
乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）御菓子所  高木 広島市中区十日市1-4-26 アイスクリーム アイスクリーム なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンアイスクリーム アイスクリーム 不明 250℃50バールで4時間
以上

不明 着色料
（カプシ
カム色素
中のグリ
セリン）

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 ハスカップアイスクリーム アイスクリーム なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンバームクーヘン バターケーキ なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ 生クリーム クリーム なし

（株）西鉄ﾎﾃﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 福岡市中央区大名二丁目６番６０号 アイスクリーム アイスクリーム
類

無

（株）美唄農産物高度利用研究所 美唄市東6条北9丁目1-11 富良野ラベンダーアイス等アイス
クリーム10種

アイスクリーム なし

（農）出雲崎酪農組合 三島郡出雲崎町大門２６０－１ ヨーグルト 発酵乳 なし

（有）ﾀﾞｲｹﾝ製菓所 豊橋市東雲町41番地 だがし屋さん通りｶｯﾌﾟﾖｰｸﾞﾙﾄ (ﾖｰｸﾞﾙ菓子) なし

(株)ゲンキ乳業 石垣市字登野城９０９ クール 乳酸菌飲料 無

（株）シャトレーゼ（中道工場） 東八代郡中道町下曽根３４４０－１ ソフトチーズ 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ きな粉クリーミー 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ シナモンホイップ 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ 白ごまクリーミー 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ ソフトリーチョコレート 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ ソフトリーピーナッツ 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ チョコクランチホイップ 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ チョコレートクリーミー 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ チョコレートジュニア 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ バニラホイップ 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ ピーナッツクランチホイップ 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ ピーナッツジュニア 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ ピーナツバタークリーミー 乳製品 なし

（株）大信商会　埼玉工場 玉川村日野原５１ ピーナツバタークリーミー粒入り 乳製品 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）ノルディックファーム 紋別郡生田原町字伊吹１７－４ アイスクリーム アイスクリーム なし

（株）ノルディックファーム 紋別郡生田原町字伊吹１７－４ アイスクリームの副材料 ナチュラルチー
ズ

なし

（株）ノルディックファーム 紋別郡生田原町字伊吹１７－４ ソフトクリームミックス 乳主原 なし

(株)マリヤ乳業 石垣市字石垣１９２ マリーブ 乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳酸菌飲料(ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ) 乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳酸菌飲料(ｷｬﾌﾟﾃﾝｸｯｸ) 乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳酸菌飲料(原料用ﾞ) 乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳製品乳酸菌飲料(殺菌) 乳製品乳酸菌飲
料

無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳製品乳酸菌飲料(希釈用) 乳製品乳酸菌飲
料

無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳製品乳酸菌飲料(原料用) 乳製品乳酸菌飲
料

無

(株）花の企画社 直入郡久住町久住４０５０ アイスクリーム アイスクリーム
類

無 なし 該当なし 該当なし

（株）三祐 大田区東糀谷４－１－１５ ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ 乳製品 なし

（株）三祐 大田区東糀谷４－１－１５ ｷﾘｰｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ 乳製品 なし

（株）三祐 大田区東糀谷４－１－１５ ｵｰｽﾄﾗﾘｱｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ 乳製品 なし

（株）三祐 大田区東糀谷４－１－１５ ﾊﾟﾙﾏﾗｯﾄﾏｽｶﾙﾎﾟｰﾈ 乳製品 なし

（株）三祐 大田区東糀谷４－１－１５ ｷﾘｰｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ（6P、10P）ｷﾘｰｽ
ﾃｨｯｸ　ｷﾘｰﾑｰｽ

乳製品 なし

（財）神戸みのりの公社　神戸市
立六甲山牧場

灘区六甲山町中一里山１－１ 神戸チーズ，牛乳 乳・乳製品 なし

（有）ガンジーハウス 直入郡久住町大字久住　４００４番地
５６

ガンジーヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無 なし 該当なし 該当なし

（有）ガンジーハウス 直入郡久住町大字久住　４００４番地
５６

久住高原ヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無 なし 該当なし 該当なし

（有）ガンジーハウス 直入郡久住町大字久住　４００４番地
５６

久住アイスクリーム アイスクリーム
類

無 なし 該当なし 該当なし

（有）ガンジーハウス 直入郡久住町大字久住　４００４番地
５６

アイスクリーム アイスクリーム
類

無 なし 該当なし 該当なし

（有）牧成舎 吉城郡古川町増島町17-8 牛乳 牛乳 なし

（有）牧成舎 吉城郡古川町増島町17-8 ヨーグルト はっ酵乳 なし

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

森永ヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

丸大ヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

はなまるヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

いとく十和田ヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

十和田高原ヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ひまわりヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無

秋田協同乳業株式会社 秋田県北秋田郡田代町字上軽石野３８
－１

ハイツヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ７０３ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ７００ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ マルシェマロン 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ フランシスＳＰ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ マルシェバナナ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュチョコ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュカスタードＡ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ フランシスＤＸ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュバナナ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ ケフィークリーム（カスタード） 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュカスタード 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ９００Ｑ－Ｈ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ９００ＭＲ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ９００ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ７０３ＮＦ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ７０３Ｌ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ７００ＱＨ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ７０３ＨＧ 乳等を主要原料
とする食品

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュ７００Ｑ 乳等を主要原料
とする食品

無

足立産業（株） 各務原市鵜沼各務原町5-251-2 乳ドリンク 乳飲料 なし

3 / 68 ページ



乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

石川県立翠星高等学校 松任市三浦町５００ﾉ１ ラクピス 乳酸菌飲料 なし - - -

イズミ･ﾌｰﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ㈱ゆめﾀｳﾝ益田
ｱﾙﾊﾟﾃｨｵ

益田市高津町イ１１２８－１１２ ソフトクリーム アイスクリーム
類

なし

イズミ･ﾌｰﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ㈱ゆめﾀｳﾝ益田
ゆめｽﾀﾝﾄﾞ

益田市高津町イ１１２８－１１２ ソフトクリーム アイスクリーム
類

なし

引佐郡酪農業競合組合 引佐郡細江町三和744-1 ヨーグルト 発酵乳 なし

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

乳 無

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

乳 無

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

乳 無

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

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

乳 無

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

乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地 こだわり珈琲牛乳 乳飲料 無

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

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

発酵乳 無

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地 果物市場 発酵乳 無

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

発酵乳 無

梅内早苗 佐用郡南光町 ｱｲｽｸﾘｰﾑ 無

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 凍結クリーム４．８％ クリーム なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 ４８％生クリームＨ クリーム なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 フレッシュクリーム浦幌 クリーム なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 フレッシュクリーム３５浦幌 クリーム なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 タカナシ全粉乳 全粉乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 森永全粉乳 全粉乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 森永脱脂粉乳 脱脂粉乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 全脂濃縮乳Ｍ 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 全脂濃縮乳Ｈ 濃縮乳 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 森永北海道全脂濃縮乳 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 脱脂濃縮乳Ｍ 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 北海道脱脂濃縮乳 濃縮乳 なし

浦幌乳業（株） 浦幌町字材木町１番地 脱脂濃縮乳Ｈ 濃縮乳 なし

エムケ－チ－ズ株式会社　綾瀬工
場

綾瀬市深谷１２０６ チーズケーキ類 乳主原食品 なし

エムディーエフ株式会社 富士市宮下２７２－１ パーフェクトダイエット 乳蛋白加工食品
（健康食品）

なし － － － － －

エムディーエフ株式会社 富士市宮下２７２－１ ハッピーウェーブ　スープＤＥ
ディナー

乳蛋白加工食品
（健康食品）

なし － － － － －

エムディーエフ株式会社 富士市宮下２７２－１ ハッピーウェーブ　ハンディタイ
プ

乳蛋白加工食品
（健康食品）

なし － － － － －

エムディーエフ株式会社 富士市宮下２７２－１ ハッピーウェーブ　ハンディタイ
プ(ココア味）

乳蛋白加工食品
（健康食品）

なし － － － － －

大石乳業㈱ 花巻市湯本3-36 ヨーグルト 発酵乳 無

大内山酪農農業協同組合 三重県度会郡大内山３２４８－２ 大内山カルシウム 乳飲料 なし

大内山酪農農業協同組合 三重県度会郡大内山３２４８－２ 大内山ｶﾙﾘｰﾄﾞｱﾙﾌｧｰ 乳飲料 なし
大内山酪農農業協同組合 三重県度会郡大内山３２４８－２ 大内山つよしくん 乳飲料 なし

大内山酪農農業協同組合 三重県度会郡大内山３２４８－２ さけるﾌﾚｯｼｭﾁｰｽﾞ ナチュラルチー
ズ

なし

大船渡乳業株式会社 大船渡市日頃市町字沼川18-4 生乳 乳 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

Ｇ＆Ｆデラックス 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

ＯＭコンクホワイト 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

みるきーソフト 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

油山ソフトミックス 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

カマンベールクリームチーズ 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

クレーム・ドゥーブル 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

クリームチーズ 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

純乳脂４０ 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

ナチュラルホイップ１６ 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

ＮＷＡ８８ 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

Ｇ＆Ｆスタンダード 乳・乳製品 無
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乳製品

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
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え

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

Ｇ＆Ｆスペシャル 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

オームクリーム 乳・乳製品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

ガナッシュ 乳・乳製品 無

オーム乳業（株）鹿児島工場 川内市川永野町6478-10 Ｇ＆Ｆデラックス 乳等を主要原料
とする食品

無

おきなん農協牛乳工場 玉城村字富里５５２番地 カルライフ 乳飲料 無

奥中山高原農協乳業株式会社 一戸町奥中山字西田子1311-3 奥中山高原ゼネラル・レクラー
ヨーグルト

乳製品 無

奥中山高原農協乳業株式会社 一戸町奥中山字西田子1311-4 元気いきいきヨーグルト 乳製品 無

奥中山高原農協乳業株式会社 一戸町奥中山字西田子1311-1 奥中山高原チュウダ-チーズ 乳製品 無

奥中山高原農協乳業株式会社 一戸町奥中山字西田子1311-2 奥中山高原ワインチュウダ-チー
ズ

乳製品 無

オハヨー乳業㈱ 岡山市神下５６５ アイスクリーム及び氷菓（６２ア
イテム）

アイスクリーム
及び氷菓

なし

オハヨー乳業㈱ 岡山市神下５６５ 加工乳（４アイテム） 加工乳 なし

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

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

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 乳飲料 乳飲料 無

オルソン(株) 恵庭市戸磯 カマンベールチーズスティック 乳製品 なし

兼松ウェルネス株式会社赤羽分工
場

東京都北区赤羽南２－１０－２５ 脱脂粉乳 乳製品 無

兼松ウェルネス株式会社赤羽分工
場

東京都北区赤羽南２－１０－２５ 乳清たんぱく加工食品 乳製品 無

（株）秋田屋本店 岐阜県岐阜市薬師町
３０

ローヤルゼリー
（レギュラー・ストロング）

乾燥王乳 なし

（株）沙羅の木 鹿足郡津和野町大字後田ロ７０ ソフトクリーム アイスクリーム
類

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

チーズ 乳製品 無

株式会社　日酪 和泉市伏屋町3-17-23 ナチュラルエダムパウダー チーズ 無

株式会社　日酪 和泉市伏屋町3-17-23 ナチュラルシュレッドチーズ チーズ 無

株式会社　日酪 和泉市伏屋町3-17-23 ナチュラルスライスチーズ チーズ 無

株式会社岩手牛乳 盛岡市上厨川字柳原5-8 岩手ヨーグルト 発酵乳 無

株式会社岩手牛乳 盛岡市上厨川字柳原5-8 岩手ヨーグルトバニラ 発酵乳 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社岩手ヤクルト工場 盛岡市上堂4丁目3-4 ヤクルト 乳酸菌飲料 無

株式会社岩手ヤクルト工場 盛岡市上堂4丁目3-4 ヤクルトAce 乳酸菌飲料 無

株式会社エルビー 東海市加木屋町白拍子６９－２ コラーゲン 乳酸菌飲料 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＬＣ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＬＣＢ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＬＣＢＮ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＬＣＲ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＬＣＳ４００ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＬＣＳ４００Ｎ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＬＣＳ５００ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＣＵＢＣＡＦＲＡＧ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＣＵＢＣＣＧ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＣＵＢＣＣＧＨ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＣＵＢＧＲＩＴＡＧ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＹＴ２０００ 乳製品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＡＣＢＭＤ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＡＣＣＧＭＤ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＣＫ－９ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＦＣＣ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＦＧ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＦＭＬＳＲＮＬ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＦＰＬ１４ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＦＳＲＬＬ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＦＳＲＮＬ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＳＣＡ 乳等を主原料と
する食品

なし
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え

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＳＣＡＮ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＳＪＣＨＮ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＳＴＭＦＮ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＣＴＳＲ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－２０１０ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－３００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－５００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－７００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－９００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－ＢＲ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－ＦＣＭ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－ＫＰ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－ＫＰＢ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－Ｎ６０ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＭＰ－ＯＶ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＣＡ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＣＡＹ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＣＣ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＧ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＨＣＡＦＲＡ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＪＣＨ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＪＣＨＹ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＫＡ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＭＫＹ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＲＪＣＨ 乳等を主原料と
する食品

なし
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株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＳＲＬＬ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＶＣＡ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＶＣＣ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＶＧＲ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＶＳＲ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＶＳＲ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＶＳＷ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＰＡＶＳＷＤＥＮ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＵＢＣＣＣＡＧ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ１０００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＦＢ９０ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＭＫ－ＫＦ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＣＨＳＡ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ１００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ６０ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡＦＢ９０ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡＳＥＴ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡＳＨ１００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶ１００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＣＣ１００ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＣＣＣＡ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＣＣＣＡＮ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＣＣＪＣＨＨ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＦＢ９０ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＳＥＴ 乳等を主原料と
する食品

なし
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株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＣＭＨ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＣＭＲＦ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＣＳＳ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＣ３５ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＣ４０ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＣＭ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＴＰＣＭ 乳等を主原料と
する食品

なし

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モンテビアンコ　バニラ アイスクリーム
類

無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モンテビアンコ　ダブルチョコ
レート

アイスクリーム
類

無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モンテビアンコ　ストロベリー アイスクリーム
類

無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モンテビアンコ　チェリーブラン
デー

アイスクリーム
類

無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モンテビアンコ　レモンパラダイ
ス

アイスクリーム
類

無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モンテビアンコ　抹茶 アイスクリーム
類

無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モンテビアンコ　アーモンドキャ
ラメル

アイスクリーム
類

無

株式会社神戸風月堂 中央区元町通３－４－１２ ｱｲｽｸﾘｰﾑ アイスクリーム なし

株式会社塚田牛乳 中蒲原郡横越町木津工業団地２－１ 無脂肪ヨーグルト 発酵乳 なし

株式会社福岡ドーム 福岡市中央区地行浜二丁目２番３号 アイスクリーム アイスクリーム 無

株式会社ヤクルト本社 裾野市下和田字十三郎６５３－１ ソフールＬＴ はっ酵乳 なし

株式会社ヤクルト本社 裾野市下和田字十三郎６５３－１ ソフールストロベリー はっ酵乳 なし

株式会社ヤクルト本社 裾野市下和田字十三郎６５３－１ ソフールプレーン はっ酵乳 なし

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ミルミル 発酵乳 無

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ミルミルＥ 発酵乳 無

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ビフィール 発酵乳 無

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ジョア・ﾌﾟﾚｰﾝ 発酵乳 無

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ｼﾞｮｱ・ライト 発酵乳 無

10 / 68 ページ



乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ｼﾞｮｱ・ｵﾚﾝｼﾞ 発酵乳 無

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ｼﾞｮｱ・ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 発酵乳 無

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ｼﾞｮｱ・ﾚﾓﾝ 発酵乳 無

株式会社ﾔｸﾙﾄ本社佐賀工場 神埼郡神崎町大字田道ヶ里2300 ｼﾞｮｱ･ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 発酵乳 無

（株）パールハウス 福岡市博多区那珂５－２－２２ アイスクリーム アイスクリーム 無

（株）パールハウス 福岡市博多区那珂５－２－２２ アイスミルク類 アイスミルク 無

（株）フラワーハネー 岐阜県養老郡養老町蛇持331 はちみつバター バター なし

（株）ヤクルト 石川郡野々市町本町６丁目２０番１ ヤクルト 乳酸菌飲料 なし - - -

カルピス味の素ダノン東京工場 狭山市新狭山ー５－１５ ダノン朝食プレーンヨーグルト１
５０ｇ（発酵乳）

発酵乳 なし

カルピス味の素ダノン東京工場 狭山市新狭山ー５－１５ ダノンビタリナダイエットヨーグ
ルト（フルーツヨーグルト）１５
０ｇ（発酵乳）

発酵乳 なし

カルピス味の素ダノン東京工場 狭山市新狭山ー５－１５ ダノンビタリナダイエットヨーグ
ルト９０ｇ×４（発酵乳）

発酵乳 なし

関東牛乳㈱ 宇都宮市泉町6-5 ヨーグルト 乳製品 なし

函南東部農業協同組合 田方郡函南町丹那３６７－４ 丹那ナチュラルチーズ 乳製品 なし

函南東部農業協同組合 田方郡函南町丹那３６７－４ 丹那ヨーグルト 乳製品 なし

木次乳業有限会社 島根県大原郡木次町大字東日登２２８
－２

アイスクリーム（５） アイスクリーム なし

九州森永乳業株式会社 筑紫野市大字二日市１２７１ 森永ヨーグルト 発酵乳 無

協同組合　しまねライズ 益田市高津町イ１０１５番地３ アイスクリーム
類

なし

協同乳業（株） 甲府市金竹町２－３ カルシウム無脂肪ヨーグルトつぶ
つぶベリー（もも）

発酵乳 なし

協同乳業（株） 甲府市金竹町２－３ リンゴとはちみつヨーグルト 発酵乳 なし

協同乳業（株）あづみ野工場 長野県南安曇郡梓川村倭3862-1 ぶたぶたこぶたの元気ヨーグルト 発酵乳 なし

協同乳業（株）あづみ野工場 長野県南安曇郡梓川村倭3862-1 信州さわやかヨーグルト 発酵乳 なし

協同乳業（株）あづみ野工場 長野県南安曇郡梓川村倭3862-1 白馬山麓ヨーグルト 発酵乳 なし

協同乳業（株）あづみ野工場 長野県南安曇郡梓川村倭3862-1 信濃牛乳ヨーグルト 発酵乳 なし

協同乳業（株）あづみ野工場 長野県南安曇郡梓川村倭3862-1 みずなみヨーグルト 発酵乳 なし

協同乳業（株）あづみ野工場 長野県南安曇郡梓川村倭3862-1 トライくんヨーグルト 発酵乳 なし

11 / 68 ページ



乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

協同乳業（株）あづみ野工場 長野県南安曇郡梓川村倭3862-1 立科ヨーグルトはちみつ入り５０
０ｇ

発酵乳 なし

協同乳業（株）あづみ野工場 長野県南安曇郡梓川村倭3862-1 あずみ野プレーンヨーグルト２０
０ｇ

発酵乳 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

カッテージチーズ 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

マスカルポーネ 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

クリームチーズ 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

クリーチ 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

レンネット 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

サワークリーム 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

ＡＢＢフリーカットチーズ 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

ＡＢＢフリーカットストロベリー
チーズ

乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

フリーカットレアチーズ 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

フリーカットストロベリーチーズ 乳製品 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

フリースクープティラミス 乳製品 なし

葛巻町畜産開発公社　ミルクハウ
スくずまき

葛巻町葛巻40-57-176 くずまき高原アイスクリーム アイスクリーム
類

無

久保田食品株式会社 南国市岡豊町笠ノ川1045 ｱｲｽｸﾘｰﾑ アイスクリーム 無

クラウンフーヅ㈱ 横浜市港南区日野1-7-8 ストロベリーチーズムース 乳加工品 なし

クラウンフーヅ㈱ 横浜市港南区日野1-7-8 カマンベールレアチーズケーキ
セット

乳加工品 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島びん牛乳(3.7 200･500･1000ml) 牛乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島牧場牛乳(500･1000ml) 牛乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 雪印びん牛乳 牛乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島びんﾌﾙｰﾂ（200･500･1000ml) 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島びんｺｰﾋｰ（200･500ml) 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ ｾｲｺｰﾌﾚｯｼｭｺｰﾋｰ 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 雪印ｶﾙﾊﾟﾜｰＭＢＰ 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 雪印びんﾌﾙｰﾂ 乳飲料 なし
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倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 雪印びんｺｰﾋｰ 乳飲料 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ 倉島牧場ﾖｰｸﾞﾙﾄ 発酵乳 なし

倉島乳業(株)仁木工場 余市郡仁木町西町３丁目５１ ｾｲｺｰ北海道ﾖｰｸﾞﾙﾄ 発酵乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 学校給食用牛乳 牛乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 グリコ牛乳 牛乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 信州高原牛乳 牛乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 信州高原酪農家牛乳 牛乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 乳児牛乳 牛乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 カフェオーレ 乳飲料 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 カルシウムの多い牛乳 乳飲料 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 濃くておいしい牛乳 乳飲料 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 バナナ牛乳 乳飲料 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 マイルドカフェオーレ 乳飲料 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 モーモーバナナ牛乳 乳飲料 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 スポロン 乳酸菌飲料 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 いちごをかけて食べるｷﾃﾞｨﾖｰｸﾞﾙﾄ 発酵乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 朝食りんごヨーグルト 発酵乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 飲むヨーグルト 発酵乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 ブルーベリーをかけて食べるディ
ヨーグルト

発酵乳 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 ヨーグルト健康 発酵乳 なし

グリコ乳業株式会社佐賀工場 佐賀郡大和町尼寺２４１５ ﾖｰｸﾞﾙﾄ健康（130g・３個ﾊﾟｯｸ） 乳製品 無

グリコ乳業株式会社佐賀工場 佐賀郡大和町尼寺２４１５ 牛乳ｶﾙｼｳﾑが多いﾖｰｸﾞﾙﾄ（３個
ﾊﾟｯｸ）

乳製品 無

グリコ乳業株式会社佐賀工場 佐賀郡大和町尼寺２４１５ 朝食りんごﾖｰｸﾞﾙﾄ（160g・３個
ﾊﾟｯｸ）

乳製品 無

グリコ乳業株式会社佐賀工場 佐賀郡大和町尼寺２４１５ ﾌﾟｯﾁﾝﾌﾟﾘﾝ（1１0g・176g/2個．3
個ﾊﾟｯｸ）

乳製品 無

グリコ乳業㈱　那須工場 黒磯市下厚崎２４７ 乳飲料 乳飲料 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

グリコ乳業㈱　那須工場 黒磯市下厚崎２４７ 発酵乳 発酵乳 なし

黒川乳業株式会社 豊中市北条町４丁目8-29 ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｼｭ 乳主原 無

群馬雪印（株） 群馬県佐波郡玉村町大字板井字一本木
10

乳由来の原材料使用 牛乳

ケンビ株式会社 豊中市原田中１丁目14-48 乳糖加工品 乳糖加工品 無

小岩井乳業株式会社東京工場 狭山市上広瀬字西原１２５４ 小岩井ヨーグルト（なめらかミル
ク）

発酵乳 なし

小岩井乳業株式会社東京工場 狭山市上広瀬字西原１２５４ 西友ファインセレクトカルシウム
無脂肪ヨーグルト発酵乳

発酵乳 なし

興真乳業株式会社 八千代市大和田新田135 ノーザンハーツＮＳ３００ 乳等を主原料と
する食品

無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ セレーナＲ５００ 乳等を主原料と
する食品

なし

神戸市立フルーツ・フラワーパー
ク

北区大沢町上大沢字西谷 クリームチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

光星製薬株式会社 奈良県高市郡高取町田井庄 15 乳製品、乳酸菌飲料、発酵乳 なし

合名会社八重樫農場 花巻市上諏訪422 八重樫ヨーグルト 発酵乳 無

佐々木安子 米山町中津山字新古土手内２５１－１ ヤギミルクアイスクリーム 乳製品 なし なし

佐渡農協ミルク工房 新潟県両津市大字吾潟道下1839-1 クリームチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

サラヤ㈱ 大阪市東住吉区湯里２－２－８ ワカビィ 乳酸菌利用食品 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 粉末チーズ 乳製品 なし

サングルト（株） 熊谷市万吉３０４０ ＦＤ（生菌）発酵乳 乳製品 なし

サンタ株式会社 伊予郡松前町北川原字塩屋西1205-1 アイスクリーム アイスクリーム 無

シーセブン㈱ 大阪府堺市北花田町３丁２７－２ アイスクリーム アイスクリーム
類

無

重松産業株式会社 福井県武生市村国３丁目49-18 液状乳（輸出製品） 乳飲料 なし

四国乳業株式会社 温泉郡川内町大字南方1055-1 クリームチーズ 乳製品 無

四国乳業株式会社 温泉郡川内町大字南方1055-1 骨骨無脂肪ヨーグルト 乳製品 無

四国乳業株式会社 温泉郡川内町大字南方1055-1 無脂肪ヨーグルト 乳製品 無

静岡市長田酪農業協同組合 静岡市鎌田４０番地 モーニングヨーグルト はっ酵乳 無

嶋屋製菓（株） 岐阜県大垣市笠縫町492-1 チーズＣＯ チーズ なし

清水乳業（株） 清水市長崎１０２ ヨーグルト 発酵乳 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

下仁田酪農業協同組合 群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山5954 ゼラチン使用ヨーグルト 乳製品 なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 浅間牧場茶屋ヨーグルトケーキ６
Ｐ

乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 大笹牧場ヨーグルトケーキ　６Ｐ 乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 柏木牧場ヨーグルトケーキ　６Ｐ 乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 三里浜農産ヨーグルトケーキ　６
Ｐ

乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 千本松牧場ヨーグルトケーキ　６
Ｐ

乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ はちみつ入りとろけるスライス
チーズ１０枚

乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 榛名直販ヨーグルトケーキ６Ｐ 乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 富士ミルクランドヨーグルトケー
キ６Ｐ

乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 北海道ヨーグルトケーキ　１２Ｐ 乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 北海道ヨーグルトケーキ　６Ｐ 乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ マツザワヨーグルトケーキ６Ｐ 乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 南那須こぶしが丘牧場ヨーグルト
ケーキ６ｐ

乳等を主原料と
する食品

なし

ジャパンミルクネット㈱　神戸工
場

西区上新地３－７－２ はっ酵乳 乳製品 なし

ジャパンミルクプラント（株）東
京デザート工場

川越市的場１５３５ ラクちゃんヨーグルト 発酵乳 なし

ジャパンミルクプラント（株）東
京デザート工場

川越市的場１５３５ 北海道ヨーグルトブルーベリー 発酵乳 なし

洲本酪農 洲本市守山 アイスクリーム アイスクリーム
類

なし

スリースター製菓（株） 群馬県高崎市宮原町４ ゼラチン使用菓子用クリーム クリーム なし

全国農協直販株式会社総合基幹工
場

富里町700-1 乳製品類 乳製品 無

全国酪農業協同組合連合会北福岡
工場

二戸市石切所字杉ノ沢1-2 チーズ 乳製品 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ 牛乳ｿﾌﾄ アイスクリーム 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ A･COOP牛乳ｿﾌﾄ アイスクリーム 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ A･COOPｺｰﾋｰ牛乳ｿﾌﾄ アイスミルク 無

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（アレフホイッ
プ）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（カフェフォー
ム）

乳製品 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（スタンダー
ド）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（ハイグレード
２５％）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（ハイデラック
ス１８％）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（ハイデラック
ス２５％）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（パパホイッ
プ）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（マーブルカス
タード）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（マーブルスト
ロベリー）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（マーブルチョ
コ）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップ（マリオンホ
イップ）

乳製品 なし

ターナーフード工業（株） 戸田市美女木６－１５－１ ターナーホイップカスタード
700ml,500ml

乳製品 なし

大祥食品株式会社 奈良市八条　３－７２９－３ ハンバーグのつなぎ 牛乳 なし

大東乳業（株） 各務原市松本町2-466 Ｍコーヒー 乳飲料 なし

大東乳業（株） 各務原市松本町2-470 アイスミルクココア 乳飲料 なし

大東乳業（株） 各務原市松本町2-467 デミタスコーヒー 乳飲料 なし

大東乳業（株） 各務原市松本町2-469 ブレンドコーヒー 乳飲料 なし

大東乳業（株） 各務原市松本町2-468 ブレンドコーヒーヘヴン 乳飲料 なし

大日本包装株式会社 東京都北区赤羽南２－１０－２６ クリミビット 乳製品 無

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 サンケンラクトストロベリー味 乳清たんぱく加
工食品

なし

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 サンケンラクトプレーン味 乳清たんぱく加
工食品

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ キャラメルＧＴＹ 乳等を主要原料
とする食品

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ キャラメルＧＴＹ－１２３９ 乳等を主要原料
とする食品

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ キャラメルソース１２ー２０ 乳等を主要原料
とする食品

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ クリームチーズソースＧＴＹ１３
０９

乳等を主要原料
とする食品

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ フルーツソフトミックス巨峰 乳等を主要原料
とする食品

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ 練乳ソースＧＴＹ１３１Ｈ 乳等を主要原料
とする食品

なし
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乳製品

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
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え

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ 練乳ソースＧＴＹ５０Ｓ 乳等を主要原料
とする食品

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ 練乳ソースＮ１２－４ 乳等を主要原料
とする食品

なし

太洋乳業協同組合 羽島市足近町２－361 加工乳 加工乳 なし

太洋乳業協同組合 羽島市足近町２－３６０ 牛乳 牛乳 なし

太洋乳業協同組合 羽島市足近町２－362 乳飲料 乳飲料 なし

太洋乳業協同組合 羽島市足近町２－363 発酵乳 発酵乳 なし

タカ食品工業株式会社 福岡県山門郡瀬高町小川１１８９ー１ バタークリーム類 ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ 無

タカナシ乳業（株） 神奈川県横浜市旭区本宿町５ ゼラチン使用乳製品 乳製品 なし

タカナシ乳業（株） 神奈川県横浜市旭区本宿町５ ゼラチン、乳化剤使用乳製品 乳製品 なし

高梨乳業㈱ 福島市飯坂町平野字上前田６－１ ヨーグルト 発酵乳 なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ 大きな果肉入りヨーグルト はっ酵乳 なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ クリーミィソフトヨーグルト はっ酵乳 なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ fufuブルーベリー はっ酵乳 なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ フローズンヨーグルト はっ酵乳 なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ タカラブネソフトミックス 乳主原 なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ オリエンタルランドソフトミック
ス

乳主原 なし

タカナシ乳業㈱群馬工場 群馬県多野郡新町１３０６ バニラ，美味，無脂肪ヨーグルト はっ酵乳 なし

宝塚食品㈱ 宝塚市高松町 森永乳乳仕込みヨーグルト 発酵乳 なし

宝塚食品㈱ 宝塚市高松町 ユニー生乳仕込みヨーグルト 発酵乳 なし

宝塚食品㈱ 宝塚市高松町 くらしもあ（日流）ヨーグルト 発酵乳 なし

瀧山　定子 鹿足郡津和野町大字森村ロ７４ ソフトクリーム アイスクリーム
類

なし

田口食品㈱ 龍野市揖保町 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

竹下製菓株式会社 小城郡小城町池の上２５００番地 ブラックモンブラン アイスクリーム 無

竹下製菓株式会社 小城郡小城町池の上２５００番地 ミルクック アイスクリーム 無

竹下製菓株式会社 小城郡小城町池の上２５００番地 トラキチ君 アイスクリーム 無
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乳製品

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

竹下製菓株式会社 小城郡小城町池の上２５００番地 アイスまんじゅう アイスクリーム 無

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 コクメイトLM 乳清ミネラル なし

ﾀﾞﾆｽｺｶﾙﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 新宿区西新宿６－１２－１ 還元乳糖(ﾗｸﾁﾄｰﾙ) 還元乳糖 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 雪印コーヒー 乳飲料 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 雪印フルーツ 乳飲料 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 雪印ソフトラック 乳酸菌飲料 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 雪印スノーラック 乳製品乳酸菌飲
料

なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 雪印特選ヨーグルト はっ酵乳 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュホイップ３５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュ４０Ｊ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュホイップ４０ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュホイップ４５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュホイップ４７ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ピーシーホイップ４５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ピーシーホイップ４７Ｎ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ニューホイップ４５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ニューホイップＺ４５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ニューホイップ４５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ケーキホイップ４５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ セットホイップ４０ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 綿雪１０ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 綿雪２０ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 綿雪２５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ＣＳホイップ３５ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ コーヒーマイルド 乳主原 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ＶＦ４０ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ コーヒーマイルド４０ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ Ｏ－ミルク 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ブレンドホイップ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ モンジューホワイト 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ミルジェＤＸ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ミルジェＣＳ濃縮 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 名糖杯ホイップ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 名糖ニューホイップ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 名糖フレッシュ３５％ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 名糖コーヒーホワイト 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ミルジェＭＦ 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ジョイテックミルクベース 乳主原 なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 北海道フレッシュクリーム３５ クリーム なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 北海道フレッシュクリーム４０ クリーム なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 北海道フレッシュクリーム４７ クリーム なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュクリーム４７ クリーム なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュゴールド クリーム なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュクリーム３８ クリーム なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ フレッシュクリーム３８（北の大
地）

クリーム なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 名糖北海道フレッシュクリーム クリーム なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 名糖クリームホワイト クリーム なし

チェスコ（株） 大田区平和島６－１－１ クリームチーズ 乳製品 なし

チェスコ㈱　神戸工場 東灘区魚崎浜町１５ シュレッドチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

千葉北部酪農農業組合 千葉市若葉区富田町1033-1 八千代苺ヨーグルト はっ酵乳 なし なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

千葉北部酪農農業組合 千葉市若葉区富田町1033-1 八千代ブルーベリーヨーグルト はっ酵乳 なし なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 フレッシュ１８０ （クリーム） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 フレッシュ２００ （クリーム） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 フレッシュ５００ （クリーム） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ホイップ９００ （クリーム） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ＴＣバター （バター） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央バター （バター） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ＣＯ－ＯＰﾌﾛｰｽﾞﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 愛知県学校給食会ﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 渥美半島ｿﾌﾄﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 渥美半島の生ｸﾘｰﾑﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 渥美半島のﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾚﾝｼﾞ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 渥美半島ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 温州みかんﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ｼｪｲｸｱｯﾌﾟﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょう甘さひかえめﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょうプレーンヨーグルト （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょうヨーグルト（５００
ｇ）

（はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょうヨーグルト（９０ｍ
ｌ）

（はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央のむヨーグルト （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央ﾌﾛｰｽﾞﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央ﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 白桃ヨーグルト （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾚﾝｼﾞ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ豆乳ｱｲｽ （はっ酵乳） なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
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適切な防止措置の有無
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入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ﾌﾛｰｽﾞﾝﾖｰｸﾞﾙﾄいちご （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ﾌﾛｰｽﾞﾝﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾚﾝｼﾞ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 みかん＆ﾊﾟｲﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ （はっ酵乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ｱｾﾞﾘｱ （加工乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょう低脂肪乳 （加工乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央ﾍﾞｽﾀ牛乳 （加工乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 低脂肪乳（中央、富士高原、ﾆｭｰ
ﾗｲﾌ）

（加工乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 花印　加糖脱脂れん乳 (加糖れん乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 花印　加糖れん乳 (加糖れん乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 牛乳（紙容器およびﾋﾞﾝ詰） （牛乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 殺菌牛乳 （牛乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 花印　全粉乳 （全粉乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 花印　脱脂粉乳 （脱脂粉乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょうコーヒー （乳飲料） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央ｺｰﾋｰ （乳飲料） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 牧場のカルシウム （乳飲料） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ほろにがコーヒー （乳飲料） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 みんなのカルシウム （乳飲料） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 低脂肪乳 （部分脱脂乳） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央バター（無塩） バター なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 小岩井ﾖｰｸﾞﾙﾄ[ﾎｰﾑﾒｲﾄﾞ]白ぶどう
発酵乳

ヨーグルト なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 小岩井ﾖｰｸﾞﾙﾄ[ﾎｰﾑﾒｲﾄﾞｽﾀｲﾙ]白桃
発酵乳

ヨーグルト 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 ヨーグルト 乳製品 なし

塚田乳業株式会社 新潟県上越市幸町５－５ ヨーグルト 乳製品 なし

筑波乳業㈱ 石岡市泉町６－１ 明治ＦＹプレーンミックス 乳主原食品 無
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乳製品

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

筑波乳業㈱ 石岡市泉町６－１ 明治メリーソフト 乳主原食品 無

東南物産株式会社 清水市入船町１２－１２ 脱脂粉乳 脱脂粉乳 なし

東南物産株式会社 清水市入船町１２－１２ 東南ミルクパウダー＃１０ 乳等を主要原料
とする食品

なし

東南物産株式会社 清水市入船町１２－１２ 東南ミルクパウダーＭＰ 乳等を主要原料
とする食品

なし

東南物産株式会社 清水市入船町１２－１２ ユニークパウダー 乳等を主要原料
とする食品

なし

東北協同乳業㈱ 安達郡本宮町大字荒井字下原１４ チーズヨーグルト 発酵乳 なし

東北ｸﾞﾘｺ乳業㈱ 加美郡宮崎町米泉字西原１ ヨーグルト健康 発酵乳  なし 該当なし

東北食品株式会社 矢巾町西徳田8-126 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

無

東洋乳業株式会社 広島市安佐北区三入1-19-7 300円キッズパレードバニラ アイスクリーム なし

東洋乳業株式会社 広島市安佐北区三入1-19-7 300円あずき自慢 アイスクリーム なし 　

栃木乳業㈱ 大平町川連432 蔵の街ヨーグルト 発酵乳 なし

栃木乳業㈱ 大平町川連432 明治の館ヨーグルト 発酵乳 なし

巴屋（小島博幸） 広島市南区旭町2-8-5 アイスモナカ アイスクリーム
類

なし

豊田乳業（株） 豊田市白山町七曲１２－７８８ あずみ野ヨーグルト はっ酵乳 無し

豊田乳業（株） 豊田市白山町七曲１２－７８８ 学校給食用ヨーグルト はっ酵乳 無し

豊田乳業（株） 豊田市白山町七曲１２－７８８ メグリアヨーグルト はっ酵乳 無し

名古屋牛乳 大府市東新町１－２３７ コーヒーフレッシュ、ヨーグルト 乳製品 なし

名古屋製酪株式会社 大府市横根町坊主山１－123 スジャータ、フレッシュ、ホイッ
プ

乳製品 なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 サワークリーム クリーム なし

新潟乳工業株式会社 長岡市下条町６６５番地 ヨーグルト 発酵乳 なし

日本アスパラガス（株） 岩内町字野束22-3 ﾐﾙｸｺｰﾋｰ 乳飲料 なし

日本イタルジェリタリア㈱奈良工
場

奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 マルチジェラアソート アイスクリーム なし

日本イタルジェリタリア㈱奈良工
場

奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ジェラバニラ アイスクリーム なし

日本イタルジェリタリア㈱奈良工
場

奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ジェラクッキー＆クリーム アイスクリーム なし

日本イタルジェリタリア㈱奈良工
場

奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ジェラストロベリー アイスクリーム なし
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日本イタルジェリタリア㈱奈良工
場

奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 パフェラッタ（チョコレート） アイスミルク なし

日本イタルジェリタリア㈱奈良工
場

奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 チョコラッタ アイスミルク なし

日本イタルジェリタリア㈱奈良工
場

奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ラテパルフェ ラクトアイス なし

日本ケンタッキーフライドチキン
ピザハット

大東市三箇1-2-55 アイスクリーム アイスクリーム
類

無

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ゲルソフトＹＫ－６４３６ ヨーグルト用食
品素材

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ゲルソフトＹＺ－４２３ ヨーグルト用食
品素材

なし

日本酪農協同株式会社　近畿工場 和泉市小田町148 毎日コーヒーフレッシュシルバー 乳等を主要原料
とする食品

無

日本酪農協同株式会社　近畿工場 和泉市小田町148 毎日コーヒーフレッシュゴールド 乳等を主要原料
とする食品

無

日本酪農協同株式会社　近畿工場 和泉市小田町148 毎日コーヒーフレッシュハイゴー
ルド

乳等を主要原料
とする食品

無

農業組合法人 東京みるく工房
ピューア

町田市相原町２５５８ ヨーグルト オレンジ アイスク
リーム

はっ酵乳 なし

農業組合法人 東京みるく工房
ピューア

町田市相原町２５５８ ヨーグルト アイスクリーム はっ酵乳 なし

農業組合法人 東京みるく工房
ピューア

町田市相原町２５５８ ヨーグルト バナナ アイスクリー
ム

はっ酵乳 なし

農業組合法人 東京みるく工房
ピューア

町田市相原町２５５８ ヨーグルト キウイ アイスクリー
ム

はっ酵乳 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市弄月町４６－３１ 業務用３リットルバルクアイス
（バニラ・キャラメル）

アイスクリーム なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市弄月町４６－３１ ソフトミックス 乳主原食品 なし

農事組合法人　南那須こぶしが丘
牧場

栃木県那須郡南那須町藤田１９８９－
１

牛乳 牛乳 なし

農事組合法人　南那須こぶしが丘
牧場

栃木県那須郡南那須町藤田１９８９－
１

ソフトクリーム 乳製品 なし

農事組合法人　南那須こぶしが丘
牧場

栃木県那須郡南那須町藤田１９８９－
１

のむヨーグルト 発酵乳 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6-10 １００円フレッシュストロベリー アイスミルク 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6-10 １００円やわらかあいすまんじゅ
う

アイスクリーム 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6-10 １００円カフェモカ アイスミルク 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6-10 １００円かおりちゃん抹茶まん
じゅう

アイスミルク 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6-10 ３００円フレッシュストロベリー アイスミルク 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6-10 １００円ラムレーズン アイスミルク 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6-10 １５０円シナモンロール アイスミルク 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6-10 ３００円やわらかあいすまんじゅ
う

アイスミルク 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6-10 ３００円レアチーズデザート アイスミルク 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6-10 ３８０円レアチーズデザート アイスミルク 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 ナガシマ手作りソフトコーン アイスミルク 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6-10 ３００円バナナオーレ ラクトアイス 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6-10 １５０円イタリアンソルベジェラ
（バニララテ）

ラクトアイス 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6-10 １５０円イタリアンソルベジェラ
（ストロベリー）

ラクトアイス 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6-10 １００円フロール（モンブラン） ラクトアイス 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6-10 １０0円フロール（チョコレー
ト）

ラクトアイス 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6-10 １０0円モカマキアート ラクトアイス 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 ゴーフレッタ（モカチーノ） ラクトアイス 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6-10 １００円ストロベリースムージー ラクトアイス 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6-10 １００円ファンシーカップ ラクトアイス 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6-10 １００円ビッグソフトコーン ラクトアイス 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6-10 １００円チョコソフト ラクトアイス 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 ６０円クラッカーサンド ラクトアイス 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6-10 １００円ゴーフレッタバニラ ラクトアイス 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 ６０円クラッカー＆バニラ ラクトアイス 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6-10 ３００円フルーツいっぱいバニラ
バー

ラクトアイス 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6-10 ３００円クラッカーサンド ラクトアイス 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6-10 ３００円あいすくりんアソート ラクトアイス 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6-10 １００円フロールストロベリー ラクトアイス 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6-10 １００円フロールチョコバナナ ラクトアイス 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6-10 １００円ホイップリン ラクトアイス 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6-10 １００円モンブランカップ ラクトアイス 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6-10 １００円すっきりバニラ ラクトアイス 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 ３色モナカ ラクトアイス 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 クランチボーイズバナナ ラクトアイス 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 イタリアンソルベジェラ３個入り
（ミルク味）

ラクトアイス なし

ひまわり乳業（株）南国工場 南国市物部２７２－１ 土佐文旦ヨーグルト 発酵乳 無

ひまわり乳業（株）南国工場 南国市物部２７２－１ ゆずもう一杯ヨーグルト 発酵乳 無

ひまわり乳業（株）南国工場 南国市物部２７２－１ 葉とらずりんごヨーグルト 発酵乳 無

ひまわり乳業（株）南国工場 南国市物部２７２－１ まほろばヨーグルト 発酵乳 無

ひまわり乳業（株）南国工場 南国市物部２７２－１ ヨーグルト 乳製品 無

蒜山酪農農業協同組合 岡山県真庭郡八束村中福田２８０－４ 蒜山ジャージーアイスクリーム アイスクリーム 無

蒜山酪農農業協同組合 岡山県真庭郡八束村中福田２８０－４ 蒜山ジャージーアイス アイスクリーム 無

不二家乳業㈱ 大東町摺沢字沼田２７番地 殺菌ヨーグルト 発酵乳 無

福島乳業㈱ 福島市飯坂町平野字上前田６－１ ヨーグルト 発酵乳 なし

ﾌｼﾞﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱ 篠山市中野 とうふと魚のチーズ＆野菜ハン
バーグ１００ｇ　他9品

チーズフード なし

ﾌｼﾞﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱ 篠山市中野 チーズと野菜のふっくらハンバー
グ９５ｇ（無着色）

チーズフード なし

フタバ食品株式会社　盛岡工場 矢巾町西徳田8-126 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

無

フタバ食品(株) 千歳市泉沢 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

フタバ食品(株) 千歳市泉沢 氷菓 アイスクリーム
類

なし

ブリランテ（前川重彦） 加東郡社町 ミルクｱｲｽｸﾘｰﾑ アイスクリーム
類

なし

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 かずさ生乳ヨーグルト はっ酵乳 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 こだわり仕立て生乳ヨーグルト はっ酵乳 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 北海道生乳ヨーグルト はっ酵乳 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 カル+鉄ヨーグルト はっ酵乳 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 フルヤヨーグルト はっ酵乳 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 おいしいヨーグルト低脂肪 はっ酵乳 無
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フレスコ（株） 群馬県伊勢崎市大字茂呂1410-1 乳由来の原材料使用 乳原料の清涼飲
料水

別海町酪農工場 北海道野付郡別海町別海常盤町２４５
－１８

アイスクリーム アイスクリーム なし

別海町酪農工場 北海道野付郡別海町別海常盤町２４５
－１８

牛乳 牛乳 なし

別海町酪農工場 北海道野付郡別海町別海常盤町２４５
－１８

チーズ チーズ なし

別海町酪農工場 北海道野付郡別海町別海常盤町２４５
－１８

乳飲料『こめちち』 乳等を主成分と
する食品

なし

別海町酪農工場 北海道野付郡別海町別海常盤町２４５
－１８

バター バター なし

別海町酪農工場 北海道野付郡別海町別海常盤町２４５
－１８

ヨーグルト 発酵乳 なし

別海町酪農工場 北海道野付郡別海町別海常盤町２４５
－１８

ソフトクリームミックス ラクトアイス なし

ホウライ㈱　那須乳業工場 西那須野町千本松７９９ 発酵乳 発酵乳 なし

北陸協同乳業（株） 松任市源兵島町１００２ アイスミルク 乳製品 なし - - -

北海道あけぼの食品㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 コーヒー牛乳 乳飲料 なし

北海道あけぼの食品㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 ビタミン牛乳 乳飲料 なし

北海道日高乳業（株） 門別町富川東２ー９２０ モッツアレラチーズ チーズ なし

北海道日高乳業（株） 門別町富川東２ー９２０ メロンミルク 乳飲料 なし

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ風味ｿﾌﾄﾁｰｽﾞ1kg､9kg ﾁｰｽﾞﾌｰﾄﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Cﾁｰｽﾞｿﾌﾄ ﾁｰｽﾞﾌｰﾄﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾁｰｽﾞﾌｫﾝﾃﾞｭ12個入り、20個入り ﾁｰｽﾞﾌｰﾄﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾁｰｽﾞﾌｫﾝﾃﾞｭTA ﾁｰｽﾞﾌｰﾄﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟ-ﾅｯﾂﾌﾟﾛｾｽ10kg 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｴﾄﾛﾊﾞﾀｰｿｰｽ 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾞｪﾌﾀﾞCPｺﾞｰﾙﾄﾞ450g有塩､無塩 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾛｱｺﾞｰﾙﾄﾞ450g 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞS ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾘﾄﾙﾊﾟｰﾃｨｰﾋﾟｻﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ACCESSﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｵｵﾂｷﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｱｰﾄﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾞｬﾌﾙﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 MUCﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 東亜ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾀﾞｰﾄﾋﾟｯﾂｧﾁｰｽﾞS ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾀﾞｰﾄﾋﾟｯﾂｧﾁｰｽﾞ-A- ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 八十八ﾋﾟｻﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾕﾀｶﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｱﾄﾞﾑﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 大栄ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 壱番屋ﾁｰｽﾞ-A- ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 白菱ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞS ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｶｷｻﾝｺｰﾋｰﾋﾟｻﾞS ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊｲﾐｯｸｽ800g､1K ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾝﾎｰﾑﾁｰｽﾞ900g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 大和企業ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｳｲﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Tｳｴｼﾏﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞｱｶ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 協和ﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾀﾞｲｴｰｽﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｶｶﾞﾔﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 松並ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾉﾙｳﾞｪｼﾞｱMIXﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Kﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｻﾞﾎﾞｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｯﾂｧﾁｰｽﾞ500g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 小川ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ500g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｲｶﾙｶﾞﾋﾟｻﾞ500g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾄﾐﾔﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ500g､1kg ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 東京藤三ﾋﾟｻﾞS ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 丸菱ﾐｯｸｽﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 M.ﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾚｯﾄﾞﾁｪﾀﾞｰ4ﾐﾘｶｯﾄ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾃﾞｨｱｰﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 IHﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｻﾞｸｯｸﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 GKｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞNo.1 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 GPﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾄﾐﾔﾓｯﾂｧﾚﾗMﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞSA ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Cｼｭﾚｯﾄﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 B.Zﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｯﾂｧﾁｰｽﾞ4ﾐﾘｶｯﾄ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 MSN4ﾐﾘｶｯﾄ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｴｰﾜﾝｴﾀﾞﾑﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 OFﾁｰｽﾞ300g､1kg ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌｫｸｽﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ200g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｵﾗﾝﾀﾞｺﾞｰﾀﾞｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞ100g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾃﾞﾝﾏｰｸﾏﾘﾎﾞｰｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞ100g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾄﾞｲﾂﾓﾂｧﾚﾗｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞ100g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞﾁｪﾀﾞｰｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞ
100g

ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 4ﾐﾘﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ150g､200g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾓﾂｧﾚﾗｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺﾞｰﾀﾞﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｬﾗﾊﾞﾝｺﾞｰﾀﾞｰﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｽﾃｯﾍﾟﾝﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾏﾘﾎﾞｰｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 QPﾁｪﾀﾞｰｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｴｸﾞﾓﾝﾄﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾑｿｰﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 FDSｺﾞｰﾀﾞﾞ2kg ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊｰﾌﾞ＆ｶﾞｰﾘｯｸ200g､1kg ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｯﾂｧﾁｰｽﾞA ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾀﾞｰﾄﾋﾟｻﾞｽﾊﾟｲｽ入り ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾝﾎｰﾑﾁｰｽﾞ900gｽﾊﾟｲｽ入り ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Mｽﾊﾟｲｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 NBﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無
マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾄﾘｺﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 GGﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｬﾗﾊﾞﾝﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 SSMﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 RAﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊﾞｼﾞﾘｱｰﾉﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｳｴｼﾏｺｰﾋｰﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｲﾀﾘｱｰﾉﾊｲﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｯﾂｧｴﾘｱﾏﾘﾉﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 さわやかﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｻﾞ用ﾀﾞｲｽ3ﾐﾘ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 AKﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｻﾞ工房ﾋﾟｻﾞﾀﾞｲｽ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 PPMﾀﾞｲｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 F3ﾐﾘﾀﾞｲｽｶｯﾄﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾐﾗﾉﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 GFﾀﾞｲｽﾁｰｽﾞ3ﾐﾘ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｧｰｻﾞ3ﾐﾘﾀﾞｲｽ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 NZｺﾞｰﾀﾞ3ﾐﾘﾀﾞｲｽ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｸﾞﾗﾀﾝﾀﾞｲｽ3ﾐﾘA､N ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾅﾁｭﾗﾙﾀﾞｲｽｶｯﾄ5ﾐﾘ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 MDCﾀﾞｲｽｶｯﾄ5ﾐﾘ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 SSCﾁｰｽﾞ5ﾐﾘﾀﾞｲｽ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾓﾂｧﾚﾗﾀﾞｲｽｶｯﾄ5ﾐﾘ､8ﾐﾘ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Mｸﾞﾗﾀﾝﾀﾞｲｽ2kg ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｽﾃｯﾍﾟﾝｽﾗｲｽﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｽﾃｯﾍﾟﾝｽﾗｲｽ3ﾐﾘ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｵﾗﾝﾀﾞｺﾞｰﾀﾞｽﾗｲｽ3枚入り､6枚入り ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾃﾞﾝﾏｰｸﾏﾘﾎﾞｰｽﾗｲｽ3枚入り､6枚入
り

ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾄﾞｲﾂﾓｯﾂｧﾚﾗｽﾗｲｽ3枚入り､6枚入り ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞﾁｪﾀﾞｰｽﾗｲｽ3枚入
り､6枚入り

ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｴﾀﾞﾑﾊﾟｳﾀﾞｰ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 粉ﾁｰｽﾞ1kg ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Fｴﾀﾞﾑﾊﾟｳﾀﾞｰ2kg ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Nzﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝ500g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 GTｴﾀﾞﾑ粉500g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾝﾁｰｽﾞP ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾘｺｺﾞｰﾀﾞﾁｰｽﾞ800g ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 YKｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 IHｸﾞﾗﾀﾝﾁｰｽﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 井村屋ﾀﾞｲｽ10ﾐﾘｶｯﾄ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 DSﾀﾞｲｽ8ﾐﾘ2kg ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 FDﾁｰｽﾞﾀﾞｲｽN5 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Hｺﾞｰﾀﾞｽﾗｲｽ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 COOPﾋﾟｻﾞｿｰｽﾏｲﾙﾄﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ(ﾁｭｰﾌﾞ) 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 Sｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾈｵﾏｰｶﾞﾘﾝ 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾐﾈﾏﾘﾝ植物性ﾏｰｶﾞﾘﾝ 乳主原 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾃｰﾌﾞﾙﾊﾞﾀｰ8g ﾊﾞﾀｰ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｭｰﾌﾞﾊﾞﾀｰ7g ﾊﾞﾀｰ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｸﾏﾙﾊﾞﾀｰ7g ﾊﾞﾀｰ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｿﾌﾄﾎｲｯﾌﾟﾊﾞﾀｰ7g､6g ﾊﾞﾀｰ 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 学給ﾊﾞﾀｰ8g ﾊﾞﾀｰ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎﾃﾙﾊﾞﾀｰ8g ﾊﾞﾀｰ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 樽ﾊﾞﾀｰ20g ﾊﾞﾀｰ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎﾟｰｼｮﾝﾊﾞﾀｰ7g､8g ﾊﾞﾀｰ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｿﾌﾄﾎｲｯﾌﾟﾊﾞﾀｰ7g ﾊﾞﾀｰ 無

丸善製菓株式会社 大東市平野屋新町2-1 アイスクリーム類３種 アイスクリーム
類

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 アイスクリーム類 アイスクリーム
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 アイスクリーム（バニラ・チョコ
レート・ストロベリー・抹茶）

アイスクリーム なし

ミツワフーズ㈱ 東灘区深江浜町３３ イタリアンミニピッツァ（ミック
ス）のトッピング用マリボミック
スチーズ

ナチュラルチー
ズ

なし

ミツワフーズ㈱ 東灘区深江浜町３３ ミラノ風トッピングピッツァ（３
種）のトッピング用チーズ

ナチュラルチー
ズ

なし

美濃酪農　東濃工場 恵那市長島町永田443-4 牛乳 牛乳 なし

美濃酪農　東濃工場 恵那市長島町永田443-4 乳飲料 乳製品 なし

美濃酪農農業協同組合連合会 美濃市生櫛４７２ ひるがのヨーグルト 発酵乳 なし

美濃酪農農業協同組合連合会 美濃市生櫛４７２ ボッカジャージヨーグルト 発酵乳 なし

美濃酪農農業協同組合連合会 美濃市生櫛４７２ みの酪ヨーグルト 発酵乳 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  FD乳酸ｸﾘｰﾑ 乾燥ｸﾘｰﾑ 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  FD生ｸﾘｰﾑ 乾燥ｸﾘｰﾑ なし

ミヨシ油脂㈱　神戸工場 長田区苅藻通７－１－４８ 乳等を主要原料とする食品（３品
種），マーガリン類（１４５品

乳主原，マーガ
リン類

なし

ミルクハート館 本吉郡本吉町角柄１５－４ ヨーグルト 乳製品 なし 該当なし

みるく工房遊牧館 下伊那郡下条村睦沢４３３１ のむヨーグルト 乳製品 なし

みるく工房遊牧館 下伊那郡下条村睦沢４３３１ デザートヨーグルト 乳製品 なし

みるく工房遊牧館 下伊那郡下条村睦沢４３３１ ミルクコーヒー 乳製品 なし

みるく工房遊牧館 下伊那郡下条村睦沢４３３１ 低温殺菌牛乳 乳製品 なし

ムラカワ（株） 大田区東海４－１０－８ デンマーククリームチーズ１．８
kg

乳製品 なし

ムラカワ（株） 大田区東海４－１０－８ デンマーククリームチーズ５０g 乳製品 なし
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明治乳業（株）軽井沢工場 長野県佐久市大字平賀２０８２ 明冶１／５低脂肪スライスチーズ 乳製品 なし

明治乳業（株）十勝工場 帯広市東６条南１６の３ チーズ チーズ なし

明治乳業（株）十勝工場 帯広市東６条南１６の３ バター バター なし

明治乳業（株）十勝工場 帯広市東６条南１６の３ 粉乳 粉乳 なし

明治乳業（株） 稲沢市奥田大沢町２－１ 乳製品 乳製品 なし

明治乳業(株) 倉敷市西阿知町１２８６ 加工乳 なし

明治乳業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町1741-1 乳化剤（ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ、ｿﾙ
ﾋﾞﾀﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ）使用ｸﾘｰﾑ

ｸﾘｰﾑ なし

明治乳業株式会社千葉工場 千葉市若葉区愛生町1 CRソフト・プレーン 乳等を主原料と
する食品

なし なし

明治乳業株式会社西春別工場 北海道野付郡別海町西春別４３－７ クリーム クリーム なし

明治乳業株式会社西春別工場 北海道野付郡別海町西春別４３－７ 脱脂濃縮乳 脱脂濃縮乳 なし

明治乳業株式会社西春別工場 北海道野付郡別海町西春別４３－７ 粉乳 脱脂粉乳 なし

明治乳業株式会社西春別工場 北海道野付郡別海町西春別４３－７ バター バター なし

明治乳業株式会社稚内工場 稚内市声問4757 クリーム クリーム 無

明治乳業株式会社稚内工場 稚内市声問4757 脱脂濃縮乳 脱脂濃縮乳 無

明治乳業株式会社稚内工場 稚内市声問4757 バター バター 無

明治乳業株式会社稚内工場 稚内市声問4757 粉乳 粉乳 無

明治乳業（株）北陸工場 石川郡野々市町堀内４丁目１７２ 加工乳 加工乳 なし - - -

明治乳業（株）北陸工場 石川郡野々市町堀内４丁目１７２ 牛乳 牛乳 なし - - -

明治乳業（株）北陸工場 石川郡野々市町堀内４丁目１７２ 乳飲料 乳飲料 なし - - -

明治乳業㈱　札幌工場 札幌市白石区東札幌１条３丁目5-50 加工乳 加工乳 なし

明治乳業㈱　札幌工場 札幌市白石区東札幌１条３丁目5-50 牛乳 牛乳 なし

明治乳業㈱　札幌工場 札幌市白石区東札幌１条３丁目5-50 乳飲料 乳飲料 なし

明治乳業㈱　札幌工場 札幌市白石区東札幌１条３丁目5-50 ヨーグルト類 醗酵乳 なし

明治乳業㈱関東工場 戸田市川岸１－２－２６ ｺｰﾋｰﾌﾚｯｼｭ、ｺｰﾋｰﾌﾚｯｼｭ-W、ﾊｲ
ｺｰﾋｰﾌﾚｯｼｭ、ｴﾚｶﾞﾝﾄｺﾋｰ、ｺｰﾋｰﾌ
ﾚｯｼｭ100W

乳製品 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ チューブでバター1/3 乳等を主要原料
とする食品

なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ 明治マイクックＨＤ他 乳等を主要原料
とする食品

なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ 明治ビューラインＨＤ他 乳等を主要原料
とする食品

なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ ａ・ｐサンドイッチスプレッド 乳等を主要原料
とする食品

なし

名糖乳業株式会社 福岡県嘉穂郡穂波町大字若菜47-2 生協アイスチョコボール アイスクリーム
類

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 森永ヨープ 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー青紫蘇 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー珈琲 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー梅 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー味噌 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー小豆 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー抹茶 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー南瓜 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー柚子 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリー山葵 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2-3-14 エンジョイゼリープレーン 乳等を主原料と
する食品

無

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 森永業務用４．３牛乳 加工乳 なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 北海道業務用３．６牛乳 牛乳 なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 十勝うらほろ３．６牛乳 牛乳 なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 森永北海道３．６牛乳 牛乳 なし

森永乳業株式会社十勝工場 浦幌町字材木町１番地 ＣＯＯＰ北海道牛乳 牛乳 なし

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ コーヒーフレッシュ５００ｍｌ 乳を主要原料と
する食品

無

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

無

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 加工乳 加工乳 なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 牛乳 牛乳 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 クリーム クリーム なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永フレッシュヘビイ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永フレッシュ36 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永フレッシュ40 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 ｋｅｎ’ｓ　ｐａｓｓ　ＦＲＥＳ
Ｈ

乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永ハイホイップデラックス 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 イタリアン・トマト・フレッシュ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永ハイホイップエクストラ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 イタリアン・トマト・ホイップ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永ケーキホイップ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永ハイホイップM32 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永フレッシュ20 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永ケーキホイップＴＷ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 ケーキホイップスペシャルＷ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 ククポーレ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 バンデロール 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 ハイホイップＭＳ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 森永ケーキホイップＴＳ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 ケーキホイップスペシャルＳ 乳等を主原料と
する食品

なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 乳飲料 乳飲料 なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 部分脱脂乳 部分脱脂乳 なし

森永乳業㈱中京工場 江南市中奈良町一ツ目１ アイスクリーム 乳製品 なし

守山乳業株式会社 葛巻町葛巻８－４６ 富士クリップ　Ｎ 乳又は乳製品を
主要原料とする

無

守山乳業株式会社 葛巻町葛巻８－４６ 富士　エバ缶 乳又は乳製品を
主要原料とする
食品

無
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤスダヨーグルト 北蒲原郡安田町大字保田字義京免 あさごはんヨーグルト 発酵乳 なし

ヤスダヨーグルト 北蒲原郡安田町大字保田字義京免 プレーンヨーグルト 発酵乳 なし

ヤスダヨーグルト 北蒲原郡安田町大字保田字義京免 フローズンヨーグルト 発酵乳 なし

ヤスダヨーグルト 北蒲原郡安田町大字保田字義京免 ヤスダドリンクヨーグルト 発酵乳 なし

八ヶ岳雪印牛乳（株） 茅野市ちの１７２ 雪印カルパワーＭＢＰ 乳飲料 なし

山田乳業㈱ 福島市飯坂町平野字上前田６－１ 発酵乳 発酵乳 なし

山本香料㈱ 柏原市円明町１０００－３９ ﾐﾙﾌｧｲﾝ170ｓ 乳主原料食品 無

有限会社　郡上乳社 郡上郡八幡町島谷１２０４ 郡上の牛乳　ほか 牛乳 なし

有限会社　郡上乳社 郡上郡八幡町島谷１２０４ 郡上コーヒー　ほか 乳飲料 なし

有限会社　わたなべ牧場 島根県能義郡伯太町大字日次４６３ アイスクリーム アイスクリーム
類

 なし

有限会社安比高原牧場 安代町字細野171-2 カマンベールチーズ チーズ 無

有限会社安比高原牧場 安代町字細野171-2 ゴーダチーズ チーズ 無

有限会社安比高原牧場 安代町字細野171-2 ストリングチーズ チーズ 無

（有）マザーデーリーセンター 富津市桜井字矢住９４ マザー牧場チーズサラ入り 乳製品 無

（有）ﾗ･ｶﾝﾊﾟｰﾆｭ 佐用郡佐用町 ｱｲｽｸﾘｰﾑ 無

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 カルパワーＭＢＰ 乳飲料 なし

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 毎日骨太ＭＢＰ 乳飲料 なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印脱脂粉乳２５ｋｇ 脱脂粉乳 なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印脱脂粉乳S２５ｋｇ 脱脂粉乳 なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印脱脂粉乳Y２５ｋｇ 脱脂粉乳 なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道バターこだわり芳醇
（缶入り）土産品

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印BS北海道特選醗酵バター３０
０ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道スノーロイヤルバター
３００ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道バター（缶入り）土産
品２００ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道バター北の大地（缶入
り）土産品２００ｇ

バター なし

36 / 68 ページ



乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道バター醗酵タイプ缶土
産品２２５ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道バター摩周浪漫（缶入
り）土産品３００ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 花畑牧場雪印北海道醗酵バター
（缶入り）２２５ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道バターホワイト（缶入
り）土産品２２５ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印BS北海道バター（缶入り）２
２５ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印BS北海道醗酵バター（缶入
り）２２５ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印レーズンバター１２５ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印ミニパックバター８ｇ×８ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印SA北海道バター２００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道バター２００ｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印北海道バター食塩不使用２０
０ｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ ポーションバタースノー８ｇ（×
１００個、５０個）

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ バター８ｇTOKYU８ｇ×１００個 バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター８ｇ（×１００個、５
０個）

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター有塩（２０ｋｇ、３０
ｋｇ）

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター無塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター有塩P２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター特級有塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター特級無塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター醗酵無塩２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バターファーメント無塩２０
ｋｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター醗酵無塩F２５　２０
ｋｇ

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バターH特級有塩　２０ｋｇ バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バターシート特級無塩 バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター無塩PY バター 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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販売中止 製品回収
原料切換
え

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バターファーメントシート無
塩５００ｇ×２０

バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バター無塩ED バター なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バターミルクパウダーコンテ
２５ｋｇ

バターミルクパ
ウダー

なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バターミルクパウダーL２５
ｋｇ

バターミルクパ
ウダー

なし

雪印乳業（株）幌延工場 北海道天塩郡幌延町栄町１２ 雪印バターミルクパウダー２５ｋ
ｇ

バターミルクパ
ウダー

なし

雪印乳業（株）興部工場 紋別郡興部町字興部853 スノーパウダー100　アオ　20Kｇ プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）興部工場 紋別郡興部町字興部853 カマンパウダー18ｋｇ プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ スノウブランマスカルポーネ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ スノウブランクワルク ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ スノウブランクリームチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ ゴーダチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ ストリングチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 市販用ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ ギフト用ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 業務用ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ生タイプ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ プロセスチーズ用原料ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ
チーズ

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ カッテージチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 原料用マスカルポーネ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ スパイゼクワルク ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ クインクワルク ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 大樹クリームチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 北海道ブルーチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ カマン＆ブルーチーズ大樹 ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 製菓原料Ｋ ホエイパウダー なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

雪印乳業（株）大樹工場 大樹町緑町３５ 製菓原料Ｉ、アイラクト ホエイパウダー なし

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ 低脂肪牛乳 加工乳 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ 雪印アカディ 乳飲料 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ 毎日骨太ＭＢＰ 乳飲料 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ 雪印コーヒー 乳飲料 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ ネスカフェダブルオ・レ 乳飲料 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ ネスカフェダブルカフェ 乳飲料 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ 雪印ヨーグルメット 乳酸菌飲料 無

雪印乳業(株) 倉敷市片島町地蔵院地１８７－１ 雪印4.2特濃牛乳 加工乳 なし

雪印乳業（株）関西チーズ工場 伊丹市鴻池字三苅１５ スナックスノーＦ 乳製品 なし

雪印乳業（株）群馬工場 群馬県邑楽郡大泉町１２０１ ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ（脂）、タウ
リン（牛胆汁）使用調整粉乳

粉乳 なし

雪印乳業（株）群馬工場 群馬県邑楽郡大泉町１２０１ コラーゲン（皮）使用調製粉乳 粉乳 なし

雪印乳業（株）群馬工場 群馬県邑楽郡大泉町１２０１ タウリン（牛胆汁）使用調整粉乳 粉乳 なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ Ｎ脱脂濃縮乳バラ 脱脂濃縮乳 なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印脱脂粉乳 脱脂粉乳 なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印脱脂粉乳Ｈ 脱脂粉乳 なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ＢＳパウダー 乳等を主成分と
する食品

なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印特粉Ｓ３ 乳等を主成分と
する食品

なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター無塩20kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター無塩ＰＹ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター有塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター無塩450g バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター無塩1kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター無塩Ｆ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター無塩2kg バター なし
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原料切換
え

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター低塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター特級有塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター特級無塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター醗酵無塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ﾊﾞﾀｰﾌｧｰﾒﾝﾄ無塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バターシート有塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バターシート無塩Ｋ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バターシート無塩1kg×10 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バターシート無塩2.4kg×6 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バターシート無塩2.6kg×6 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バターシート無塩5kg×2 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ﾊﾞﾀｰｼｰﾄ特級無塩Ｋ500g×20 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ﾊﾞﾀｰｼｰﾄ特級無塩Ｋ900g×10 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ﾊﾞﾀｰｼｰﾄ特級無塩KNK バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ﾊﾞﾀｰｼｰﾄ無塩Ｆ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ﾊﾞﾀｰ有塩500g×30 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター無塩Ｅ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター無塩ＥＤ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター有塩20kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印バター有塩30kg バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ ポーションバターチコＲ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ ホイップバターＳ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ Ｇホイップバター バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ ポーションバターチコ バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ ポーションバターロコ バター なし
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雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ Ｇガーリック＆バター バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ カットバター無塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ カットバター有塩 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ガーリック＆バター バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印北海道ﾊﾞﾀｰ食塩不使用 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印SA北海道ﾊﾞﾀｰ食塩不使用 バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印北海道バター バター なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰＮ ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰ なし

雪印乳業株式会社別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町８ 雪印ＷＢパウダー ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰ なし

雪印乳業（株）北陸工場 松任市番匠町３０３ 牛乳 牛乳 なし - - -

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
３

雪印脱脂粉乳２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
３

雪印脱脂粉乳Ｌ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印脱脂粉乳Ｎ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印脱脂粉乳Ｙ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印脱脂粉乳Ａ２５㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印バターミルクパウダーＬ２５
㎏

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム４
２バラ

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム４
７バラ

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム４
７Ｈ１０㎏

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム４
７（凍結）１８㎏

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム５
０バラ

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム５
０（凍結）１８㎏

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム５
０　１０㎏

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム５
０　１８㎏

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム５
０Ｗ９５０㎏

乳製品 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
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

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道フレッシュクリーム５
０　９５０㎏

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道バター切れてる１００
ｇ

乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印ＳＡ北海道バター２００ｇ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印北海道バター２００ｇ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印バター無塩ＰＹ２０㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１－
3

雪印バター無塩ＥＤ２０㎏ 乳製品 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ リーベンデール　バニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ リーベンデール　チョコレート アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ リーベンデール　抹茶 アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ピエッサ　バニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ピエッサ　ストロベリー アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ピエッサ　チョコレート アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ リーベンデールバニラ５Ｌ，ス
ノークイックリーベンデールバニ
ラ８０ｍｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ リーベンデールチョコレート５
Ｌ，Ｕバルクリーベンデールチョ
コレート４Ｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ リーベンデールストロベリー５
Ｌ，Ｕバルクリーベンデールスト
ロベリー４Ｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ リーベンデール抹茶５Ｌ，Ｕバル
クリーベンデール抹茶４Ｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノーロイヤルＲバニラ５Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノーキングバニラ５Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノーキングＫバニラ５Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐバニラ４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐストロベリー４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐチョコマーブル４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐチョコレート４Ｌ アイスクリーム なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐミントチョコレート４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐメロン４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐメロンマーブル４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐバナナチョコチップ４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐレモン４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐクリームチーズストロベリー４
Ｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐコーヒーアーモンド４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐまっ茶４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐクリームチーズブルーベリー４
Ｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐミルク４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ＳＭミルクアイスクリーム２Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイックバニラＭ８０ｍ
ｌ，スノークイックバニラＭ５５

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｎまっ茶アイスクリームＳＡ３Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ エヌ・デ・セールバニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ エヌ・デ・セールマッチャ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ゴールデンデイズカスタード５
Ｌ，ゴールデンデイズカスタード
５００ｍｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ゴールデンデイズまっ茶５Ｌ，
ゴールデンデイズまっ茶５００ｍ
ｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ＰレモンＨＫ２Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ モゼ花ベニハヤト４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ モゼ花山川紫４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ シャンポールアイスＦ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｏアイスクリームバニラ４Ｌ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｏアイスクリームストロベリー４
Ｌ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｏアイスクリームチョコレート４
Ｌ

アイスクリーム 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）
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ジョイフルストロ５５ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ジョイフルバニラ５５ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ なめらかミルクＸＬ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ミルクアイスＸＬ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ コーヒーモナカ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ コーヒーモナカ（秋改良） アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 大地の味わい生乳バニラ（モナ
カ）

アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ピコリーナ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイーンバニラ５Ｌ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイーンストロベリー５Ｌ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイーンチョコレート５Ｌ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイーングリンティー５Ｌ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐヨーグルトストロベリー４Ｌ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐゴールデンレーズン４Ｌ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ イルジェラートバニラ４Ｌ，イル
ジェラートバニラ２Ｌ

アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ イルジェラートチョコレート４
Ｌ，イルジェラートチョコレート
２Ｌ

アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ イルジェラートまっ茶４Ｌ，イル
ジェラートまっ茶２Ｌ

アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ イルジェラートヨーグルト風味２
Ｌ

アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ イルジェラートチョコチップ２Ｌ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ イルジェラートクリームチーズ２
Ｌ

アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ イルジェラートきなこ２Ｌ アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイーングリンティーＨＫ
２Ｌ

アイスミルク なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 牛乳やさんのおいしい牛乳 加工乳 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印牛乳，雪印3.7牛乳，業務用牛
乳，神戸牛乳

牛乳 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 毎日骨太MBP 乳飲料 なし

44 / 68 ページ



乳製品

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

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印カルパワーMBP 乳飲料 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 牛乳やさんのまろやかカルシウム
MBP

乳飲料 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印コーヒー 乳飲料 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印フルーツ 乳飲料 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印アカディ 乳飲料 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印おはようせんい 乳飲料 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印　鉄＋せんい 乳飲料 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印　善玉菌パワー 乳飲料 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印　ナチュレプレーンヨーグル
ト

はっ酵乳 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ 雪印　毎日骨太MBPプレーンヨー
グルト

はっ酵乳 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ たっぷり果実　ももナタデココ
ヨーグルト

はっ酵乳 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ たっぷり果実　いちごのヨーグル
ト

はっ酵乳 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ バニラソフト ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ ソーダソフト ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ プチっと巻き ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ バニラバーマルチ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノースターＥバニラ５Ｌ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノースターＴバニラ５Ｌ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイックバニラＶ８０ｍ
ｌ，スノークイックバニラＶ５５

ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノーミルクセーキ４Ｌ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　札幌工場 札幌市東区苗穂町６丁目1-1 加工乳 加工乳 なし

雪印乳業㈱　札幌工場 札幌市東区苗穂町６丁目1-1 牛乳 牛乳 なし

雪印乳業㈱　札幌工場 札幌市東区苗穂町６丁目1-1 乳飲料 乳飲料 なし

雪印乳業㈱　札幌工場 札幌市東区苗穂町６丁目1-1 ホイップクリーム 乳等を主要原料
とする乳加工品

なし

雪印乳業㈱　札幌工場 札幌市東区苗穂町６丁目1-1 ヨーグルト類 醗酵乳 なし
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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

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ＣＦレンジロック チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾌﾙﾐｯｸVｴﾌﾟﾗｽS チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾓｱｿﾌﾄｶﾏﾝ風味 チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾁｰｽﾞﾊﾟｽﾀﾄﾏﾄandﾊﾞｼﾞﾙ チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾁｰｽﾞﾊﾟｽﾀｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾁｰｽﾞﾊﾟｽﾀｿｰｽ チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾁｰｽﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾁｰｽﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾁｪﾀﾞｰ チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾁｰｽﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾁｰｽﾞﾊﾟｽﾀｿｰｽｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ チーズフード なし

雪印乳業㈱関西チーズ工場 伊丹市鴻池 ﾁｰｽﾞﾊﾟｽﾀｿｰｽｺﾞﾙｺﾞﾝｼﾀﾃ チーズフード なし

雪印乳業㈱東京工場 東京都北区赤羽北３－２６－２ 雪印牛乳 乳 無

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 雪印牛乳２００ｍｌ瓶 牛乳 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 雪印カルパワー牛乳２００ｍｌ瓶 乳飲料 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 雪印フローズンホイップ（カフェ
クレープ）

乳主原 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 雪印フローズンホイップ（業務
用）

乳主原 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 雪印フローズンホイップ（乳脂肪
１５％）

乳主原 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 雪印フローズンホイップ（乳脂肪
１０％）

乳主原 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ロイヤルミルク 乳主原 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ロイヤルクリーム 乳主原 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 殺菌乳 牛乳 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｋ凍結生クリーム クリーム なし

吉田陽子 小野市西脇町 陽子のヨーグルト 発酵乳 なし

よつ葉乳業（株）十勝主管工場 音更町新通２０丁目３番地 ソフトチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管工場 音更町新通２０丁目３番地 シュレッドチーズ ナチュラルチー
ズ

なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

よつ葉乳業（株）十勝主管工場 音更町新通２０丁目３番地 ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管工場 音更町新通２０丁目３番地 ゴーダチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管工場 音更町新通２０丁目３番地 モザレラチーズ ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管工場 音更町新通２０丁目３番地 クリーム ナチュラルチー
ズ

なし

よつ葉乳業（株）十勝主管工場 音更町新通２０丁目３番地 ホエイパウダー ホエイパウダー なし

よつ葉乳業株式会社宗谷工場 枝幸郡浜頓別町字頓別4111番地 全粉乳 全粉乳 無

よつ葉乳業株式会社宗谷工場 枝幸郡浜頓別町字頓別4111番地 脱脂粉乳 脱脂粉乳 無

よつ葉乳業株式会社宗谷工場 枝幸郡浜頓別町字頓別4111番地 クリーム 生クリーム 無

よつ葉乳業株式会社宗谷工場 枝幸郡浜頓別町字頓別4111番地 バター バター 無

よつ葉乳業㈱桂岡分工場 小樽市桂岡町３－８ ヨーグルト（はっ酵乳） 乳製品 無

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 牛乳 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 バター 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 脱脂粉乳 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 生クリーム 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱根釧工場 釧路市大楽毛１２７番地 濃縮乳 乳製品 なし

よつ葉乳業㈱東京工場 栄町矢口神明１－６－１ 牛乳 牛乳 無 　

よつ葉乳業㈱東京工場 栄町矢口神明１－６－１ プレーンヨーグルト 乳製品 無 　

よつ葉乳業㈱東京工場 栄町矢口神明１－６－１ デザートヨーグルト 乳製品 無 　

よつ葉乳業㈱東京工場 栄町矢口神明１－６－１ 生乳仕立ヨーグルト 乳製品 無

よつ葉乳業㈱東京工場 栄町矢口神明１－６－１ プロセスチーズ 乳製品 無 　

よつ葉乳業㈱東京工場 栄町矢口神明１－６－１ スライスチーズ 乳製品 無 　

よつ葉乳業(株) 北広島市輪厚 なし 乳製品 なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 エマファット（B-60，B-70）
他

乳等を主原料と
する食品

なし なし

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ すくすくこども乳酸菌 乳製品乳酸菌飲
料

無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 宅配 のむヨーグルト はっ酵乳 無
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乳製品

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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適切な防止措置の有無
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販売中止 製品回収
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え

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ バニラヨーグルト（北海道クリー
ム使用）

はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 北海道生クリーム入り りんご
ヨーグルト

はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ りんごヨーグルト はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 低脂肪ヨーグルト はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 元気Ｃａ低脂肪ヨーグルト はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 北海道生クリーム入り ヨーグル
トＣａ＋Ｆｅ

はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 宅配ヨーグルト はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ ハローキティ元気いきいきのむ
ヨーグルト

はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ のむヨーグルト（65ml） はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ のむヨーグルト（120ml、180ml） はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ のむヨーグルト（500ml） はっ酵乳 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ サンエース 乳酸菌飲料 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ プチコンク 乳酸菌飲料 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ ヤングエース 乳酸菌飲料 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ ハローキティ元気いきいき乳酸菌
飲料

乳製品乳酸菌飲
料

無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ デーリィ ボンネ 乳製品乳酸菌飲
料

無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 白バラ ミローＡ 乳製品乳酸菌飲
料

無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ みどり コンク 乳製品乳酸菌飲
料

無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ マイルドスタミン 乳製品乳酸菌飲
料

無

ロイヤル食品(株) 東区和白東五丁目１１番２３号 アイスクリーム類 アイスクリーム 無

六花亭製菓株式会社 帯広市西２４条北１丁目 アイスクリーム アイスクリーム なし

六甲バター㈱ 川崎市高津区久地８５３－１ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 乳製品 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 フード３．５（ビーフ味）（チキ
ン味）

チーズフード なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 フード１５ チーズフード なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 フード３．５（レバー味） チーズフード なし
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え

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 パウダーＢＺ 乳等を主原料と
する食品

なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 パウダーＣＴ－Ｗ 乳等を主原料と
する食品

なし

六甲ヨーグルト㈱ 西区岩岡町古郷２２４７ 発酵乳原液Ｒ－４３ 乳酸菌飲料 なし

六甲ヨーグルト㈱ 西区岩岡町古郷２２４７ 発酵乳原液Ｒ－６０ 乳酸菌飲料 なし

六甲ヨーグルト㈱ 西区岩岡町古郷２２４７ ＳＧＭさくらんぼ 乳主原 なし

六甲ヨーグルト㈱ 西区岩岡町古郷２２４７ ＳＧＭレギュラー 乳主原 なし

六甲ヨーグルト㈱ 西区岩岡町古郷２２４７ ＳＧＭ巨峰 乳主原 なし

六甲ヨーグルト㈱ 西区岩岡町古郷２２４７ ＳＧＭ青リンゴ 乳主原 なし

六甲ヨーグルト㈱ 西区岩岡町古郷２２４７ シェークシロップヨーグルト 乳製品 なし

和田　卓二 鹿足郡津和野町後田ロ６４－２ ソフトクリーム アイスクリーム
類

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニラクトＦＯＭ－１ 乳等を主材料と
する食品

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 SLK 乳等を主原料と
する食品

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 CP-100 乳等を主原料と
する食品

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾗｸﾄMB-S 乳等を主原料と
する食品

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニラクトＦＯＭ－１ 乳等を主材料と
する食品

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 SLK 乳等を主原料と
する食品

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 CP-100 乳等を主原料と
する食品

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾗｸﾄMB-S 乳等を主原料と
する食品

なし

綾部酪農農業協同組合 綾部市井倉新町中畠１８番地 牛乳 乳 なし

綾部酪農農業協同組合 綾部市井倉新町中畠１８番地 発酵乳 乳 なし

綾部酪農農業協同組合 綾部市井倉新町中畠１８番地 部分脱脂乳 乳 なし

横浜乳業株式会社 綾瀬市吉岡東３－６－１ ヨーグルト類 はっこう乳 なし

沖縄明治乳業株式会社 浦添市牧港１－６５－１ 健骨家族 はっ酵乳 無

沖縄明治乳業株式会社 浦添市牧港１－６５－１ Caヨーグルト はっ酵乳 無

沖縄明治乳業株式会社 浦添市牧港１－６５－１ アイスクリーム類 アイスクリーム
類

無
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株式会社エフ・エフ・シー 東京都八王子市石川町913番地の１ チーズスプレッド 乳類加工品 なし

株式会社クロレラ本社 大分県大分郡庄内町大字東長宝４３７
－４

甘さひかえめヨーグルト他 乳製品（発酵
乳）

無 なし 該当なし 該当なし

株式会社クロレラ本社 大分県大分郡庄内町大字東長宝４３７
－１０

ホルスタイン飲むヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無 なし 該当なし 該当なし

株式会社クロレラ本社 大分県大分郡庄内町大字東長宝４３７
－６

ブルーベリー他 乳酸菌飲料 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社クロレラ本社 大分県大分郡庄内町大字東長宝４３７
－７

クロレラリンゴ 乳酸菌飲料 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社クロレラ本社 大分県大分郡庄内町大字東長宝４３７
－８

元気っ子乳酸菌 乳製品乳酸菌飲
料

無 なし 該当なし 該当なし

株式会社ミルクファーム蔵王 白石市福岡深谷字即安１６番地の５ ヨーグルト 乳製品 なし 該当なし

株式会社三上牛乳店 青森県弘前市大字東和徳町２－３ ソフトクリーム 乳製品 なし

株式会社三上牛乳店 青森県弘前市大字東和徳町２－３ ヨーグルト 乳製品 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 クリームチーズオレンジ 乳製品 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 クリームチーズパイン 乳製品 無

㈱　神戸?月堂　西神第二工場 西区高塚台５丁目４－２０ アイスクリーム アイスクリーム なし

㈱　札幌プリンスホテル　ベー
カー

札幌市中央区南２条西１１丁目 スノーパラダイスバルクバニラ
４L

アイスクリーム
類

なし

㈱　ミルクの郷 札幌市東区丘珠町537-27 ヨーグルト類 醗酵乳 なし

㈱エルビー 蓮田市黒浜３４６９－１ ｶﾙｼｳﾑｱｯﾌﾟﾖｰｸﾞﾙﾄ（ﾌﾟﾚｰﾝ､ｱﾛｴ､ｲ
ﾁｺﾞ）

発酵乳 なし

㈱エルビー 福島市飯坂町平野字上前田６－１ 発酵乳 発酵乳 なし

㈱共進牧場・浄谷工場 小野市浄谷町１５４４ 神戸珈琲ﾌﾚｯｼｭ 乳主要原料食品

㈱神戸東食品工場 東灘区御影本町３－２－１０ アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

㈱神戸ヤクルト工場 西区池上３－５－３ ヤクルト４００ 乳酸菌飲料 なし

㈱神戸ヤクルト工場 西区池上３－５－３ ヤクルト８０Ａｃｅ 乳酸菌飲料 なし

㈱御菓子所高木 広島市西区商工センター7-1-10 アイスクリーム アイスクリーム なし

㈱御菓子所高木 広島市西区商工センター7-1-10 小豆アイス アイスクリーム なし

㈱御菓子所高木 広島市西区商工センター7-1-10 抹茶アイス アイスクリーム なし

㈱サンオーク 奈良県大和高田市東三倉堂町１８－１
７

ＫＫＦココア、明治ココア１５０ 乳飲料 なし

㈱ｼﾞｪｰ･ｼｰ･ｼｰ 川崎市高津区久地８５３－１ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ 乳製品 なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ スーパーエム 乳化油脂 なし

㈱千葉ヤクルト工場 四街道市和田１６６ ヤクルト 乳酸菌飲料 無 　

㈱千葉ヤクルト工場 四街道市和田１６６ ヤクルト４００ 乳酸菌飲料 無 　

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ スジャータP　誕生花 乳製品 無 　

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ 買い物上手コーヒーフレッシュ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ヴィドフランス　コーヒーフレッ
シュ

乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ＴＦＫポーション 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ スカイラーク（誕生花） 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ カフェ・ド・クリエ　クリーミー
ポーション

乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ココ壱番屋（誕生花） 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ディズニーＳＥＡ　コーヒーフ
レッシュ

乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ 業務用スジャータ　イタリアシ
リーズ

乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ 業務用スジャータ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ スジャータＬ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ＣＯ・ＯＰ　コーヒーフレッシュ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ デニーズ　コーヒークリーミー
業務用

乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ 低脂肪コーヒーフレッシュ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ 低脂肪コーヒーフレッシュ　くら
しモア

乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ Ｖマーク　低脂肪コーヒーフレッ
シュ

乳製品 無 　

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ＫＦＣ　低脂肪コーヒーフレッ
シュ

乳製品 無 　

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ロッテリア　ミルクパック 乳製品 無 　

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ニュースジャータＰ　誕生花 乳製品 無 　

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ サンマルク　コーヒーフレッシュ 乳製品 無 　

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ マイルドココア 乳飲料 無 　

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ 緑茶オ・レ 乳飲料 無 　
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ めいらくコーヒー　キャラメル風
味

乳飲料 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ スジャータホイップ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ ＣＯ・ＯＰ　デザートホイップ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ Ｖマーク　デザートホイップ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ 低脂肪ホイップ 乳製品 無

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ エクセレントＥ 乳製品 無

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾚﾝｼﾞﾐｯｸｽ4ｌ 乳主原 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ チーズサンド 乳製品 なし

㈱函館酪農公社 北海道函館市中野町１１８－１７ チーズ 乳製品 なし

㈱函館酪農公社 北海道函館市中野町１１８－１７ プレーンヨーグルト はっ酵乳 なし

㈱パスタロード 東灘区深江浜町３３ イタリアンミックスピッツァ他全
アイテムで使用する原料用ナチュ
ラルチーズ

ナチュラルチー
ズ

なし

㈱ハヤチネフーズ 大迫町大迫11-39-4 アイスクリーム アイスクリーム 無

㈱ブールミッシュ 川崎市幸区日進町１－１１ 洋生菓子 乳製品 なし

㈱マスヤ 富津市湊１０７１－２ ｽﾉｰﾍﾞﾙｽｰﾊﾞｰﾛｰｽﾞ他３ 乳主原料 無

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ ｼｭｳｸﾘｰﾑ　　　　　　　　ﾌﾟﾁｼｭｰ ｸﾘｰﾑ なし

㈱明治屋食品工場 茨木市西河原3-1-13 ピーナツバター バター 無

㈱ヤクルト本社 静岡市国吉田２丁目６番７号 ソフール はっ酵乳 無

㈱ヤクルト本社　札幌工場 札幌市清田区平岡２条５丁目2-1 ヤクルト類 乳酸菌飲料 なし

㈱ヤクルト本社　札幌工場 札幌市清田区平岡２条５丁目2-1 ジョア類 醗酵乳 なし

㈱ヤクルト本社　札幌工場 札幌市清田区平岡２条５丁目2-1 ソフール類 醗酵乳 なし

㈱ヤクルト本社　札幌工場 札幌市清田区平岡２条５丁目2-1 ビフィール 醗酵乳 なし

㈱ヤクルト本社　札幌工場 札幌市清田区平岡２条５丁目2-1 ミルミル 醗酵乳 なし

㈱ヤクルト本社　福島工場 福島市黒岩字遠沖１０－１ ソフール（プレーン） 発酵乳 なし

㈱ヤクルト本社　福島工場 福島市黒岩字遠沖１０－１ ピュアラ（アロエ） 発酵乳 なし

㈱ヤクルト本社熊本工場 熊本市上熊本3丁目24-1 ソフール　プレーン 乳製品（発酵
乳）

無
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ヤクルト本社熊本工場 熊本市上熊本3丁目24-1 ソフール　ＬＴ 乳製品（発酵
乳）

無

㈱ヤクルト本社熊本工場 熊本市上熊本3丁目24-1 ソフール　アップル 乳製品（発酵
乳）

無

㈱ヤクルト本社熊本工場 熊本市上熊本3丁目24-1 ソフール　ストロベリー 乳製品（発酵
乳）

無

㈱ヤクルト本社熊本工場 熊本市上熊本3丁目24-1 ソフール　ゆず 乳製品（発酵
乳）

無

㈱やまひろ 広島市安佐北区三入3-15-18 あずきモナカ（720ml） アイスクリーム
類

なし

㈱やまひろ 広島市安佐北区三入3-15-18 梅バニラ アイスクリーム
類

なし

㈱やまひろ 広島市安佐北区三入3-15-18 梅チョコレート アイスクリーム
類

なし

㈱やまひろ 広島市安佐北区三入3-15-18 梅ストロベリー アイスクリーム
類

なし

㈱やまひろ 広島市安佐北区三入3-15-18 抹茶モナカ アイスクリーム
類

なし

㈱やまひろ 広島市安佐北区三入3-15-18 チョコレートバー アイスクリーム
類

なし

㈱湯田牛乳公社 湯田町小繋沢５５－１３９ カフェ・オ・レ 乳飲料 無

㈱六甲牧場 西区岩岡町古郷２２４７ アイスクリーム アイスクリーム なし

㈱六甲牧場 西区岩岡町古郷２２４７ アイスクリーム（粉末ビター使用
品）

アイスクリーム なし

㈱六甲牧場 西区岩岡町古郷２２４７ アイスクリーム，ラクトアイス アイスクリー
ム，ラクトアイ

なし

㈱六甲牧場 西区岩岡町古郷２２４７ 加工乳 加工乳 なし

㈱六甲牧場 西区岩岡町古郷２２４７ 牛乳 牛乳 なし

㈱六甲牧場 西区岩岡町古郷２２４７ クリーム，乳等を主要原料とする
食品

クリーム，乳主
原

なし

㈱六甲牧場 西区岩岡町古郷２２４７ 乳飲料 乳飲料 なし

㈱岡崎物産 草加市小山1-24-20 ｸﾘｰﾑ 乳製品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳製品VLN-MXC10 乳製品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品ACR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品ACRCT 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品ACRML 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品ACRMO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品ACRTAW 乳等を主原料と
する食品

なし
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乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
ALMRCHO

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品ALMRKA 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品ALMRM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
ALMRSBMR

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
ALMRSHA

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQBNN 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQCHO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQGYU 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQI 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQKA 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQKGM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQLMN 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQMAR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQME 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQMO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AQSWPO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
AQYUMEJO

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AW 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AWIM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AWK 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AWMAR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AWMCH 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品AWMO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品BWBS 乳等を主原料と
する食品

なし
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え

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品BWLTCR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品CACKA 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品CCR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品CCRL 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品CHW10 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品CHW30 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品DCB 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品FRIAM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品FRIAMAS 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWA 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWBNN 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWCHT 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWCHZT 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
GWCHZTD

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWCOF 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWDPKA 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWGYU 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
GWGYUEX

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
GWHIBUYG

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWHICAR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
GWHIKGM

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
GWHIMAR

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWHIME 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWHIREN 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWHIYG 乳等を主原料と
する食品

なし
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㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWHM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWKA 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWKAP 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWLM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWLMAR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWMAR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWMEP 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWMKASI 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWMP 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWNCT 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWTGYU 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWTM-P 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
GWULMMCYAT

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品GWYAKT 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品KAW25 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品KRCM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品LESMA60 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MECCHO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MECFRM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MECKA 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MECM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MECMF 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MECNEOI 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
MECNEORI

乳等を主原料と
する食品

なし
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㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
MECNEOSBMR

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MEM200 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MIGANG 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MIGYANG 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MIGYYO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
MLCYKAL

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MLX200 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
MLX200FS

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MLX200K 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
MLX300NH

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MLX50 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品MWLH 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品NACR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品NOWF 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品PMLX 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SCCHO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
SCHISBMR

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
SCHISBMRE

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SCHITRI 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SCI 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SCKAL 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SCM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWBNN 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWCAR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWCHZT 乳等を主原料と
する食品

なし

57 / 68 ページ



乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWGYU 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWHM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWKS 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWKSS 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWMAR 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWMCH 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWMCT 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
SWMCYAM

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWMH 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWMLM 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWMO 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWMS 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWNEOI 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
SWNEOME

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
SWNEOORP

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品
SWNEOSWI

乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWPT 乳等を主原料と
する食品

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 乳等を主原料とする食品SWSWPO 乳等を主原料と
する食品

なし

岩崎　暁 伊具郡丸森町舘矢間舘山東原１１８ ナチュラルチーズ 乳製品 なし 該当なし

宮崎県農協果汁株式会社 川南町大字川南２００１６番地３ ポケモンカフェオーレ 乳飲料 無

宮崎県農協果汁株式会社 川南町大字川南２００１６番地３ 鉄道浪漫コーヒー 乳飲料 無

宮崎県立高原高等学校 西諸県郡高原町４９８１－２ チーズ 乳製品 無

興真乳業株式会社 八千代市大和田新田135 ノーザンハーツベストホイップデ
ラックス

乳等を主原料と
する食品

無

興真乳業株式会社 八千代市大和田新田135 Ｔ－ＭＩＸ 乳等を主原料と
する食品

無
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興真乳業株式会社 八千代市大和田新田135 ＣＰ－300 乳等を主原料と
する食品

無

興真乳業株式会社 八千代市大和田新田135 ノーザンハーツフレッシュ45 乳等を主原料と
する食品

無

興真乳業株式会社 八千代市大和田新田135 ノーザンハーツガナッシュＨＧ 乳等を主原料と
する食品

無

興真乳業株式会社 八千代市大和田新田135 ヨーグルト はっ酵乳 無

近藤乳業株式会社 藤沢市川名２－６－１０ ﾉﾝﾌﾚｰﾊﾞｰﾖｰｸﾞﾙﾄｼﾙｷｰ 発酵乳 なし

近藤乳業株式会社 藤沢市辻堂新町２－１５－１１ 北上生乳ヨーグルト 発酵乳 なし

近藤乳業株式会社 藤沢市片瀬１－６－２３ 甘さすっきりヨーグルト 発酵乳 なし

近藤乳業株式会社 藤沢市片瀬１－６－２３ 湘南ヨーグルト 発酵乳 なし

近藤乳業株式会社 藤沢市片瀬１－６－２３ 無脂肪ヨーグルト 発酵乳 なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
１

クリーム 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
２

凍結生クリーム 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
３

凍結クリーム 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
４

脱脂粉乳 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
５

全脂粉乳 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
６

ＫＦ＃８ 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
７

六甲粉末発酵乳Ｂ 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
８

六甲粉末発酵乳Ａ 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２３
９

ローヒート脱脂粉乳 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２４
０

ＬＷＰ－Ｃ 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２４
１

全煉パウダーＭＳ 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２４
２

発酵乳パウダーNo．３ 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２４
３

ＰビターパウダーＭＳ 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２４
４

発酵乳パウダーＭＳ 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

九州乳業株式会社 大分県大分郡野津原町めぐす野３２４
５

バターミルクパウダー 乳製品 無 なし 該当なし 該当なし

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

カフェオレ 乳飲料 無し 　

59 / 68 ページ



乳製品

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

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

いちご 乳飲料 無し 　

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

ミックス 乳飲料 無し 　

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

ミルクバニラ 乳飲料 無し 　

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

抹茶オ・レ 乳飲料 無し 　

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

ミルクバナナ 乳飲料 無し 　

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

加工乳 乳飲料 無し 　

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

コーヒ 乳飲料 無し 　

熊本県酪農業協同組合連合会熊本
工場

熊本市戸島町46 ハードヨーグルト 乳製品（発酵
乳）

無

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ 乳主原（１製品） 乳等を主原料と
する食品

なし

月島食品工業株式会社 つくば市大字上大島１７５８－１ 乳主原（２製品） 乳等を主原料と
する食品

なし

原　哲久 鹿島町字小竹イ７８－１ 牛乳 牛乳 なし - - -

原　哲久 鹿島町字小竹イ７８－１ チーズ 乳製品 なし - - -

原　哲久 鹿島町字小竹イ７８－１ ヨーグルト 乳製品 なし - - -

今川(株) 大分市古国府1186-2 クリーム クリーム 無

佐々木一夫 遠野市中央通り6-11 ｱｲｽｸﾘｰﾑ ｱｲｽｸﾘｰﾑ 無

財団法人　蔵王酪農センタ－ 刈田郡遠刈田温泉字七日原２５１－４ ナチュラルチーズ 乳製品 なし 該当なし

三浦　武男 鹿西町字能登部下９１－５９ 牛乳 牛乳 なし - - -

三浦　武男 鹿西町字能登部下９１－５９ 乳飲料 乳製品 なし - - -

三浦　武男 鹿西町字能登部下９１－５９ 加工乳 加工乳 なし - - -

山田乳業株式会社 白石市字半沢屋敷前１５５ ヨーグルト 乳製品 なし 該当なし

守山乳業株式会社　平塚工場 平塚市宮の前９－３２ 冨士クリップ 乳主原食品 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永牛乳（ゲーブルトップ） 牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 ミニストップ3.6ＭＩＬＫ（ゲーブ
ルトップ）

牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 ドラえもん牛乳（ゲーブルトッ
プ）

牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 緑と大地の牛乳（ゲーブルトッ
プ）

牛乳 なし
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森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 みやぎ酪農3.7牛乳（ゲーブルトッ
プ）

牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 とりせん　みやぎ酪農3.6牛乳
（ゲーブルトップ）

牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 北海道牛乳（ゲーブルトップ） 牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 オオゼキ北海道3.7牛乳（ゲーブル
トップ）

牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永3.5牛乳（ゲーブルトップ） 牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永牛乳（ブリックパック） 牛乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 おいしい低脂肪乳（ゲーブルトッ
プ）

部分脱脂乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 7ー11低脂肪乳（ゲーブルトッ
プ）

部分脱脂乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 ファミリーマート生乳仕立て低脂
肪乳（ゲーブルトップ）

部分脱脂乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 濃厚牛乳（ゲーブルトップ） 加工乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永Ａ　ＭｉＬＫ（ガラスビン） 加工乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永コーヒー（ゲーブルトップ） 乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永ＣＯＣＯＡ（ゲーブルトッ
プ）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永元気牛乳（ゲーブルトップ） 乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 ＣＡＦＥ　ＡＵ　ＬＡＩＴ　カ
フェ・オレ（ゲーブルトップ）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永コーヒー（ガラスビン） 乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永の珈琲牛乳（ブリックパッ
ク）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永苺牛乳（ブリックパック） 乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永のバナナ牛乳（ブリックパッ
ク）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋコーヒー（ブリック
パック）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋヨーグルトタイプ
（ブリックパック）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋフルーツ（ブリック
パック）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Caffe Latte カフェラッテ（プラス
ティックカップ）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 深煎り珈琲牛乳（製造中止）（プ
ラスティックカップ）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 深煎り珈琲ミルク（プラスティッ
クカップ）

乳飲料 なし
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森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 手摘みいちご牛乳（製造終了）
（プラスティックカップ）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 手摘みいちごミルク（プラス
ティックカップ）

乳飲料 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永ビヒダス（ガラスビン） 乳製品乳酸菌飲
料

なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永カルダス（ガラスビン） 乳製品乳酸菌飲
料

なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 ビヒダスヨーグルト（プラス
ティックカップ）

はっ酵乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永アロエヨーグルト（紙パッ
ク）

はっ酵乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永アロエヨーグルト低脂肪（紙
パック）

はっ酵乳 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 スイス・エミー　ヨーグルト　ク
リーミー（紙パック）

はっ酵乳 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 森永ドライミルク「はぐくみ」 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 森永ドライミルク「あゆみ」 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 森永ペプチドミルク「Ｅ赤ちゃ
ん」

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 森永ペプチドミルク「Ｅお母さ
ん」

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 乳たんぱく質消化調製粉末
「ニューＭＡ－１」

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 乳たんぱく質消化調製粉末「低脂
肪ＭＡ－１」

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 無乳糖食品「ノンラクト」 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 低ナトリウム特殊粉乳「ＮＡ－２
０」

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 森永ドライミルク低出生体重児用
「ＧＰ－Ｐ」

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 低リンミルクＬＰＫ 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 高たんぱく質粉末「エンジョイプ
ロテイン」

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ クリープ 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ クリスティー 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ スキムミルク 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 生協用スキムミルク 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 生協用「コープこうべ向け」スキ
ムミルク「ガセット袋詰」

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 生協用「コープこうべ向け」スキ
ムミルク「スティック詰」

乳製品 なし
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森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 骨にしみこむカルシウム 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ ばっちりバランス 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＰ－
１

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＰ－
２

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＰ－
１１

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＣ－
２

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＬ－
１

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＬ－
３

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＭ－
２

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＭ－
３

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＭ－
４

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ 先天性代謝異常児用ミルクＭＭ－
５

乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ ソネット造粒品 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ ソネットライト造粒品 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ ベンダー用ソネット造粒品 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ クリーミーソフィー造粒品 乳製品 なし

森永乳業㈱大和工場 東京都東大和市立野4-６０１ コープカプチーノ造粒品 乳製品 なし

森永乳業(株)札幌工場 恵庭市戸磯 山崎エクストラ 乳製品 なし

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・練乳使用製品 北海道練乳フラ
ンス

無

青森空港ビル（株） 青森市大字大谷字小谷１ー５ アイスクリーム アイスクリーム なし

雪印乳業（株） 札幌市東区苗穂町６丁目１ー１ カルパワーＭＢＰ 乳飲料 なし

雪印乳業（株） 札幌市東区苗穂町６丁目１ー１ 毎日骨太ＭＢＰ 乳飲料 なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ マイルドスノーＦＫ 乳等を主原料と
する食品

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ マイルドスノーＹ２ 乳等を主原料と
する食品

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ マイルドスノーＮ 乳等を主原料と
する食品

なし
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え

雪印乳業（株）福岡工場 福岡市南区五十川一丁目２－２０ 雪印毎日骨太ＭＢＰ 乳飲料 無

雪印乳業（株）福岡工場 福岡市南区五十川一丁目２－２１ 雪印カルパワーＭＢＰ 乳飲料 無

雪印乳業㈱ 仙台市若林区若林七丁目１３－１ 毎日骨太ＭＢＰ 乳飲料 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ サンケンラクト　プレーン味 生乳たんぱく加
工食品

なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ サンケンラクト　ストロベリー味 生乳たんぱく加
工食品

なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ オプティファースト-７０　バニ
ラ味

乳蛋白加工食品 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ オプティファースト-７０　スト
ロベリー味

乳蛋白加工食品 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ オプティファースト-７０　チョ
コレート味

乳蛋白加工食品 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ スベルトＥＸ　バニラ味 乳蛋白加工食品 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ スベルトＥＸ　ストロベリー味 乳蛋白加工食品 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ スベルトＥＸ　チョコレート味 乳蛋白加工食品 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ オプティファースト-７０　コー
ンスープ味

乳蛋白加工食品 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ COOP HTST Ca低脂肪乳 乳飲料 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ COOP HTST うしさんのおちち 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ COOP 秩父１．５牛乳 部分脱脂乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ COOP 秩父低温牛乳 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ COOP 低脂肪乳 部分脱脂乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ Heart Farm 低温殺菌牛乳 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ おがわや３．６牛乳 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ ココアミルク 乳飲料 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ さわやかミルク３．０ 加工乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ ちちぶ いちご牛乳 乳飲料 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ ちちぶコーヒー 乳飲料 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ ちちぶみるく 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ とってもマイルドミルクティー 乳飲料 なし
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え

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ 秩父３．６牛乳 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ 秩父コーヒー 乳飲料 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ 秩父の低温殺菌牛乳 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ 秩父低温牛乳 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ 低温殺菌ちちぶ牛乳 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ 登谷高原牧場牛乳 牛乳 なし

秩父乳業株式会社 秩父市小柱６７１－１ クリーム クリーム なし

鳥越製粉(株)　吉井工場 浮羽郡吉井町276-1 Ｂ－５０バッター バッターミック
ス

無

田中あつ子 青森市青柳１丁目７ー１８ 氷菓 アイスクリーム なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑495 ダSアカ 乳製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑496 ダSシロ 乳製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑497 オベント 乳製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑498 ボロニア 乳製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑500 PCRW 乳製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑502 クックデミ 乳製品 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑505 PCW 乳製品 なし

日本ルナ株式会社京都工場 京都府八幡市上津屋西久保１０６番地 はっ酵乳６品種 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 毎日バナナ 乳飲料 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 大草原ヨーグルト 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 強骨ヨーグルト 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 強骨ミルクプリン 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ ドリプシヨーグルト 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ ハイランドヨーグルト（発酵乳） 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ プリン（６０ｇ、１００ｇ） 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 毎日フレッシュ 乳製品 なし
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日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 毎日フレッシュクリーム 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 毎日フレッシュハイゴールド 乳製品 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ ミルクプリン 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳（株） 茅野市ちの１７２ フレッシュサワークリーム 乳等を主原料と
する食品

なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 モザレラシュレッド 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 ミックスチーズピザY 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 スノーシュレッド450g 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 スノーシュレッドE 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 ミックスチーズピザ 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 ﾎﾟﾝﾊﾟﾄﾞｰﾙMIXチーズ 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 ﾃｰﾌｫﾝｼｭﾚｯﾄﾞA 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 チーズパウダーPandE 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 ｽﾉｰｼｭﾚｯﾄﾞN100DYI 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 ｽﾉｰｼｭﾚｯﾄﾞN100 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 ｽﾉｰｼｭﾚｯﾄﾞティーネ 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｺｰﾝｽﾞNA 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 給食用シュレッド 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 NCﾀｲｾｲﾐｯｸｽﾁｰｽﾞ 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 NCｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞGR 乳製品 なし

八ヶ岳雪印牛乳㈱小淵沢工場 山梨県北巨摩郡小淵沢町6897 NCｼｭﾚｯﾄEB 乳製品 なし

冨士食品株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ﾖｰｸﾞﾙﾄﾑｰｽ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ） 発酵乳 なし

冨士食品株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ﾖｰｸﾞﾙﾄﾑｰｽ 発酵乳 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ 発酵乳 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ｵﾘｺﾞ糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ 発酵乳 なし

福寿軒山本冷菓　（株） 京都市西京区大枝沓掛町１５－２３ アイスミルク アイスミルク なし
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福寿軒山本冷菓　（株） 京都市西京区大枝沓掛町１５－２３ ラクトアイス ラクトアイス なし

福島雪印牛乳㈱ いわき市小川町西小川字上居合１５３ 乳飲料 乳飲料 なし 　

福島雪印牛乳㈱ いわき市小川町西小川字上居合１５３ 乳飲料 乳飲料 なし 　

福島雪印牛乳㈱ いわき市小川町西小川字上居合１５３ （コーヒー等用）クリーム 乳等を主原料と
する食品

なし 　

福島雪印牛乳㈱ いわき市小川町西小川字上居合１５３ ヨーグルト 発酵乳 なし 　

平林乳業株会社 熊野郡久美浜町甲山７１５ ヨーグルト（ゼラチン） 乳製品 なし

宝幸水産株式会社　ロルフ大和工
場

大和市上和田１０１９－２ チーズフード 乳製品 なし

宝幸水産株式会社　ロルフ大和工
場

大和市上和田１０１９－２ プロセスチーズ 乳製品 なし

北海食品(株) 千歳市泉沢 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

北海食品(株) 千歳市泉沢 氷菓 アイスクリーム
類

なし

北陸乳業㈱ 七尾市八幡町ほ36 牛乳 牛乳 なし - - -

北陸乳業㈱ 七尾市八幡町ほ36 乳飲料 乳製品 なし - - -

北陸乳業㈱ 七尾市八幡町ほ36 ヨーグルト 乳製品 なし - - -

北陸乳業㈱ 七尾市八幡町ほ36 加工乳 加工乳 なし - - -

名糖乳業株式会社 福岡県嘉穂郡穂波町大字若菜47-2 生協アイスクリームアメリカン アイスクリーム
類

無

明治乳業（株）軽井沢工場 長野県佐久市大字平賀２０８２ coopとろけるスライスチーズ 乳製品 なし

明治乳業（株）軽井沢工場 長野県佐久市大字平賀２０８２ coopモッツアレラ入りとろけるス
ライスチーズ

乳製品 なし

明治乳業（株）軽井沢工場 長野県佐久市大字平賀２０８２ ユニーとろけるスライスチーズ 乳製品 なし

明治乳業（株）軽井沢工場 長野県佐久市大字平賀２０８２ 明治高原育ち６ｐチーズ 乳製品 なし

明治乳業（株）軽井沢工場 長野県佐久市大字平賀２０８２ 明治十勝とろけるスライスチーズ 乳製品 なし

明治乳業（株）軽井沢工場 長野県佐久市大字平賀２０８２ 明治徳用とろけるスライスチーズ 乳製品 なし

明治乳業（株）軽井沢工場 長野県佐久市大字平賀２０８２ 明冶１／５低脂肪６ｐチーズ 乳製品 なし

㈲ソルベグラスヨコハマ 南都留郡忍野村内野１９０ フレッシュクリーム 乳製品 なし

㈲筑波ハム つくば市下平塚３８３ ヨーグルト 乳製品 無

㈲レチェール・ユゲ 北区山田町下谷上西丸山５－２ 弓削牧場の牛乳 牛乳 なし
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㈲レチェール・ユゲ 北区山田町下谷上西丸山５－２ カマンベールチーズ，フロマー
ジュ・フレ

ナチュラルチー
ズ

なし

68 / 68 ページ


