾞｰﾌ（弁当の食
材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ｽｰﾊﾟゼラチン（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

紀州南高練り梅（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ｵｰｼｬﾝｷﾝｸﾞ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

白菜キムチ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ＳＰオムハヤシ（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

完熟トマトのハヤシフレーク（弁
当の食材）

惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

サラダフレーク（弁当の食材） 惣菜 無し 　

341 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

大粒肉団子（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ブイヨン（弁当の食材） 惣菜 無し 　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

巾広刻みきんしＬＬ（ＯＭ）１ｋ
ｇ（弁当の食材）

惣菜 不明 有，２００℃、４０ｂ
ａｒ、　２０分、加水
分解法

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝｴｽﾃﾙ）

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍きんしＬＬハーフ（弁当の食
材）

惣菜 不明 有，２００℃、４０ｂ
ａｒ、２０分、加水分
解法

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝｴｽﾃﾙ）

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍ロール玉子焼ＳＬ２０カット
（弁当の食材）

惣菜 不明 有，２５０℃４５分水
酸化Ｎａ処理、3.6規
定・85℃２０分活性白
土での吸着除去

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝｴｽﾃﾙ）

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

冷凍ロール玉子焼ＳＬＬ海苔入２
０カット（弁当の食材）

惣菜 不明 有，２００℃、４０ｂ
ａｒ、２０分、加水分
解法

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝｴｽﾃﾙ）

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

シーフードＦＬ細ｰ１８ｃｍ（弁
当の食材）

惣菜 不明 有，２５０℃４時間以
上、５０ｂａｒ

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

グリセリ
ン

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

味付干瓢（弁当の食材） 惣菜 不明 有，２００℃、４０ｂ
ａｒ、２０分、加水分
解法

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝｴｽﾃﾙ）

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

れあとろたまごＬ（弁当の食材） 惣菜 不明 有，２５０℃４５分水
酸化Ｎａ処理、3.6規
定・85℃２０分活性白
土での吸着除去

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝｴｽﾃﾙ）

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

ハーフオムレツＳＬ（弁当の食
材）

惣菜 不明 有，２００℃、４０ｂ
ａｒ、２０分、加水分
解法

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝｴｽﾃﾙ）

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

白身フライ用パン粉（弁当の食
材）

惣菜 不明 有，２００℃、４０ｂ
ａｒ、２０分、加水分
解法

脳、脊
髄、眼、
回腸遠位
端

牛脂(ｸﾞﾘｾ
ﾘﾝｴｽﾃﾙ）

　

株式会社ヤマキフーズ熊本工場 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００番
地１

牛丼用バラスライス 惣菜（弁当）類 無し 　

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

二色幕の内 惣菜（弁当） 不明 有
（240～260℃，5～6時
間，50気圧）

脳・脊
髄・眼
球・回腸
遠位端

グリセリ
ンエステ
ル

非実施 非実施 非実施

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

きのこご飯弁当 惣菜（弁当） 　無 有
（240～260℃，5～6時
間，50気圧）

　 非実施 非実施 非実施
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そうざい類 s5.xls

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

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

おむすびバスケット 惣菜（弁当） 　無 有
（240～260℃，5～6時
間，50気圧）

　 非実施 非実施 非実施

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

ミニひじき飯弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

照焼チキン丼 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

俵むすびおろし竜田弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

鶏煮込み弁当 惣菜（弁当） 　無 有
（240～260℃，5～6時
間，50気圧）

　 非実施 非実施 非実施

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

秋彩り弁当 惣菜（弁当） 　無 有
（240～260℃，5～6時
間，50気圧）

　 非実施 非実施 牛脂を
パーム油
に変更

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

とりわっぱ飯 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

とくとくのり弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

ミックスフライ弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

３８０幕の内A 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

お好み弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

ミニ俵むすび弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

４８０幕の内弁当 惣菜（弁当） 　無 　

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

ミニおにぎりセット 惣菜（弁当） 　無 　

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

釜飯弁当 惣菜（弁当） 　無 　

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

三色ご飯弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

直巻おにぎりうめわさび 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

直巻おにぎり明太高菜 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

直巻おにぎり松茸ご飯 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

おにぎりうめ 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

おにぎり明太子 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

おにぎりしそ昆布 惣菜（弁当） 　無
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そうざい類 s5.xls

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

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

おにぎり牛カルビ 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

かしわおにぎり（おかず付） 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

直巻おにぎりごま味噌そぼろ 惣菜（弁当） 　無 味噌そぼ
ろ（調味
料）使用
中止

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

松茸ちらし寿司 惣菜（弁当） 　無 有（240～260℃，5～6
時間，50気圧）

　 グリセリ
ンエステ
ル

非実施 非実施 240～
260℃，5
～6時間，
50bar

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

具だくさん助六 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

手巻寿司ツナマヨネーズ 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

秋の味覚ちらし 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMおにぎり弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMおろしタツタ弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMよくばり弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FM特選海老天重 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMおふくろのごはん（きのこ
飯）

惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FM豚キムチマヨネーズ丼 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMダブルハンバーグ弁当 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMおにぎり２ケ入り（鮭・梅） 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMカレーライス 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMジャンボ手巻寿司とんかつ 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FMいなり＆海老ちらし 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

FM手巻寿司納豆 惣菜（弁当） 　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

松茸幕の内 惣菜（弁当） 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

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

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

田舎風弁当 惣菜（弁当） 不明 有（240～260℃5～6時
間50気圧，250℃45分
水酸化ナトリウム処
理，3.6規定85℃20分活
白土炭吸着除去）

脳・脊
髄・眼
球・回腸
遠位端

グリセリ
ンエステ
ル

非実施 非実施 牛脂を
パーム油
に変更

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

３００弁当 惣菜（弁当） 不明 有（240～260℃，5～6
時間，50気圧）

脳・脊
髄・眼
球・回腸
遠位端

グリセリ
ンエステ
ル

非実施 非実施 非実施

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

とんかつチャーハン 惣菜（弁当） 不明 有（240～260℃5～6時
間50気圧，アルカリ処
理pH12.5以上2ヶ月
間，250℃45分水酸化
ナトリウム処理，3.6規
定85℃20分活白土炭吸
着除去）

脳・脊
髄・眼
球・回腸
遠位端

グリセリ
ンエステ
ル

非実施 非実施 非実施

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

和風幕の内 惣菜（弁当） 不明 有（240～260℃，5～6
時間，50気圧）

脳・脊
髄・眼
球・回腸

グリセリ
ンエステ
ル

非実施 非実施 非実施

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

高菜飯弁当 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

日替弁当（日曜日） 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

日替弁当（月曜日） 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

日替弁当（火曜日） 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

日替弁当（水曜日） 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

日替弁当（木曜日） 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

日替弁当（金曜日） 惣菜（弁当） 無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

日替弁当（土曜日） 惣菜（弁当） 無

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 近江牛きのこしぐれ そうざい なし

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 近江牛きのこしぐれ そうざい なし

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 近江牛ごぼうしぐれ そうざい なし

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 近江牛ごぼうしぐれ そうざい なし

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 飛騨牛牛肉巻き そうざい なし

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 飛騨牛炊き合わせ　しめじ そうざい なし

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 飛騨牛炊き合わせ　平茸 そうざい なし
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株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 飛騨牛肉しぐれ　山椒 そうざい なし

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 飛騨牛肉しぐれ　椎茸 そうざい なし

株式会社レークフーズ 栗東市綣５０９ 飛騨牛肉しぐれ　生姜 そうざい なし

株式会社ロイヤルパークホテル 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１－１ ローストポーク そう菜 無

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 そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ローストヒレビーフ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 フォアグラパテ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ビーフコンソメ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ビーフコンソメ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ビーフコンソメ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ビーフカレー そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ハッシュドビーフ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ビーフシチュー そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ハッシュドビーフ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ヒレステーキ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ロールキャベツ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ハンバーグ類 そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 仔牛のテリーヌ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 肉と野菜のパテ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ピロシキビーフ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ミートパイ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ビーフドリア そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ビーフクリームコロッケ そうざい なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 赤ワインソース そうざい なし

株式会社ロック・フィール 磐田郡豊岡村下野部２２８０ サラダ類 そうざい 無
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株式会社ロック・フィール 磐田郡豊岡村下野部２２８０ コロッケ そうざい半製品 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ 牛じゃがくん 惣菜類 無

株式会社沖縄ホーメル 中城村字当間７５８ ハンバーグ 惣菜類 無

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ＨＯＴツナサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ＶＯポテトサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 カクギリポテトサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 カップサラダグリーンカニ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 カップサラダコーン そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 カップサラダツナ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 カップサラダヘルシーコンニャク そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 カニ風味サラダ（花咲タイプ） そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 カニ風味タマゴマカロニサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 カニ風味マカロニサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 キノコとゴボウのサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 キャベツのフレッシュサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 キュウリフィリング そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 グリューネゴボウサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 グリューネツナサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 コーンフィリング そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ゴボウ（人参入）Ｈ５００ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ゴボウサラダＨ５００ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 サーモンポテトサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 シャキシャキ卯の花 そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 スイートコーンサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 スパゲテイサラダＳ そうざい（サラ
ダ）

なし
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株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 スライスポテトバター風味 そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 スライスポテトバター風味 そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ゼンマイナムル そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナ＆チーズフィリング そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダ１０００ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダ２０ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダ５００ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダＡ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダＫ２ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダＮＤ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダＯＫ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダＳ５００ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダＴ５００ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ツナサラダＴＦ５００ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ハイシェフレストランツナサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 バターポテト そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ハム入りポテトサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 パンプキンサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 フレッシュゴボウサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 フレッシュタマゴサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 フレッシュ切干大根 そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 フレッシュ白和えのサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ポテト＆パンプキンサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ポテトサラダ１．５ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 マカロニサラダＳ そうざい（サラ
ダ）

なし
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株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ミックスフルーツサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 レストランツナサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 レタスハム入りポテトサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 レンコンサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 彩りゴボウサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 山芋とチキンのサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 秋パスタ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 進和珈琲レストランサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 人参サラダＨ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 大根サラダベース そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 大根の彩りサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 弁当用ゴボウサラダマヨネーズ味 そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 棒々鶏サラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 北海カニ風味サラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 明太子とレンコンのサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 明太子と大根のヘルシーサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 野菜ポテトサラダキット そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 緑黄色野菜とゴボウサラダ そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 和風カニ風味サラダキット そうざい（サラ
ダ）

なし

株式会社関東ダイエットエッグ 新座市野火止8-4-39 惣菜厚焼たまご300 そうざい なし

株式会社関東ダイエットエッグ 新座市野火止8-4-39 惣菜厚焼たまごＴ そうざい なし

株式会社吉田喜九州 大分県大分郡挾間町大字三船６４番地 寿司用巻芯 総菜 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社吉田喜九州 大分県大分郡挾間町大字三船６４番地 鶏卵加工品 総菜 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社吉田喜九州 大分県大分郡挾間町大字三船６４番地 調味食品 総菜 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社近鉄ホテルシステムズ
金沢都ホテル

金沢市此花町６－１０ ハンバーグステーキ そうざい類 なし
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株式会社近鉄ホテルシステムズ
金沢都ホテル

金沢市此花町６－１０ ビーフカレー そうざい類 なし

株式会社近鉄ホテルシステムズ
金沢都ホテル

金沢市此花町６－１０ ビーフシチュー そうざい類 なし

株式会社五福 大阪市浪速区敷津東３－３－23 油揚げ､冷凍ゆば 惣菜 なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ まるごとウインナー等 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ハムマヨデニッシュ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ コロッケ＆ソーセージ等 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 特選ソーセージ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ビストロカレー等 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ トマトチーズドーナツ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ まーるいカレーパン 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 高級カレーパン等 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ハンバーグドーナツ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ カレードーナツ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 棒ハンバーグロール 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ビーフシチュー 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ビーフカレーパン 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ コロッケカレーパン 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ハンバーガー 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ピロシキ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ カレーパン等 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ カレードーナツ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 黒カレー 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 米沢牛カレーパン 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 焼込ウインナー 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ハンバーグパン 調理パン なし
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株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ ピザパン 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ コロッケロール 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 牛コロッケ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ お芋のおいしいコロッケ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 松坂和牛メンチカツ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ 牛々コロッケ 調理パン なし

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－１ バーガーロール 調理パン なし

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ おむすび(牛めし） 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ おむすび(ちりめんじゃこ青菜） 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ きのこカレーﾗｲｽ 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ミニオムライス 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ きのこハヤシオムライス 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 天重 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 焼肉丼(キムチ味） 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 行楽用俵弁当 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 日替り弁当 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 牛カルビー丼 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ×○醤焼肉弁当 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ねぎ塩カルビ弁当 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 鮭チャーハン＆豚丼 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 煮込みハンバーグ弁当 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ チキンカツサンド 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ソース焼ソバロール 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 牛カルビ入バーガー 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 白身フライバーガー 弁当類 無
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株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ソース焼そば 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 手巻おにぎり（ねぎみそ） 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 大きなサンド(シーチキンﾐｯｸｽ） 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 大きなサンド(野菜サンド） 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ダブルコロッケサンド 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ビーフボックス(牛丼風） 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 青椒肉絲ボックス 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ミートスパゲッティ 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ プチおにぎりセット 弁当類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ コロッケﾐｯｸｽロール 弁当類 無

株式会社三幸  東大阪工場 大阪府東大阪市高井田中２丁目４番７
号

肉じゃが そう菜 なし

株式会社鹿児島オニマル 揖宿郡山川町大山162-1 つぼ漬 惣菜（漬物） 無

株式会社若菜京都工場 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字
金井谷19-6

肉じゃが煮 そうざい なし

株式会社精肉カサイ 青森市大字野木字野尻３７ー６９３ コロッケ そうざい なし

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

惣菜（漬物） 無

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

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

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

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

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

株式会社大豊 青森市卸町１１ー４ 酢蛸、味付け蛸、そうざい、味付
けモズク

そうざい なし

株式会社棚橋食品 滋賀県彦根市平田町1128 ヘルシー肉じゃが そうざい なし

株式会社棚橋食品 滋賀県彦根市平田町1128 焼き豆腐すき そうざい なし

株式会社東京デーリー木場工場 東京都江東区木場３－４－２ ミニトースト（ピザ類） 惣菜 無

株式会社東京デーリー木場工場 東京都江東区木場３－４－２ ソフトピザ（ピザ類） 惣菜 無
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株式会社東京デーリー木場工場 東京都江東区木場３－４－２ チーズ屋さんの生ピザ（ピザ類） 惣菜 無

株式会社東京デーリー木場工場 東京都江東区木場３－４－２ サービスパッピザ（ピザ類） 惣菜 無

株式会社那覇ミート 浦添市西洲２－９－６ こてっちゃん 惣菜半製品 無

株式会社那覇ミート 浦添市西洲２－９－６ ロースカツレツ 惣菜半製品 無

株式会社那覇ミート 浦添市西洲２－９－６ ハンバーグ 惣菜半製品 無

株式会社飛鳥菜館
（製造委託者　株式会社大地）

東京都江東区塩浜２－７－１０ 水ギョウザ 惣菜 有 なし 脊髄 調味料 販売中止 株式会社
大地が自
主回収

１０月１
９日納品
分から株
式会社大
地からの
指示でチ
キンエキ
スに変更
済

株式会社飛鳥菜館
（製造委託者　株式会社大地）

東京都江東区塩浜２－７－１０ シャービン 惣菜 有 なし 脊髄 調味料 販売中止 株式会社
大地が自
主回収

１０月１
９日納品
分から株
式会社大
地からの
指示でチ
キンエキ
スに変更
済

株式会社飛鳥菜館
（製造委託者　株式会社大地）

東京都江東区塩浜２－７－１０ 春巻き 惣菜 有 なし 脊髄 調味料 販売中止 株式会社
大地が自
主回収

１０月１
９日納品
分から株
式会社大
地からの
指示でチ
キンエキ
スに変更
済
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株式会社飛鳥菜館
（製造委託者　株式会社大地）

東京都江東区塩浜２－７－１０ しゅうまい 惣菜 有 なし 脊髄 調味料 販売中止 株式会社
大地が自
主回収

１０月１
９日納品
分から株
式会社大
地からの
指示でチ
キンエキ
スに変更
済

株式会社飛鳥菜館 東京都江東区塩浜２－７－１０ 餃子 惣菜 無

株式会社飛鳥菜館 東京都江東区塩浜２－７－１０ 焼売 惣菜 無

株式会社飛鳥菜館 東京都江東区塩浜２－７－１０ カニ粥 惣菜 無

株式会社蓬莱551蓬莱稲荷工場 大阪市浪速区稲荷1-4-20 焼餃子 そうざい なし

株式会社明惣 富山県高岡市二塚１９９－１７ 牛肉金平 そうざい なし

株式会社明惣 富山県高岡市二塚１９９－１７ 肉じゃが煮 そうざい なし

株式会社明惣 富山県高岡市二塚１９９－１７ 牛すじ鍋 そうざい半製品 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たけのこ汁 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ さもだし汁 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ けの汁 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 紅鮭昆布巻き そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 鰊昆布巻き そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 山菜昆布巻き そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 身欠き煮 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味山菜 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ ニシンジャンボ巻き そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 一口昆布 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たらこ昆布巻 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たまり漬けうど そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たまり漬けなめこ そうざい類 なし
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株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たまり漬け平茸 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たまり漬けわらび そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たまり漬け細竹 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たまり漬け山菜風味 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付けわらび そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付け椎茸 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味メンマ そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付けふき そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ ふき巻ニシン そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付けふききんぴら そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たまり漬けふき そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付け姫竹 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ きんぴらごぼう そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味しめじ そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付なめこ そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付なめこわらび そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付さもだし そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味平茸 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付このこミックス そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 姫竹土佐煮 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 筍土佐煮 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付山くらげ そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付みずのこぶ そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ きのこ南蛮 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味このこ そうざい類 なし
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株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ たまり漬けキノコ山菜 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付けエリンギ そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付け山菜ミックス そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 枝豆 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付大豆 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付大豆（椎茸入り） そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付大豆（昆布入り） そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 味付大豆（もうそう入り） そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 結び昆布 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 醤油昆布 そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ シシャモ昆布巻き そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ サバ昆布巻き そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ サンマ昆布巻き そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 山菜ジャンボ そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 昆布のみ そうざい類 なし

株式会社木村食品工業 尾上町大字李平字上安原２－１９ 高野豆腐昆布巻き そうざい類 なし

㈱　味車　月寒工場 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５－
１

各種弁当 弁当類 なし

㈱　アレフ　札幌工場 札幌市白石区中央１条２丁目１－５５ カリーソース そうざい なし

㈱　イシカリデリカ 札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目516-
141

サラダ類 そうざい なし

㈱　イシカリデリカ 札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目516-
141

肉じゃが そうざい なし

㈱　イシカリデリカ 札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目516-
141

ひじき煮うの花 そうざい なし

㈱　壱番屋 一宮市三ツ井６－１２－２３ カレーミートソース そうざい なし

㈱　エフビーエス　札幌工場 札幌市白石区本通７丁目南５－１ 調理パン各種 弁当類 なし

㈱　神戸?月堂　西神工場 西区高塚台６丁目１９－２０ ビーフカレー そうざい なし

㈱　札幌ケルン 札幌市清田区美しが丘３条１丁目３ カレールー そうざい なし
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㈱　札幌パリ 札幌市白石区菊水３条４丁目３－３７ 調理パン各種 弁当類 なし

㈱　札幌ワイエフ 札幌市東区東苗穂１１条３丁目１２－
１５

メンチカツのパテ そうざい半製品 なし

㈱　タキモトフーズ 札幌市東区東苗穂５条３丁目５５８－
２３

各種調理麺類 弁当類 なし

㈱　玉よし 札幌市北区新川西２条１丁目３－１ 魚肉すり身入り卵焼き そうざい なし

㈱　玉よし 札幌市北区新川西２条１丁目３－１ 茶碗蒸し そうざい なし

㈱　玉よし 札幌市北区新川西２条１丁目３－１ 錦糸玉子類 そうざい なし

㈱　玉よし 札幌市北区新川西２条１丁目３－１ 卵焼き類 そうざい なし

㈱　中華札幌 札幌市白石区米里３条２丁目６－３６ 各種そうざい類 そうざい なし

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 茄子カレー 惣菜 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 揚げ海老、揚げ肉 そうざい 無

㈱　デリカランド 札幌市白石区平和通１５北８－３５ 各種そうざい そうざい なし

㈱　デリカランド 札幌市白石区平和通１５北８－３５ 各種弁当 弁当類 なし

㈱　デリカランド 札幌市白石区平和通１５北８－３５ 各種調理パン 弁当類 なし

㈱　デリカランド 札幌市白石区平和通１５北８－３５ 各種調理めん 弁当類 なし

㈱　道食 札幌市白石区北郷２条７丁目５－７ 各種カツ類 そうざい なし

㈱　道食 札幌市白石区北郷２条７丁目５－７ 鶏唐揚 そうざい なし

㈱　道食 札幌市白石区北郷２条７丁目５－７ 純　餃子 そうざい なし

㈱　ドンク北海道 札幌市白石区中央２条３丁目１－５６ 調理パン各種 弁当類 なし

㈱　フードサービス 札幌市西区八軒９西４，４－８ 畑のビーフ味 そうざい 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 ビーフハンバーグ そうざい半製品 なし

㈱　弁釜　旭川工場 北海道旭川市工業団地３条１丁目１－
２８

各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　旭川工場 北海道旭川市工業団地３条１丁目１－
２８

各種弁当類 弁当類 なし

㈱　弁釜　旭川工場 北海道旭川市工業団地３条１丁目１－
２８

各種調理パン 弁当類 なし

㈱　弁釜　上磯工場 北海道上磯郡上磯町追分３丁目２－１
０

各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　上磯工場 北海道上磯郡上磯町追分３丁目２－１
０

各種弁当類 弁当類 なし

357 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

㈱　弁釜　上磯工場 北海道上磯郡上磯町追分３丁目２－１
０

各種調理パン 弁当類 なし

㈱　弁釜　北見工場 北海道北見市卸町１丁目９－１ 各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　北見工場 北海道北見市卸町１丁目９－１ 各種弁当類 弁当類 なし

㈱　弁釜　北見工場 北海道北見市卸町１丁目９－１ 各種調理パン 弁当類 なし

㈱　弁釜　釧路工場 北海道白糠郡白糠町庶路甲区６－１１
１７

各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　釧路工場 北海道白糠郡白糠町庶路甲区６－１１
１７

各種弁当類 弁当類 なし

㈱　弁釜　札幌工場 札幌市厚別区厚別東５条１丁目３－２
０

各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　札幌工場 札幌市厚別区厚別東５条１丁目３－２
０

各種弁当類 弁当類 なし

㈱　北都 札幌市西区発寒１４条５丁目3-11 カレールー そうざい なし

㈱　北都 札幌市西区発寒１４条５丁目3-11 おかずみそ類 そうざい なし

㈱　ボストン 札幌市北区北１８条西４丁目２１番地 調理パン各種 弁当類 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 各種スープ類 そうざい 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 コンビーフ そうざい 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 各種そうざい類 そうざい 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 スープストック そうざい 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 スープストック そうざい 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 牛骨スープ そうざい なし

㈱　マルヨネ 一宮市浅井町黒岩番外９ 名物みそ煮込みうどん（スー
プ）、ゆでみそ煮込みうどん
（スープ）、本場八丁みそ煮込み
うどん（スープ）

そうざい なし

㈱　吉徳 札幌市北区新琴似７条１６丁目２－８ エスニックビーフシチュー そうざい なし

㈱　吉徳 札幌市北区新琴似７条１６丁目２－８ ビーフシチューパイ包み そうざい なし

㈱　吉徳 札幌市北区新琴似７条１６丁目２－８ 牛肉のクリーム煮パイ包み そうざい なし

㈱　利栄食品　札幌営業所 札幌市中央区北１２条西１５丁目１－
１０

牛ホホスープ煮 そうざい なし

㈱　利栄食品　札幌営業所 札幌市中央区北１２条西１５丁目１－
１０

牛ホホ薄デミ煮 そうざい なし

㈱　利栄食品　札幌営業所 札幌市中央区北１２条西１５丁目１－
１０

ハンバーグ そうざい なし
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㈱　利栄食品　札幌営業所 札幌市中央区北１２条西１５丁目１－
１０

牛バラスープ煮 そうざい なし

㈱　利栄食品　札幌営業所 札幌市中央区北１２条西１５丁目１－
１０

牛バラ薄デミ煮 そうざい なし

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 牛肉の甘辛煮 そうざい 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 牛筋の煮込み そうざい 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 レンズ豆のスープ そうざい 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 カレー そうざい 無

㈱あおば東急百貨店　青葉台店
ローゼンハイム

横浜市青葉区青葉台２－１－１ メンチカツ そうざい なし 　

㈱明石屋セントラルキッチン 西区高塚台６丁目１９－１２ 肉じゃが 弁当類 なし

㈱明石屋セントラルキッチン 西区高塚台６丁目１９－１２ 焼肉 弁当類 なし

㈱明石屋セントラルキッチン 西区高塚台６丁目１９－１２ すき焼き風煮 弁当類 なし

㈱明石屋セントラルキッチン 西区高塚台６丁目１９－１２ 牛肉の時雨煮 弁当類 なし

㈱明石屋セントラルキッチン 西区高塚台６丁目１９－１２ サーロインステーキ 弁当類 なし

㈱あさくら 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

永平寺胡麻どうふ（みそだれ付） そうざい なし

㈱あさくら 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

胡麻どうふ（みそだれ付）本葛使
用

そうざい なし

㈱味車 北海道函館市昭和４丁目２３－１ 米飯類 弁当 なし

㈱彩香 札幌市白石区本通１９丁目北１－７ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱淡路屋 東灘区魚崎南町３－６－１８ 幕の内弁当等 弁当類 なし

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ 惣菜 惣菜 なし

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ 惣菜パン 惣菜パン なし

㈱イーグルデリカ宇多津工場 香川県綾歌郡宇多津町浜４－４６－１
２

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イーグルデリカ岡山 岡山県岡山市浦安本町１１７－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イーグルデリカ岡山 香川県丸亀市前塩屋町２－１－１５ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イーグルデリカ岡山 香川県綾歌郡宇多津町浜４番町４６－
１２

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イーグルデリカ岡山 岡山県岡山市浦安本町１１７－１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イーグルデリカ関西 京都府城陽氏上津屋境端３２番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―
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㈱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（焼き鳥） そうざい 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（クリーﾐｰコロッケ） そうざい 無

㈱イーグルデリカ関西 大阪府八尾市山賀町５－１９ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イーグルデリカ関西 京都府城陽氏上津屋境端３２番地 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イイタニ 石川県金沢市大野町４丁目レ４０－１
６６

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ きのこグラタン 加熱そうざい なし

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ 海老チャーハン そうざい 無

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ スパゲッティボロネーズ そうざい 無

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ 特製和牛カレー そうざい 不明 安全性を確認（仕入元
より牛脂を250℃、60
分処理の加熱処理を確
認した）

肉・肉エ
キス・カ
レー粉

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４１ 和牛たたき そうざい 無

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ オムライス　ハヤシライス そうざい 無

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４１ 和牛ローストビーフ そうざい 無

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ 五目あんかけ焼そば そうざい 無

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ 牛蒲焼丼の素 そうざい半製品 不明 安全性を確認（仕入元
より牛脂を250℃、60
分間の加熱処理を確認
した）

肉エキス

㈱イケダパン 鹿児島県加世田市地頭所５１０番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イケダパン 鹿児島県鹿児島市南栄４－１２－２ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イケダパン 宮崎県東諸県郡高岡町花見２１４２番
地２０

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イケダパン 鹿児島県鹿児島市南栄４－１２－２ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イケダパン 鹿児島県鹿児島市南栄４－１２－２ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イケダパン 宮崎県東諸県郡高岡町花見２１４２番
地２０

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱イセデリカ 茨城県竜ヶ崎市馴馬町５１６７－１ 森のｅ卵　温泉卵 そうざい製品 なし

㈱イセデリカ 茨城県竜ヶ崎市馴馬町５１６７－１ ＮＢ温泉たまご そうざい製品 なし

㈱一冷茨城支店 真壁郡関城町関本下762 チキンステーキ そうざい 無
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㈱一冷茨城支店 真壁郡関城町関本下762 チキンカツ そうざい 無

㈱一冷小野工場 小野市大島町 牛丼 そうざい なし

㈱一冷小野工場 小野市大島町８８９ 牛すき そうざい類

㈱一冷小野工場 小野市大島町８９０ チキンカツ そうざい類

㈱一冷小野工場 小野市大島町８９１ ミニ牛丼 そうざい類

㈱一冷小野工場 小野市大島町８９２ ボイルドチキン そうざい類

㈱一冷小野工場 小野市大島町８９３ チョップドチキン そうざい類

㈱一冷小野工場 小野市大島町８９４ 鶏釜めしの素 そうざい類

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 シメジドレッシング そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 しめじパスタ そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 酢わかめ そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 酢わかめ春雨 そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 ちらし牛蒡 そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 ポッ辛春雨 そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 ポッ辛春雨 そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 ポッ辛れんこん そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 ポッ辛れんこん そうざい類 なし

㈱伊藤食品 岐阜市安良田町６丁目５５番地 ミックスドレッシング そうざい類 なし

㈱イトーヨーカドー 花巻市小舟渡118-1 そうざい そうざい類 無

㈱今里食品 兵庫県宝塚市高司５－１－５２ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱いわき味の浜籐 いわき市小名浜字道珍１５９ おでん そうざい なし 　

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 北海道ビーフハンバーグ そうざい類 無

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 カレーｰ そうざい類 無

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 焼肉(たれ) そうざい類 無

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 サラダ、カレー、ソース そうざい類 無
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㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 キムチ そうざい類 無

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 ハヤシソース そうざい類 無

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 やきそば そうざい類 無

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 カレーｰ そうざい類 無

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 チンジャオソース そうざい類 無

㈱岩手米飯 花巻市上似内6-175-1 ナポリタン そうざい類 無

㈱インディアン 東灘区青木５－３－５ カレー そうざい類 なし

㈱ウジエスーパー 迫町佐沼字江１－７－１ 牛丼の具材 そうざい なし なし

㈱エールフーズ 摂津市東一津屋5-12 コロッケ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

㈱エールフーズ 摂津市東一津屋5-12 串カツ そうざい類（そ
うざい半製品）

無

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番9 ｿｰｾｰｼﾞﾄﾞｰﾅﾂ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番10 ｶﾚｰﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番14 ﾒﾝﾁｶﾂﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番15 ﾊﾟﾝｺﾛｯｹ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番16 ｷｬﾍﾞﾂが入ったﾒﾝﾁｶﾂﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番18 ﾂﾅｵﾆｵﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番49 ﾂﾅ包み焼きﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

㈱エンドーミート 仙台市宮城野区小田原2-6-31 鶏唐揚 そうざい なし

㈱エンドーミート 仙台市宮城野区小田原2-6-31 エビチリ そうざい なし

㈱エンドーミート 仙台市宮城野区小田原2-6-31 こってちゃん そうざい なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 焼きたての焼そば 焼そば なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ポプラ焼そば 焼そば なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1362-62 ホタテ風味の大根サラダ 惣菜 なし

㈱オイシス西宮工場 兵庫県西宮市東町１丁目１２－２２ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱オイシス南大坂工場 大阪府南河内郡美原町木材通２－１－
１２

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―
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㈱オーサキフーズ 古川市米倉字中田２５２ とっぴん具 山菜 そうざい  なし 該当なし

㈱オーシャンシステム 三条市西本成寺２－２６－５８ ディナーカレーフレーク 惣菜 なし

㈱ｵｰﾆｼ 古賀市糸ヶ浦74-5 無着色鮭フレークししゃも 惣菜類 無

㈱ｵｰﾆｼ 古賀市糸ヶ浦74-5 お魚屋さんが作ったイカ入り一口
しゅうまい

惣菜類 無

㈱ｵｰﾆｼ 古賀市糸ヶ浦74-5 お魚屋さんが作ったかに入りしゅ
うまい

惣菜類 無

㈱ｵｰﾆｼ 古賀市糸ヶ浦74-5 お魚屋さんが作ったイカ入りシュ
ウマイ

惣菜類 無

㈱ｵｰﾆｼ 古賀市糸ヶ浦74-5 いかキムチバーグ 惣菜類 無

㈱ｵｰﾆｼ 古賀市糸ヶ浦74-5 サーモンのバター醤油焼き 惣菜類 無

㈱ｵｰﾆｼ 古賀市糸ヶ浦74-5 辛子明太子 漬物 無

㈱オーブン（配送センター） 香川県観音寺市室本町1325番地61 えびグラタン 惣菜類 無

㈱大堀仙台営業所 仙台市若林区六丁の目中町２２－３０ 畑のビーフ味 そうざい なし

㈱岡山イワミ食品 岡山県総市井尻野３８０－１ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛肉しぐれ煮 惣菜 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 牛肉甘露煮 惣菜 なし

㈱置賜畜産公社 米沢市万世町片子５３７９-15 まんぎりチャーシュー 惣菜 なし

㈱小倉屋柳本 東灘区向洋町西５－２ 煮豆類 そうざい類 なし

㈱小倉屋柳本 東灘区向洋町西５－２ つくだ煮 そうざい類 なし

㈱小倉屋柳本社工場 加東郡社町 こんぶ佃煮 そうざい なし

㈱おふくろ食品 札幌市西区発寒９条１４－５１６－３
３４

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 つくね串 そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 サクサクチキン そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 骨付きももロースト そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 チキンスティック そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 いわいどりガッツ焼 そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 まんまる焼（ロースト用タレ） そうざい 無
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㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 チキン照り焼 そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 チキンボール そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 たれ付きつくね串 そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 ジャンボチキンカツ そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 かあちゃんの手造りつくね そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 いわいどりつくね そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 地養鳥つくね そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 たれ付きつくね串 そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 フライドチキンドラム・サイ そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 マイルドチキン そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 ソフトチキン南蛮 そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 ジャンボチキンささみ串カツ そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 地養鳥きんぴらつくね そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 チキンコロッケ そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 からあげつくねぼｰ そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 サクサク唐揚げポップライスミッ
クスバター醤油味

そうざい 無

㈱オヤマ 室根村折壁字愛宕下１６１番地 メキシカンチキン そうざい 無

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ ２色キンピラサラダ そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ 荒挽きハンバーグ そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市大字安永字八区割１２３
１

牛肉しぐれ煮 そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ くわいハンバーグ そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ ゲンコツハンバーグ そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ コロッケ そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市大字安永字八区割１２３
１

つくだ煮詰め合せ そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ ローストビーフサラダ そうざい なし
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㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ ローストビーフパック そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ ロールキャベツイタリアントマト
煮

そうざい なし

㈱柿安本店 三重県桑名市片町２０ 牛タンメンチ そうざい半製品 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市片町２０ ハンバーグ そうざい半製品 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市片町２０ ハンバーグ、メンチカツ、コロッ
ケセット

そうざい半製品 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市片町２０ メンチカツ そうざい半製品 なし

㈱柿安本店（柿安ダイニング） 宇都宮市宮園町5-4 ゲンコツハンバーグ そうざい なし

㈱柿安本店（柿安ダイニング） 宇都宮市宮園町5-4 ハンバーグ類 そうざい なし

㈱柿安本店（柿安ダイニング） 宇都宮市宮園町5-4 メンチカツ類 そうざい なし

㈱柿安本店（柿安ダイニング） 宇都宮市宮園町5-4 荒挽きハンバーグ そうざい なし

㈱柿安本店（柿安ダイニング） 宇都宮市宮園町5-4 オムハヤシ そうざい なし

㈱柿安本店（柿安ダイニング） 宇都宮市宮園町5-4 ロールキャベツイタリアントマト
煮

そうざい なし

㈱カトキチフーズ 香川県観音寺市観音寺町甲１４９０－
１

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱カトキチフーズ 広島県大竹市港町２－１４ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱カトキチフーズ 香川県中多度郡琴平町５１７ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱カナエフーズ 春日井工場 春日井市神屋町2242 卵ソースＨ、ＦＷレアスクランブ
ルエッグ、ふわふわエッグＤＸ等

そうざい なし

㈱ｶﾅｴﾌｰｽﾞ　九州工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾏﾙ南厚焼たまご 惣菜類 無

㈱ｶﾅｴﾌｰｽﾞ　九州工場 鳥栖市田代外町７０１ 太巻たまご（しょうゆ味） 惣菜類 無

㈱ｶﾅｴﾌｰｽﾞ　九州工場 鳥栖市田代外町７０１ 卵そぼろＫ（ＳＪ） 惣菜類 無

㈱ｶﾅｴﾌｰｽﾞ　九州工場 鳥栖市田代外町７０１ 炒飯用ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞSE 惣菜類 無

㈱ｶﾅｴﾌｰｽﾞ　九州工場 鳥栖市田代外町７０１ 手焼風ｵﾑﾗｲｽｼｰﾄＨ 惣菜類 無

㈱ｶﾅｴﾌｰｽﾞ　九州工場 鳥栖市田代外町７０１ 卵そぼろＦＫNo.5 惣菜類 無

㈱カナエフーズ　札幌工場 札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目516-
141

オムレツ類（チーズオムレツ，
ポークオムレツ，プレーンオムレ

そうざい なし

㈱カナエフーズ　札幌工場 札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目516-
141

厚焼きたまご そうざい なし

㈱カナエフーズ　多摩工場 東京都多摩市永山6-18-2 サンドオムレツ　Ｆ そうざい なし
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㈱カナエフーズ　多摩工場 東京都多摩市永山6-18-2 たまごたっぷり厚焼たまごｽﾗｲｽ
ﾊﾟｯｸ10

そうざい なし

㈱かね治 八尾市上尾町４－１１－１７ 牛肉入きんぴら　他5種 そうざい 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 旬工房　白菜キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 網焼きシズラーの白菜キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 タラコキムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 本格キムチセット 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 デリシャスキムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 熟成キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 明太子たっぷりキムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 本場韓国キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 夏キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 無臭キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 焼肉カットキムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 博多喜夢知 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 キムチ将軍 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 キムチ大将 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 キムチひとりじめ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 頑固激辛キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 マイルドキムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 博多キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 ピアノ白菜キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 カットキムチ亭 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 激辛白菜キムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 セレクションキムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 業務用キムチ 漬物 無
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㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 イカたっぷりキムチ 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 チヂミ焼セット 漬物 無

㈱カネシマ 糟屋郡粕屋町大字仲原14-14 うまかキムチ 漬物 無

㈱カネダ食品 川崎市川崎区桜本１－７－２ 牛スジ煮込み 惣菜類 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 ふかひれ風味たこ、竜宮の晩餐 そうざい なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 中華ほたて そうざい なし

㈱カネナカ商店 豊橋市牟呂町字南汐田30番地 うなぎきざみ そうざい なし

㈱カネナカ商店 豊橋市牟呂町字南汐田30番地 蒲焼うなぎ８０ｇ そうざい なし

㈱カネハツ 熊本市海路口町1867-1 しぐれあさり業務用２ｋｇ 惣菜類 無

㈱カネハツ 熊本市海路口町1867-1 極上あさり２ｋｇ 惣菜類 無

㈱カネハツ 熊本市海路口町1867-1 しぐれ昆布用あさり２ｋｇ 惣菜類 無

㈱カネハツ 熊本市海路口町1867-1 あさり佃煮 惣菜類 無

㈱カネハツ 熊本市海路口町1867-1 畑のお肉（業務用、トレー） 惣菜類 無

㈱カネハツ 熊本市海路口町1867-1 コープ九州事業連合ＰＢのり佃煮 惣菜類 無

㈱カルラ 仙台市泉区根白石字下町６－５ ソース煮込ハンバーグ そうざい なし

㈱カルラ 仙台市泉区根白石字下町６－５ カレー そうざい なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 岩のり そうざい なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 味付けもずく そうざい なし

㈱関空デリカ 大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１
１

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱関東ダイエットエッグ 会津若松市一箕町大字鶴賀字船ケ森
535‐3

だし巻き 総菜 なし

㈱関東ダイエットエッグ 会津若松市一箕町大字鶴賀字船ケ森
535‐3

玉子焼き各種 総菜 なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ２色ハムのフェットテーネ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦＪパンプキンサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦＪパンプキンサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦオニオンフィリング４ そうざい なし
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㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦオニオンフィリングＳ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦキーマカレー そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦキーマカレー そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦスイートビーンフィリング そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦツナコーンフィリング そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦツナコーンフィリング そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ FDFﾂﾅｻﾗﾀﾞ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦツナサラダＴ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦツナマヨネーズ　オニギリ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦツナマヨネーズオニギリ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦニューサツマイモＶＤ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦニューサツマイモサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦニューサツマイモサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ FDFﾆｭｰｻﾂﾓｲﾓｻﾗﾀﾞ、FDFﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ
ｻﾗﾀﾞ(VO、V、V2、Ru、Ru2)、FDF
ｽｲｰﾄﾋﾞｰﾝﾌｨﾘﾝｸﾞ、FDFﾂﾅｺｰﾝﾌﾘﾝ
ｸﾞ、FDFﾂﾅﾏﾖﾈｰｽﾞｵﾆｷﾞﾘ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦパンプキンサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦパンプキンサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦパンプキンサラダＲＵ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦパンプキンサラダＲＵ２ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦパンプキンサラダＶ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦパンプキンサラダＶ２ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦ豆たっぷりヘルシーサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦ豆たっぷりヘルシーサラダ
１／２（白木屋）

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦヨーグルトフルーツサラダ
Ｋ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦヨーグルトフルーツソース
プレーン

そうざい なし
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㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦレンコンサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＦＤＦれんこんマヨネーズ和え そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ FDFれんこんﾏﾖﾈｰｽﾞ和え、FDFﾖｰ
ｸﾞﾙﾄﾌﾙｰﾂｻﾗﾀﾞK、FDFﾖｰｸﾞﾙﾄｿｰｽ
ﾌﾟﾚｰﾝ、FDF豆たっぷりﾍﾙｼｰｻﾗ
ﾀﾞ、FDF豆たっぷりﾍﾙｼｰｻﾗﾀﾞ
1/2(白木屋)、FDFﾀﾏｺﾞｻﾗﾀﾞ、FDFﾂ
ﾅﾏﾖﾅｰｽﾞｵﾆｷﾞﾘ、FDFﾂﾅｺｰﾝﾌｨﾘﾝ
ｸﾞ、FDFﾂﾅｻﾗﾀﾞT、FDFｵﾆｵﾝﾌｨﾘﾝ
ｸﾞ3、FDFｵﾆｵﾝﾌｨﾘﾝｸﾞ4、FDFﾆｭｳｰ
ｻﾂﾏｲﾓｻﾗﾀﾞ、FDFﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ、
FDFﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ FDFﾚﾝｺﾝﾏﾖﾈｰｽﾞ和え、FDFﾚﾝｺﾝｻ
ﾗﾀﾞ、ごまたっぷりｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ(ｺｺ
ｽ)、ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ(ﾚｷﾞｭﾗｰ)、和風ｶﾆｻ
ﾗﾀﾞ(ｷｯﾄ)、大和芋とﾁｷﾝのｻﾗﾀﾞ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ＰＤたまごサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 秋なすの揚げひたし、生野菜ｶｯﾌﾟ
ｺｰﾝ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ おからと豆たっぷりヘルシーサラ
ダ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ カルボナーラ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ カルボナーラサラダＹＫ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 韓国風春雨炒めＹＭＴ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ｷｰﾏｶﾚｰ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ コールスローサラダ２色ハムの
フェットチーネ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 小松菜の煮びたし(しらす入り)、
明太子ｼｬｷｼｬｷｻﾗﾀﾞ、焼き明太子
入りごぼうｻﾗﾀﾞ(YMT)、新じゃが
明太子、ｼｬｷｼｬｷ明太子ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ
YMT、たこキムチ

そうざい なし
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㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ さやかﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞYMT、具沢山ﾎﾟﾃﾄ
ｻﾗﾀﾞYK、さやかﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞｷｯﾄ
YMT、Aﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ､ﾐｯｸｽﾌﾙｰﾂｻﾗﾀﾞ
(ｷｯﾄ)、ｼｰﾌｰﾄﾞｻﾗﾀﾞ、2色ハムの
ﾌｪｯﾄﾁｰﾈ、人参ｻﾗﾀﾞ、ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ、
ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗｻﾗﾀﾞYK、ｼﾞｬｽｺﾎﾟﾃﾄｻﾗ
ﾀﾞ、新ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ シーフードサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ シーフードサラダさつま芋と南瓜
のサラダ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ジャスコポテトサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 新ジャーマンポテト そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ﾁｬｰｼｭｰｻﾗﾀﾞ、ﾎﾟｰｸｻﾗﾀﾞ、ﾁｷﾝｻﾗ
ﾀﾞ、秋のｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 長崎屋ごぼうｻﾗﾀﾞF、緑黄色野菜
とごぼうｻﾗﾀﾞ、ﾂﾅｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞ、焼
き明太子入りごぼうｻﾗﾀﾞ、焼き明
太子入りごぼうｻﾗﾀﾞYMT

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 長沢山ポテトサラダＹＫ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 人参サラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ひじきサラダ、FDFﾂﾅｽﾌﾟﾚｯﾄﾏｽ
ﾀｰﾄﾞ

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ふきと筍の煮物YK、小芋の肉味噌
和え、ふきときのこの煮物、秋な
すの肉味噌和え、ふきとしそこの
煮物、筍の鶏肉のピリ辛炒め

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ フレッシュ肉じゃがに そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ブロックポテト新じゃがチーズ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ポテトサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ポテトサラダＹＭＴ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ポテトサラダキットＹＭＴ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ またあかりポテトサラダ そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ ミックスフルーツサラダ（キッ
ト）

そうざい なし

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 緑黄色野菜とごぼうのサラダキッ
ト

そうざい 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

㈱関東ダイエットクック所沢工場 所沢市南永井１８８－１ 和風ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｻﾗﾀﾞ、生野菜ｶｯﾌﾟﾂ
ﾅ、生野菜ｶｯﾌﾟ大根

そうざい なし

㈱関東デリカサービス 東京都八王子市明神町２－４－８ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ 鶏唐揚げ そうざい  なし 該当なし

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ つくね串 そうざい  なし 該当なし

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ ピザナンコツ唐揚げ そうざい  なし 該当なし

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ 鶏のクリーム煮 そうざい  なし 該当なし

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ 焼鳥 そうざい  なし 該当なし

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ モモ唐揚げ そうざい  なし 該当なし

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ ローストウイング そうざい  なし 該当なし

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ フライドレック そうざい  なし 該当なし

㈱北光物産 若柳町字川南上堤３４５ チキンカツ そうざい  なし 該当なし

㈱キタニ 北九州市小倉南区蒲生１－４－４８ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ シチュー そうざい なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ ラザニア そうざい なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ チンジャオロウス そうざい なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ ポトフ そうざい なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ キャベツロール そうざい なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1号 鰯明太漬 そうざい なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1号 味付けシシャモ卵（明太味） そうざい なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1号 うなぎまぜごはんの素 そうざい なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番1号 うなぎ茶漬け そうざい なし

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 肉ワンタン 惣菜類 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ パリパリポテト 惣菜類 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ パリパリピザ 惣菜類 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ パリパリカレー 惣菜類 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

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

㈱紀文食品デリカ工場 船橋市高瀬町４４番地 食べるスープきのこのクリームリ
ゾット　他１品目

そうざい類 無

㈱紀文食品デリカ工場 船橋市高瀬町４４番地 食べるスープオニオングラタン そうざい類 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 新）肉餃子 惣菜 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 肉ワンタン(添付スープ） 惣菜 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ パリパリポテト 惣菜 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ パリパリピザ 惣菜 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ＣＯＯＰうす皮肉餃子 惣菜 無

㈱崎陽軒　東京工場 江東区大島１－１－２５ 牛肉のしぐれ煮（赤飯弁当） 惣菜 無

㈱崎陽軒　東京工場 江東区大島１－１－２５ やわらか牛煮込み（受注弁当） 惣菜 無

㈱崎陽軒　東京工場 江東区大島１－１－２５ 帆立とイカのブロッコリーのホワ
イトソース

惣菜 無

㈱京樽 福島市佐倉下字金沢１０－２ 玉子製品（卵焼き等） そうざい類 なし

㈱京樽 福島市佐倉下字金沢１０－２ 茶碗蒸し そうざい類 なし

㈱協立食品 佐野市免鳥町２７－２ とり肉だんご そうざい なし

㈱協立食品 佐野市免鳥町２７－２ ピリカラガツ そうざい なし

㈱協立食品 佐野市免鳥町２７－２ 牛もつ そうざい半製品 なし

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

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

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

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

㈱ぎょれん鹿島食品センター 神栖町大字南浜３－１８５ 海鮮串 そうざい 無

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

㈱ぎょれん道東食品厚岸工場 厚岸郡厚岸町港町４４番地 さんま煮付 そうざい なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工場 厚岸郡厚岸町港町４４番地 さんま蒲焼 そうざい なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工場 厚岸郡厚岸町港町４４番地 さんま胡麻みりん そうざい なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工場 厚岸郡厚岸町港町４４番地 ほっけカラ揚げ そうざい なし
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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

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田4-2-1 ミニえびクリームコロッケ 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田4-2-1 エビクリームコロッケ 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田4-2-1 ライスコロッケ 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田4-2-1 ライスコロッケ（ケチャップ） 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田4-2-1 ミニ牛肉コロッケ 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田4-2-1 コロコロコロッケS18-10 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田4-2-1 コロコロコロッケBSクリーム 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田4-2-1 コロコロコロッケBSクリーム 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田４丁目2-1 味付牛肉（ＣＶ肉うどん用） 惣菜類 無

㈱クイックス 糟屋郡宇美町原田４丁目2-1 ダンシャクミートコロッケ（ミ
ニ）

惣菜類 無

㈱グゥー 埼玉県新座市馬場２－６－７ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱グゥー 岩手県柴波郡矢巾町大字高田第１５地
割幅２６－４

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱グゥー 札幌市厚別区厚別東４条１－１－１０ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱グゥー 岩手県柴波郡八巾町大字高田１５－２
６－４

そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱釧路丸水 白糠郡白糠町庶路甲区６番地５７７ 鮭フレーク そうざい なし

㈱グリーンハウス市が尾工場 横浜市青葉区市ヶ尾町１１５８－８ 肉みそ そうざい なし 　

㈱グリーンフーズ 仙台市若林区鶴代町１－１０ いか大根 そうざい なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 揚げ野菜サラダ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ イカオイスター炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 彩り八宝菜 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 海老と帆立の炒め物 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 海老と帆立のｸﾘｰﾑ煮 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ かぼちゃサラダ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ きのこ大好きサラダ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 牛肉ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ そうざい半製品 なし
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え

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 牛肉とかぼちゃのピリ辛炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 牛肉の中華炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ ﾁﾝｹﾞﾝ菜と豚肉炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ チンジャオロース そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 鶏と彩り野菜の塩炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 茄子入りﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 八宝菜 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 豚肉のきのこ炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 豚レバー炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 回鍋肉 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 麻婆茄子 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ もやしお浸し梅酢和え そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 野菜のｸﾘｰﾑ煮 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 野菜の中華あんかけ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 若鶏ｱｽﾊﾟﾗあんかけ そうざい半製品 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ おむすび(ごま昆布) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 直巻おにぎり(焼たらこ) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 直巻おにぎり(ひじき) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 直巻おにぎり(鮭ごはん) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 直巻おにぎり(とり五目) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 手巻おにぎり(牛肉みそ) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 手巻おにぎり(おかかちりめん) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 手巻おにぎり(紀州梅) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 手巻おにぎり(明太子) おにぎり なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 手巻おにぎり(ﾂﾅﾏﾖﾈｰｽﾞ) おにぎり なし
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え

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂799 ロースハムサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂800 タマゴアンドハムツナ 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂801 チーズバーガー 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂802 Caチーズバーガー 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂803 BIGサンド（白身フライ、コロッ
ケ）

惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂804 BIGサンド（バラエティー） 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂805 コールスローサラダロール 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂806 エビカツロール 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂807 ホッドッグ 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂808 カレーホットドッグ 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂809 焼きそばロール 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂810 ロースハムアンドエッグサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂811 タマゴツナサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂812 野菜ミックスサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂813 半熟目玉焼きサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂814 ハムエッグチーズサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂815 ミックスサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂816 サンクスハムカツサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂817 チキンサラダサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂818 ミックスレタスサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂819 エビカツサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂820 ゆで玉子ミックスサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂821 ふっくらサンド（コロッケ） 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂822 ふっくらサンド（ハムエッグ） 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂823 ロールサンド 惣菜 なし

375 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂824 スペシャルミックス 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂825 タマゴパック 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂826 ミックスランチ 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂827 ウインナーロール 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂828 三角ハムエッグ 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂829 ハムサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂830 ハムカツエッグサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂831 ツナタマミックス 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂832 NEW150ミックス 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂833 ニシカワハムカツサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂834 三角ハムサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂835 ケース入りサンド 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂836 ミックスランチ 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂837 コロッケロール 惣菜 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 野菜ｶﾚｰ 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 白身ﾌﾗｲおかか弁当 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 三色鶏飯 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ ｵﾑﾗｲｽ 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 牛丼 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ しめじご飯 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ ひれかつ弁当 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ ﾁｬｰﾊﾝ 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 鶏唐揚弁当 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ ﾐｯｸｽ弁当 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ弁当 弁当 なし
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販売中止 製品回収
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え

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 白飯(ふりかけ) 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ 紅鮭弁当 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ ﾐﾆ俵ｾｯﾄ 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ おにぎりｾｯﾄ 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ おにぎりﾊﾞｽｹｯﾄ 弁当 なし

㈱グルメサービス 加古川市野口町長砂７９９ よくばりおにぎりｾｯﾄ 弁当 なし

㈱グルメデリカ 埼玉県所沢市大字下富７３９－１２ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱グルメデリカ 埼玉県草加市稲荷２－３２－２２ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱グルメデリカ 長野県松本市芳川村井９４８－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱グルメデリカ 長野県松本市芳川村井９４８－１ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱グルメデリカ 埼玉県草加市稲荷２－３２－２２ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱グルメデリカ 長野県松本市芳川村井９４８－１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱クレフォート 刈谷市松坂町３－３０７ ハムエッグ、スクランブルエッ
グ、卵焼き等

そうざい なし

㈱黒川食品 花巻市野田306-2 煮物(のたれ) そうざい類 無

㈱ケー・シー・エス 兵庫県西宮市西宮浜１－４３ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱ケー・シー・エス 大阪府枚方市出屋敷西町１－３０－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱甲南フーズ 東灘区御影塚町３－３－２５ つくだ煮 そうざい類 なし

㈱神戸ベル 東灘区住吉浜町１５－１ カルビ焼肉，牛丼，ハヤシソー
ス，ハンバーグ

食肉そうざい なし

㈱神戸ベル 東灘区住吉浜町１５－１ コロッケ そうざい なし

㈱コープフーズ　加古川センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
76

生天 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加古川センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
77

牛肉コロッケ 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
61

伊達巻き 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
66

パリパリ春巻き 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
70

デリサササミカツ 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
71

八幡巻 惣菜 なし
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㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
72

オーシャンキング 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
73

昆布豆 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
74

メンチカツ 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
75

卵皮春巻 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
76

かにクリーミーコロッケ 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
77

シュウマイ 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
78

甘栗コロッケ 惣菜 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
62

ファミリー平 弁当 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
63

切りキンシ 弁当 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
64

ひろうす 弁当 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
65

炊き込みご飯五目 弁当 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
67

まつたけご飯 弁当 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
69

きのこご飯 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 太巻（錦巻.ﾂﾅｻﾗﾀﾞ） 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 中巻 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 特選助六 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 おかずたっぷりのり弁当 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 のり鮭弁当 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 直巻おにぎり 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 田舎おにぎり（鶏五目) 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 具だくざんイナリおにぎり 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 ポテトサラダ 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 田舎チラシ寿司 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 太巻（牛しぐれ巻） 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 太巻（とんかつ巻） 弁当 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 太巻（エビカツ巻） 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 おにぎり（梅ちり） 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 おにぎり弁当 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 おにぎり（すじ子） 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 田舎おにぎり（すじ子） 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 おにぎり(鮭） 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 田舎おにぎり（鮭） 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 はらこイナリ 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 三色イナリ 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 山菜イナリ 弁当 なし

㈱コープフーズ東北 仙台市宮城野区扇町7-8-4 五目助六 弁当 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ お弁当セット（塩鮭と明太子） そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ お弁当セット（塩鮭と明太子） そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 餃子の具 そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 銀むつ（メロ）照焼き用 そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ 銀むつ（メロ）照焼き用 そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ するめいかリングフライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ するめいかリングフライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ぶり照焼き用 そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ぶり照焼き用 そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほたて照焼き用 そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ほたて照焼き用 そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ポトフセット そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ まぐろスティツクフライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ まぐろスティツクフライ そうざい類 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 ミニやわらかイカフライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ ミニやわらかイカフライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ やわらかあじの切身フライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ やわらかあじの切身フライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ やわらかイカフライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ やわらかイカフライ そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ レンジで角煮（いかごろ煮） そうざい類 なし

㈱コープフーズ吉田工場 榛原郡吉田町大幡２１ レンジで角煮（いかごろ煮） そうざい類 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンミート牛肉洋風煮込み 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 新ビーフシチュー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンレークチキントマト煮 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 田舎風ビーフカレー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ポリネシアンビーフカレー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ビーフシチュー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ タンシチュー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ R,レストランビーフカレー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ FWS,ビーフカレー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ すきやき１８０ｇ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ NSすきやき 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 焼ビーフハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ フットボールハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ N甘辛南蛮肉だんご 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ロイヤルハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンミートハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ホームデリーハンバーグ 惣菜 なし
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㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Sグルメハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ カイゼルハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 和牛ハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 福島ハンバーグ 惣菜 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 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 石見ビーフハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ NSデリカハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ビックハンバ－グ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 浅野屋ミートパティ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ バーガーパティ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Aハンバーグベース 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ イナゲヤハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ レトルトミニハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 食研煮込みハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 和風ミニハンバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ビーンズバーグ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ビーンズボール 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ シェフの出張料理（タンシ
チュー）

惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ シェフの出張料理（仔牛の頬肉） 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ シェフの出張料理（信州牛） 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ シェフの出張料理（合鴨） 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ シェフの出張料理（チキン） 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ NEWサンレークポタージュ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ポタージュスープ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンミートポタージュスープ 惣菜 なし
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え

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ パンプキンスープ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ チビッコグラタン 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 永谷園グラタン 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ラザニア 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ チキンポモドーロ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 特チキンクオーレ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ チキンクオーレ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ チキントマトソース煮 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 若鶏照焼風 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 地鶏ペッパーグリエ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ エビグラタン 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Nローストチキン 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンレークオニオンスープ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Rビーフコンソメ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ポトフ用ビーフコンソメ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンミート牛肉洋風煮込み 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 新ビーフシチュー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンレークチキントマト煮 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 田舎風ビーフカレー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ポリネシアンビーフカレー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ビーフシチュー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ タンシチュー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ R,レストランビーフカレー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ FWS,ビーフカレー 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ すきやき１８０ｇ 惣菜 なし
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㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ NSすきやき 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ SSハッシュドビーフ 惣菜 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ジャワ風ビーフカレー 惣菜 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 牛タン弁当 弁当 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 ろまん街道 弁当 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 タムタムタウンの元気弁当 弁当 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 仙台まるごと弁当 弁当 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 仙台おにぎり 弁当 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 幕の内弁当 弁当 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 おはよう弁当 弁当 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 正宗弁当 弁当 なし

㈱こばやし 仙台市宮城野区小田原3-2-3 牛めし 弁当 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 揚げカット そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 浅利とネギの赤味噌和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 浅利とネギの白味噌和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 アスパラのごま和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 あっさりやきそば そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 イカとネギの赤みそ和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 イカとネギの白味噌和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 イタリアンスパゲッティ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 炒り豆腐 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 いんげんごま和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 いんげんとしめじのごま和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 うの花 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 おくらたけ そうざい類 なし
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㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 オクラツナ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 おくらのごまあえ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 カニコーンサラダ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 かぼちゃ煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 かれいの煮付け そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 きぬさやの玉子とじ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 絹さやの卵とじ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 牛肉金平 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 グリーンピースの卵とじ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 減塩厚揚煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 減塩かぼちゃ煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 減塩金平ごぼう そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 減塩こんにゃく炒め そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 減塩里芋煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 減塩筑前煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 減塩肉じゃが そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 減塩若竹煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 ごぼうサラダ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 こんにゃくとごぼうのサラダ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 さつま芋甘露煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 さつま芋レモン煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 さば煮付け そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 しめじ入りうの花 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 スパゲッテイサラダ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 スライスポテトサラダ そうざい類 なし

384 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 だし巻き そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 タラモサラダ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 菜の花胡麻和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 肉じゃが煮 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 ハムマリネ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 ひじき豆 そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 ブロッコリー胡麻和え そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 ポテトサラダ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 ポテトサラダ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 マカロニサラダ そうざい類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 焼きそば そうざい類 なし

㈱五味八珍 浜松市小池町２４２４－３ キムチ餃子 そうざい 無

㈱ザ・ミンツ（ジョイアミーア） 新潟市東堀通７番町１０１６－１ ハンバーグ そうざい なし なし

㈱栄食研 北海道函館市宇賀浦町８－９ 男爵肉コロッケ そうざい なし

㈱さくらい水産 名取市閖上5-34-4 そうざい そうざい なし 該当なし

㈱さくらい水産 名取市閖上5-34-4 そうざい そうざい なし 該当なし

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ メンマ味付け・ラー油味 そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ セービング　味付けザーサイ そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ 高菜ザーサイ そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ メンマ味付・ラー油味 そうざい 無

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ 刻み高菜 そうざい 無

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

そうざい 無

㈱札幌東急ストア　惣菜ｾﾝﾀｰ 札幌市白石区中央３条２丁目６－２６ ハンバーグ そうざい なし

㈱札幌東急ストア　惣菜ｾﾝﾀｰ 札幌市白石区中央３条２丁目６－２６ 肉じゃが そうざい なし

㈱サンオーク 奈良県大和高田市東三倉堂町１８－１
７

チルド餃子 惣菜半製品 なし
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え

㈱サンオーク 奈良県大和高田市東三倉堂町１８－１
７

チルド焼売 惣菜半製品 なし

㈱サンシェフ 仙台市宮城野区扇町７－１－２４ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンシェフ 岩手県柴波郡矢巾町広宮沢第１０地割
幅５０２－５

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンシェフ 仙台市宮城野区扇町７－１－２４ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンシェフ 岩手県柴波郡矢巾町広宮沢第１０地割
幅５０２－５

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ 味付けフレーク（ゆめの鮭，粕漬
鮭フレーク，味噌漬鮭フレーク）

そうざい なし なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ 昆布巻，鮭の昆布巻，紅鮭昆布巻 そうざい なし なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ 鮭茶漬，紅鮭茶漬 そうざい なし なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ たらこ，かつお風味 そうざい なし なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ たらこ茶漬 そうざい なし なし

㈱三田屋 兵庫県西宮市山口町下山口２－９９ 牛肉しぐれ煮惣菜 そうざい なし

㈱三田屋 兵庫県西宮市山口町下山口２－９９ とり唐揚げ そうざい なし

㈱三田屋 兵庫県西宮市山口町下山口２－９９ 三田屋スープ そうざい なし

㈱サンデリカ 東京都千代田区岩本町３－１０－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 埼玉県所沢市大字坂之下８５番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山３－１２－２
４

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 東京都町田市鶴間５３３番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 千葉県野田市七光台４００番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 宮城県宮城郡利府町しらかし台６－１
１－５

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 仙台市泉区明通４－１８ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 福島県郡山市喜久田町字権現林３９－
１

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 栃木県小山市羽川５１７－５０ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 愛知県西春日井郡西枇杷島町古城１－
１９－８

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 愛知県春日井市東野町西１－１０－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 石川県松任市田中町１１番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―
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㈱サンデリカ 大阪府摂津市鳥飼本町４－３－１５ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 広島県廿日市市串戸１－１０－１４ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 福岡県古賀市糸ケ浦７５番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 佐賀県鹿島市古枝甲３１０－７ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 仙台市泉区明通４－１８ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 佐賀県鹿島市古枝甲３１０－７ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 宮城県宮城郡利府町しらかし台６－１
１－５

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 栃木県小山市羽川５１７－５０ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 千葉県野田市七光台４００番地 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 埼玉県所沢市大字坂之下８５番地 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山３－１２－２
４

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 東京都町田市鶴間５５３番地 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 愛知県春日井市東野町西１－１０－１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 石川県松任市田中町１１番地 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 広島県廿日市市串戸１－１０－１４ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 佐賀県鹿島市古枝甲３１０－７ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンデリカ 福岡県糟屋郡古賀町糸ケ浦７５ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンドール新潟 三条市東三条１－１９－１５ イカ焼き 惣菜 なし

㈱サンドール新潟 三条市東三条１－１９－１５ うなぎ蒲焼 惣菜 なし

㈱サンドール新潟 三条市東三条１－１９－１５ 生鮭照焼 惣菜 なし

㈱サンドール新潟 三条市東三条１－１９－１５ ローストチキン 惣菜 なし

㈱サンドール新潟 三条市東三条１－１９－１５ カレイの照焼 惣菜 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ B.B.Jミルポアのハヤシ そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ MIカレーうどん そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VKお子様カレー そうざい類 なし
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㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VKたっぷりコーン そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VKたっぷり野菜 そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ キャロットグラッセ そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ サンマルク濃ごぼう そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ テンフード特製カレーうどんの素 そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ 大関かす汁の素 そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ 木曽路ふぐ用ポン酢 そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ 遊かぼちゃ そうざい類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ 遊人参チーズ そうざい類 なし

㈱サンロイヤル旭川 北海道旭川市神居９条１－７－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱さんわコーポレーション 川北町橘新ロ51-1 カツレツ風チキンソテー そうざい半製品 なし - - -

㈱さんわコーポレーション 川北町橘新ロ51-1 鶏ちゃんこ鍋セット そうざい半製品 なし - - -

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ ココットパイ（きのこのビーフシ
チュー）

惣菜 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ グリルドハンバーグ 惣菜 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ なっとくハンバーグ 惣菜 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ ポトフ 惣菜 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ チキントマト煮 惣菜 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ 牛舌シチュー 惣菜 なし

㈱志太榛原給食 榛原郡吉田町神戸２４９８－１ 椎茸と牛肉のオイスター炒め そうざい類 なし

㈱志太榛原給食 榛原郡吉田町神戸２４９８－１ チンジャオロース そうざい類 なし

㈱しのぶ食品 伊達郡霊山町大字山戸田字石橋１１－
１

茶碗蒸し そうざい類 なし

㈱しのぶ食品 伊達郡霊山町大字山戸田字石橋１１－
１

手作り茶碗蒸し そうざい類 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 鮭・味付わかめ 惣菜 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 鮭フレーク 惣菜 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ しそひじきウェット 惣菜 なし
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㈱ジャパンフレッシュ神奈川工場 秦野市曽屋８６８ スペシャル野菜ミックス そうざい なし

㈱ジャパンフレッシュ神奈川工場 秦野市曽屋８６８ たこ焼き８個入り そうざい なし

㈱ジャルダン・ド・フランス 東灘区田中町３－１９－１４ 野菜入りビーフカレー そうざい類 なし

㈱ジャルダン・ド・フランス 東灘区田中町３－１９－１４ スープ類 そうざい類 なし

㈱ジョイフル愛知工場 宝飯郡御津町佐脇浜3号地１－１７ ハンバーグ、カルビ肉、ビーフカ
レー、ミートソース、ガーリック
ソース等

惣菜 なし

㈱上州屋設楽彦吉商店 北都留郡上野原町野田尻1072 カレー４種類 そうざい類 なし

㈱甚木屋 大阪府堺市神石市之町３番３５号 肉じゃが 惣菜 無

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ ハンバーグ そうざい なし

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ 牛ヒレステーキ そうざい なし

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ ローストビーフ そうざい なし

㈱末廣昆布明石工場 明石市大久保町 昆布巻 そうざい なし

㈱末廣昆布明石工場 明石市大久保町 佃煮 そうざい なし

㈱末廣昆布明石工場 明石市大久保町 そうざい なし

㈱末広製菓 新潟県西蒲原郡岩室村大字西長島７７
９番地

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱末広製菓 新潟県西蒲郡郡岩室村大字西長島７７
９番地

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱スギヨ北海道工場 小樽市色内３－１１－５ サラダ類 そうざい 無

㈱スターゼン 川崎市川崎区東扇島１７－８ バンバンジーサラダ 惣菜類 なし

㈱ｾｲ･ｱｸﾞﾘｰｼｽﾃﾑ 鳳至郡能都町矢波ク２５ 牛オムレツ そうざい なし - - -

㈱誠味 東灘区御影塚町４－９－２１ 昆布つくだ煮 そうざい類 なし

㈱誠味 東灘区御影塚町４－９－２１ わかめ山椒 そうざい類 なし

㈱誠味 東灘区御影塚町４－９－２１ 袋茸 そうざい類 なし

㈱千賀屋 三谷町東前78-5 手作りカニクリームコロッケ、天
然鯛ちりセット

そうざい なし

㈱全国チェーン竜鳳 宇都宮市新里町445 牛串(カルビ,タン,ステーキ） そうざい なし

㈱ゼンショー 川崎市宮前区野川3961 カレー そうざい なし
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㈱センターライス岡山工場 岡山県岡山市藤田２２７ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱センターライス広島工場 広島市西区庚午中４－１４－２２ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱セントラルフーズ 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ チキンゼリー 惣菜 無

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ オニオングラタンスープ 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ カニホタテチャウダー 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ カレー用肉 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 牛味そぼろ 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ クリームチャウダー 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ シーフードゼリー 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ シチューソース 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 進物用そぼろ 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 進物用佃煮しぐれ 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 進物用佃煮すきやき 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ チキンゼリー 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ とろみたれ 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ハヤシソース 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ヒレ丸太揚げ 惣菜半製品 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ フォアグラパテ 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 豚角煮 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ホワイトソース 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ ミネストローネ 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 森の子シチュー 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ レバーワイン煮 惣菜 なし

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 和牛ハンバーグ 惣菜 なし

㈱千日総本社 吹田市東御旅町４－２６ 太巻芯 そうざい 無
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え

㈱撰味会 東灘区御影塚町４－９－２１ 牛肉つくだ煮 そうざい類 なし

㈱撰味会 東灘区御影塚町４－９－２１ 昆布つくだ煮 そうざい類 なし

㈱撰味会 東灘区御影塚町４－９－２１ きざみするめ そうざい類 なし

㈱創味 明石市二見町 牛肉佃煮 そうざい なし

㈱創味 明石市二見町 煮豆 そうざい なし

㈱創味 明石市二見町 角切り昆布 そうざい なし

㈱大一珍味    岡山工場 岡山県苫田郡鏡野町市場１５ 惣菜（豆腐用食品） 惣菜 なし

㈱大一珍味    岡山工場 岡山県苫田郡鏡野町市場１５ 惣菜（チーズ） 惣菜 なし

㈱大一珍味    岡山工場 岡山県苫田郡鏡野町市場１５ おでん 惣菜 なし

㈱大一珍味    岡山工場 岡山県苫田郡鏡野町市場１５ 惣菜（ゼラチン） 惣菜 なし

㈱大一珍味    岡山工場 岡山県苫田郡鏡野町市場１５ 昆布巻き 惣菜 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 惣菜（豆腐用食品） 惣菜 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 惣菜（チーズ） 惣菜 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 おでん 惣菜 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 惣菜（ゼラチン） 惣菜 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 昆布巻き 惣菜 なし

㈱大栄食品新利根工場 茨城県稲敷郡新利根町下太田谷中１７
７１

肉じゃが そうざい製品 なし

㈱ダイエーセントラル水産 船橋市高瀬町２４番地６ とびっこ　他６品目 そうざい類 無

㈱ダイエーセントラル水産 船橋市高瀬町２４番地６ すじ子醤油漬　他２品目 そうざい類 無

㈱ダイエーセントラル水産 船橋市高瀬町２４番地６ 数の子わさび そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ 韓国風キムチ鍋 そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ 牛すき焼き鍋　他７品目 そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ ローストビーフサラダ　他１品目 そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ こってりちゃんこ鍋他３品目 そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ 若鶏照焼 そうざい類 無
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㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ 牛すじ煮込み（鍋セット）　他１
品目

そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ 和牛カルビねぎ醤油焼肉　他４品
目

そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ こてっちゃん そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ やわらか豚ローストンカツ　他１
品目

そうざい類 無

㈱ダイエーミート 船橋市高瀬町２４番地６ 赤鶏だんご（鍋セット）　他２品
目

そうざい類 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 牛すき焼き鍋　特選すき焼きのた
れ

惣菜半製品 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 牛すき焼き鍋　冷凍豆腐 惣菜半製品 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 韓国風キムチ鍋　キムチチゲマイ
ルド

惣菜半製品 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 韓国風キムチ鍋　冷凍豆腐 惣菜半製品 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 牛辛口カルビ鍋　ビビンバ酒盗 惣菜半製品 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 こってりちゃんこ鍋　みそちゃん
こ鍋スープ

惣菜半製品 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 こってりちゃんこ鍋　冷凍豆腐 惣菜半製品 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 あっさりちゃんこ鍋　ちゃんこ
スープＤＫ

惣菜半製品 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 豚汁　豚汁スープ 惣菜半製品 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 豚汁　冷凍豆腐 惣菜半製品 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 牛すじ煮込み鍋　冷凍豆腐 惣菜半製品 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 鶏肉だんご鍋　鶏つみれの素 惣菜半製品 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 衣付カツ　パン粉生中目 惣菜半製品 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 衣付カツ　玉子たっぷりバター 惣菜半製品 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ 生姜風味の春雨サラダ そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ エスカベシュキット そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ 玉子パスタ そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ ポテトサラダ そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ ひじきもヘルシーサラダ そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ 季節の春雨キット そうざい なし
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㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ 野菜たっぷりポテト そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ 中華春雨サラダ そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ Ｆ．サラダコーン そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ Ｆサラダコーン そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ 彩野菜たっぷりポテト そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック 羽村市栄町３－２－３ ゴボウサラダ そうざい なし

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 助六寿司 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 太巻寿司 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 いなり寿司 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 手巻寿司 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 サラダ助六 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 伊達巻盛合わせ 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 納豆中巻 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 焼きそば弁当 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 松茸ご飯 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 おにぎり（梅） 弁当 無

㈱ダイエーロイヤルクック九州事
業所

糟屋郡須恵町大字上須恵286-1 とりめしおにぎり 弁当 無

㈱タイカイ 東灘区本山南町７－５－４ 肉まん類 そうざい類 なし

㈱大黒天 高砂市高砂町 肉じゃが そうざい なし

㈱大黒天 高砂市高砂町 めんちかつ そうざい なし

㈱大黒天 高砂市高砂町 お好み焼き そうざい なし

㈱大黒天 高砂市高砂町 コロッケ そうざい なし

㈱タイム 久世郡久御山町佐山中道６０ ポテトサラダ そうざい類 なし

㈱タイム 久世郡久御山町佐山中道６０ 唐揚げタマゴロール そうざい類 なし

㈱タイム 久世郡久御山町佐山中道６０ 肉じゃが そうざい類 なし
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㈱高岡 福井県福井市文京２丁目１－７ そうざい そうざい なし

㈱高正ベーカリー 桃生郡桃生町新田字西町３９ ハンバーグ そうざい なし 該当なし

㈱宝塚阪急ホテル 宝塚市梅野１－４６ 牛フィレカツサンドイッチ そうざい 無

㈱タグチ 日置郡金峰町高橋3075-21 黒毛和牛巻 惣菜類 無

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ シーフードごぼう そうざい なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 海藻サラダ そうざい なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ シーフードサラダ（たこ入り） そうざい なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 中華くらげ そうざい なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 海鮮カルパッチョ そうざい なし

㈱伊達陣中本舗 仙台市泉区高玉町２－２９ 牛タン太巻寿司 弁当 なし

㈱田中食品興業所 大阪府堺市砂道町３丁５－２ 炊き込みご飯の素、おかず等 惣菜 無

㈱玉善 静岡県静岡市与佐衛門新田西通２－４ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱タマヤ 岩沼市中央4-1-3 そうざい そうざい なし 該当なし

㈱タマヤ 岩沼市中央4-1-3 そうざい そうざい なし 該当なし

㈱ﾀﾏﾚｲ 川崎市高津区久地８５３－１ そうざい類 そうざい なし

㈱樽田商店 名古屋市緑区鳴海町字山下３７ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱力寿し 北海道函館市昭和４－４２－２６ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱力寿し 北海道函館市昭和４－４２－２６ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱力寿し 北海道函館市昭和４－４２－２６ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 COOP鍋焼きうどんパック そうざい なし

㈱中部デリカフーズ 岐阜県各務原市須衛町４－２９１ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱チルディー 東京都八王子市北野町５５９－６ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱珍丼亭ＣＳＨ 兵庫区荒田町1-15-6 韓国風カルビ丼の具 そうざい なし

㈱珍丼亭ＣＳＨ 兵庫区荒田町1-15-6 すき焼き用牛丼の具 そうざい なし

㈱珍丼亭ＣＳＨ 兵庫区荒田町1-15-6 牛丼の具 そうざい なし
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販売中止 製品回収
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え

㈱つくまめ 大阪市東成区大今里1-30-23 おでん 惣菜 なし

㈱つくまめ 大阪市東成区大今里1-30-23 牛肉とごぼうのしぐれ煮 惣菜 なし

㈱つくまめ 大阪市東成区大今里1-30-23 ビーフコロッケ 惣菜 なし

㈱つくまめ 大阪市東成区大今里1-30-23 肉じゃが 惣菜 なし

㈱つくまめ 大阪市東成区大今里1-30-23 牛肉コロッケ 惣菜 なし

㈱つくまめ 大阪市東成区大今里1-30-23 肉ｼﾞｬｶﾞコロッケしぐれ煮 惣菜 なし

㈱漬新 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－３０ 牛肉佃煮ビン詰(２種類） そうざい類 なし

㈱ディーシーフーズ 宇都宮市中一の沢町1-11 餃子 そうざい半製品 なし

㈱ディーシーフーズ 宇都宮市中一の沢町1-11 青椒牛肉絲 そうざい なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ 肉じゃが 惣菜 なし

㈱デリカサラダボーイえひめ 愛媛県伊予郡松前町大字北川原１１０
１－１

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱デリカサラダボーイえひめ 愛媛県伊予郡松前町大字北川原１１０
１－１

そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱デリカサラダボーイえひめ 愛媛県伊予郡松前町大字北川原１１０
１－１

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱デリカスノー 仙台市若林区卸町東五丁目７－２ マイルドゴボウサラダ そうざい なし

㈱デリカスノー 仙台市若林区卸町東五丁目７－２ ＬＬゴボウサラダ そうざい なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-12 ﾒﾝﾁｶﾂ70g そうざい類 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-25 NYS野菜ｺﾛｯｹ そうざい類 なし

㈱テンフードサービス 札幌市東区本町2条１０丁目2-1 カレールー そうざい なし

㈱テンフードサービス 札幌市東区本町2条１０丁目2-1 チルドぎょうざ そうざい半製品 なし

㈱テンフードサービス 札幌市東区本町2条１０丁目2-1 チルドしゅうまい そうざい半製品 なし

㈱東海千日 岩倉市八剱町野畑５９－１ 太巻芯、卵焼き 惣菜 なし

㈱東京ポンパドウル宇都宮店 宇都宮市宮園町5-4 惣菜パン 惣菜パン なし

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ コーンクリームポタージュ５００
ｇ

惣菜 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ コーンクリームポタージュ９００
ｇ

惣菜 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ つぶ入りコーンクリームポター
ジュ５００ｇ

惣菜 無
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㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ つぶ入りコーンクリームポター
ジュ９００ｇ

惣菜 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ パンプキンクリームポタージュ５
００ｇ

惣菜 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ パンプキンクリームポタージュ９
００ｇ

惣菜 無

㈱東洋水産川崎工場 川崎市川崎区夜光３－２－５ ＣＯＯＰワカメスープ 惣菜類 なし

㈱徳島厚焼 徳島市東沖洲２－１－１ 玉子焼き３品目 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ 煮込みハンバーグセット 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ ネギチャーシューキット 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ 麻婆ナスキット 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ もやしの中華風酢の物 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ ひじきとほうれん草のサラダキッ
ト

惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ 小松菜の胡麻和えキット 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ 小松菜の辛子和えキット 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞﾍﾞｰｽ 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ ｷﾝﾋﾟﾗｺﾞﾎﾞｳ 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ ひじき煮 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ 卯の花 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ うの花（ほうれん草） 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ 切干大根煮 惣菜類 無

㈱トスデリカ 鳥栖市田代外町７０１ 筑前煮 惣菜類 無

㈱栃の木食品 宇都宮市宝木本町1667-9 ピーナッツみそ そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰｸﾞﾗﾀﾝ そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 肉じゃが そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ すき焼き鍋 そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 牛しゃぶと新鮮野菜 そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｽﾊﾟｹﾞﾃｨ そうざい なし
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㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 春雨中華サラダ そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ お肉たっぷり回鍋肉 そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 海藻ｻﾗﾀﾞ そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｽﾊﾟｹﾞﾃｨ そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾐﾆ五目あんかけ焼そば そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 豚生姜焼 そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾐｰﾄｿｰｽ９９ そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾌﾞﾘﾄｰ（ｷｰﾏｶﾚｰ） そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ｴﾋﾞｶﾂﾛｰﾙ そうざい なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 寄せ鍋 そうざい半製品 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－２ キムチ鍋 そうざい半製品 なし

㈱ドリームフーズ 八尾市空港１－１４７ 冷蔵花咲ワンタン　 他2種 そうざい 無

㈱ドリームフーズ 八尾市空港１－１４７ 冷蔵花咲ワンタン　 他6種 そうざい 無

㈱ドリームフーズ 八尾市空港１－１４７ 冷蔵花咲ワンタン　 他3種 そうざい 無

㈱ドリームフーズ 八尾市空港１－１４７ 冷蔵花咲ワンタン　 他7種 そうざい 無

㈱ドリームフーズ 八尾市空港１－１４７ 冷蔵花咲ワンタン　 他3種 そうざい 無

㈱トリコロール 仙台市宮城野区日の出町2-3-5 ハンバーグ そうざい なし

㈱トリコロール 仙台市宮城野区日の出町2-3-5 ミートソース そうざい なし

㈱トリコロール 仙台市宮城野区日の出町2-3-5 ボロネ-スソース そうざい なし

㈱トリコロール 仙台市宮城野区日の出町2-3-5 シチュー牛肉 そうざい なし

㈱トリコロール 仙台市宮城野区日の出町2-3-5 シチュー牛舌 そうざい なし

㈱トレビ川越工場 川越市芳野台２－８－８６ ピザ そうざい類 なし

㈱トレビ川越工場 川越市芳野台２－８－８６ ピザ（冷蔵食品・冷凍食品） 惣菜 なし

㈱ドンク東京 川崎市中原区宮内2-31-1 カレードーナツスペシャル 惣菜パン なし

㈱ドンク東京 川崎市中原区宮内2-31-1 フロマージュカレー 惣菜パン なし
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㈱ドンク東京 川崎市中原区宮内2-31-1 ピロシキ 惣菜パン なし

㈱ドンク東京 川崎市中原区宮内2-31-1 ミートパイ 惣菜パン なし

㈱ﾅｶﾞｲ 川崎市高津区野川３６９６ そうざい類 そうざい なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

ピザまんじゅう そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

特性肉まん そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

ホットロール（焼肉カルビ） そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

カリカリまん（エビグラタン） そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

カリカリまん（焼きリンゴ） そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

カリカリまん（メキシカンタコ
ス）

そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

ＮＲレストランカレーパン（甘
口、辛口）

そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

ＳＳカラクチカレーパン そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

ＳＳＨピロシキ そうざい類 なし

㈱中村屋　つくば工場 茨城県牛久市桂町２２００－４６筑波
南桂工業団地内

ＯＬＣチャパタ そうざい類 なし

㈱中村屋　ファリーヌ松戸店 松戸市松戸1181　ボックスヒル1F サラダ そうざい 無

㈱中村屋本店 新宿区新宿３－２６－１３ ロールキャベツ そうざい なし

㈱中村屋本店 新宿区新宿３－２６－１３ 焼きハンバーグ そうざい なし

㈱中村屋本店 新宿区新宿３－２６－１３ メンチカツ そうざい なし

㈱中村屋本店 新宿区新宿３－２６－１３ 煮込みハンバーグ そうざい なし

㈱中村屋本店 新宿区新宿３－２６－１３ ミートコロッケ そうざい なし

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

そうざい なし

㈱浪花昆布 東灘区御影塚町３－１０－１１ つくだ煮 そうざい類 なし

㈱新潟ペリカン 新潟市江口２１４０－２ そうざい そうざい なし なし

㈱ニシムラフーズ 糟屋郡宇美町大字宇美2453-7 味付たまご（紀文食品用） 惣菜類 無

㈱ニシムラフーズ 糟屋郡宇美町大字宇美2453-7 味付だいこん（紀文食品用） 惣菜類 無

㈱ニシムラフーズ 糟屋郡宇美町大字宇美2453-7 味付こんにゃく（紀文食品用） 惣菜類 無
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㈱ニチロ　大江工場米飯工場 白鷹町大字鮎貝２８８８－５ 包装米飯 弁当 なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ SSYﾈｷﾞﾐｿ生焼餃子（㈱ｴｽｼｰ） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ えびしゅうまい（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ エビ入り春巻き そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ えび入り春巻き（白）（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ぎょうざ（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ぎょうざフライ（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ さけぎょうざ（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ さけしゅうまい（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ しそ入りぎょうざ（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ｼﾞｬﾝﾎﾞｼｭｳﾏｲ(ﾏﾙﾊ) そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ジャンボシューマイ（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ジャンボシューマイ（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ジャンボ焼餃子（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ジャンボ餃子 そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ｼｭｰﾏｲ（ﾏﾙﾊ） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ シューマイ（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ スタミナ餃子 そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ にら饅頭（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ にら饅頭キムチ味（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ﾎﾟｰｸしゅうまい そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ホーレン草ぎょうざ（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ ホーレン草しゅうまい（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ もち豚肉焼売・もち豚餃子 そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ もち豚野菜餃子 そうざい なし
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㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ わさび風味ぎょうざ（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 海老餃子（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 焼売 そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 水餃子（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 千葉県学級ぎょうざ（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 豚キムチ巻（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 豚ｷﾑﾁ餃子（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 南極ｼｭｰﾏｲ そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 肉じゃが饅頭（ユニチカ三幸） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 明太しゅうまい（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 野菜ぎょうざ（宝幸水産） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 野菜餃子 そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 冷凍生餃子（極洋） そうざい なし

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 餃子（ﾌﾞﾙｰﾃｰﾌﾟ） そうざい なし

㈱ニッキーフーズ 大阪市西淀川区４－１０－２１ シュウマイ そうざい なし

㈱ニッキーフーズ 大阪市西淀川区４－１０－２１ 春巻き そうざい なし

㈱日東商会 仙台市宮城野区福室字境四番65 味付メンマ そうざい なし

㈱日東商会 仙台市宮城野区福室字境四番65 金平ワカメ そうざい なし

㈱日本デリカ－ナ北九州工場 北九州市小倉南区上曽根新町５２４－
５

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱日本デリカ－ナ 北九州市小倉区上曽根新町１１－１８ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱日本フーズデリカ関西工場 枚方市出屋敷西町1-23-2 惣菜（18） 無

㈱日本フーズデリカ関西工場 枚方市出屋敷西町1-23-2 弁当（4） 無

㈱日本フーズデリカ四国工場 西条市ひうち字西ひうち3-12 おにぎり 弁当 無

㈱日本フーズデリカ四国工場 西条市ひうち字西ひうち3-12 サンドイッチ 弁当 無

㈱日本フーズデリカ四国工場 西条市ひうち字西ひうち3-12 寿司 弁当 無
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㈱日本フーズデリカ四国工場 西条市ひうち字西ひうち3-12 弁当 弁当 無

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 チンジャオロース そうざい なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 ビーフコロッケ そうざい なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 スパゲッティナポリタン そうざい なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 給食 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 フレッシュサンド 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 ミックスサンド 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 特注弁当 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 手巻きおにぎりカルビ 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 手巻きおにぎり牛タンみそ 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 のり弁当 弁当 不明 有(200℃以上、20分、
40bar)

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 かんぴょう巻 弁当 不明 有(200℃以上、20分、
40bar)

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 特上太巻 弁当 不明 有(200℃以上、20分、
40bar)

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 サラダ巻きセット 弁当 不明 有(250℃以上、4時
間、50bar)

不明 香料

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 今週の弁当 弁当 不明 有(250℃以上、4時
間、50bar)(200℃、20

分以上、40bar)

不明 香料(2種
類)

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 熟成ひれかつ丼 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 旬菜弁当 弁当 不明 有(200℃、20分以上、
40bar)

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 三色鶏弁当 弁当 不明 有(250℃、45分、
NaOH36規定(85℃､20
分))(200℃、20分以

上、40bar)

不明 乳化剤(2
種類)

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 鶏照焼重 弁当 なし
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㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 プチそぼろ弁当 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 萩ごぜん 弁当 不明 有(200℃、20分以上、
40bar)

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 まぜまぜオムライス 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 黒毛牛カルビ弁当 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 ハムカツポテトロール 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 折詰幕の内弁当 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 幕の内 弁当 なし

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 鮭わかめご飯幕の内 弁当 不明 有(250℃、45分、
NaOH36規定(85℃､20

分))

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 特選幕の内 弁当 不明 有(250℃、45分、
NaOH36規定(85℃､20

分))

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 ミニ四季弁当 弁当 不明 有(250℃、45分、
NaOH36規定(85℃､20

分))

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 プチおにぎり弁当 弁当 不明 有(250℃、45分、
NaOH36規定(85℃､20

分))

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 プチのり弁当 弁当 不明 有(250℃、45分、
NaOH36規定(85℃､20

分))

不明 乳化剤

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 赤飯弁当 弁当 不明 有(250℃、45分、
NaOH36規定(85℃､20
分))(200℃以上、20

分、40bar)

不明 乳化剤(2
種類)

㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
仙台調理センター

仙台市宮城野区小田原4-11-1 ミニカレーピラフ弁当 弁当 なし

㈱二枚橋ミート 花巻市二枚橋第4地割263 牛チャーシュー そうざい類 無

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 切干昆布 そうざい なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ たこごぼう そうざい なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ ほっき貝サラダ そうざい なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ たこごぼう そうざい なし
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㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ フカヒレスープ そうざい なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ポアソ・シュクン そうざい なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ミートボール そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ しゃぶしゃぶ そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ ステーキ そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ すきやき そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ 牛八幡巻 そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ ローストビーフ そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ 舌シチュー そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ コンソメスープ そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ ヒレステーキ そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ ビーフシチュー そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ 野菜と牛肉の炒め そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ 牛肉の煮込み そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ ピーマンと牛肉の炒め そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ シチュー そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ カレー そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ ハヤシライス そうざい なし

㈱伯養軒 仙台市青葉区中央一丁目１０－２５ ハンバーグ そうざい なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ビーフカレー そうざい なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ビーフシチュー そうざい なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ハヤシビーフ そうざい なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ピザ（サラミ､生ハム） そうざい なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ チキンポトフ そうざい なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ チキンロール そうざい なし
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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 ポークシチュー そうざい なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ サルティンポッカ そうざい なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ ロールキャベツ（ホワイトソー
ス､トマトソース）

そうざい なし

㈱ハチバン 能美郡川北町字田子島308-1 餃子 そうざい なし - - -

㈱ハチバン 能美郡川北町字田子島308-1 餃子 そうざい なし - - -

㈱ハチバン 能美郡川北町字田子島308-1 餃子 そうざい なし - - -

㈱ハチバン 能美郡川北町字田子島308-1 ワンタン・餃子 そうざい なし - - -

㈱ハッピーフーズ富山 射水郡大門町土合1512-4 ぶり照焼等 総　　菜 なし

㈱ハナマサ新利根工場 茨城県稲敷郡新利根町下太田谷中１７
７１

メンチカツ そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場 茨城県稲敷郡新利根町下太田谷中１７
７１

和牛メンチカツ そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場 茨城県稲敷郡新利根町下太田谷中１７
７１

煮込みハンバーグ そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場 茨城県稲敷郡新利根町下太田谷中１７
７１

ハンバーグ そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場 茨城県稲敷郡新利根町下太田谷中１７
７１

キーマカレー そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場 茨城県稲敷郡新利根町下太田谷中１７
７１

肉団子 そうざい製品 なし

㈱ハナマサ新利根工場 茨城県稲敷郡新利根町下太田谷中１７
７１

チキンミートボール そうざい製品 なし

㈱浜田屋本店 洲本市安呼町 そうざい なし

㈱浜松デリカ 静岡県富士市今泉３２３－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱濱本水産 北海道函館市宇賀浦町１９－２１ いか豊漁めし 弁当 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 ピビンバ用ミンチ 食肉そうざい なし

㈱播州観光 佐用郡上月町 そうざい なし

㈱ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ きのこのトマト風味グラタン そうざい なし

㈱ハンシンデリカ 伊丹市南町４－７－１ ＨＤライスコロッケ２業務用 そうざい なし

㈱はんだフーズ 仙台市宮城野区扇町5-2-16 牛カルビ風焼肉 そうざい なし

㈱はんだフーズ 仙台市宮城野区扇町5-2-16 牛丼風煮物 そうざい なし

㈱ビージョイ　神戸支店 垂水区下畑町鷲ヶ尾３０３－３８ 牛肉佃煮，角煮，しぐれ煮 食肉そうざい なし
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え

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ あんかけ焼きそば」 そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 海の幸八宝菜 そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ オーシャンサラダ そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ かれい煮付け そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 里芋・いか そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ さば煮付け そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ さばの味噌煮 そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 竹の子土佐煮 そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 中華風唐揚げ そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 手羽先の唐揚げ そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 手羽大根煮 そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ デリカキキンロール３０ そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 肉じゃが そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 煮込みハンバーグ そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ ビアソ－サラダ そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 豚大根煮 そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 本格的ビビンバセット そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ マーボなす そうざい類 なし

㈱ヒカリ 名古屋市中川区笈瀬町２の３ 野菜のうま煮 そうざい類 なし

㈱光陽 宝飯郡一宮町上長山字小南口原８３ 惣菜類 惣菜 なし

㈱美女来 安達郡東和町戸沢字美女木９０ 惣菜 そうざい類 なし

㈱兵海カラフト赤穂工場 赤穂市木津 佃煮 そうざい なし

㈱兵海カラフト 加古川市野口町 昆布巻き そうざい なし

㈱ヒライ 加古川市志方町 すじ豆 そうざい なし

㈱ヒライ 加古川市志方町 コロッケ そうざい なし

405 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls
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販売中止 製品回収
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え

㈱平野屋 長井市成田字町屋川原１０２１－１ 揚げだし豆腐 惣菜 なし

㈱平松食品御津工場 宝飯郡御津町佐脇浜３号地１－２７ さんま蒲焼、いわし甘露煮、明太
いわし、小鯛甘露煮、北海ちりめ

惣菜 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ弁当 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

メンチカツ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

やわらかとんかつ＆肉じゃが弁当 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

よくばり弁当 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

大盛り牛カルビ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

具だくさんﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ｺﾝﾋﾞｰﾌ＆ﾎﾟﾃﾄｻﾝﾄﾞ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

スーパー幕の内 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾑﾊﾔｼ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

チーズバーガー そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

忍法帳　牛焼肉 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ねぎ塩カルビ弁当 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ビーフカツサンド そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ビーフバーガー そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ビッグバーガー そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ボリュームメンチカツ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ミートコロッケロール そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字恵向６０－１
１

ライスバーガー そうざい類 なし

㈱ﾌｧｰﾑランド 佐用郡南光町 ハンバーグ そうざい なし

㈱ファミリーシェフ 東灘区深江浜町２５ そうざい類 そうざい類 なし

㈱ファミリーシェフ 東灘区深江浜町２５ 弁当類 弁当類 なし

㈱フーズサプライダイソー 鹿児島市東開町１３－２８ サラダ・和洋惣菜 惣菜類 無

㈱フーズサプライダイソー 鹿児島市東開町１３－２８ 切干大根いり煮 惣菜類 無

406 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

㈱フーズサプライダイソー 鹿児島市東開町１３－２８ 肉じゃが 惣菜類 無

㈱フードテック 香川県三豊郡詫間町大字詫間2112-144 牛丼、牛肉豆腐、肉じゃが、牛肉
ときのこのかき油炒め、牛肉唐辛
子炒め、ビーフカレー、すき焼き
風煮物、肉うどん、牛焼き肉

惣菜類 無

㈱フードテック 香川県三豊郡詫間町大字詫間2112-144 牛丼 惣菜類 無

㈱フードテック 香川県三豊郡詫間町大字詫間2112-144 ビーフカレー 惣菜類 無

㈱福岡ワイエフ 糟屋郡粕屋町大字戸原字長田844-3 肉じゃが煮 惣菜類 無

㈱福岡ワイエフ 糟屋郡粕屋町大字戸原字長田844-3 肉コロッケ 惣菜類 無

㈱フクショク 富山県西砺波郡福光町才川七1931-2 牛すじ そうざい なし

㈱フクショク 富山県西砺波郡福光町才川七1931-2 牛すじ串 そうざい なし

㈱フジキ成田工場 成田市美郷台3-16-5 そうざい類 そうざい類 無

㈱富士商会 北上市鬼柳町鷹鳥羽１９ 味付メンマ　10･30･80･500g、1kg そうざい 無

㈱富士商会 北上市鬼柳町鷹鳥羽１９ 味付メンマ　1号缶 そうざい 無

㈱富士商会 北上市鬼柳町鷹鳥羽１９ 味付クラゲ そうざい 無

㈱富士商会 北上市鬼柳町鷹鳥羽１９ 味付ザーサイ そうざい 無

㈱富士商会 北上市鬼柳町鷹鳥羽１９ お惣菜シリーズ「味付メンマ」 そうざい 無

㈱富士商会 北上市鬼柳町鷹鳥羽１９ 味付メンマ「花月」 そうざい 無

㈱富士商会 北上市鬼柳町鷹鳥羽１９ 塩味メンマ そうざい 無

㈱富士商会 北上市鬼柳町鷹鳥羽１９ 味付メンマ「蔵太鼓」 そうざい 無

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 和牛ホルモンピリ辛 そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 牛もつくん醤油味 そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 牛もつくんピリ辛味噌風味 そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 和牛ホルモンＹＫ そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 もつ煮込み そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 キムチ風もつ煮込み そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 韓国風もつ煮込み そう菜半製品 なし
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㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 牛ホルモン塩味 そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 もつくんピリ辛Ｋ そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 豚足用みそだれ そう菜半製品 なし

㈱フジ食品 東京都武蔵村山市伊奈平2-23-1 もつ煮込みコク味噌味 そう菜半製品 なし

㈱フタバ 三条市西本成寺２－２４－２６ 昆布巻 惣菜 なし

㈱フタバ 三条市西本成寺２－２４－２６ のっぺ他（１８種） 惣菜 なし

㈱フタバ 三条市西本成寺２－２４－２６ 生麩(８種） 惣菜半製品 なし

㈱二見屋 大阪府堺市南三国ヶ丘町４丁６－８ 生ラーメンスープ付 惣菜半製品 無

㈱不ニ食 福岡県筑紫郡那珂川町今光１－５３ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

㈱ふれあいの里上月 佐用郡上月町 そうざい なし

㈱フレックス 足利市上渋垂町５４１－６ 即席キムチの素 そうざい半製品 なし

㈱フレッシュキング 神戸市東灘区深江浜町８３番地 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７－９ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱フレッシュダイナー 青森県青森市三内丸山３９３－２６９ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱フレッシュダイナー 青森県青森市三内丸山３９３－２６９ そうざい そうざい 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

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

㈱フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７－９ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱フレッシュダイナー 青森県青森市三内丸山３９３－２６９ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１４ 揚げだし豆腐 そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１５ 中華セット そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１６ いろいろのってるサラダ そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４８ 長崎産わかめとハムのサラダ そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４９ 中華春雨サラダ そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５０ 蒸し鶏ミックスサラダ そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５１ マカロニハムサラダ そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５２ 旬の白和え そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５３ スパイシーチリ鶏唐揚 そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５４ 徳用ポテトサラダ そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５８ 炉端さきいか そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５９ かじきマグロのゴマ揚げセット そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６０ たまごグラタン そうざい 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－９４ カルビ弁当 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－９５ 牛タン＆カルビ丼 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－９６ とくとく牛丼（つゆだく） 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－９７ まぐろかつ丼 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－９８ よくばりカツカレー＆ハヤシ 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－９９ ボリュームミックス弁当 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１００ ハンバーグ＆オムライス 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０１ のり弁 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０２ 生姜焼弁当 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０３ 唐揚＆白身フライ弁当 弁当類 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

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

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０４ とくとく明太子のり弁当 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０５ 三色鳥飯 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０６ きのこあんかけチャーハン 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０７ 洋食のっけ弁当 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０８ 手巻明太子 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１０９ いなり詰め合わせ 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１０ フライミックス 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１３ 寿司セット 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１７ 手巻おにぎり明太子 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１８ Ｂｉｇおにぎりチャーハン 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２０ 親子ＤＥ丼 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２２ 俵おにぎりセット 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２３ 助六寿司 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２４ いなり三個いり 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２５ ミニ寿司サラダ巻 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２６ 手巻むすび 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２９ 三色とり御飯 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３０ いろどり弁当 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３１ ２個入りおにぎり 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３２ 親子セット 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３３ 玉子焼おにぎり 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３４ 直巻おにぎり鶏五目 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３５ 手巻おにぎりツナマヨネーズ 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３６ 手巻おにぎり紀州梅 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３７ 直巻おにぎり梅しそ 弁当類 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

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

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３８ ゴマおにぎり 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１３９ せっとおにぎり 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４０ はさんＤＥさんどチキンカツ 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４１ はさんＤＥごはん秋鮭 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６１ Ｃ．サラダ巻セット 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６２ Ｃ．ダブルとろ丼 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６３ Ｃ．トロ巻＆サラダ巻セット 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６５ 手巻むすび（梅） 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６６ 手巻ツナマヨネーズ 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６７ おにぎり梅・しそ 弁当類 無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１１ 三角ハムポテト 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１２ 三角ツナサンド 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１１９ ふっくらサンド 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２１ ミックスレタスサンド 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２７ ビーフピザバーガー 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１２８ １３０テリヤキバーガー 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４２ ハムカツサンド 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４３ 厚切りロースハムサンド 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４４ 特盛マヨ焼そばロール 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４５ 焼そばロール 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４６ Ｃａたっぷりチーズバーガー 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１４７ こだわりバーガー 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５５ ハムエッグチーズサンド 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５６ ジューシー半熟目玉焼きサンド 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１５７ バタートースト 弁当類（調理パ
ン）

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

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

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６４ スタミナ焼肉バーガー 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱フレッシュハウス 北上市相去町山根梨の木４３－１６８ ふっくらサンド（ハムエッグ） 弁当類（調理パ
ン）

無

㈱ホウセイフーズ 名古屋市天白区中平五丁目2107番地 牛肉きんぴら巻 そうざい類 なし

㈱ホウセイフーズ 名古屋市天白区中平五丁目2107番地 牛肉しいたけ巻 そうざい類 なし

㈱ホウセイフーズ 名古屋市天白区中平五丁目2107番地 牛肉野菜巻 そうざい類 なし

㈱ホウセイフーズ 名古屋市天白区中平五丁目2107番地 国産牛ばらゴボウ巻 そうざい類 なし

㈱ホウセイフーズ 名古屋市天白区中平五丁目2107番地 国産牛バラ肉アスパラ巻 そうざい類 なし

㈱ホウセイフーズ 名古屋市天白区中平五丁目2107番地 国産牛バラ肉野菜巻 そうざい類 なし

㈱ポオトデリカトオカツ 東灘区深江浜町３６－７ 幕の内弁当等 弁当類 なし

㈱ホクシンフード 静岡県富士市五貫島１７７ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ ジャンボ肉シュウマイ 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 肉シュウマイ 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 千葉コープ向け肉シュウマイ 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 金のラベルの肉餃子 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ テン心ひとくち餃子 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 家計応援点心シュウマイ 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 家計応援点心餃子 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ テン心肉シュウマイ 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 肉団子 惣菜 無 　

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ コロッケ＆メンチカツ 惣菜 無 　

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ ごはんセット そうざい なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ コロッケ そうざい なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ シーフードクリームスパゲティ そうざい なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ 卵豆腐（茶わん蒸し風味） そうざい なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ 卵豆腐（とん汁風味） そうざい 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

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ トマトシキンライス そうざい なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ 紅鮭のムニエル そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の5 １８－ポテトサラダ１．５ｋｇ そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の6 １９－ポテトサラダ１ｋｇ そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の11 ２０ー士幌ポテトごろごろサラダ そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の12 ２０－ポテトサラダ そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の9 ３１－ポテトサラダ１ｋｇ そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の10 ３１－ポテトサラダごろごろタイ
プ１ｋｇ

そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の8 業務用ごろっとポテトサラダＫ そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の13 業務用ポテトサラダＦ そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の7 業務用ポテトサラダＭ そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の4 業務用ポテトフィリング そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の3 業務用士幌ポテトごろっと手作り
風サラダ

そうざい なし

㈱ポテトフーズ関西工場 福知山市長田野町2丁目47番地の2 業務用士幌ポテトつぶしサラダ そうざい なし

㈱ホテル仙台プラザ 仙台市青葉区本町二丁目２０－１ ハンバーグ そうざい なし

㈱本神戸肉　森谷商店 西区押部谷町和田４８９－１０３ 神戸ビーフメンチカツ そうざい半製品 なし

㈱本神戸肉　森谷商店 西区押部谷町和田４８９－１０３ 神戸ビーフコロッケ そうざい半製品 なし

㈱本神戸肉　森谷商店 西区押部谷町和田４８９－１０３ 神戸産三田和牛メンチカツ そうざい半製品 なし

㈱本神戸肉　森谷商店 西区押部谷町和田４８９－１０３ 神戸産三田和牛コロッケ そうざい半製品 なし

㈱本陣 加西市北条町 肉じゃが そうざい なし

㈱本陣 加西市北条町 おふくろ弁当 弁当 なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ ビーフカレー そうざい なし 該当なし

㈱マーマ食品 花巻市桜町4丁目241 肉じゃが煮 そうざい類 無

㈱升善 宇都宮市江曽島町2060 おでん そうざい なし

㈱マスヤ 富津市湊１０７１－２ ツナカレー そうざい 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

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

㈱松屋栄食品本舗 犬山市字落添２０－１ 惣菜 惣菜 なし

㈱豆を食べる会 榛原郡吉田町川尻５５１ 黒豆 そうざい類 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫ鮭雑炊 ぞうすいの素 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫ鶏ごぼう雑炊 ぞうすいの素 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ だしぞうすい　かに ぞうすいの素 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ だしぞうすい　さけ ぞうすいの素 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ だしぞうすい　とり ぞうすいの素 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ 揚物(３種） 惣菜 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ カツ(２種） 惣菜 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ コロッケ 惣菜 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ ハンバーグ(３種） 惣菜 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ フライ(２種） 惣菜 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ メンチカツ(２種） 惣菜 なし

㈱マルダイ畑川 浜町67-3 中華風赤にし貝 そうざい なし

㈱まるたまフーズ 岡山県岡山市新保６６２－７ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱マルマツ 静岡県浜名郡雄踏町１７０３－１ み～とん餃子（野菜・ﾆﾗ） そうざい類 なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ カレーコロッケ そうざい なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ コロッケ そうざい なし

㈱丸優 北区長尾町宅原１１－２ しぐれ煮 そうざい なし

㈱マルモ 半田市旭町２－１４ 味付穴子、煮込みうなぎ そうざい なし

㈱丸安今井商店 岐阜市西川手５丁目２２番地 イタリアンスパゲッティ そうざい類 なし

㈱丸安今井商店 岐阜市西川手５丁目２２番地 エビチリソース そうざい類 なし

㈱丸安今井商店 岐阜市西川手５丁目２２番地 サラミマリネ そうざい類 なし

㈱丸安今井商店 岐阜市西川手５丁目２２番地 野菜サラダ そうざい類 なし

㈱まるよし 三条市本町３－７－６ サラダ(２種） 惣菜 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

㈱まるよし 三条市本町３－７－６ メンチカツ 惣菜 なし

㈱まるよし 三条市本町３－７－６ フライ、コロッケ 惣菜半製品 なし

㈱三越 東京都多摩市落合1-46-1三越Ｂ１ ビーフカレー そうざい なし

㈱三越 東京都多摩市落合1-46-1三越Ｂ１ ピロキシ そうざい なし

㈱三越 東京都多摩市落合1-46-1三越Ｂ１ ビーフ野菜カレー そうざい なし

㈱ミッシェル 花巻市下似内11-93 ハンバーガー 調理パン 無

㈱ミッシェル 花巻市下似内11-93 ミートソース 調理パン 無

㈱ミッシェル 花巻市下似内11-93 カレー 調理パン 無

㈱実能利産業 東灘区深江浜町６６－２ 煮物類 そうざい類 なし

㈱美浜フーズ 川崎市川崎区塩浜１－８－１ ビビンバ餃子 惣菜半製品 なし

㈱美浜フーズ 川崎市川崎区塩浜１－８－１ 海老韮餃子 惣菜半製品 なし

㈱美浜フーズ 川崎市川崎区塩浜１－８－１ 焼豚韮ぎょうざ 惣菜半製品 なし

㈱美浜フーズ 川崎市川崎区塩浜１－８－１ 昔ながらの餃子 惣菜半製品 なし

㈱美浜フーズ 川崎市川崎区塩浜１－８－１ フレッシュ餃子 惣菜半製品 なし

㈱美浜ﾌｰｽﾞ 川崎市高津区新作6-3-37 ﾜﾝﾀﾝ そうざい なし

㈱明星フレッシュ神奈川工場 横浜市緑区白山１－９－５ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ キムチ餃子 そうざい なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ 行者ニンニク餃子 そうざい なし

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

そうざい なし

㈱メイショク 加古川市野口町 つみれ団子 惣菜 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 すじコン 惣菜 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 肉焼売 惣菜 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 鉄鍋餃子 惣菜 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 小籠包 惣菜 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 肉餃子 惣菜 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
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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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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 佃煮 惣菜 なし

㈱ﾒｾﾅ食彩ｾﾝﾀｰ 曽於郡末吉町二之方371-3 牛丼 惣菜類 無

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 森もとｶﾚｰ（甘口） そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 森もとｶﾚｰ（辛口） そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 チキンロール そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｶﾙﾋﾞ焼きﾌﾗｲ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｻｸｻｸﾐｰﾄ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾍﾞｰｺﾝｴﾋﾟｰ そうざい類 なし

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

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 照り焼きﾄﾞｯｸ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 照りﾏﾖﾁｷﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾊﾑﾁｷﾝｻﾝﾄﾞ そうざい類 なし

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

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾁﾘﾌﾗﾝｸ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾋﾟﾀｻﾝﾄﾞのﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞｻﾗﾀﾞ そうざい類 なし

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

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

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

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾄﾞｯｸ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾎｯﾄﾒｷｼｶﾝ そうざい類 なし

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

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｽｲﾌﾄﾄﾞｯｸ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾗﾑﾚｰｽﾞﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾊﾁﾐﾂﾚﾓﾝ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾍﾞｰｺﾝ＆ﾁｰｽﾞ そうざい類 なし
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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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

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

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

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ごまﾊﾞｰｶﾞｰ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｶﾚｰﾌﾗｲ そうざい類 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｶﾂｶﾚｰﾌﾗｲ そうざい類 なし

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

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

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

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾋﾟﾛｼｷﾎﾞｰﾙ そうざい類 なし

㈱ヤマキフーズ 福岡県大野城市東大利市４－１－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱ヤマキフーズ 長崎県西彼杵郡多良見町市布名宇山中
１６００－１

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱ヤマキフーズ 熊本県上益城郡甲佐町早川２１００－
１

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱ヤマサフーズ 長野県松本市本庄２－２－３ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱ヤヨイ食品 気仙沼市浜町１－７－１ そうざい半製品 そうざい なし 該当なし

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

青じそドレッシング そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

田舎煮 そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

お肉たっぷり酢豚 そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

カニ風味サラダ そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

サラダ そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

タマゴさっぱりサラダ そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

中華春雨サラダ そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

ナポリタンサラダ そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

ナポリタンスパゲティ そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

肉じゃが そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

ハムスパゲティサラダ そう菜 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

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
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㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

プチサラダスパゲティ そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

本格マーボーナス そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

ミニ五目あんかけ焼そば そう菜 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

わかめタコの酢の物 そう菜 無

㈱ユニフーズ吉田工場 榛原郡吉田町川尻５５６－１ エビとマッシュルームのドリア そうざい類 なし

㈱ユニフーズ吉田工場 榛原郡吉田町川尻５５６－１ アスパラとエビのグラタン そうざい類 なし

㈱ユニフーズ吉田工場 榛原郡吉田町川尻５５６－１ コーン&ベーコングラタンミニ そうざい類 なし

㈱横浜シュウマイ 横浜市保土ヶ谷区和田町1-21-15 チルド餃子 そうざい なし

㈱横浜シュウマイ 横浜市保土ヶ谷区和田町1-21-15 チルドワンタン そうざい なし

㈱横浜シュウマイ 横浜市保土ヶ谷区和田町1-21-15 チルドシュウマイ そうざい なし

㈱横浜シュウマイ 横浜市保土ヶ谷区和田町1-21-15 チルド包子 そうざい なし

㈱横浜シュウマイ 横浜市保土ヶ谷区和田町1-21-15 チルド春巻き そうざい なし

㈱横浜ポンパドウル 横浜市港南区上大岡西1-18-3 調理パン、惣菜パン 調理パン、惣菜
パン

なし

㈱吉田喜札幌 小樽市銭函３－５２４－１２ 茶碗蒸し、オムレツ等 そうざい 無

㈱吉田喜札幌 小樽市銭函３－５２４－１２ カニ風味巻、太巻等 弁当類 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ カニかまぼこ(ｱﾙﾌﾞｴｰｽﾌﾚｰｸ№2)
　（しゅうまい）

惣菜 無

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ ビーーフカレー 惣菜 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－１０ 黒牛カリー 惣菜 なし

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内１－６－２ 黒牛シチュー 惣菜 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛すじ煮 惣菜 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛うま煮 惣菜 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛大和煮 惣菜 なし

㈱よね新 三条市仲之町１０－２０ ハンバーグココット 惣菜 なし

㈱よね新 三条市仲之町１０－２０ ビーフシチュー 惣菜 なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 セサミベーコン 惣菜パン なし
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㈱ライフフーズ 市内５店舗 ベーコンデニッシュ 惣菜パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 ハムロール 惣菜パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 セサミベーコン 惣菜パン なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 中華そば そうざい類 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 ピザ・トースト そうざい類 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 ピザパイ・ミックス そうざい類 なし

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ 厚切りハム＆チーズ そうざいパン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ カレーパン そうざいパン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ 中華ドーナツ そうざいパン 無

㈱琉球デリカサービス 沖縄県浦添市西洲２－１－２ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ キャベツメンチ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ ジャーマンポテトマヨネーズ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ ナポリタンサラダ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ 野菜とビーフのカレー そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ ナポリタンロール そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ ポテトロール そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ ホットドック そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ ヤキソバウィンナーロール そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ 中華サラダ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ マカロニサラダ そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ スタミナカルビ重 そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ カルビ弁当 そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ チャーハン そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ ミニチキンカレー そうざい 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ 黄金のチャーハン そうざい 無
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㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉２０４５－１ 牛丼 そうざい 無

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

そうざい 無

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

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

㈱ロック・フィールド　神戸ファ
クトリー

東灘区魚崎浜町２７－４０ ローストビーフ，ハンバーグ，ミ
ンチカツ

食肉製品，食肉
そうざい

なし

㈱ロックフィールド 東灘区魚崎浜町２７－４０ カレー類 そうざい類 なし

㈱ロックフィールド 東灘区魚崎浜町２７－４０ そうざい類 そうざい類 なし

㈱稲葉商店 いわき市泉町下川字宮の下２９ 中華そうざい そうざい なし 　

㈱稲葉商店 いわき市泉町下川字宮の下２９ 中華そうざい そうざい なし 　

㈱岡山イワミ食品 岡山県総市井尻野３８０－１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱岡山イワミ食品 岡山県総市井尻野３８０－１ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ライズゴボウサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 レストランツナ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 あんかけの具M そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 冷凍ラーメンの具 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ふかひれ    スープ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ひじきサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 SDひじきサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 二色丼の具 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 きんぴら そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 肉そぼろ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 肉そぼろ２ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 鶏ごぼう丼の具 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 東海金平 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ツナポテト そうざい類 なし
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㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ツナサラダNE そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ツナサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ツナN そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ツナD そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ツナ20 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 千葉コープ牛肉サラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 タケノコサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込みまいたけｃ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込みまいたけ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込みほたてｃ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込みほたて そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込みほたて２ｐ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込み鶏キノコ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込みご飯の素  具３ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込みかやく そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込み梅 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 炊き込みあなご そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ソフトホルモン焼き そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ソフトホルモン醤油味 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 新ゴボウサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 旬菜筑前 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 旬菜こんにゃく そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 里芋のそぼろ煮 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ささがきごぼう500 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ささがきごぼうサラダ そうざい類 なし
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㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 新ゴボウサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ゴボウサラダマヨネーズ味 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ゴボウサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 TFごぼう そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ゴボウサラダ人参入り そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 茎わかめ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 切り昆布煮 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 カレーそぼろ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 SEツナフイリング そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 SBゆず味噌ゴボウサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 SBごぼうマヨネーズ味３P そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 SBごぼうマヨネーズ味２P そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 SBゴボウサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 こだわりの野菜のSBごぼう そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 SB減農薬ごぼうサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 GRツナサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 Dごぼうサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ゴボウサラダ類 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ベルーナ甘みたっぷりコーンサラ
ダ

そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ベルーナ牛肉サラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ベルーナひじきサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 ベルーナ松いかサラダ そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 モツ味噌煮込み そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 量販向けモツ味噌煮込み そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 coop鶏ごぼう そうざい類 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

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 鶏ごぼうご飯の素２合 そうざい類 なし

㈱関東ダイエットクック東村山工
場

東京都東村山市青葉町2-44-3 鶏ごぼうご飯の素３合 そうざい類 なし

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 合鴨鍋 惣菜 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 水餃子鍋 惣菜 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ とり鍋 惣菜 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ フレッシュちゃんこ鍋 惣菜 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ キムチ鍋 惣菜 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 塩ホルモン鍋 惣菜 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ 牛もつ鍋（生） 惣菜 無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ ちゃんこ鍋 惣菜 無

㈱丸美 大阪市生野区新今里2-9-6 生ぎょうざの具 惣菜半製品 なし

㈱丸美 大阪市生野区新今里2-9-6 ぎょうざパーティ 惣菜半製品 なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ ２Ｌだし巻 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ ＮＯＦたまご焼 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ あなごロール そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑤ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑤Ａ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑤Ｃ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑧ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑧３０ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑧３０Ａ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑧Ａ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑧Ｂ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻⑧Ｃ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻上 そうざい 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

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ う巻上Ａ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ おぼろＡ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ おぼろＢ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ おぼろＣ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ おぼろＪ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ おぼろＮ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ かにひろうす そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ すし種たまご焼 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻⑤ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻⑤Ａ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻⑤Ｃ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻⑧ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻⑧１／２Ａ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻⑧Ａ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻⑧Ｃ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻⑧カット そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻上 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻上A そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻上Aフードバッグ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻上B そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻上B黒トレー そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻上B箱入り そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻上C そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ たまご焼ＮＡ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ たまご焼山吉 そうざい 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

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ チキンオムレツ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ にくオムレツ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ ねぎ入たまご焼 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ はもだし巻 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ はもの子寄せ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ はも玉ハーフ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 羽二重博多 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 加工用だし巻 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 巻芯用本玉 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 吉田喜のたまご焼 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 京がんも そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 京だし巻き小袖（ＳＷ） そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 京だし巻き小袖（こそで） そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 京のだし巻 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 京玉９ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 京玉ＳＬ－５ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 京玉ＳＬ－７ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 京風だし巻⑧ＦＰ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 極上う巻 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 極上だし巻 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 玉子芯 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 玉芯 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 玉芯（カット） そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 錦玉芯４０ＫＡＩ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 錦芯Ｓ－１４ そうざい 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

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 錦芯XP12 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 穴子流し そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 厚焼たまごＫＲ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 射込高野 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 信田巻 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 都芯５カット そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 都本玉 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 都本玉Ｓ８ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 都本玉ピロ－ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 徳用たまご焼 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 特玉 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 特玉カット そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 特上本玉 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 特上本玉カット そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 薄焼玉子 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 伏見の名水仕込み出し巻き そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 本玉Ｂ そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 無添加本玉 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 無添加本玉１６芯 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 無添加本玉２３スライス そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 無添加本玉５スティック そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 無添加本玉８芯 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 無添加本玉十六芯 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 野菜巻 そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 野菜入たまご焼 そうざい 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

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ 友禅流し そうざい なし

㈱吉田喜 久世郡久御山町田井新荒見７３－２ だし巻 そうざい半製品 なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ かも鍋 そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ こんにゃく土佐煮 そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 引き寄せにゅうめん そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 甘鯛甘藷蒸し そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 京の味集め そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 旬の炊き合わせ そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 茶碗蒸しセット そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 湯葉ふくさ豆腐 そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 湯葉まんじゅう そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 湯葉鍋 そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 萩真丈 そうざい なし

㈱錦味八木工場 船井郡八木町刑部東の宮９－１ 和風ポトフ そうざい なし

㈱高正ベーカリー 桃生郡桃生町新田字西町３９ ハンバーグ そうざい なし 該当なし

㈱阪急百貨店（ＲＦ－１） 大阪市北区角田町８－７ ローストビーフサラダ そうざい なし

㈱阪急百貨店（グルメワイン） 大阪市北区角田町８－７ カレー・シチュー類 そうざい なし

㈱阪急百貨店（グルメワイン） 大阪市北区角田町８－７ 加熱ハンバーグ そうざい なし

㈱阪急百貨店（グルメワイン） 大阪市北区角田町８－７ 牛舌ポットパイ そうざい なし

㈱阪急百貨店（佐野忠） 大阪市北区角田町８－７ コロッケ・カツ類 そうざい なし

㈱阪急百貨店（泉門天） 大阪市北区角田町８－７ 一口餃子 そうざい なし

㈱阪急百貨店（米八） 大阪市北区角田町８－７ 松茸おこわ 弁当 なし

㈱阪急百貨店（米八） 大阪市北区角田町８－７ 鶏五目おこわ 弁当 なし

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ビーフカレーコロッケ そうざい なし

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ビーフポテトコロッケ そうざい 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

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 海老シュリンプカレー類 弁当 なし

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ オムライス　ハヤシ味 弁当 なし

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ オムライス　カレー味 弁当 なし

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ イタリアントマトカレー 弁当 なし

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ビーフカレー 弁当 なし

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ハヤシライス 弁当 なし

㈱阪神百貨店（ＫＹＫ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ナスビカレー 弁当 なし

㈱阪神百貨店（冨士屋） 大阪市北区梅田１－１３－１４ からあげ（タレ違い） そうざい なし

㈱阪神百貨店（マダムリー） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 小龍包子 そうざい なし

㈱阪神百貨店（伊藤ハム） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ビーフコロッケ類 そうざい なし

㈱阪神百貨店（伊藤ハム） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 熟成黒牛ビーフカツ そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ コロッケ そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ローストビーフサラダ そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 二色キンピラサラダ そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ くわいハンバーグ そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 荒挽ハンバーグ そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ゲンコツハンバーグ そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ロールキャベツイタリアントマト
煮

そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ローストビーフパック そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 牛タンメンチ そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ハンバーグ類 そうざい なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ しぐれに弁当 弁当 なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ メンチカツ弁当 弁当 なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ハンバーグ弁当 弁当 なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 和牛すき焼き弁当 弁当 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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ オムハヤシ 弁当 なし

㈱阪神百貨店（京魯膳） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 盛合せ（出し巻） そうざい なし

㈱阪神百貨店（京魯膳） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 盛合せ（出し巻） そうざい なし

㈱阪神百貨店（京魯膳） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 盛合せ（もやし和え） そうざい なし

㈱阪神百貨店（京魯膳） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 盛合せ（カマボコ） そうざい なし

㈱阪神百貨店（京魯膳） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 盛合せ（カマボコ） そうざい なし

㈱阪神百貨店（京魯膳） 大阪市北区梅田１－１３－１３ う巻き入弁当Ａ 弁当 なし

㈱阪神百貨店（京魯膳） 大阪市北区梅田１－１３－１３ う巻き入弁当Ｂ 弁当 なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ 天ぷら そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ フライ そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ ごぼうサラダ そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ 串カツ そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ ハンバーグ そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ からあげ そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ ミートボール そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ おでん牛スジ そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ 肉じゃが そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ 和風ハンバーグキノコ煮 そうざい なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ 行楽弁当 弁当 なし

㈱阪神百貨店（煮平） 大阪市北区梅田１－１３－１５ 煮平弁当 弁当 なし

㈱阪神百貨店（神戸コロッケ） 大阪市北区梅田１－１３－１３ コロッケ そうざい なし

㈱阪神百貨店（富士屋） 大阪市北区梅田１－１３－１３ からあげ そいざい なし

㈱阪神百貨店（富士屋） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 天ぷら そうざい なし

㈱阪神百貨店（富士屋） 大阪市北区梅田１－１３－１３ フライ そうざい なし

㈱阪神百貨店（富士屋） 大阪市北区梅田１－１３－１３ ミートコロッケ そうざい なし
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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

㈱阪神百貨店（富士屋） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 天ぷら そうざい なし

㈱三幸 大阪市東成区東中本１-９-１５ 肉じゃが 惣菜 なし

㈱三幸 大阪市東成区東中本１-９-１５ いわし生姜煮 惣菜 なし

㈱三幸 大阪市東成区東中本１-９-１５ ハムサラダ 惣菜 なし

㈱三幸 大阪市東成区東中本１-９-１５ 中華サラダ 惣菜 なし

㈱三幸 大阪市東成区東中本１-９-１５ フルーツサラダ 惣菜 なし

㈱三朋ﾌｰｽﾞ 大阪市福島区吉野４－３－４ 牛肉しぐれ 惣菜 なし

㈱鹿児島三越（餃子大王） 鹿児島市呉服町６－５ 牛肉ピーマン炒め 惣菜類 無

㈱鹿児島三越（餃子大王） 鹿児島市呉服町６－５ 牛肉青菜炒め春巻 惣菜類 無

㈱鹿児島三越（餃子大王） 鹿児島市呉服町６－５ 焼そば 惣菜類 無

㈱鹿児島三越（餃子大王） 鹿児島市呉服町６－５ 牛肉ざー菜炒め 惣菜類 無

㈱若菜 川越市下赤坂１７９５－１ 肉じゃが煮 惣菜 なし

㈱小寺豆腐 宍粟郡山崎町五十波１７－１３ 厚揚げ そうざい類 なし

㈱小寺豆腐 宍粟郡山崎町五十波１７－１３ がんもどき そうざい類 なし

㈱鐘崎 仙台市若林区鶴代町６－６５ 煮込みおでん そうざい なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ そぼろごはん 米飯 なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ 肉じゃが 惣菜 なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ おでん盛り合わせ 惣菜 なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ ミートスパゲティ 惣菜 なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ オムレツ 惣菜 なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ ハンバーグ 惣菜 なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ カニかまサラダ 惣菜 なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ さんま蒲焼き 惣菜 なし

㈱大堀仙台営業所 仙台市若林区六丁の目中町２２－３０ 肉じゃが そうざい なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 調理缶詰インドカリーマイルド
（チキン）

そうざい類 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 調理缶詰ハヤシビーフ そうざい類 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 調理缶詰ビーフカりー そうざい類 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 調理缶詰ビーフカりーマイルド そうざい類 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 調理缶詰ビーフシチュー そうざい類 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 調理缶詰ボルシチ そうざい類 なし

㈱桃屋春日部工場 春日部市赤沼堂面４１０ パスタＤＯ　ボロネーゼ そうざい なし

㈱豆を食べる会 榛原郡吉田町川尻５５１ 五目豆 そうざい類 なし

㈱豆を食べる会 榛原郡吉田町川尻５５１ 昆布豆 そうざい類 なし

㈱浜松デリカ 静岡県富士市今泉３２３－１ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱浜松デリカ 静岡県富士市今泉３２３－１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱宝塚阪急ホテル 宝塚市梅野１－４６ ビーフコロッケ そうざい 無

㈱宝塚阪急ホテル 宝塚市梅野１－４６ ビーフアスパラ巻 そうざい 無

㈱宝塚阪急ホテル 宝塚市梅野１－４６ ハンバーグ そうざい 無

㈱宝塚阪急ホテル 宝塚市梅野１－４６ ロールキャベツ そうざい 無

㈱野村佃煮　京都工場 京都市南区上鳥羽川端町５５ 茶碗むし 惣菜 なし

㈱琉球デリカサービス 沖縄県浦添市西洲２－１－２ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱琉球デリカサービス 沖縄県浦添市西洲２－１－２ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈱力寿し 北海道函館市昭和町４－４２－２７ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

関西アイスカービング株式会社 大阪府東大阪市新喜多２丁目３番１５
号

ビーフシチュー そう菜 なし

関西アイスカービング株式会社 大阪府東大阪市新喜多２丁目３番１５
号

ビーフシチューアラモード そう菜 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 牛肉煮込み料理」 そうざい 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 鶏肉加工品 そうざい 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 コロッケ類 そうざい 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 ハヤシライス そうざい 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 ビーフカレー そうざい なし
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関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ビーフシチュー そうざい 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 焼肉類 そうざい 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 洋風弁当用副材キット そうざい なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 うの花 そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 しらすくるみ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 スパゲティサラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 スライスポテトサラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 ぜんまい煮 そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 ドイツサラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 ナポリタンスパゲティ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 ハムマカロニサラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 ひじき そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 フレンチサラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 マカロニサラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 むしあわび そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 花くるみ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 鰹くるみ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 高野豆腐 そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 春雨サラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 人参煮 そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 竹の子煮 そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 中華サラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 椎茸煮 そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 野菜サラダ そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 洋くるみ そうざい類 なし
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丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 里芋煮 そうざい類 なし

丸西食品工業株式会社 金沢市問屋町１丁目３８番地 和くるみ そうざい類 なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ イカ煮付 総菜類 なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ カラスカレイ煮付 総菜類 なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ サバ煮付 総菜類 なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ サバ味噌煮 総菜類 なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ 八宝菜 総菜類 なし

丸大食品㈱ 加賀市桑原町ヘ17-1 スパゲティ そうざい なし - - -

丸龍食品工業（株） 龍野市神岡町 そうざい なし

岩田食品 加古川市志方町馬場田１４７９－２ 肉じゃが そうざい なし

岩田食品 加古川市志方町馬場田１４７９－２ 肉筋ドテ煮 そうざい なし

岩田食品 加古川市志方町馬場田１４７９－２ すき焼 そうざい なし

岐阜県食肉事業協同組合 岐阜市境川５丁目１４８番地 飛騨牛コロッケ そうざい半製品 なし

岐阜県食肉事業協同組合 岐阜市境川５丁目１４８番地 ミートコロッケ そうざい半製品 なし

岐阜県食肉事業協同組合 岐阜市境川５丁目１４８番地 ミニコロッケ そうざい半製品 なし

菊地弘 亘理町荒浜字隈潟84 そうざい そうざい なし 該当なし

菊地隆 亘理町荒浜字隈潟161 そうざい そうざい なし 該当なし

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

惣菜（惣菜（漬
物））

無

宮城食品㈱ 塩釜市港町１－６－１６ 餃子・しゅうまい そうざい なし 該当なし

京都冷菓株式会社 綾部市味方町久保勝一番地 豚まん そうざい なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 10品目のバラン酢 そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ いんげん味噌和え そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ エリンギのわさび和え そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ しらす入り酢の物 そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ ほうれん草白和え そうざい類 なし
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玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 伊勢産ひじきサラダセット そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 伊勢産ひじき煮 そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 磯辺玉子焼 そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 季節の茶わん蒸し（海老） そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 高野豆腐の含め煮 そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 蒸し鶏マリネキット そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 新じゃが男爵の肉じゃが そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 炊き合せ そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 千切り大根煮 そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 惣菜盛合せ秋 そうざい類 なし

玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ 中華くらげの鶏肉和え そうざい類 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ イカボール そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ チーズオムレツ そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ ツナオムレツ そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ ビーフメンチカツ そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ プレーンオムレツ そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ ミートオムレツ そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ レンコンボール そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ 石川スクールビーフミンチカツ そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ 石川スクールミートボール そうざい半製品 なし

金沢フード株式会社 金沢市打木町東１３０２ 里いもコロッケ そうざい半製品 なし

九州食料品工業株式会社 大分県臼杵市大字板知屋３１番地 牛肉味付缶詰 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 つぼ漬 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 つぼ漬　特級 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 お買い得　つぼ漬 惣菜（漬物） 無
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九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 つぼ漬　小袋 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 西友乾干しつぼ漬 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 お買い得　かつおたくあん 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 かつお沢庵千切り 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 どこでも沢庵　本干し 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 麺々たかな 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 じゃこ高菜 惣菜（漬物） 無

九州新進株式会社 姶良郡溝辺町有川280-1 千枚たくあん　せせらぎ漬 惣菜（漬物） 無

九物食品工業（株） 日田市上手町２７４－１ FD鯛フレーク 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

九物食品工業（株） 日田市上手町２７４－１ FDフグフレーク 惣菜 無 なし 該当なし 該当なし

九里田純白株式会社 大阪府東大阪市布市町４丁目６番９号 揚げ出し豆腐 そう菜 なし

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋バラエティ弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約特性味わい御膳 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

幕の内弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋風バラエティ弁当① 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋風バラエティ弁当② 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

きのこご飯弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

かしわおにぎり３コ入り 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

手巻きおにぎり　海老マヨネーズ 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約特性味わい御膳 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約特性味わい御膳（赤飯） 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約彩り幕の内 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約味わい御膳 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約彩り幕の内赤飯 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約味わい　御膳赤飯 惣菜（弁当）類 無し 　
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熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

かしわおむすび３ヶ入 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

かしわ飯 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

きのこ御飯弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

豚スタミナ丼 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ミニ中華丼 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

おむすびランチ 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

チャーハン＆唐揚弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

手巻きおのぎりシーチキン 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋風バラエテｨ弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

本格中華丼 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

チャーハン＆唐揚弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

豚スタミナ丼 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ミニ中華丼 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

チャーハン＆唐揚弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

手巻おにぎりネギ塩カルビ 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

チャーハン＆唐揚弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ねぎ塩カルビ弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

豚スタミナ丼 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

幕の内弁当ＤＸ 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約赤飯 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約特性彩り幕の内赤飯 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約特性味わい御膳赤飯 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

赤飯おこわおむすび 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

松茸おこわおむすび 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋風バラエテｨ弁当 惣菜（弁当）類 無し 　
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熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

照焼ソーセージおむすび 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

チャーハン＆唐揚弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

幕の内弁当Ｄｘ 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋風バラエテｨ弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

おむすびランチ 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋風バラエテｨ弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約特性彩り幕の内赤飯 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

豚スタミナ丼 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

予約特性味わい御膳赤飯 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

手巻おにぎり　博多明太子 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋風バラエテｨ弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

洋風バラエテｨ弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

幕の内弁当ＤＸ 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

のり弁当 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

豚スタミナ丼 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

おむすびランチ 惣菜（弁当）類 無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

おにぎり＆イナリ弁当 惣菜（弁当）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 野菜たっぷり寄せ鍋 半製品 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 旬のきのこグラタン 半製品 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 チキンドリア＆エビグラタン 半製品 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 ビーフシチュードリア 半製品 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 ミニ上海焼きそば 半製品 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 和風明太子スパゲティ 半製品 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 ナポリタンスパゲティ 半製品 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 ねぎすじ焼き 半製品 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 お好み焼きデラックス 半製品 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 広島風お好み焼き 半製品 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 辛口ジャージャー麺 半製品 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 茄子のはさみ揚げ 半製品 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 旬のきのこのスパゲティ 半製品 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 ＤＥＬＩＣＡ１５ 半製品 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 ねぎ塩カルビ 半製品 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 牛肉とピーマンの細切り炒め 半製品 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 専門店の味すき焼き鍋 半製品 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 牛そぼろ 半製品 無し 　

熊本ほにほ食品（株）熊本工場 熊本県菊池郡菊陽町原水５５９４ 赤貝味付（大粒） 惣菜 無し 　

熊本ほにほ食品（株）熊本工場 熊本県菊池郡菊陽町原水５５９４ 赤貝時雨煮（アルボトロス） 惣菜 無し 　

兼貞物産(株) 久留米市御井朝妻1-5-23 ぬれ椎茸　はんなり 惣菜類（佃煮） 無

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

牛丼 惣菜（惣菜（弁
当））

無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

照り焼き弁当 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

ちらし寿司 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

レタス巻き 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

焼き肉弁当 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

巻き寿司 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

カニレタス巻き 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

にぎり寿司 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

コロッケサンド 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

手巻き寿司 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

焼きうどん 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

焼きそば 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし
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江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

カレーライス 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

幕の内弁当 惣菜（弁当） 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

ミートコロッケ 惣菜半製品 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

　　煮しめ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

チキンステーキ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

ローストチキン 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

肉団子甘酢あんかけ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

牛肉コロッケ１ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

肉じゃが 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

牛レバー竜田揚げ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

牛肉コロッケ２ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

コロッケ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

かきフライ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

いわしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

うま煮 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 三重町大字赤嶺２７９６－１ﾏﾙﾐﾔス
トア

エビチリソース 惣菜類 無 なし 該当なし 該当なし

江崎物産（株） 宮崎郡清武町大字加納池田甲1337－1 牛肉コロッケ 無

江崎物産（株） 宮崎郡清武町大字加納池田甲1337－1 照り焼き弁当 無

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

惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 肉団子甘酢あんかけ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 うま煮、肉じゃが、煮しめ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 ハンバーグ、いわしバーグ 惣菜 無

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

惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 牛レバー竜田揚、ミートコロッケ 惣菜 無
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江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 焼きうどん 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 焼きそば 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ ミートコロッケ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ チキンステーキ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ ローストチキン 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 牛丼 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 肉団子甘酢あんかけ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ ちらし寿司 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 牛肉コロッケ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 肉じゃが 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ レタス巻 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 牛レバー竜田揚げ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 若鶏甘酢あんかけ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ コロッケ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ カキフライ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ いわしバーグ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 巻寿司 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 牛肉コロッケ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ ハンバーグ 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ カニレタス巻 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ にぎり寿司 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ コロッケサンド 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ エビチリソース 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ カレーライス 惣菜 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 手巻き寿司 惣菜 無
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江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 手巻き寿司、にぎり寿司、巻寿司 惣菜（弁当） 無

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

惣菜（弁当） 無

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

惣菜（弁当） 無

江崎物産株式会社 宮崎県延岡市浜町5115 カレーライス、牛丼 惣菜（弁当） 無

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

惣菜（弁当） 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 照り焼き弁当 惣菜（弁当） 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 焼肉弁当 惣菜（弁当） 無

江崎物産株式会社 宮崎県都城市都北町６４００－１ 幕ノ内弁当 惣菜（弁当） 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 エビチリソース 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 カキフライ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 カニレタス巻 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 カレーライス 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 チキンステーキ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 ちらし寿司 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 ハンバーグ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 ミートコロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 レタス巻き 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 ローストチキン 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 牛レバー竜田揚 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 牛丼 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 若鶏甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 手巻き寿司 惣菜類 無
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江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 焼きそば・焼きうどん 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 焼肉弁当 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 照り焼き弁当 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 肉じゃが 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 肉団子甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産株式会社 鹿屋市札元2-3785 幕ノ内弁当 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 焼きうどん，焼きそば 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 ミートコロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 チキンステーキ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 煮しめ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 ローストチキン 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 牛丼 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 照り焼き弁当 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 肉団子甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 ちらし寿司 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 肉じゃが 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 レタス巻 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 若鶏甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 牛レバー竜田揚 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 カキフライ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 いわしバーグ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 焼肉弁当 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 巻寿司 惣菜類 無
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江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 ハンバーグ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 カニレタス巻 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 にぎり寿司 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 コロッケサンド 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 うま煮 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 エビチリソース 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 カレーライス 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 手巻き寿司 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ指宿店内) 指宿市十二町44 幕の内弁当 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 焼きうどん・焼きそば 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 ミートコロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 チキンステーキ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 煮しめ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 ローストチキン 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 牛丼 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 照り焼き弁当 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 肉団子甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 ちらし寿司 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 肉じゃが 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 レタス巻 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 若鶏甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 牛レバー竜田揚 惣菜類 無
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江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 カキフライ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 いわしバーグ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 焼肉弁当 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 巻寿司 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 ハンバーグ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 カニレタス巻 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 にぎり寿司 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 コロッケサンド 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 うま煮 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 エビチリソース 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 カレーライス 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 手巻き寿司 惣菜類 無

江崎物産株式会社(ｺｰﾌﾟ川内店内) 川内市中郷町1690 幕の内弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛肉使用製品 惣菜（焼肉惣菜
（弁当））

無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ ビーフエキス使用製品 照り焼き惣菜
（弁当）

無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 焼きうどん・そば 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ ミートコロッケ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 牛丼 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 牛肉コロッケ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 牛肉コロッケ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 肉じゃが 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 焼肉弁当 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ ハンバーグ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ カレーライス 惣菜 無
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江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ チキンステーキ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 手巻き寿司 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ エビチリソース 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ カニレタス巻き 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ コロッケ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ レタス巻き 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 若鶏甘酢あんかけ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 肉団子甘酢あんかけ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 照り焼き弁当 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ ローストチキン 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 牛レバー竜田揚げ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ コロッケサンド 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 幕の内弁当 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ うま煮 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ にぎり寿司 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 巻き寿司 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ いわしバーグ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ カキフライ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ チラシ寿司 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大塚町地蔵田４６０７－１ 煮しめ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ カレーライス 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 牛丼 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 牛肉コロッケ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 牛肉コロッケ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 肉じゃが 惣菜 無
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江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 焼肉弁当 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ ハンバーグ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ ミートコロッケ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 焼きうどん・そば 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 手巻き寿司 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ エビチリソース 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ カニレタス巻き 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ コロッケ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ レタス巻き 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 若鶏甘酢あんかけ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 肉団子甘酢あんかけ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 照り焼き弁当 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ ローストチキン 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ チキンステーキ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 牛レバー竜田揚げ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 幕の内弁当 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ うま煮 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ コロッケサンド 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ にぎり寿司 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 巻き寿司 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ いわしバーグ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ カキフライ 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ チラシ寿司 惣菜 無

江崎物産㈱ 宮崎市大字恒久草場９８６－１ 煮しめ 惣菜 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

カレーライス 惣菜類 無
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江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

ミートコロッケ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

エビチリソース 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

コロッケ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

若鶏甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

チキンステーキ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

ローストチキン 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

照り焼き弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

肉団子甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

カキフライ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

幕の内弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

チラシ寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

にぎり寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

焼きうどん・そば 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

ハンバーグ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

焼肉弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

牛丼 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

肉じゃが 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

牛レバー竜田揚 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

巻寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

手巻き寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

カニレタス巻き 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

いわしバーグ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

レタス巻き 惣菜類 無
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江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

カレーライス 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

ミートコロッケ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

エビチリソース 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

コロッケ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

若鶏甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

チキンステーキ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

ローストチキン 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

照り焼き弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

肉団子甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

カキフライ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

幕の内弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

チラシ寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

にぎり寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

牛肉コロッケ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

焼きうどん・そば 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

ハンバーグ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

焼肉弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

牛丼 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

肉じゃが 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

牛レバー竜田揚 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

巻寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

手巻き寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

カニレタス巻き 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

いわしバーグ 惣菜類 無
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江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

レタス巻き 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ﾐｰﾄｺﾛｯｹ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ﾁｷﾝｽﾃｰｷ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ﾛｰｽﾄﾁｷﾝ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 牛丼 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 照り焼き弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 肉団子甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 牛肉ｺﾛｯｹ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ちらし寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 肉じゃが 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 レタス巻 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 若鶏甘酢あんかけ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ｺﾛｯｹ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 牛レバー竜田揚 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 かきフライ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 いわしﾊﾞｰｸﾞ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 焼肉弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 焼きうどん 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 巻寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 手巻き寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 幕の内弁当 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 煮メ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 焼きそば 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ハンバーグ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 カニレタス巻 惣菜類 無
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江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 にぎり寿司 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ｺﾛｯｹサンド 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 うま煮 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ｴﾋﾞﾁﾘｿｰｽ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 ｶﾚｰﾗｲｽ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 志布志町志布志3-24-1 牛肉ｺﾛｯｹ 惣菜類 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ ビーフエキス使用製品 コロッケ 無

高瀬物産株式会社金沢支店 金沢市藤江美波１丁目２２番１号 ハンバーグ そうざい類 なし

高瀬物産株式会社金沢支店 金沢市藤江美波１丁目２２番１号 ビーフストロガノフ そうざい類 なし

高浜食品工業㈱ 塩釜市貞山通３－１－１０ サラミチーズ入りちくわ そうざい なし 該当なし

合資会社共栄ミート 那覇市曙１－２０－３９ ハンバーグ 惣菜半製品 無

合資会社共栄ミート 那覇市曙１－２０－３９ 牛肉野菜ロール 惣菜半製品 無

合資会社共栄ミート 那覇市曙１－２０－３９ ロースロビーフ 惣菜類 無

黒木食品（株）佐土原工場デリカ
ミール

佐土原町大字東上那珂11375－14 そうざい類 惣菜 無

今東　五子 薩摩町求名14390 牛みそ 惣菜類 無

佐藤清三 岩沼市二木2-2-2 そうざい そうざい なし 該当なし

阪急食品工業株式会社 大阪市北区中津1-2-10 牛スライス そうざい なし

阪急食品工業株式会社 大阪市北区中津1-2-10 牛しぐれ煮 そうざい なし

阪急食品工業株式会社 大阪市北区中津1-2-10 牛ステーキ そうざい なし

阪急食品工業株式会社 大阪市北区中津1-2-10 昔のコロッケ そうざい なし

阪急食品工業株式会社 大阪市北区中津1-2-10 ウナギかば焼き そうざい なし

阪急食品工業株式会社 大阪市北区中津1-2-10 上芯 そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ 手作りハンバーグ そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ 牛焼肉焼き上げ そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ 牛ステーキ そうざい なし
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阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ 牛肉ごぼう巻き そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ 牛時雨煮 そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ ほぐしむし鶏 そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ やわらか煮込ハンバーグ そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ 新南瓜とひき肉サンドフライ そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ ハスとひき肉合わせ揚 そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ ＮＥＷデリカ一口メンチカツ そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ ＪＢハンバーグステーキ そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ 黒毛和牛メンチカツ そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ じゅわっとハンバーグ そうざい なし

阪急食品工業㈱ 大阪市北区中津１－２－１０ カントリーバーグ そうざい なし

阪神ローレルフーズ㈱ 大阪市淀川区新高１－７－１８ ロールキャベツトマトソース煮 そうざい なし

桜食品㈱新城工場 新城市平井字地官35 牛もつ味付け、マルサン　牛もつ
煮

そうざい類 なし

笹木雄幸 亘理町吉田字砂浜２ そうざい そうざい なし 該当なし

三協フード工業（株）八戸工場 八戸市大字市川町字下揚４５－８４ 照焼（さわら、銀むつカマ、さ
ば、イカ軟骨串）

そうざい なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 スライス松茸 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 スライス松茸３ 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 スライス松茸Ａ 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 たけのこと削りかつを煮 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 たけのこの土佐煮 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 金平れんこん 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 刻み昆布の煮物 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 昆布の煮物 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 松茸４ 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 松茸４Ｊ 惣菜類 なし
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三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 松茸８ 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 姫竹とかつお煮 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 味しめじ 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 筍スライス 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 筍スライス 惣菜類 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 筍スライス（穂先） 惣菜類 なし

三和産業㈱ 和光市松ノ木島町１６６１－４ 牛スジ煮込み そうざい なし

三和産業㈱ 和光市松ノ木島町１６６１－４ 牛煮込み そうざい なし

山崎エミ 揖宿郡喜入町喜入6094-8 豚みそ 惣菜類 無

山川育夫 亘理町荒浜字築港通6-25 そうざい そうざい なし 該当なし

山中水産株式会社 揖宿郡山川町成川504-2 うなぎ蒲焼き 惣菜類 無

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ トップバリュ味付けもずく三杯酢 そうざい類 なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ トップバリュ味付けもずく土佐酢 そうざい類 なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ もずくのスープ そうざい類 なし

山田水産㈱有明事業所 鹿児島県有明町野井倉3581 うなぎ蒲焼 惣菜類 無

志布志畜産株式会社 志布志町安楽5972-8 どて焼き 惣菜類 無

志布志畜産株式会社 志布志町安楽5972-8 煮込み 惣菜類 無

志布志畜産株式会社 志布志町安楽5972-8 牛もつ水煮 惣菜類 無

志布志畜産株式会社 志布志町安楽5972-8 牛もつ煮込み 惣菜類 無

志布志畜産株式会社 志布志町安楽5972-8 牛ﾐﾉ煮込み 惣菜類 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 フライドチキン 惣菜半製品 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 ﾃﾘﾔｷﾁｷﾝ 惣菜類 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 焼き鳥ｾｯﾄ 惣菜類 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 ｻｻﾐﾁｰｽﾞｶﾂ 惣菜類 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 ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝｸﾘｽﾋﾟｰ 惣菜類 無
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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 ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾞｰ 惣菜類 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 たくあん漬 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 切れてる沢庵本干梅酢味 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 梅酢たくあん特級 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 いいとこ沢庵ちょい干し 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 しそ風味干たくあん 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 減農薬きれてる梅酢味 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 みそ漬け沢庵 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 つる干したくあん 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 寒干新漬 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 霧島一本 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 生協無添加 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社えい
工場

揖宿郡頴娃町御陵6032番地 ひと口たくあん梅酢味 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 かつお風味一本 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 梅かつお一本 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 お買得かつお沢庵 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 減農薬きれてるたくあん梅かつお
味

惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 CGCかつおたくあん 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 梅かつお生一本 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 ｴｰｺｰﾌﾟかつお味たくあん 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 CGCかつお一本 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 のがた一本 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 のがた一本A 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 無着色 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 かつおたくあん 惣菜（漬物） 無
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鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 田舎たまり一本 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 心づくし 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 ｴｰｺｰﾌﾟｼﾞｬﾝﾎﾞたくあん 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 心づくしA 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 梅酢たくあん 惣菜（漬物） 無

鹿児島くみあい食品株式会社大崎
工場

曽於郡大崎町野方6166 麦みそ漬 惣菜（漬物） 無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 黒牛もつ鍋 惣菜半製品 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ さつま本干し（2００ｇ） 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ さつま本干し（静岡向） 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ ジャンボLL 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ おふくろ造りLL 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 本干しほまれ 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ しそ風味2本入り 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ さつまおごじょ 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 切れてるたくあん（おごじょ・う
めず風味）

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 本しぼり（無着色・梅肉漬・ぬか
漬）

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ つぼキンチャク（人甘） 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 本干しみそづけ（無添加） 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ さつまおごじょ（無添加） 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ さつま本しぼり 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ かごしま漬 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ さつま本干みそづけ 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ みそづけLL 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ みそハーフ 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ もろみ漬 惣菜（漬物） 無
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鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ みそほまれ 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 本しぼり（みそ漬） 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ みそ味2本入り 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 正油ほまれ 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 切れてるたくあん（しょうゆ味） 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ ポリポリ漬 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 本しぼり（しょうゆ味） 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ しょうゆ味2本入 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ 高菜漬（250ｇ・樽25ｋｇ・缶14
ｇ）

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ しそ風味Ｍ 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　うまか本干した
くあんLL

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　ミニつぼ漬 惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　手間いらず沢庵
（無着色、梅酢）

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　無着色スライス
沢庵

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　本干みそ漬無添
加

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　手間いらず沢庵
しょうゆ漬

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　本干みそ漬たく
あん

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　本干みそ漬沢庵
全糖

惣菜（漬物） 無

鹿児島漬物株式会社 鹿児島市南栄３丁目２１番２ マルキン忠勇PB　本干みそ漬けス
ライス沢庵

惣菜（漬物） 無

七福食品株式会社 大阪市城東区東中浜８－１－１２ コラーゲン入り茶わんむし（冷
し）

そうざい なし

篠原食品工業㈱ 長崎県佐世保市大塔町２００２－９ ハヤシビーフ 惣菜 無

篠原食品工業㈱ 長崎県佐世保市大塔町２００２－９ ﾊﾔｼﾋﾞｰﾌ(ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ) 惣菜 無

秋本食品株式会社藤沢第二工場 藤沢市遠藤２００４－１６ 肉じゃが 総菜 なし

上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ もつ煮 惣菜 無

上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ カップおでん 総菜 無
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上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ カレー他 総菜 無

上甑村漁業協同組合 薩摩郡上甑村中甑大田浜 つくだ煮 惣菜類 無

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ マッシュルーム入りハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ チーズ入りハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ デミグラスハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 煮込みデミハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 旨みハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ おろし付きハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 新Gハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 新Gミートボール 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 旧Gハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ シェフハンバーグ１１０ｇ×３ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ レストランハンバーグ１１０ｇ×
３～４

惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ ダイエーレストランハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ 味わいレストランハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ シェフハンバーグ１１０ｇ×４ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ なっとくハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ リンゴハンバーグ 惣菜 なし

信州ハム㈱更埴工場 更埴市屋代１２６９ グリルドハンバーグ 惣菜 なし

新潟食品販売㈱ 南蒲原郡田上町坂田２８ がんもともち巾セット 惣菜半製品 なし

新潟食品販売㈱ 南蒲原郡田上町坂田２８ 餅入り巾着トレーパック 惣菜半製品 なし

神山食品工業株式会社 千葉県匝瑳郡光町木戸８５２８ 西京漬
（メカジキ・黒むつ・金目鯛）

そうざい半製品 無

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ FR＆FRﾌｨｯﾄﾁｰﾈ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ Hコーンコロッケ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ JFSAﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞﾚｽﾄﾗﾝﾀｲﾌﾟ そうざい なし
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秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ S40エビグラタン そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ Sごぼう125*2*20 そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ SすらいすN そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ Sベース、マカロニ220ｇ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ Sベースポテト150ｇ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ Sベースポテト220ｇ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ Sベースマカロニ150ｇ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ Sポテト そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ Sポテト150*40 そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ YAMポテトサラダ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ｳｽｷﾞﾘｶﾆ風味500ｇ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ かにコロッケ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ かに風味ししやもサラダ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ カレーグラタンコロッケ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ カレーコロッケ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ グラタンベースポテト そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ グラタンベースマカロニ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ コーンポテトAY そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ コーンポテトサラダ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ コロッケ棒ビーフ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ コロッケ棒ビーフ柔らかタイプ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ コロッケ棒野菜 そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ 三桂ポテトサラダ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄM そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ジャーマンポテトサラダ そうざい なし
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秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ スパゲティサラダ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ 竹の子サラダキムチ味 そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ 竹の子サラダごま味 そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ダッカルビ風ﾌｨﾘﾝｸﾞ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ チキンﾌｨﾘﾝｸﾞワサビ風味 そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ 角ヤサイコロッケ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ 豆乳グラタンベース そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ﾅﾏｽFFS そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ﾊｲﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ベースポテトダイス そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾎﾟﾃﾄ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ﾎｯﾄﾎﾟﾃﾄｶﾚｰ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ホットポテトバジル そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ポテトサラダM そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ポテトサラダSD そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ポテトサラダV そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ポテトサラダVS そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ポテトサラダ関西２AB そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ポテトサラダ関西風 そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ポロネーゼ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ まいどおおきにポテト そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ マカロニサラダ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ マカロニポテトV そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ミックスポテトS そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ 焼きそば そうざい なし
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秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ 焼きそばK そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ﾖｰｸﾞﾙﾄﾌﾙｰﾂ そうざい なし

秦食品工業株式会社 蒲生郡竜王町山面４６０ ヨーグルトフルーツK そうざい なし

水溜食品㈱ 日置郡金峰町宮崎2940 みそ漬 惣菜（漬物） 無

水溜食品㈱ 日置郡金峰町宮崎2940 しょうゆ漬 惣菜（漬物） 無

水溜食品㈱ 日置郡金峰町宮崎2940 たくあん漬 惣菜（漬物） 無

水溜食品㈱ 日置郡金峰町宮崎2940 たくあん漬 惣菜（漬物） 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 イワシハンバーグ そうざい類 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 うなぎ蒲焼（大隅産、台湾産、焼
津産）

そうざい類 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 お魚ステーキ（ごま、わかめ） そうざい類 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 かき屋さんのかきフライ（大粒） そうざい類 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 サーモンチーズソーティ そうざい類 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 トムヤンクン風セット そうざい類 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 にしん親子漬け そうざい類 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 海鮮寄せ鍋セット（醤油味） そうざい類 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 牛ガーリック焼肉 そうざい類 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 牛やわらか筋 そうざい類 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 牛白モツ煮込み用 そうざい類 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 魚トーフステーキ そうざい類 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 共同購入：海鮮キムチ鍋セット５
種

そうざい類 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 国産牛サイコロステーキ そうざい類 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 国産豚スペアリブ（たれ付き） そうざい類 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 三陸産めかぶ納豆（たれ付） そうざい類 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 産直やわらかモモトンカツ そうざい類 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 数の子たっぷり松前漬け そうざい類 なし
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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 豚ロースもろみ味噌漬 そうざい類 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 白身魚枝豆ハンバーグ そうざい類 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 味付け沖縄もずく そうざい類 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 無着色いかさし明太子 そうざい類 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 無薬産直若鶏ササミチーズカツ そうざい類 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 ロースとんかつ 惣菜類 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 ハンバーグ弁当 惣菜類 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 オム炒飯手焼風 惣菜類 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 甘えびクリームコロッケ 惣菜類 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 さくさく牛肉コロッケ 惣菜類 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 とうふハンバーグ弁当 惣菜類 不明 有（４気圧、１時間、
１４０℃）

脊髄 ゼラチン

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 とうふハンバーグ 惣菜類 不明 有（４気圧、１時間、
１４０℃）

脊髄 ゼラチン

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 スパゲッティミートソース 惣菜類 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 中華メンチカツ 惣菜類 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 パリパリ春巻 惣菜類 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 グラタン 惣菜類 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 エビドリア 惣菜類 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 ジャンボ五目いなり 惣菜類 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 まき寿司 惣菜類 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 助六 惣菜類 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 レタス巻 惣菜類 不明 有（強アルカリによる
不活性化処理）

脊髄 ゼラチン

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 レタス助六 惣菜類 不明 有（強アルカリによる
不活性化処理）

脊髄 ゼラチン

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 サラダ寿司 惣菜類 不明 有（強アルカリによる
不活性化処理）

脊髄 ゼラチン

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 うず潮 惣菜類 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 潮騒 惣菜類 無
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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 なぎさ上 惣菜類 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 姫にぎり 惣菜類 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 満潮二人前 惣菜類 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 祝盛 惣菜類 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 徳盛 惣菜類 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 五目チラシ 惣菜類 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 サラダ寿司 惣菜類 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 特選煮穴子握り 惣菜類 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 松茸ごはん 惣菜類 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 弁当各種 惣菜類 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 肉団子 惣菜類 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 黄金カレイのきのこあんかけ 惣菜類 不明 有（不活性化処理・
BSE非発生国）

脊髄 蛋白加水
分解物

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 肉シュウマイ 惣菜類 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 ポテトサラダ 惣菜類 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 おかずセット 惣菜類 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 いわしのつけあげ 惣菜類 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 行楽弁当 惣菜類 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 もりもり弁当 惣菜類 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 焼そば 惣菜類 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 やわらかチキン山賊揚げ 惣菜類 不明 有（１４０℃、４気
圧、１時間の加熱処
理、塩酸による加圧加
水分解）

脊髄 蛋白加水
分解物

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 二粒たこ焼き 惣菜類 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 二粒たこ焼き天 惣菜類 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 カツ丼 惣菜類 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 ペアー丼 惣菜類 無
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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 天丼 惣菜類 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 国産豚の肉じゃが 惣菜類 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・牛脂・ビーフエキス使用製
品

惣菜（さくさく
牛肉コロッケ）

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 惣菜（もりもり
惣菜（弁当））

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 惣菜（牛カル
ビー丼、肉と野
菜のたっぷり炒
め惣菜（弁
当））

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・牛脂・ビーフエキス使用製
品

惣菜（牛コロッ
ケバーガー）

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 ビーフエキス使用製品 惣菜（行楽惣菜
（弁当））

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 惣菜（弁当）各
種

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 牛カルビー丼 惣菜類 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 肉と野菜のたっぷり炒め弁当 惣菜類 無

西村力 青森市花園１丁目２６ー５ 肉じゃが そうざい なし

青森罐詰株式会社 青森市港町３丁目２－２３ もつ煮込み そうざい なし

青森罐詰株式会社 青森市港町３丁目２－２３ にしん甘露煮 そうざい なし

青森罐詰株式会社 青森市港町３丁目２－２３ 煮込みハンバーグ そうざい なし

青森罐詰株式会社 青森市港町３丁目２－２３ 肉じゃが そうざい なし

青森罐詰株式会社 青森市港町３丁目２－２３ つぶ貝北海煮 そうざい なし

青森罐詰株式会社 青森市港町３丁目２－２３ 牛すじ煮込み そうざい なし

青森罐詰株式会社 青森市港町３丁目２－２３ おでん そうざい なし

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ 牛肉そぼろ そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ 牛肉そぼろ そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ 人参グラッセとサツマイモ甘煮 そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ とりそぼろ（２）牛肉そぼろ そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ミートボール（6） そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ 肉団子 そうざい 無
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石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ れんこんサラダ そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ きんぴらごぼう そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ 中華丼の具 そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ 松茸土瓶蒸しの素 そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ ミートボール そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ ミートボール（５） そうざい 無

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ こわけちゃん そうざい 無

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ こわけキンピラゴボウ そうざい なし

石井食品関西㈱ 船井郡丹波町富田美月６１ れんこんサラダ そうざい なし

石田食品株式会社 高島郡今津町今津６９４－２ ｼﾁｭｰﾊﾟｲ そうざい なし

赤間伸夫 名取市閖上4-14-7 そうざい そうざい なし 該当なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ｿﾎﾞﾛ1000G そうざい半製品 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

ホルモンみそ炒め 惣菜 無し 　

千葉勝 岩沼市早股字松原263-1 そうざい そうざい なし 該当なし

船水道男 青森市古川３丁目６ー１６ 調理パン 調理パン なし

船水道男 青森市古川３丁目６ー１６ 調理パン 調理パン なし

船水道男 青森市古川３丁目６ー１６ 調理パン 調理パン なし

前島食品株式会社 加古川市米田町平津６５５ ビーフコロッケ そうざい なし

前島食品株式会社 加古川市米田町平津６５５ かつめし用ビーフカツ そうざい なし

双和食品工業㈱ 熊本市八分字町51 チルド　ぎょうざ類３０種類） 惣菜半製品 無

双和食品工業㈱ 熊本市八分字町51 チルド　しゅうまい類（しゅうま
い１５種類、ワンタン、小籠包）

惣菜半製品 無

双和食品工業㈱ 熊本市八分字町51 チルド　まんじゅう類（肉まん類
４種類）

惣菜半製品 無

双和食品工業㈱ 熊本市八分字町51 冷凍食材類（生餃子６種類、手羽
餃子）

惣菜半製品 無

相沢てる子 名取市閖上2-10-17 そうざい そうざい なし 該当なし

相沢勝男 名取市閖上2-10-42 そうざい そうざい なし 該当なし
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村上京 岩沼市藤浪1-9-11 そうざい そうざい なし 該当なし

太洋冷蔵（株） 八戸市大字白銀町字昭和町１０ しめさば、さば竜田揚げ そうざい なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 ツナサラダ太巻芯 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 ミックスサラダ巻芯（N） 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 ミックスサラダ巻芯 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 極上巻芯 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 I上巻芯 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 PB上巻芯 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 (M)並巻芯 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 並巻芯 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 HK並巻芯 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 新おでんトリオ 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 サラダ巻芯（エビ） 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 サラダ巻芯（D） 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 サラダ巻芯（カニ） 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 巻寿司用並芯100本入 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 サラダ巻芯（ツナ） 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 巻寿司芯（並） 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 巻寿司芯（B） 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 PB海老玉押し 惣菜 なし

大松食品㈱ 大阪市東住吉区今林2-7-17 牛肉巻芯、炭火焼牛カルビ巻芯 惣菜 なし

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 明太キムチ炊飯の素 惣菜類 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ うにめしの素 惣菜類 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ パスタソース（ペペロンチーノ） 惣菜類 無

大友市場事業協同組合 大阪市生野区小路2-19-16 焼肉弁当 弁当 なし
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第一ブロイラー（株） 八戸市沼館一丁目１８ー３９ 豚カツ、フライドチキン そうざい半製品 なし

第一ブロイラー（株）五戸加工食
品工場

三戸郡五戸町大字切谷内字外ノ沢３８
－４

フライドチキン そうざい半製品 なし

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

蒸鶏 そうざい なし

第一食品工業㈱ 大阪市天王寺区東上町2-20 そうざい 惣菜 なし

谷口醸造（株） 飯田市鼎下山９７５ ちりめん野沢菜 そうざい なし

竹村　静江（花金本舗） 金沢市示野町ホ２９－２ 肉じゃが そうざい類 なし

竹村桝治 名取市閖上4-7-9 そうざい そうざい なし 該当なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ 筍こんぶ そうざい なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ きんぴられんこん そうざい なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ 五色山菜 そうざい なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆお湯かけ醤油ラーメン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆお湯かけ天ぷらそば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆカルボナーラ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆカレーうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆサーモンクリーム（生パス
タ）

弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆミニ五目焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆわんこそば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ横浜繁盛店ラーメン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ屋台３点セット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ五目焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ手焼きお好み焼き（玉子入
り）

弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ焼うどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ大盛りソース焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ湯かけきつねうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ鍋焼き天ぷらうどん 弁当、惣菜 なし
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中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ本格更科とろろそば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ本格更科割子そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ明太子焼うどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ油そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ３Ｆ冷したぬきうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＡＰチキン塩焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＡＰ東京世田谷ラーメン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＡＰ鍋焼き釜揚げうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＡＰ博多とんこつラーメン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＡＰ棒々鶏冷し中華 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＡＰ冷しラーメン（醤油） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＡＰ冷し讃岐うどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 Ｅ型うどんセット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 Ｅ型そば＆茶そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 Ｅ型そばセット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＨＯＴきつねうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ＨＯＴ天ぷらそば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 あんかけ焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 あんかけ用焼そば麺 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 えび天鍋焼きうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 おつまみセット（枝豆＆甘エビ） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 お好み３点セット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 お好み焼き＆焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 お肉たっぷりミートソース 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 お肉屋さんの牛肉コロッケ 弁当、惣菜 なし
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中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 かき揚げ鍋焼きうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 カップとろろそば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 カニクリームコロッケ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 カルビ焼うどん 弁当、惣菜 なし 　 　 　 ビーフエ
キスの変
更実施

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 カルビ焼そば 弁当、惣菜 なし 　 　 　 ビーフエ
キスの変
更実施

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 カルボナーラ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 きのこ焼うどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 クリームコロッケ（コーン＆カ
ニ）

弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 グリーンサラダファミリー 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 コーンクリームスパゲティ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 コーンたっぷりサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ゴボウサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ゴルゴンゾーラパスタサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 コンビネーションサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 サーモンクリームスパゲティ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 サラダスパゲティ（ツナ＆コー
ン）

弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 シーザーサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 シーザーパスタサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 シャキシャキもやしあんかけキッ
ト

弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ソース焼うどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ソース焼うどんキット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ソース焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ソース焼そばキット 弁当、惣菜 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 たっぷりコーンのサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 チーズナポリタン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 チーズ竹輪の磯辺揚げ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ツナ＆コーンのサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ツナ＆ポテトグラタン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ツナサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 とうふサラダ（和風しょうゆ） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 とろろそば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ナポリタンスパゲティ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆目玉焼 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 バンバンジーサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 フレッシュトマトサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ベーコン＆コーングラタン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ペスカトーレ（茄子とトマト） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ほうれん草ごま和え 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ポテトサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 マカロニサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ミートソーススパゲティ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 みそ煮込み鍋焼きうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ミニサラダ（コーン） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ミニサラダ（ワカメ） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ミニサラダツナマヨ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ミニ冷し中華 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 ランチパスタ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 塩カルビ焼そば 弁当、惣菜 なし
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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
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え

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 海鮮塩焼そば 弁当、惣菜 なし
中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 海藻サラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 海藻と大根のサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 割子２色そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 割子そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 関西風お好み焼き 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 牛カルビ焼そばセット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 玉子サラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 玉子とツナのサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 玉子と生野菜のサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 玉子焼き 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 五目あんかけ焼そばキット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 五目あんかけ丼キット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 皿ラーメン（醤油） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 讃岐うどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 枝豆 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 枝豆（伯方の塩） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 若鶏唐揚 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 小さなあんかけ焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 小さなナポリタン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 小さな塩カルビ焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 焼き餃子 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 焼鳥（もも） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 焼鳥（皮＆もも） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 大根サラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 大根とツナのサラダ 弁当、惣菜 なし
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販売中止 製品回収
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え

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 大盛りソース焼そば 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 大盛り枝豆 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 竹輪の磯辺揚げ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 中華つけ麺 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 超大盛ナポリタン 弁当、惣菜 なし
中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 湯かけコロッケそば 弁当、惣菜 なし
中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 湯かけちくわ天そば 弁当、惣菜 なし
中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 湯かけ醤油ラーメン 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 湯かけ天ぷらうどん 弁当、惣菜 なし
中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 鍋きつねうどん 弁当、惣菜 なし
中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 鍋焼きうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 鍋焼きうどん（卵入り） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 鍋焼き力うどん 弁当、惣菜 なし
中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 鍋野菜キット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 白身魚フライ 弁当、惣菜 なし
中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 本格中華焼麺（玉子入り） 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 明太クリームペンネ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 明太子スパゲティ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 明太子パスタサラダ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 冷しきしめん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 冷したぬきうどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 冷し月見うどん 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 冷し中華 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 冷やっこセット 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 和風きのこスパゲティ 弁当、惣菜 なし

中野食品㈱ 八潮市鶴ヶ曽根705 和風きのこﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 弁当、惣菜 なし

猪俣　和男 大阪府東大阪市足代１－１５－１３ カレーパン（カレー） 惣菜パン なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ お好み焼セット 惣菜 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　お好み焼＆い
か焼そば

惣菜 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
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原料切換
え

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　たこ焼 惣菜 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　モダン焼 惣菜 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　屋台風お好み
焼

惣菜 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ミートソーススパゲッティ 惣菜 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ 牛肉焼そば 惣菜 なし

朝日食品工業㈱ 行田市持田２－１７－８ am/pm棒々鶏豆腐サラダ そうざい類 なし

朝日食品工業㈱ 行田市持田２－１７－８ ＫＧＣ冷奴セット（棒々鶏） そうざい類 なし

朝日食品工業㈱ 行田市持田２－１７－８ アサヒコ四季百珍麻婆 そうざい類 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ オムスパゲティ そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ オム焼きそば そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ サンクス　スパゲティ　ペペロン
チーノ

そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ サンクス　牛すじ焼そば そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ サンクス屋台のオムそば そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ サンクス具だくさんちゃんこ鍋 そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ サンクス特盛ナポリタン そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ サンクス和風ツナおろしスパゲ
ティ

そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストア　ナポリタンスパゲ
ティ

そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストアあったかミニうどん そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストアあったかミニラーメン そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストアソース焼そば そうさい 有 有(133℃3気圧20分以
上加熱処理)

脊髄 ビーフエ
キス

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストアミートソーススパゲ
ティ

そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストア焼うどん そうさい 有 有(133℃3気圧20分以
上加熱処理)

脊髄 ビーフエ
キス

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストア大盛イカ焼そば そうさい 有 有(133℃3気圧20分以
上加熱処理)

脊髄 ビーフエ
キス

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ ジャスコ焼そばセット そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ ファミリーマートネギチャー
シューメン

そうさい なし
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長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ ファミリーマート中華油そば そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ ファミリーマート天ぷらうどん そうさい なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ えび天鍋うどん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ きつねうどん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ サンクス湯かけきつねうどん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ サンクス鍋焼月見きつねうどん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストアきつねうどん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストア中華鍋 そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ シーストア天ぷらうどん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ チャンポンめん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ ファミリーマート湯かけ天ぷらう
どん

そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ ファミリーマート冷しラーメン そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 源平なべうどん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 大徳わかめうどん鍋　本かつおだ
し付き

そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 大徳手打式カレーうどん　本格カ
レーパウダー付

そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 大徳手打式きつねうどん　本かつ
おストレートつゆ

そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 大徳手打式天ぷらうどん　本かつ
おストレートつゆ

そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 大徳長崎風ちゃんぽん そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 大徳豚キムチラーメン そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 大徳鍋中華ストレートスープ付醤
油味

そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 大徳肉うどん　ストレートスープ
付

そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 中華鍋デラックス そうさい半製品 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 天ぷらうどん そうさい半製品 なし

佃食品株式会社 金沢市大場町東８２８ ビーフカレー そうざい類 なし

天野勝敏 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

牛ヒレ一口カツ そうざい なし
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天野勝敏 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

ミンチカツ そうざい なし

天野裕治 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

ビーフカレー そうざい なし

天野裕治 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

ビーフシチュー そうざい なし

天野裕治 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

ハヤシライス そうざい なし

天野裕治 大阪市住之江区粉浜2-12-21　ﾍﾙｼ粉
浜

ハンバーグ そうざい なし

東海缶詰（株） 海部郡佐織町大野山三日月78 牛もつ味付 そうざい なし

東京冷チル食品㈱ 大利根町豊野台1-471-6 ＴＶエビグラタン２４０ｇ（２個
入り）

そうざい なし

東京冷チル食品㈱ 大利根町豊野台1-471-6 エビカツ そうざい なし

東京冷チル食品㈱ 大利根町豊野台1-471-6 カニクリームコロッケ そうざい なし

東京冷チル食品㈱ 大利根町豊野台1-471-6 カニ爪クリーミーフライ そうざい なし

東京冷チル食品㈱ 大利根町豊野台1-471-6 コキールフライ そうざい なし

東京冷チル食品㈱ 大利根町豊野台1-471-6 フレッシュメンチカツ９０ｇ
（Ｔ）

そうざい なし

東京冷チル食品㈱ 大利根町豊野台1-471-6 具たくさんカニグラタン そうざい なし

東食工業㈱ 草加市柿木町1186 湯中花ワンタン そうざい類 なし

東日本ハム株式会社 山形県酒田市広栄町三丁目１ キムチビビンバ 惣菜 なし

東日本ハム株式会社 山形県酒田市広栄町三丁目１ 牛カルビ焼肉 惣菜半製品 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 惣菜半製品 そうざい なし 該当なし

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 肉ワンタン（ファミリーパック） そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 肉ワンタン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ フレッシュ餃子 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの肉餃子 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ビビンバ餃子 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 肉ワンタン（6粒） そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 焼ワンタン（エビ入り） そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 焼ワンタン（ニラ入り） そうざい 無 ― ― ― ― ― ―
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東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 贅沢　海鮮焼売 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ いかたこシュウマイ そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ かにシュウマイ そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ えびシュウマイ そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ フレッシュ餃子 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 刻み高菜 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 甘えび焼売 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ まる饅頭（ニラ入り） そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ まる饅頭（しそ風味） そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの肉餃子 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 海老韮餃子 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 肉ワンタン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 焼豚韮餃子 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

藤井食品株式会社 熊本県鹿本郡植木町古閑３３の１ べったら漬 惣菜（漬物） 無し 　

藤井食品株式会社 熊本県鹿本郡植木町古閑３３の１ 火の国しぼり（漬物） 惣菜（漬物） 無し 　

藤井食品株式会社 熊本県鹿本郡植木町古閑３３の１ 新漬黄葉付（全糖） 惣菜（漬物） 無し 　

藤本　ヒデコ 大阪府東大阪市高井田西３－３－１８ カレーパン（カレー） 惣菜パン なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 こくちゃんみそ味135g(79983) 総菜 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 さつまいも天等 総菜 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 チゲ鍋うどん玉付き550g(76189) 総菜 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 プルコギ鍋うどん玉付550g(76108) 総菜 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 やきとり(1,5,8,10本）等 総菜 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 よいち焼肉塩ホルモン200g(79638) 総菜 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 手作りチキン南蛮（タレ付） 総菜 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 豚キムチ鍋ラーメン玉付き
550g(76150)

総菜 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 八宝菜セット1.98kg 総菜 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 カルビクッパの素310g(79726) 総菜半製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 キムチチゲぞうすいの素
310g(79732)

総菜半製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 トマトリゾットの素310g(79749) 総菜半製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛すじ煮込185g(77610) 総菜半製品 なし

徳永食品株式会社 射水郡大島町北高木14-14 牛もつ煮込200g(77573) 総菜半製品 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 牛丼 惣菜類 無

南信漬物（株） 飯田市松尾明７６６０－１ 野沢菜油いため そうざい なし

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 キムチうまい○ 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 日南っ娘きざみ 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 きざみつぼ漬 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 つぼ千枚 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 きざみ漬わさび風味 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 ピリッと野沢菜漬（わさび風味） 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 合わせ漬 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 合わせ漬わさび風味 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 一夜干しうまい○ 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 ピリッとわさびの香りうまい○ 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 高菜漬 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 きざみ高菜漬 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 ひょっとこ 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 ひょうすんぼ 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 弁当しば 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 一本しば 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 野沢菜漬 惣菜類（惣菜
（漬物））

無
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南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 からい菜 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 ピリピリカラ辛 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 ごんはるの便りきゅうり 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 旨辛キムチの素 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南信漬物株式会社（宮崎工場） 宮崎県南那珂郡北郷町郷之原乙2598 浅漬の素 惣菜類（惣菜
（漬物））

無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 35炭火焼鶏ﾚﾊﾞｰ 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 36牛ﾚﾊﾞｰ甘露煮 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 37ﾊﾟｰｶﾞｰﾊﾟﾃｨ45g 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 38ﾁｷﾝﾊﾟﾃｨ50g 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 39蒜苗ﾚﾊﾞｰｾｯﾄ 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 40直火焼豚ﾚﾊﾞｰ 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 41牛ｶﾙﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 42備長炭火焼豚ﾚﾊﾞｰ 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 43元気豚ﾚﾊﾞｰ1.0 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 44炭焼ﾎﾙﾓﾝ 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 45牛ｶﾙﾋﾞｸｯﾊﾟ 惣菜半製品 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 46ﾀﾞｯｶﾙﾋﾞ 惣菜半製品 無

南部フーズ㈱ 宇治市槇島町石橋９－５ そうざい類 なし

日栄食品（株）鹿児島工場 阿久根市波留4621-1 モツ煮込み 惣菜類 無

日向農産加工株式会社　惣菜工場 日向市大字財光寺1240 47炭火焼鶏ﾚﾊﾞｰ 惣菜半製品 無

日向農産加工株式会社　惣菜工場 日向市大字財光寺1240 49豚肉生姜焼き 惣菜半製品 無

日本クッカリ－㈱ 千葉県習志野市東習志野６－１６－３
４

米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本クッカリ－㈱ 兵庫県伊丹市北伊丹８－２０４ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本クッカリ－㈱ 大分県大分市弁天２－４－１４ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本クッカリ－㈱ 千葉県習志野市東習志野６－１６－３
４

そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―
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日本クッカリ－㈱ 富山県富山市清水元町４－８ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本クッカリ－㈱ 千葉県習志野市東習志野６－１６－３
４

調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本クッカリ－㈱ 大分県大分市弁天２－４－１４ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本クッカリ－㈱ 千葉県習志野市東習志野６－１６－３
４

調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本クッカリ－㈱ 富山県富山市清水元町４－８ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

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

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

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

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ＦＤ豆腐Ｙ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 おかずセット（８．９ｇ．１１．
６ｇ）

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 おかゆとおかずセット（４．２
ｇ．５．１ｇ．４．６ｇ）

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 からしめんたい そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 キャンピングフーズすき焼 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 キャンピングフーズビーフカレー そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 キャンピングフーズビーフシ
チュー

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 キャンピングフーズポテトサラダ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 キャンピングフーズ牛肉 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 キャンピングフーズ八宝菜 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 クノールオニオングラタン そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 チーズと野菜のパンがゆ（４．４
ｇ×３）

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 チキンパウダーＭＦ－１ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 チキンレバー№１６ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 トマトとチーズのリゾット（９．
１ｇ×３）

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ビーフと野菜のシチュウー（１
０．９ｇ×２）

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ブーフシチュー（５ｇ×３） そうざい類 なし
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日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ベジタブルカレー そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ミネストローネ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 レバーと野菜のクリーム煮（１
１．６ｇ×２）

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 介護食すき焼き そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 介護食肉じゃが そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 介護食里芋の五日煮 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 牛肉パウダーＢ－１１０ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 鮭ＹＳ－１００ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 中華風野菜 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食おから そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食きんぴらごぼう そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食さやえんどうのとじ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食しめじとゴボウのそぼろ
あんかけ

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食すき焼風牛丼のもと そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食ポテトサラダ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食鮭とほうれん草のクリー
ムシチュー

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食切り千し大根 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食麻姿豆腐 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 豚チゲ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 豚肉ダイスＦＳ－１１８ そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 白身魚の野菜のクリーム煮（５．
１ｇ×３）

そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 非常食けんちん汁 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 非常食豚汁１号缶 そうざい類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 練りうにＡー１２ そうざい類 なし

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 FMとりかわから揚げ
（青のり）

惣菜類 無
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日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 豚タンのからあげ 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ＤＹ鶏モモから揚げ 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 阿波赤どりナゲット 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 大冷のチキンナゲット 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ＣＧＣチキンナゲット 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ＭＫ鶏竜田 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 シェイクingナゲット 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ＭＣ和風から揚げ 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 IYチキンナゲット 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 シマ腸竜田揚げ 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 すこやか鶏ナゲット 惣菜類 無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ＦＭ鶏皮から揚げ 惣菜類 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 戦闘糧食（中華風肉団子，牛丼） 惣菜 　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 同一そうざい類 惣菜 　無

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ ポテトBA そうざい なし

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 64ｹﾞﾝｷﾔｷR 惣菜 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 65ｹﾞﾝｷﾔｷN群 惣菜 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 66ｹﾞﾝｷﾔｷ辛口 惣菜 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 68Sｶﾙﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ200 惣菜 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 78Tﾄﾝﾃﾝﾉﾀﾚ0.35 惣菜 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 84Sｱｻﾘﾀｹﾉｺﾒｼ0.2 惣菜 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 07HPﾛｰｽﾃﾝｶﾝﾛﾆ1.7 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 08Hｽﾌﾞﾀﾆｸﾀﾚｾｯﾄ群 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 13Hﾄﾝﾃﾝﾉｶﾝﾛﾆ1.7 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 16HﾌﾞﾀRNｲﾀﾒ2.0 惣菜半製品 無
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日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 19Hﾛｰｽｽﾌﾞﾀｾｯﾄ1.0 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 67ｹﾞﾝｷﾔｷねぎ塩群 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 69Sﾄｳﾌﾁｹﾞﾅﾍﾞ400G 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 71Sﾔｷﾋﾞｰﾌﾝｱｼﾞｱ200 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 73Tｼﾛﾓﾂ1.0 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 74Tﾀﾞﾂｶﾙﾋﾞ1.0 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 75Tﾀﾞﾂｶﾙﾋﾞｵﾆｷﾞﾘ1H 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 76Tﾀﾞﾂｶﾙﾋﾞｿｰｽ300G 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 81もつ鍋しょう油群 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 82もつ鍋みそ群 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 83Sﾁｭｳｶﾄﾞﾝﾉｸﾞ0.11 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜株式会社 日向市美々津町2277 85Sﾀｷｺﾐﾀｶﾅﾒｼﾓﾄ200 惣菜半製品 無

日本ハム惣菜㈱大阪工場 大阪市淀川区三津屋中２－１３－７ Tﾏﾝﾌﾟｸｺﾛｹ55G そうざい半製品 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 Hﾔﾜﾗｶｷﾞｭｳｶﾙﾋﾞﾒﾝﾁ そうざい半製品 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 Hｷﾞｭｳｶﾙﾋﾞﾒﾝﾁ そうざい半製品 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 Hﾔﾜﾗｶﾒﾝﾁｶﾂ70G そうざい半製品 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 H7ギュウメンチカツ そうざい半製品 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 Hｷﾞｭｳｺﾞﾎﾞｳﾒﾝﾁ25 そうざい半製品 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オニクタップリカツ そうざい半製品 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ﾎﾟｰｸﾁｷﾝﾒﾝﾁ50G そうざい半製品 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カレーメンチ80G そうざい半製品 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 Hﾄｳﾌﾒﾝﾁｶﾂ45G そうざい半製品 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ﾃﾏｷｶﾂﾒﾝﾀｲﾉﾘ50G そうざい半製品 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 THｷｬﾍﾞﾂﾒﾝﾁｶﾂ80G そうざい半製品 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メンチカツ60Gカツ そうざい半製品 なし
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日本ハム惣菜㈱大阪工場 大阪市淀川区三津屋中２－１３－７ TDメンチカツ80G そうざい半製品 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ｵｵｷﾅﾒﾝﾁｶﾂ150G そうざい半製品 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 スティックメンチカツ そうざい半製品 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メンチカツ そうざい半製品 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ビーフメンチカツ そうざい半製品 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 メンチカツ そうざい半製品 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 ビーフコロッケ そうざい半製品 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 HDコロッケ(ヤサイ） そうざい半製品 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 HDコロッケ（カレー） そうざい半製品 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ﾃﾏｷｶﾂﾒﾝﾀｲﾉﾘ50G そうざい半製品 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ﾃﾏｷｶﾂﾁｰｽﾞｵｵﾊ50 そうざい半製品 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 Hチンジャオセット1.2 そうざい半製品 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 Hニクタップリスブタ2.0 そうざい半製品 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 HスブタSヤサイ そうざい半製品 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 Hブタゴボウ そうざい半製品 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 惣菜半製品 なし

日本ピュアフード（株）百石プラ
ント

上北郡百石町松原二丁目１３２－１０ とろーり牛ステーキ、牛すじ肉、
味付け牛ミンチ、炭火焼き牛レ
バー、味付牛ホルモン焼、うま辛
ホルモン、モーモー焼（旨味噌、
旨辛）、荒挽きグリルステーキ９
０、ジューシーハンバーグ１２０
ふっくらハンバーグ、牛もつ鍋
（醤油味、味噌味）

そうざい なし

日本ピュアフード（株）百石プラ
ント

上北郡百石町松原二丁目１３２－１０ ボイル小腸 そうざい半製品 なし

日本フレッシュデリカ㈱ 仙台市若林区６丁目北町３－１ 米飯弁当 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

日本レストランシステム（株） 大田区上池台３ー４０ー９ コンソメスープ 惣菜 なし

日本レストランシステム（株） 大田区上池台３ー４０ー９ ビーフコロッケ 惣菜 なし

日本水産株式会社　八王子総合工
場　冷凍食品工場

東京都八王子市北野町５５９番地の6 オムライスのきのこクリ－ムソー
スかけ

そうざい なし
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日本水産株式会社　八王子総合工
場　冷凍食品工場

東京都八王子市北野町５５９番地の6 オムライスのビーフシチューかけ そうざい なし

日本水産株式会社　八王子総合工
場　冷凍食品工場

東京都八王子市北野町５５９番地の6 オムライスのトマトソースかけ そうざい なし

日本水産株式会社　八王子総合工
場　冷凍食品工場

東京都八王子市北野町５５９番地の6 魚介入りかたやきそば そうざい なし

日本水産株式会社　八王子総合工
場　冷凍食品工場

東京都八王子市北野町５５９番地の6 いかと里芋の煮物 そうざい なし

日本水産株式会社　八王子総合工
場　冷凍食品工場

東京都八王子市北野町５５９番地の6 さばの味噌煮 そうざい なし

日本水産株式会社　八王子総合工
場　冷凍食品工場

東京都八王子市北野町５５９番地の6 ふかひれスープ そうざい なし

日本澱粉工業株式会社 揖宿郡頴娃町別府845 カセイのつぼ漬(味蔵) 惣菜（漬物） 無

日本澱粉工業株式会社 揖宿郡頴娃町別府845 醤油漬(GNR) 惣菜（漬物） 無

日本澱粉工業株式会社 揖宿郡頴娃町別府845 醤油漬(RND） 惣菜（漬物） 無

日本澱粉工業株式会社 揖宿郡頴娃町別府845 醤油漬(BS鰹OZ） 惣菜（漬物） 無

日本澱粉工業株式会社 揖宿郡頴娃町別府845 醤油漬(LP-1） 惣菜（漬物） 無

日本澱粉工業株式会社 揖宿郡頴娃町別府845 醤油漬(鰹節ｺﾝｸS） 惣菜（漬物） 無

日本澱粉工業株式会社 揖宿郡頴娃町別府845 醤油漬(昆布ｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 惣菜（漬物） 無

日本澱粉工業㈱ 鹿児島市谷山港１－４－３ ワカメヌードルとはるさめの酢の
物

惣菜類 無

日糧製パン㈱旭川工場 北海道旭川市流通団地２条１－１１ 調理パン そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

馬場キミエ 薩摩郡里村里63 つくだ煮 惣菜類 無

白雪とうふ㈱ 仙台市若林区南材木町５５ セブンイレブン揚げだし豆腐  そうざい なし

八戸缶詰（株） 八戸市大字市川町字下中平沖４８－１ さつま揚げ煮物（切り昆布、切り
大根）

そうざい なし

八戸漁業協同組合連合会 八戸市白銀町字三島下９１ しめさば、さば昆布じめ、サンマ
みりん干し

そうざい なし

八戸協和水産（株） 八戸市大字市川町字下揚４５－１３ 直火焼帆立 そうざい なし

八洋食品㈱ 粕屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ジャスコ黒豚餃子 惣菜類 無

布田愛子 岩沼市小川字昭和177 そうざい そうざい なし 該当なし

武藤勉 亘理町荒浜字明神西205 そうざい そうざい なし 該当なし

平塚ステ－ションビル（株） 平塚市宝町１－１平塚ステ－ションビ
ル　地下１階

ハンバーグ      メンチカツ 総菜 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ＧＳビーフカレー そうざい類 なし
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平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフカレー（缶） そうざい類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフカレー（袋） そうざい類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフシチュー（缶） そうざい類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフシチュー（袋） そうざい類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフカレー そうざい類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフシチュー そうざい類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフハヤシ そうざい類 なし

片山食品株式会社 射水郡大門町広上１２１６ カレールー 総菜 なし

片山食品株式会社 射水郡大門町広上１２１６ ハンバーグ 総菜 なし

北海道デリカ販売㈱ 北海道帯広市大空町５－１５－６ そうざい そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

北薩漬物加工 出水郡高尾野町上水流671-57 漬物 惣菜（漬物） 無

北日本ベストパッカー㈱ 射水郡小杉町西高木１２３６ いろどり野菜とミニステーキ100g 総菜 なし

北日本ベストパッカー㈱ 射水郡小杉町西高木１２３６ チキンのグリル　カリソース150
ｇ

総菜 なし

北平　栄作 大阪府東大阪市長堂１－１９－４ パン（ハム類、カレー） 惣菜パン なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cカクニ１５０ｇ（業務用牛角
煮）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ GYUDON１５０G（業務用牛丼） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ GYUDON１７０（業務用牛丼） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ HB55等（ハンバーグ） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ MB90G*3(NC）等（ミートボー
ル）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ MBゴボウ260G等（ミートボー
ル）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ MBナベノキセツ300等（ミート
ボール)

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ PMBホン170等（ミートボール） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Pカクニ1.0シキ（業務用豚角煮） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Pカクニ250HPT等（豚角煮） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ カルビヤキ110FS（業務用カルビ
焼き肉）

総菜 なし
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北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ギュウドン140D（業務用牛丼） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ギュウドン140FS（業務用牛丼） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ギュウドンHF70G（業務用牛丼） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ゴボウMB260KZ等（ミートボー
ル）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ サッパリトリ85G*2（蒸し鶏） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ スキヤキドン135*40（業務用すき
焼き丼

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ スキヤキドン150*2P(業務すき焼
き丼）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ スキヤキドン190（業務用すき焼
き丼）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ スキヤキドン390CP(業務用すき焼
き丼

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ チキンHB85G等（ハンバーグ） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ テリヤキチキン60G（テリヤキ
鶏）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ハンバーグ90G等（ハンバーグ等) 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ピザ焼き肉180G（業務用カルビ焼
き肉）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ムシドリホグシ100（蒸鶏） 総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ 牛しぐれ煮80椎茸等(業務用牛し
ぐれ煮）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ 牛しぐれ煮80椎茸等(業務用牛し
ぐれ煮）

総菜 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ アマズタレ（業務ミートボール用
たれ）

総菜たれ なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ホンシャオジャンタレ（業ミート
ボールたれ

総菜たれ なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ CHミソカラクチ1.0K（業務用鶏み
そ）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ CアジBC2.5NIS（業務用味付け牛
肉）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cカルビ1.0ウス等（業務用牛カル
ビ焼き

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cカルビオニギリ1.0AP(業牛カル
ビおにぎ

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cカルビフィリ（シキ）（業務カ
ルビフィリング

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cカルビヤキ135HGM(業務カルビ
焼肉

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cカルビヤキ300（業務用牛焼き
肉）

総菜半製品 なし
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北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cカルビヤキ500SC等（業務カル
ビ焼き）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cカルビヤキ600セット（業務用牛
焼き肉）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cシオカルビ1.0オニ等（業塩カル
ビおにぎり

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cそぼろ1.0(FM）（業務用牛そぼ
ろ煮）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cソボロ１．０等（業務用牛そぼ
ろ煮）

総菜半製品 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90カラSC（業務用辛口
鶏）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Cミソカルビ1.0AP等(業牛カルビ
おにぎり

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ FUギュウドン500（業務用牛丼の
具）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ Mギュウドン1.0（業務用牛丼の
具）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ PHB35*20HYK（業務用ハンバー
グ）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ カルビドンノグ110等（カルビ丼
の具）

総菜半製品 有 有（133℃20分以上加
熱処理）

脊髄 牛骨エキ
ス

有

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ギュウカルビヤキ80等（業務カル
ビ焼肉

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ギュウドン1050イ（業務用牛丼の
具）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ギュウドンノグ1.0（業務用牛丼の
具）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ギュウドンノグ2.0YM（業務用牛
丼の具）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ギュウヤキニク1.0等（業務用牛焼
き肉）

総菜半製品 有 有（133℃20分以上加
熱処理）

脊髄 牛骨エキ
ス

有

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ シオカルトン90*4CP等（カルビ
丼の具)

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ジャージャーメング1kg(業ラーメ
ンの具）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ チュウカドンG170（業務用中華
丼）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ トリソボロ１KG（ｋ）等（業務
用鶏そぼろ）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ニクウドンノグ500等（業務肉う
どんの具

総菜半製品 有 有（133℃20分以上加
熱処理）

脊髄 牛骨エキ
ス

有

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ハヤシライスノグ600（業ハヤシ
ライス具

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ビーフG等（業務用味付け牛肉） 総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ビーフシチュウ1.0（業務用ビーフ
シチュウ

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ビーフボール1.0（業務用ミート
ボール）

総菜半製品 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
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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

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ピザキムチ500g（業務用ピザの
具）

総菜半製品 なし

北陸プライム株式会社 射水郡小杉町鷲塚１２ ビビンバソボロ160（業務用ラー
メンの具

総菜半製品 なし

北陸魚国株式会社　金沢営業所 金沢市示野町リ６１ カレー煮 そうざい類 なし

北陸魚国株式会社　金沢営業所 金沢市示野町リ６１ すき焼き風煮 そうざい類 なし

北陸魚国株式会社　金沢営業所 金沢市示野町リ６１ ハンバーグ そうざい類 なし

北陸魚国株式会社　金沢営業所 金沢市示野町リ６１ 牛肉の味噌炒め そうざい類 なし

北陸魚国株式会社　金沢営業所 金沢市示野町リ６１ 牛肉ポトフ そうざい類 なし

北陸魚国株式会社　金沢営業所 金沢市示野町リ６１ 大根と牛肉の煮物 そうざい類 なし

北陸魚国株式会社　金沢営業所 金沢市示野町リ６１ 肉じゃが そうざい類 なし

北陸魚国株式会社　金沢営業所 金沢市示野町リ６１ 柳川風 そうざい類 なし

味の素冷凍食品株式会社 東京都中央区京橋１丁目１６番７号 焼き餃子（しそ・ＰＨ） 惣菜類 無

味の素冷凍食品株式会社 東京都中央区京橋１丁目１６番７号 Ｓ焼き餃子３０ 惣菜類 無

味の素冷凍食品株式会社 東京都中央区京橋１丁目１６番７号 焼餃子Ｌ４ 惣菜類 無

味の素冷凍食品株式会社 東京都中央区京橋１丁目１６番７号 焼き餃子Ｓ　２３ 惣菜類 無

味菜グループ 綾部市橋上町築２３－１ そうざい そうざい なし

明治ライスデリカ㈱ 狭山市広瀬東２－２８－１ うな玉太巻き そうざい類 なし

明治ライスデリカ㈱ 狭山市広瀬東２－２８－１ おにぎりオカカ そうざい類 なし

明治ライスデリカ㈱ 狭山市広瀬東２－２８－１ 手巻きおにぎり牛塩 そうざい類 なし

明治屋産業㈱ 鹿児島市呉服町６－５ ハンバーグ 惣菜類 無

明日香食品工業株式会社 松原市三宅中8-1239 ピザまん 惣菜 無

面高　俊策 大阪府東大阪市善根寺町5-3-1サボイ
内

カレーパン（カレー） 惣菜パン なし

面高　俊策 大阪府東大阪市善根寺町5-3-2サボイ
内

ソーセージパン（ソーセージ） 惣菜パン なし

餅田　アツ 姶良郡隼人町姫城1828- 惣菜（肉じゃが） 惣菜類 無

野下食品（株） 姶良郡姶良町東餅田２３０８番地 つぼ漬一本 惣菜（漬物） 無

野下食品（株） 姶良郡姶良町東餅田２３０８番地 ちょい干一本 惣菜（漬物） 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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

野下食品（株） 姶良郡姶良町東餅田２３０８番地 寒干だいこん 惣菜（漬物） 無

野崎漬物㈱ 宮崎市高洲町９５ キムチ 惣菜（漬物） 無

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 あさり そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 オクラごま和え そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 カニ風サラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 カニ風味サラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 きのこスパゲティー そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 クリクリサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ごま茄子ドレッシング そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 シェルサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 シャキシャキポテト そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 すきやき風味 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 すき焼き そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 スパゲティサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 スペシャルサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 スライスポテト そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 せり山菜 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 たらうま煮 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 たらこじめ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ドイツ風サラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ハム入ポテトサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ハム入マカロニサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 パンプキンサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ビーフンサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ベーコンとうの花 そうざい類 なし
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え

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ベーコンともやし炒め そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ポテトサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 マカロニサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ミックスサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ヨーグルトフルーツ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 れんこんサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ロング蒲鉾（赤） そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 磯の白雪 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 夏サラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 鴨のマスタード焼き そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 牛すじおでん そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 牛肉しぐれ煮 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 牛肉とこんぶ煮 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 牛肉とザーサイ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 牛肉と栗の赤ワイン煮 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 牛肉と竹の子煮物 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 牛肉と椎茸ソース煮 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 牛蒡サラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 京の川 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 高菜金平 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 射込高野 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 秋味サラダ そうざい類 なし
野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 重箱詰めおせち料理　牛肉八幡巻

き
そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 重箱詰めおせち料理　栗きんとん そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 重箱詰めおせち料理　紅かまぼこ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 重箱詰めおせち料理　紅白かまぼ
こ

そうざい類 なし
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野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 重箱詰めおせち料理　射込高野豆
腐

そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 重箱詰めおせち料理　白かまぼこ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 小僧寿し規格おせち料理 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 小僧寿し規格おせち料理　たこし
ぐれ煮

そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 小僧寿し規格おせち料理　柿寿 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 小僧寿し規格おせち料理　棒鱈煮
真空８０１ｇ

そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 小僧寿規格おせち料理　紅かまぼ
こ、白かまぼこ

そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 松茸ごはんの素の液 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 新ジャガサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 真空セットおせち料理　竹の子の
プチテリーヌ

そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 真空セットおせち料理　料理松茸 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 真空セットおせち料理日本直販規
格　牛蒡にしめ

そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 青菜ベーコン煮 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 千切ハム そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 中華サラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 中華もやし そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 南瓜サラダパイン入り そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 肉じゃが そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 棒鱈 そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 野菜ポテトサラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 野村蒲鉾（おせち用） そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 筍サラダ そうざい類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 筍五目ごはんの素 そうざい類 なし

友栄食品興業株式会社 大阪市城東区放出西３－１２－５４ チリミート そうざい なし

有楽調理食品株式会社 宝塚市高松町２－１２ チキンカレー そうざい 無
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有楽調理食品株式会社 宝塚市高松町２－１２ お好み焼きスジコン そうざい 無

有楽調理食品株式会社 宝塚市高松町２－１２ 中華セット等 そうざい 無

有楽調理食品株式会社 宝塚市高松町２－１２ 肉じゃが等 そうざい 無

有限会社　エフクック 舞鶴市字福来小字流田２５５ 唐揚げ そうざい なし

有限会社　オダハラ 川内市中郷町6485-7 おでん 惣菜類 無

有限会社　オダハラ 川内市中郷町6485-7 煮物野菜 惣菜類 無

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ エビカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ エビフライカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ かもスモークカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ きのこカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ コーンカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ コロッケカレールウ（パンプキ
ン）

そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ シェルカレールウ（ホタテ貝） そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ スペシャルカレールウ（エビ、イ
カ、ホタテ）

そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ チキンカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ トーフカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ トリカラアゲカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ のと牛カレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ ビーフカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ ビンズカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ フィッシュカレールウ（サワラ） そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ フライミックスカレールウ（エ
ビ、イカ、豚ヒレ、サワラ）

そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ ホタテフライカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ ミックスカレールウ（ビーフ、エ
ビ、チキン）

そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ やきのりカレールウ そうざい類 なし
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有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ 海そうカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ 牛カツカレールウ（牛ヒレ） そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ 黒豚カツカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ 山菜カレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ 上カツカレールウ（豚ヒレ） そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ 生麩カレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ 豚ヒレカツカレールウ そうざい類 なし

有限会社　さん誠 金沢市しじま台２丁目１番地１０ 野菜カレールウ そうざい類 なし

有限会社　シンコーフーズ 揖宿郡山川町新栄町1-30 まぐろ角煮 惣菜類 無

有限会社　スワロー産業 藤沢市本鵠沼２－５－１８ 春巻 総菜半製品 なし

有限会社　スワロー産業　第三工
場

藤沢市遠藤２０２２－１ 春巻 総菜半製品 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 ケンちゃんしょうちゃん手づくり
カレー

そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 つくねハンバーグ そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 てりやきハンバーグ そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 パンカレー そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 パンカレースペシャル そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 パンカレースペシャル（辛口） そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 ハンバーグ そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 ビーフコロッケ そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 ピザソース そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 ミートフィーリンガ そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 メンチカツ そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 レストラン風カレー そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 レストラン風カレー（激辛） そうざい類 なし

有限会社　ナカノフード 金沢市無量寺２丁目１０２番地 海軍カレー そうざい類 なし
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有限会社　ミートショップ尾曲 指宿市西方4773 ミートコロッケ 惣菜類 無

有限会社　吉本商店 金沢市畝田西４丁目１番地１ 牛肉ごぼう昆布巻 そうざい類 なし

有限会社　吉本商店 金沢市畝田西４丁目１番地１ 牛肉そぼろ そうざい類 なし

有限会社　吉本商店 金沢市畝田西４丁目１番地１ 牛肉時雨 そうざい類 なし

有限会社　吉本商店 金沢市畝田西４丁目１番地１ 牛丼のもと そうざい類 なし

有限会社　御畜食肉センター 藤沢市宮原１５１４ メンチカツ 総菜 なし

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ インゲンウィンナー串 惣菜類 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ 牛すじ・牛串すじ 惣菜類 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ 牛アキレス
（串・サイコロ）

惣菜類 無

有限会社　新和食品 筑紫郡那珂川町上梶原８７６－６ 牛赤身すじ串 惣菜類 無

有限会社　進栄商事 綾瀬市深谷６４９５－１ コロッケ そうざい なし

有限会社　進栄商事 綾瀬市深谷６４９５－１ 合挽メンチ そうざい なし

有限会社　石垣食品 石垣市字新川４３４ カルビ(焼き肉） 惣菜（弁当）類 無

有限会社　中藤食品 金沢市米泉町４丁目６６番３号 肉じゃが そうざい類 なし

有限会社　朝日畜産 熊本県菊池市大字深川３５６－１ 肥後牛のしぐれ煮 惣菜 無し 　

有限会社　朝日畜産 熊本県菊池市大字深川３５６－１ レトルトパウチ（食肉味付け） 惣菜 無し 　

有限会社　南日本フーズ 揖宿郡頴娃町牧之内3696 さつまいも甘露煮 惣菜類 無

有限会社　能登食品工房 金沢市南新保町ロ９７番地 能登牛　ビーフカレー そうざい類 なし

有限会社アイケン 滋賀県彦根市犬方田598-10 ごぼうコロッケ（肉） そうざい なし

有限会社アイケン 滋賀県彦根市犬方田598-10 昔なつかしコロッケ（肉） そうざい なし

有限会社ガイア洋行 名古屋市守山区喜多山南21番9号 ムース・ババロア・プリン そうざい類 なし

有限会社サン・メール 川内市陽成町4974 野菜スープ 惣菜類 無

有限会社しゅんＴｈｅ 青森市松原１丁目５－１６ コロッケサンド 調理パン なし

有限会社しゅんＴｈｅ 青森市松原１丁目５－１６ カレーパン 調理パン なし

有限会社瀬間商店 東京都世田谷区給田３－１６－１２ 下味付ちくわぶ そうざい類（そ
うざい半製品）

なし
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有限会社パセリグリーン 青森県弘前市大字吉野町４－１ そうざい類 そうざい類 なし

有限会社フロンティア・フーズ 東京都世田谷区玉川３－４１－２３ 牛タンシチュー そうざい類 なし

有限会社フロンティア・フーズ 東京都世田谷区玉川３－４１－２４ ロールキャベツ そうざい類 なし

有限会社ホクユーフーズ 青森市松原２丁目３－１３ 人工キャビア そうざい なし

有限会社ヤマトミ食品 青森県弘前市大字末広１－６－８ そうざい類 そうざい類 なし

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ 鳥から揚げ用味付け肉 惣菜半製品 無

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ 手作りハンバーグ 惣菜半製品 無

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ Ａローストンカツ、Ｂローストン
カツ

惣菜半製品 無

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ チキンカツ 惣菜半製品 無

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ 輸入牛肉たれつけ 惣菜半製品 無

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ ゆで牛すじ 惣菜半製品 無

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ 牛ホルモン 惣菜半製品 無

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ 牛汁 惣菜類 無

有限会社丸市ミート 浦添市西洲２－９－３ ビーフカレー 惣菜類 無

有限会社近森産業 高知市稲荷町１０３番地 かつおめしの素 惣菜類 無

有限会社幸福の寿司本舗 青森市大字油川字柳川９２ー６ ミニカレーのり弁 そうざい なし

有限会社幸福の寿司本舗 青森市大字油川字柳川９２ー６ カレーピラフ そうざい なし

有限会社高城 羽曳野市東阪田92-1 小量のテールスープ（製造中止） 惣菜 無

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

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

㈲　ヴァサラ・ベイク 札幌市南区藤野３条５丁目５－３０ サンドイッチ類 弁当類 なし

㈲　川窪惣菜 札幌市白石区北郷１条７丁目９－２７ 牛レバーソフト そうざい なし

㈲　川窪惣菜 札幌市白石区北郷１条７丁目９－２７ 牛肉いんげん そうざい なし

㈲　コーアファーム 札幌市西区発寒１５条１丁目１－１ ミリカ肉じゃがすきやきタイプ そうざい なし

㈲　コーアファーム 札幌市西区発寒１５条１丁目１－１ ミリカ肉じゃが そうざい なし
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㈲　コーアファーム 札幌市西区発寒１５条１丁目１－１ 肉じゃが そうざい なし

㈲　コーアファーム 札幌市西区発寒１５条１丁目１－１ トン汁の具 そうざい なし

㈲　コーアファーム 札幌市西区発寒１５条１丁目１－１ デラックス牛丼の素 そうざい なし

㈲　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 トンカツ そうざい なし

㈲　三木商店 札幌市西区八軒９条西９丁目 茶碗蒸し そうざい なし

㈲　三木商店 札幌市西区八軒９条西９丁目 おでん そうざい なし

㈲旭フーズ花巻工場 花巻市山の神37-15 牛すじボイル そうざい半製品 無

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ エビグラタン そうざい類 なし

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ かぼちゃグラタン そうざい類 なし

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ きんぴら肉団子 そうざい類 なし

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ スパゲティーナポリタン そうざい類 なし

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ 豚汁 そうざい類 なし

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ ほうれん草グラタン そうざい類 なし

㈲イダフーズ 榛原郡吉田町住吉１３５９－２ ミニグラタン(エビ) そうざい類 なし

㈲市川商店 川崎市多摩区菅馬場4-3-15 コロッケ・串ｶﾂ等 そうざい半製品 なし

㈲金田屋パン店 宇都宮市泉町１－１９ カレーパン 惣菜パン なし

㈲キスケフーズ 仙台市泉区南光台東３－９－３ 牛タンそぼろ そうざい なし

㈲キスケフーズ 仙台市泉区南光台東３－９－３ テールスープ そうざい なし

㈲木村屋 川崎市川崎区小川町１４－１ メンチカツ 惣菜類 なし

㈲木村屋 川崎市川崎区小川町１４－１ カレーパン 惣菜類 なし

㈲木村屋 川崎市川崎区小川町１４－１ 調理パン用カレールー・カレー
ルーＢ

惣菜類 なし

㈲木村屋 川崎市川崎区小川町１４－１ ピロシキ 惣菜類 なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 ミニッツハンバーグ そうざい なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 洋食屋さんのオムレツ そうざい なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 マーボー豆腐 そうざい なし
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㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 ベジタブル中華煮込み そうざい なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 牛肉のすき焼風 そうざい なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 和風シーフードボール そうざい なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 クリームドリア そうざい なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 カレードリア そうざい なし

㈲グラタン屋　「グラタン屋」 東京都多摩平3-31-20 グラタン・ピザコロッケシチュー そうざい なし

㈲県央食品 加茂市後須田１４９ ハーティチキン 惣菜半製品 なし

㈲米又 福井県福井市文京７丁目２７－２ 各種みそ漬け そうざい なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ミニメンチ そうざい なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 メンチかつあんかけ そうざい なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 肉じゃが そうざい なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 竹輪磯辺 そうざい なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 玉子ウィンナー そうざい なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ミートボール そうざい なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 鶏のトマト煮 そうざい なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ｺｺﾘｺのわがまま弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 本格シェフオムライス 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 シェフのオムライス 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 鶏竜田のドライカレー 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 シェフの和風ハンバーグ弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 おろしハンバーグ弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 和風ハンバーグ弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 塩カルビ焼そば 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 のり弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 洋風バラエティ弁当 弁当 なし
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え

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ボリューム弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 おにぎり弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 紅鮭弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 塩牛丼 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 おろし竜田＆塩牛丼弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 牛丼＆ポークカレー 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 大盛牛丼 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 つゆだく牛丼 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ハッシュドビーフピラフ 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 きのこカレー 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ミニひじきご飯弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 お手軽幕の内 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 新390幕の内 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 おにぎりいなりセット 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 唐揚ミニ弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 松茸御飯弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 牛カルビ＆鶏竜田弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 うどん焼け 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ミックス弁当 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ミニカルビ丼 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 ビビンバ丼 弁当 なし

㈲栄食品 仙台市宮城野区中野字出花西40-8 唐揚丼 弁当 なし

㈲滝乃金田屋 宇都宮市上金井町８９８ ハンバーガー 惣菜パン なし

㈲滝乃金田屋 宇都宮市上金井町８９８ イギリスサンド 惣菜パン なし

㈲滝乃金田屋 宇都宮市上金井町８９８ カレーパン，焼カレーおやき 惣菜パン なし

496 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

㈲伊達物産食品 伊達郡霊山町大字山野川字柳沢入31-
11

ソース類 そうざい類 なし

㈲伊達物産食品 伊達郡霊山町大字山野川字柳沢入31-
11

タンドリーチキン そうざい類 なし

㈲伊達物産食品 伊達郡霊山町大字山野川字柳沢入31-
11

ミートソース そうざい類 なし

㈲たん家 仙台市青葉区立町２４－１ 牛たん そうざい なし

㈲たん家 仙台市青葉区立町２４－１ テール そうざい なし

㈲つ川 東灘区御影町郡家字大蔵２１－２ カレーうどん 弁当類 なし

㈲中島物産 兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目６－２ 牛肉八中番巻 そうざい類 なし

㈲鱧三 兵庫区磯馴町2-11 サーモン孔雀巻 そうざい なし

㈲富貴製麺所 熊本県上益城郡益城町大字広崎３４４
－１

調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈲べこっこ 仙台市青葉区中山六丁目12-22 牛肉佃煮 そうざい なし

㈲前野製麺 宮崎県都城志比田町５７５２－３ 調理麺 そうざい 無 ― ― ― ― ― ―

㈲マルモ 大畑町大字大畑字水木沢３２－１３ 焼きホタテ そうざい類 なし

㈲マルモ 大畑町大字大畑字水木沢３２－１３ イカマヨネーズ和え そうざい類 なし

㈲マルモ 大畑町大字大畑字水木沢３２－１３ いかずし そうざい類 なし

㈲マルモ 大畑町大字大畑字水木沢３２－１３ 焼きいか そうざい類 なし

㈲宮城商店 更埴市中355 しそかつおにんにく 惣菜 なし

㈲宮城商店 更埴市中355 同一蛋白加水分解物使用５品目 惣菜 なし

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ＦＰカレーオムレツ そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 味付け玉子 そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 厚焼たまご（大） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ えびちりオムレツ そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ オムレツ（プレーンタイプ） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ カニ玉　１４０ｇ そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 蟹ちらし玉子焼 そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ かにみそ茶わんむし そうざい なし - - -
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え

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ かにみそ茶わんむし そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ カレーオムレツ そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 韓国チジミ風おつまみエッグ そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ シーフードカレー そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ だしまき各種 そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ だし巻セット そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ だし巻玉子 そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 卵とうふ全種類 そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 玉子焼 そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 玉子焼（かに風味蒲鉾入り） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 玉子焼（かに風味蒲鉾入り） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 玉子焼（かに風味蒲鉾入り）βｶﾛ
ﾁﾝなし

そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 玉子焼（脱脂粉乳入り） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 玉子焼上 そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 茶わんむし（蒲鉾入り） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 茶わんむし（蒲鉾なし） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 手造り茶わんむし そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 富山県玉子焼､野菜ﾁｰｽﾞ入玉子ﾛｰ
ﾙ

そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 富山県ﾍﾞｰｺﾝﾛｰﾙ､すし棒､厚焼玉
子

そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ とら巻 そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 肉オムレツ、ベビーオムレツ そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 花ごもく そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 花ごもく そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ミニてんしん（タレ付） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ミニてんしん（タレ付） そうざい なし - - -

498 / 500 ページ



そうざい類 s5.xls

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

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ミニてんしん（タレなし） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ミニ天津（タレなし） そうざい なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ユニー玉子焼 そうざい なし - - -

㈲目黒食品 加茂市下高柳５００の３ 巾着(４種） 惣菜 なし

㈲目黒食品 加茂市下高柳５００の３ サラダ(４種） 惣菜 なし

㈲目黒食品 加茂市下高柳５００の３ 煮物(６種） 惣菜 なし

㈲目黒食品 加茂市下高柳５００の３ 焼き鳥(５種） 惣菜 なし

㈲ﾗｸｼｮｸﾌｰｽﾞ 岐阜県可児市矢戸９６４－１ しゅうまい そうざい なし

㈲わかな 新潟市姥ヶ山６－６－２６ 朴葉包み，新味噌バター焼き そうざい なし なし

㈲若松食品 宇都宮市鶴田町2832-5 ハンバーグ そうざい なし

㈲中島物産 兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目６－２ 牛肉巻 そうざい類 なし

立山畜産㈱ 中新川郡立山町野口４ 牛すじ味付 そうざい なし

琉球ミート株式会社 浦添市西洲２－９－４ ハンバーグ 惣菜半製品 無

旅館おかりや（有） 三戸郡田子町大字田子字田子５９ 田子牛つくだ煮 そうざい なし

林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ 牛すじ煮込み１００ 惣菜 無

林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ どて焼味噌味１４０ 惣菜 無

林兼産業株式会社 宮崎県都城市平江町４０－１ どて焼しょう油味１４０ 惣菜 無

鈴木実 名取市閖上1-12-9 そうざい そうざい なし 該当なし

和光株式会社 綾部市味方町鴨の堂八番地 そうざい そうざい なし

萬寿食品株式会社 名古屋市守山区天子田１－７０５ 蒸焼売 そうざい類 なし

萬寿食品株式会社 名古屋市守山区天子田１－７０５ 蒸餃子 そうざい類 なし

鮱名聡 登米町寺池九日町５９－１ 牛タンカレー そうざい なし 該当なし

アイワ食品 大和市深見東３－７－１３ そうざい類 そうざい なし

株式会社桃屋 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１６－
２

桃光味付メンマ 調味ﾊﾟｳﾁ詰食品 無

株式会社桃屋 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１６－
２

桃光味付メンマ生 調味ﾊﾟｳﾁ詰食品 無
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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バーベキュー串インゲン そうざい 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バーベキュー串野菜ミックス そうざい 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
バーベキュー串野菜ミックス
６本トレー そうざい なし

昆田食品株式会社 守口市金田町３－２－１１ 牛ごぼう煮 そうざい類 なし
（有）山垣畜産 神戸市大沢町上大沢２１５０ 牛すじみそ煮込 そうざい なし
（有）山垣畜産 神戸市大沢町上大沢２１５１ 牛肉佃煮 そうざい なし
（有）磯巻き寿司の魚九 松坂市立野町４３７－５ こいさん そうざい なし
（有）磯巻き寿司の魚九 松坂市立野町４３７－５ 松坂肉磯巻き寿司 そうざい なし
（有）磯巻き寿司の魚九 松坂市立野町４３７－５ かに巻き寿司 そうざい なし
（有）磯巻き寿司の魚九 松坂市立野町４３７－５ 和牛牛肉しぐれ煮結び そうざい なし
（有）磯巻き寿司の魚九 松坂市立野町４３７－５ 姫結び松坂肉炊き込み そうざい なし
（有）磯巻き寿司の魚九 松坂市立野町４３７－５ 姫結び味くらべ そうざい なし
（有）磯巻き寿司の魚九 松坂市立野町４３７－５ かに結び そうざい なし
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