
平成２６年１月１２日

福祉保健部生活衛生課

(株)アクリフーズが製造した冷凍食品に関する相談状況について

(株)アクリフーズ群馬工場で製造され冷凍食品の一部から農薬（マラチオン）

が検出され、同社が自主回収を行っている件について、県内の関係機関（県庁、

保健所、消費生活センター）に寄せられた相談件数は次のとおりです。

（ ）内は新潟市分再掲

相談件数 有症件数※

本日分

（１月11日 12時～１月12日 12時）

６

（２）

２

（１）

前日までの累計

（12 月 31 日～１月 11 日 12 時）

６３８

（１７３）

１０３

（４８）

本日含めた累計

（12 月 31 日～１月 12 日 12 時）

６４４

（１７５）

１０５

（４９）

※対象製品との関連は不明だが、対象製品を食べて何らかの体調不良があったもの

【県民の皆様へ】

お手元に該当食品をお持ちかどうかご確認ください。

該当食品をお持ちの場合は、決して食べずに（株）アクリフーズ

群馬工場へ返品してください。

【報道関係者のみなさまへ】

県民の方が該当食品を食べることのないよう積極的な広報をお願いいたします。

新潟県報道資料

〈この記載事項に関する問い合せ先〉

福祉保健部生活衛生課 電話０２５－２８０－５２０５ 内線２６７４

※新潟市分については

新潟市保健所 食の安全推進課 ℡０２５－２１２－８２３０

本日の報道対応は午後５時００分までとさせていただきます。

（送付先）

〒３７０－０５２３

群馬県邑楽郡
オウラグン

大 泉 町
オオイズミマチ

吉田
ヨシダ

１２０１

株式会社アクリフーズ 群馬工場

電話番号 ０２７６－６３－４１５１

※ 製造者として「株式会社アクリフーズ群馬工

場」と記載されているもの全てが該当食品です。

※ 送料着払い、冷凍便で送付してください。

※ 郵便番号、ご住所、お名前、お電話番号を必

ずお書き添えください。



提 供 日 2014/01/10

タイトル 農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に係る県内
の届出情報について（第９報）及び冷凍食品の検査結
果（第５報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-2429

１　概要
　(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品から農薬（マラチオン）が検出
された件について、１月10日17時までに県内の保健所に届出がされた事例は235件
で、うち健康被害の発生が疑われる事例が134件ありました。現在各保健所が詳細に
ついて調査を行なっております。
　今回、新たに１検体の検査結果が判明し、マラチオンは検出されませんでした。

２　保健所別届出状況（１月10日17時現在）

届出者別内訳 届出内容別内訳
保健所 届出件数

消費者 営業者 健康被害
（人数）

その他

賀茂  ５件  ５件  ３件( ４人)  ２件
熱海  ７件  ６件 １件  ２件( ３人)  ５件
東部  34件  30件 ４件  24件( 28人)  10件
御殿場  ６件  ６件  ４件( ４人)  ２件
富士  27件  27件  ５件( ６人)  22件
中部  24件  24件  20件( 27人)  ４件
西部  32件  32件  22件( 29人)  10件

県保健所計 135件 130件 ５件  80件(101人)  55件
静岡市  53件  48件 ５件  10件( 11人)  43件
浜松市  47件  46件 １件  44件( 65人)  ３件
県内合計 235件 224件 11件 134件(177人) 101件
１月10日
正午以降

 20件  19件 １件  12件( 15人) ８件

３　健康被害の主な症状
　　　　嘔吐、下痢、腹痛等

４　健康被害が疑われた商品
　ミックスピザ、とろ～りコーンクリームコロッケ、パイシート、えびとチーズの
グラタン、照り焼ソースの鶏マヨ！、チーズがのび～る！グラタンコロ！、えびと
ペンネのグラタン、とろ～りベーコンポテトコロ！、チーズがのび～る！チキンナ
ゲット、焼えびドリア、焼ラザニア

 
 ５　新たに判明した検査結果

（県環境衛生科学研究所で実施）
届出保健所 届出日 商品名 賞味期限 検査結果
東部 １月８日 えびとチーズのグラタン 2014.10.17 検出せず

これまでに合計11検体の検査を実施し、いずれもマラチオンは検出されませんでした。

 



 ６　健康被害等に係る休日の連絡先
　１月11日（土）から１月13日（月）の間につきましては、当該食品を食べたことに
よる健康被害等の相談は下記まで御連絡ください。
  （受付時間：各日とも午前９時～午後５時）

住所 所管 連絡先 電話番号
静岡市、浜松市以外にお住まいの方 県 県衛生課 054-221-2538

静岡市内にお住まいの方 静岡市 静岡市保健所 054-249-3167
浜松市内にお住まいの方 浜松市 浜松市保健所 053-453-6114

　(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品を所有している方は、食べずに
返品をお願いします。



県政Ｆネット 

冷凍食品が原因と疑われる 

健康被害事例の発生について 

（第７報）          ＊１５時００分まで待機しております。 

１ 概要 
株式会社アクリフーズ群馬工場が製造した一部の冷凍食品から農薬（マラチオン）が検出され

たため、当該製造者による全商品の自主回収が行われているところです。 
第６報以降に新たに、自主回収対象の食品を食べた県内在住者から保健所への健康被害の届出

等があり、確認できた事例がありますので、お知らせします。 
 

２ 問い合わせ件数（平成２６年１月１２日（日）１２時現在、四日市市を含む） 

 １月１２日分 累計 

健康被害の届出 
件数 １件 ４２件 

人数 １人 ６０人 

その他 ０件 １４件 

 

３ 発生状況 

事例４２ 
受付 平成２６年１月１１日（土） 
商品名 とろ～りベーコンポテトコロ！ 
発症者情報 鈴鹿市、１１歳、男性 
喫食状況 平成２５年１２月１９日（月）から２７日（金）の間２回、昼食として喫食 

（正確な日時は不明） 
発症状況 喫食日の午後：嘔吐、下痢 
その他 残品有（調整中） 
 

４ その他 
新たに情報が入りましたら、資料提供するとともに、以下のホームページで公表します。 
http://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/kaishu/malathion.htm 
 

  

連 絡 先 

三重県健康福祉部 食品安全課 
食品衛生班 担当：永田、三木、岩城 

電話：０５９－２２４－２３４３ 
平成２６年１月１２日（日）１３時００分 



年月日 担当課(室) 電話番号 担当

平成26年1月11日 土 安全衛生課 ２２２９ 天野・時谷（ ）

生活安全室

マルハニチロ子会社の冷凍食品に係る相談件数について（第６報）

マルハニチロホールディングスの子会社（株式会社アクリフーズ群馬工場）

が製造した冷凍食品について，一部の商品から農薬が検出されたため，１２月

２９日から自主回収が行われているところです。

このことについて，保健所，消費者情報センター等に寄せられた相談件数等

は次のとおりです。

１ 相談件数等：１月１１日(土）１５時までの状況

（１）相談件数 累計６５件（２件） ※（ ）内の数値は新たな報告数

【内訳】

①回収が呼びかけられている食品を食べて体調不良の訴え２６件（１件）

②その他（回収方法等の問い合わせ） ３９件（１件）

（２）回収が呼びかけられている食品を食べて，おう吐，下痢等の

体調不良を訴えた人 計３２名（１名 （因果関係等については調査中））

※詳細は別紙のとおり

（３）体調不良の訴えのあった商品

※詳細は別紙のとおり

２ 検査結果

本日新たに結果が判明したものはありません。

これまでの結果は、２検体すべて「検出せず」

※詳細は別紙のとおり

回収対象の食品を購入した場合の対処について３

（１）家庭内等で回収対象の食品を見つけた場合には，食べずに返品してくだ

さい。

（２）誤って回収対象の食品を摂取し，吐き気，腹痛などを生じた場合には，

速やかに医療機関を受診していただくとともに，最寄りの保健所にご連絡

をお願いします。

この件に関するお問い合わせは，安全衛生課：天野・時谷まで（６２１－２

２２９）お願いします。本日１８時まで待機しております。

ただし，検査結果に関するお問い合わせは，徳島県警察本部捜査第１課まで

（６２２－３１０１）お願いします。

NYOPV
テキストボックス
徳島県



別紙（報道提供用）

冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品にににに関関関関するするするする健康被害疑健康被害疑健康被害疑健康被害疑いのいのいのいの相談事例相談事例相談事例相談事例 H26.1.11

性別 人数 年齢

1 1月6日 徳島 照り焼きソースの鶏マヨ！ 12月21日 嘔吐・下痢 男 1 35 徳島市

男 1 65

女 1 85

男 1 5

女 1 1

4 1月6日 美馬 とろ～りコーンクリームコロッケ 12月30日 嘔吐・下痢 女 1 36 美馬市

嘔気・腹痛 男 1 34

嘔気・腹痛 女 1 32

嘔吐 女 1 2

6 1月7日阿南 照り焼きソースの鶏マヨ！
不明
（11月～12月) 嘔気・熱っぽさ 男 1 不明 阿南市

下痢 男 1 18

下痢・嘔吐 女 1 14

8 1月7日徳島 照り焼きソースの鶏マヨ！ 11月中 下痢 女 1 53 藍住町

9 1月7日徳島 照り焼きソースの鶏マヨ！
不明
（11月) 胃痛 女 1 34 徳島市

10 1月7日徳島 牛乳ホットケーキ10枚入り
不明
（11月28日～12月20日) 下痢 女 1 68 徳島市

11 1月8日徳島 焼ラザニア2個入り 12月13日 嘔気・下痢 女 1 58 徳島市

12 1月8日徳島 とろ～りコーンクリームコロッケ 12月24日～28日 下痢 女 1 41 徳島市

13 1月8日吉野川 えびとチーズのグラタン 11月22日 発熱・下痢・嘔気 男 1 17 調査拒否

14 1月8日徳島 牛乳ホットケーキ10枚入り 年末 下痢 男 2 調査拒否 調査拒否

15 1月8日 三好
チーズがのび～る！グラタンコ
ロ！ 1月7日 胃もたれ・下痢 男 1 38 東みよし町

16 1月8日三好 ミックスピザ２枚入り 1月1日 腹痛・下痢 女 1 27 三好市 検出せず

17 1月8日 三好 とろ～りコーンクリームコロッケ 12月19日 胃のムカつき 女 1 65 三好市

18 1月8日徳島 焼ラザニア２個入り 1月4日 嘔吐・頭痛 女 1 25 徳島市

19 1月8日 徳島 照り焼きソースの鶏マヨ！

12月24日
又は25日 腹痛 男

1 18
藍住町

20 1月8日阿南 とろ～りコーンクリームコロッケ 不明 嘔吐・目症状（見えにくい）男 1 51 阿南市

21 1月9日 三好
チーズがのび～る！グラタンコ
ロ！ 12月下旬 下痢 男 1 不明 三好市

22 1月9日 徳島 えびとチーズのグラタン 12月初旬 腹痛 男
1 36

石井町

23 1月9日 徳島 照り焼きソースの鶏マヨ！ 12月26日 発熱・下痢 男
1 23

徳島市

24 1月9日 徳島 焼ラザニア２個入り 12月30日 下痢 男 1 68 徳島市

とろ～りコーンクリームコロッケ

照り焼きソースの鶏マヨ！

26 1月11日 徳島 ミックスピザ３枚入り 12月1日 腹痛・下痢・嘔気 女 1 不明 藍住町

計 32
※No.26については本日追加分

25 1月10日 阿南 11月29日 発熱・下痢・嘔吐 男 1 43

検査結果

検出せず

阿南市

有症者 有症者
住所地

徳島市

管轄
保健所

腹痛・下痢

主症状

3

1月6日 徳島

1月6日 徳島

2

喫食日

ミックスピザ３枚入り 12月15日

商品名

牛乳ホットケーキ10枚入り

Ｎｏ
保健所
探知日

7

1月7日 徳島

牛乳ホットケーキ10枚入り

パイシート5

1月7日阿南

12月25日

徳島市

阿南市

松茂町

12月21日

12月下旬 嘔吐・頭痛



 

 

 

 

 

（株）アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品を 

食べた有症事例について（第５報） 
 

 

●本日１５時までに保健所等（高松市を含む）に寄せられた相談件数は１０ 件（う

ち、有症事例５件）でした。 

 

●第４報〈事例１、２、３、５〉で報告した事例及び本日（第５報）の〈事例１〉

の残品については、いずれからも農薬（マラチオン）は検出されませんでした。 

 

No 項目  件数 累計 

高松市内 １ ２ 

① 回収対象品を食べて体調不良になった。 
高松市 以外 ４ １２ 

その他の相談件数（高松市を含む）     

高松市内 ０ ０ 
② アクリフーズの冷凍食品がまだ販売されている。 

高松市 以外 １ ３ 

高松市内 ０ １ 
③ 冷凍食品に対する不安がある。 

高松市 以外 １ ３ 

高松市内 ０ １ 
④ 

体調不良となったが、現品がないので回収対象品

か否か不明 高松市 以外 ３ ７ 

高松市内 ０ ６ 
⑤ 回収方法等の問い合わせについて。 

高松市 以外 ０ ４ 

高松市内 １ １０ 
合計 

高松市 以外 ９ ２９ 

 

 

 報道各社におかれましては、引き続き消費者の皆様に対する情報提供と、対象商

品は摂食しないことに関する呼びかけに、ご協力を頂きますようお願いいたします。 

 

 

平成２６年１月１０日（金） 

生活衛生課 食品衛生グループ 松本 

（内線 ３２６５） 直通  ８３２－３１８０ 

高松市内の状況については、

高松市政記者クラブへも資料

提供しています。 

NYOPV
テキストボックス
香川県



●体調不良を起こしたとの申出４件（本日分）については次の通りです。 

＜ 事例１ ＞ 

１） 申出日    平成２６年１月９日１６時過ぎ東讃保健所に申出があった。 

２） 申出者    女性 

３） 有症者数    ２名（申出者の娘と息子（15～20 歳）） 

４） 喫食商品    ポタージュコロ！ 

５） 賞味期限   １４．７．２０ 

６） 購入先    東かがわ市内のスーパーマーケット 

７） 購入年月日  １２月１６日～２０日 

８） 申出内容    １２月１６日～２０日に子供が食べたところ２名とも下痢した。 

         今は回復している。受診はしてない。 

９） その他  残品２個を回収し、１月１０日に環境保健研究センターへ搬入

して検査を行ったところ農薬（マラチオン）は検出されませんで

した。 

 

＜ 事例２ ＞ 

１） 申出日   平成２６年１月９日に消費生活センター経由で西讃保健所に申出

があった。 

２） 申出者   女性 

３） 有症者数   １名（夫４０歳代） 

４） 喫食商品   クリームコーンコロッケ 

５） 賞味期限  不明  

６） 購入先   観音寺市内のスーパーマーケット 

７） 購入年月日 不明 

８） 申出内容    １２月１８日～２０日の間に食べたところ２０日から下痢となり、

３１日に回復した。受診はしてない。 

９） その他   残品なし。 

 

＜ 事例３ ＞ 

１） 申出日   平成２６年１月１０日１１時過ぎ 中讃保健所に申出があった。 

２） 申出者    男性 

３） 有症者数    １名（本人３０歳代） 

４） 喫食商品    とろ～りコーンクリームコロッケ（８個入り） 

５） 賞味期限   １４．１０．３０ 

６） 購入先    丸亀市内のスーパーマーケット 

７） 購入年月日  不明 

８） 申出内容    ６個を２回に分けて食べたところ、１２月１５日になって腹痛、

発熱、吐き気、寒気があり、翌１６日に医療機関を受診した。 

         今は、回復している。    

９） その他 残品２個を回収し、１月１０日に環境保健研究センターへ搬入

して検査を行っている。 



 

＜ 事例４ ＞ 

１） 申出日   平成２６年１月１０日１０時 中讃保健所に申出があった。 

２） 申出者    女性 

３） 有症者数    １名（孫の男子１０歳） 

４） 喫食商品    えびとチーズのグラタン（４個入り） 

５） 賞味期限   １４．６．２８  

６） 購入先    不明 

７） 購入年月日  １２月２７日 

８） 申出内容    １２月３０日か３１日に食べてすぐに腹痛になり、微熱が続い

ている。１月８日に医療機関を受診。腹痛は治ったが微熱は今

も続いている。 

９） その他 残品２個を回収し、１月１０日に環境保健研究センターへ搬入

して検査を行っている。 

 

 

 

〈事例３〉と〈事例４〉の検査結果については、本日、結果が判明次第お知らせし

ます。 

 



 

 

 

 

 

（株）アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品を 

食べた有症事例について（第６報） 
 

 

●本日第５報でお知らせした〈事例３〉、〈事例４〉の検査結果が判明しました。 

    

いずれからもいずれからもいずれからもいずれからも農薬農薬農薬農薬（（（（マラチオンマラチオンマラチオンマラチオン））））はははは検出検出検出検出されませんでしたされませんでしたされませんでしたされませんでした。。。。    

 

 

 

  

報道各社におかれましては、引き続き消費者の皆様に対する情報提供と、対象商

品は摂食しないことに関する呼びかけに、ご協力を頂きますようお願いいたします。 

 

 

＜休日中の対応について＞ 

・申出状況については毎日集計し、報告します。 

・検査については、緊急時にはその都度行いますが、これ以外は１４日に預かり検

査する予定です。 

 

平成２６年１月１０日（金） 

生活衛生課 食品衛生グループ 松本 

（内線 ３２６５） 直通  ８３２－３１８０ 

NYOPV
テキストボックス
香川県



アクリフーズ群馬工場が製造した食品に関する相談・検査状況

【松山市における有症事例の相談状況】

【松山市における残品の検査状況】

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

No1については群馬県に、No2以降は愛媛県立衛生環境研究所に検査依頼

・レンジミックスピザ2枚入
・とろーりコーンクリームコロッケ

3

0

9

有症者数

吐気、下痢、腹痛、頭痛

計

相談受付日

1月4日

1月5日

1月6日

1月7日

1月8日

1月9日

1月11日
（16時現在）

4

・レンジミックスピザ2枚入
・えびとチーズのグラタン
・ミックスピザ3枚入
・とろーりかにクリームコロッケ
・とろーりコーンクリームコロッケ

1 1 ・チーズがのびーる！グラタンコロ！

・とろーりかにクリームコロッケ（2件）
・とろーりコーンクリームコロッケ（2件）
・グラタン（種類不明）
・牛乳ホットケーキ10枚入り
・パイシート
・焼きえびドリア2個入り
・照り焼ソースの鶏マヨ！

有症事例の
相談件数

2

0

6

3

7

・ON365ミックスピザ1枚入
・とろーりコーンクリームコロッケ(2件)
・牛乳ホットケーキ10枚入り
・とろーりカニクリームコロッケ
・ミックスピザ2枚入り
・とろーりコーンクリームコロッケ
・CO・OP照り焼きソースの鶏マヨ！
・えびとチーズのグラタン

商品名（有症者が喫食したもの） 有症者の主な症状

吐気、嘔吐、下痢、腹痛、倦怠
感

下痢、腹痛、吐気

腹痛、下痢、吐気、視力異常

下痢、腹痛、嘔吐、吐気

商品名

レンジミックスピザ2枚入

不明

12月28日

喫食者

3227

とろーりコーンクリームコロッケ

牛乳ホットケーキ10枚入り
80歳代男性
80歳代女性

とろーりコーンクリームコロッケ

不検出（1/11）

マラチオンの検査
結果（判明日）

不検出（1/9）

不検出（1/9）

不検出（1/9）

えびとチーズのグラタン

不検出（1/9）

12月23日 不検出（1/11）

不明

1月7日

不明

3

7

下痢、腹痛、嘔吐、倦怠感4

20歳代男性

30歳代女性
10歳未満女性

検査依頼中

とろーりかにクリームコロッケ

牛乳ホットケーキ10枚入り

ポタージュコロ！

照り焼ソースの鶏マヨ！

えびとチーズのグラタン

下痢

嘔吐、下痢、腹痛

なし

40歳代男性

検査依頼中

主症状

嘔吐、下痢、腹痛

吐気

下痢、腹痛

下痢、腹痛

不検出（1/11）

検査依頼中

嘔吐、頭痛

20歳代女性

10歳代男性

相談受付日

1月4日

1月6日

1月6日

1月7日

ミックスピザ3枚入 1月9日 40歳代男性 下痢、腹痛

20歳代女性

10歳代女性

下痢、腹痛

嘔吐1月9日 12月中

検査依頼中12月中12月中

喫食日 発症日

12月27日 12月27日

不明

12月28日

12月下旬

1月8日

1月8日

不明

1月2日

12月中

1月8日

10歳未満女性 11月下旬

30歳代男性1月8日 ―

1月2日

51月10日 4 吐気、嘔吐、下痢、腹痛

・ミックスピザ3枚入
・CO・OP照り焼きソースの鶏マヨ！
・チーズがのびーる！グラタンコロ！
・えびとチーズのグラタン

11月29日

12月下旬

12月24日







株式会社アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品に関する健康被害状況

宮崎県福祉保健部衛生管理課
平成２６年１月１２日（日）

１６時現在

報告月日 保健所名 報告件数 有症者数 残品検査数 検査結果 重症者
中央
日南 2 2 1 不検出① 無

都城 4 5 2 不検出①、 検査中① 無

小林 4 4 2 不検出①、 検査中① 無

高鍋 7 9 3 不検出③ 無

日向

延岡 7 10 5 不検出②、 検査中③ 無

高千穂 2 2 1 検査中① 無

宮崎市 17 21 5 不検出①、 検査中④ 無

小計 44 54 19 不検出⑨、 検査中⑩ 無
中央
日南

都城

小林

高鍋

日向

延岡

高千穂

宮崎市

小計 無
中央
日南 2 2 1 不検出① 無

都城 4 5 2 不検出①、 検査中① 無

小林 4 4 2 不検出①、 検査中① 無

高鍋 7 9 3 不検出③ 無

日向

延岡 7 10 5 不検出②、 検査中③ 無

高千穂 2 2 1 検査中① 無

宮崎市 17 21 5 不検出①、 検査中④ 無

合計 44 54 19 不検出⑨、 検査中⑩ 無

1月11日
までの
集計分

累計

1月12日
報告分

本日、

健康被害の申出はありませんでした。

現在検査中の検体は、１月１４日以降に結果が判明します。

なお、３連休も同様に情報提供を行います。

（問い合わせ先）

福祉保健部衛生管理課食品衛生担当

担当者：下村、藤本、中村 （内線２４８５）

電話：０９８５－２６－７０７７、ＦＡＸ：０９８５－２６－７３４７


