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[2014年1月28日 更新] 

○ 苦情届出・問合せ状況（1月28日14:00現在） 

 秋田県及び秋田市の各保健所等に寄せられた当該食品に関する苦情や問合せの状況は、次のとおりです。 
  計63件｛有症苦情36件（44人）、購入した商品の返品先の照会など27件｝     ＊印：残品の検査実施（計１３件） 

     １月２８日に受付した苦情や問い合わせは２件（うち、有症苦情２件、３人）です。 

  なお、今後は相談等が寄せられた場合のみ、本情報を更新いたします。 

  相談受付日：1月6日（8件、うち有症苦情4件、4人）   

相談受付日：1月7日（15件、うち有症苦情8件、12人） 

相談受付日：1月8日（14件、うち有症苦情8件、10人） 

(株)アクリフーズ群馬工場製造の冷凍食品について

相談者住所 件数 内容

秋田市 ５

・12月上旬「レンジミックスピザ2枚入」を食べ胃痛、嘔吐等の症状を呈した。＊ 
・12月上旬「照り焼きソースの鶏マヨ！」を食べ胃腸症状を呈した。＊ 
・当該品の返品に関する問合せ（２件） 
・同製造者の製品の返品等に関する問合せ

大仙市 １ ・12月下旬「えびとチーズのグラタン」を食べ腹痛、下痢症状を呈した。＊

潟上市 １ ・12月中旬「とろ～りコーンクリームコロッケ」を食べ嘔吐等の胃腸症状を呈した。＊

能代市 １ ・同製造者の製品の返品等に関する問合せ

相談者住所 件数 内容

鹿角市 １ ・12月下旬「とろ～りコーンクリームコロッケ」を食べ下痢等の症状を呈した。

横手市 ２
・12月下旬「ミックスピザ」を食べ下痢の症状を呈した。 
・11月下旬「とろ～りコーンクリームコロッケ」を食べ嘔吐、腹痛の症状を呈した。

秋田市 １０

・12月下旬「ミックスピザ３枚入」を食べ家族3人が下痢の症状を呈した。 
・12月中旬「えびとチーズのグラタン」を食べ体調を崩した。＊ 
・12月下旬「とろ～りコーンクリームコロッケ」を食べ下痢を呈した。 
・12月下旬「えびとチーズのグラタン」を食べ家族3人が下痢等の症状を呈した。 
・当該品の返品に関する問合せ（３件） 
・同製造者の製品の返品等に関する問合せ（３件）

能代市 １ ・11月上旬「えびとチーズのグラタン」を食べ体調を崩した。

湯沢市 １ ・当該品の返品に関する問合せ

相談者住所 件数 内容

大館市 １ ・12月下旬「ミックスピザ3枚入」を食べ体調を崩した。 

秋田市 ３
・12月下旬「レンジミックスピザ2枚入」を食べ嘔吐した。＊ 
・12月下旬「レンジミックスピザ2枚入」を食べ家族3人が下痢、発熱等の症状を呈した。＊ 
・当該商品の返品等に関する問合せ 

男鹿市 １ ・12月下旬「えびとチーズのグラタン」を食べ下痢、じんま疹等の症状を呈した。＊

由利本荘市 ２ ・1月上旬「ミックスピザ3枚入」を食べ腹痛、下痢等の症状を呈した。（２件、うち1件＊）

大仙市 ３
・1月上旬「とろ～りベーコンポテトコロ!」を食べ吐き気、腹痛、下痢等の症状を呈した。＊ 
・当該商品の返品等に関する問合せ（２件）

総合相談窓口 Foreign language 音声読み上げソフト

  サイトマップ 検索
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 相談受付日：1月9日（7件、うち有症苦情2件、2人） 

 相談受付日：1月10日（10件、うち有症苦情6件、7人） 

 相談受付日：1月14日（5件、うち有症苦情4件、4人） 

 相談受付日：1月15日（1件、うち有症苦情1件、1人） 

相談受付日：1月20日（1件、うち有症苦情1件、1人） 

相談受付日：1月28日（2件、うち有症苦情2件、3人）  

 ○ 有症苦情があった冷凍食品の検査結果について（1月28日現在） 

 秋田県及び秋田市の保健所等が苦情者宅で保管していた当該製品の残品を確認し、農薬（マラチオン）の検査を行いましたが、その結果は、
次のとおりです。 

 検査結果の判明：13件 

 検査機関：秋田県健康環境センター、秋田市保健所 

横手市 ３
・12月下旬「ミックスピザ2枚入」を食べ胃痛、下痢等の症状を呈した。 
・当該商品の返品等に関する問合せ（２件）

南秋田郡 １ ・当該商品に関する問合せ

相談者住所 件数 内容

秋田市 ３
・12月下旬「とろ～りコーンクリームコロッケ」を食べ、体調を崩した（8日受付）。＊ 
・12月中旬「チーズがのび～る！グラタンコロ！」を食べ、嘔吐、下痢、腹痛等の症状を呈した（8日受付）。＊ 
・同製造者の製品の返品等に関する問合せ 

大仙市 ２ ・当該商品に関する問合せ（２件）

男鹿市 １ ・当該商品に関する問合せ

南秋田郡 １ ・当該商品に関する問合せ

相談者住所 件数 内容

大館市 ２ ・12月下旬「えびとチーズのグラタン4個入」を食べ、下痢、腹痛の症状を呈した。 
・同製造者の製品の返品等に関する問合せ（9日受付） 

秋田市  １ ・11月中旬「ＣＯ－ＯＰコーンフライ」を食べ、腹痛、下痢の症状を呈した。＊

潟上市  １ ・12月下旬「ミックスピザ2枚入」を食べ、下痢等の症状を呈した。

南秋田郡  １ ・12月上旬、1月上旬それぞれ「えびとチーズのグラタン4個入」を食べ、家族2名が共に腹痛、吐き気等の症状を呈した。

大仙市  １ ・12月中旬頃「ミックスピザ3枚入」を食べ、下痢症状を呈した。

横手市 ３
・10月下旬「ミックスピザ2枚入」を食べ、下痢、発熱、腹痛の症状を呈した。 
・当該商品に関する問合せ（２件）（うち1件9日受付）

雄勝郡 １ ・当該商品に関する問合せ（9日受付）

相談者住所 件数 内容

能代市 ２ ・11月中旬「とろーりベーコンポテトコロ！」を食べ、嘔吐の症状を呈した。 
・12月中旬「とろーりベーコンポテトコロ！」を食べ、嘔吐、下痢の症状を呈した。 

秋田市 ３
・当該商品に関する問合せ（８日受付） 
・12月下旬「ミックスピザ2枚入」を食べ、腹痛、嘔吐の症状を呈した（９日受付）。 
・11月下旬か12月上旬「ラザニア」を食べ、下痢、腹痛を呈した。 

相談者住所 件数 内容

能代市 １ ・12月下旬「とろーりベーコンポテトコロ！」を食べ、吐き気、下痢、嘔吐の症状を呈した。

相談者住所 件数 内容

能代市 １ ・12月中旬「えびとチーズのグラタン」を食べ、吐き気、嘔吐の症状を呈した。

相談者住
所

件
数

内容

能代市 １
・12月中旬「コーンクリームコロッケ」「照り焼ソースの鶏マヨ」を食べ家族２人が腹痛、下痢等の症状を呈した。（２７日
１５：００以降受付）

秋田市 １ ・12月上旬、アクリフーズ群馬工場製造の製品（商品名不明）を食べ、下痢の症状を呈した。 
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  1月12日以降、1月28日までに受付又は検査中の事例はありません。 

 ※印：1月8日16:00以降に受付した事例  

 （参考） 
 ○ 自主回収製品リスト（４９商品） 
    個別の商品につきましては、「株式会社アクリフーズ」のホームページを参照願います。 
    （アドレス：http://www.aqli.co.jp/wp-content/uploads/2014/01/news_20140102_1.pdf) 
 ○ 返品に関する問い合わせ先 
   〒３７０－０５２３群馬県邑楽郡大泉町吉田１２０１ 株式会社アクリフーズ 群馬工場 
   電話番号 ０２７６－６３－４１５１（受付時間：９：００～１７：００） 

受付日 相談者住所 商品名 購入場所 検査結果 判明日 

H26.1.6 大仙市 えびとチーズのグラタン 大仙市内の販売店 不検出 １／７

H26.1.6 潟上市 とろ～りコーンクリームコロッケ 南秋田郡内の販売店 不検出 １／７

H26.1.6 秋田市 レンジミックスピザ2枚入 秋田市内の販売店 不検出 １／７

H26.1.6 秋田市 照り焼きソースの鶏マヨ！ 秋田市内の販売店 不検出 １／７

H26.1.7 秋田市 えびとチーズのグラタン 秋田市内の販売店 不検出 １／８

H26.1.8 秋田市 レンジミックスピザ2枚入 秋田市内の販売店 不検出 １／９

H26.1.8 秋田市 レンジミックスピザ2枚入 秋田市内の販売店 不検出 １／９

H26.1.8 男鹿市 えびとチーズのグラタン 男鹿市内の販売店 不検出 １／９

H26.1.8 由利本荘市 ミックスピザ3枚入 由利本荘市内の販売店 不検出 １／９

H26.1.8 大仙市 とろ～りベーコンポテトコロ! 大仙市内の販売店 不検出 １／９

H26.1.8※ 秋田市 とろ～りコーンクリームコロッケ 秋田市内の販売店 不検出 １／９

H26.1.8※ 秋田市 チーズがのび～る！グラタンコロ！ 秋田市内の販売店 不検出 １／９

H26.1.10 秋田市 ＣＯ－ＯＰコーンフライ 秋田市内の販売店 不検出 １／１１

お問い合わせ 
生活環境部 生活衛生課  
TEL：018-860-1592   FAX：018-860-3856   E-mail：seikatsueiseika@pref.akita.lg.jp 

分野別 くらし・環境 防災・安全 健康・福祉 観光・文化・スポーツ 子育て・教育 産業・労働 社会基盤 県政情報 

各課別 総務部 企画振興部 観光文化スポーツ部 健康福祉部 生活環境部 農林水産部 産業労働部 建設部 出納局 鹿角地域振興局 北秋田地域振興局
山本地域振興局 秋田地域振興局 由利地域振興局 仙北地域振興局 平鹿地域振興局 雄勝地域振興局 議会事務局 人事委員会事務局 監査委員事務局
労働委員会事務局 選挙管理委員会事務局 海区漁業調整委員会事務局 教育委員会 教育庁 教育機関 警察本部 災害対策本部

県政情報 県の広報 あきた県庁出前講座 防災・災害・救急情報 WebTV

イベント イベントカレンダー 首都圏イベント情報 主要行事

県の情報 県の紹介 キッズページ 各種統計・調査 地域振興局情報 メルマガ『あ！きた。』

募集・採用 募集情報 県職員医師募集 ふるさと納税の御案内 職員採用

入札・申請 電子申請 申請書ダウンロード 電子入札・入札情報 公有財産売却 スギッチの利用 広告事業

県政ご意見箱 知事への手紙 県民行政相談室 アンケート 県民の声

リンク集 県内の市町村 県内の学校 県の関連団体 携帯サイト

秋田県庁 〒010-8570・〒010-0951 秋田市山王四丁目１－１ 
TEL:018-860-1111 E-mail：info@mail2.pref.akita.jp 

AKITA Prefecture All Rights Reserved. 各ページの記載記事、写真の無断転載を禁じます。 

アクセスマップ  ガイドライン  個人情報の取り扱い  著作権・免責事項  
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更新日：平成26(2014)年1月28日

農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に係る健康相談等

の状況について（第12報）（平成26年1月28日12時現在）

株式会社アクリフーズが製造した冷凍食品の一部から農薬（マラチオン）が検出された件

について、1月21日から1月28日正午までに県（千葉市・船橋市・柏市を含む）で受け付けた

相談等の対応状況は下記のとおりですので、お知らせします。

県民の皆様へ 
回収対象となっている冷凍食品は絶対に食べないでください。 
ご家庭の冷凍庫内の確認をお願いします。

1.保健所窓口での相談受付状況

区分 県全体
千葉

県

千葉

市

船橋

市
柏市

<1>相談件数
5(201)
※1

5(123) 0(53) 0(12)
0
(13)

<2> <1>のうち回収対象商品を食べて

の相談件数
4(179) 4(104) 0(50) 0(12)

0
(13)

<3> <2>のうち体調不良に係る相談件

数
4(156) 4(89) 0(45) 0(10)

0
(12)

体調不良を訴えている人数※2 5(193) 5(117) 0(52) 0(11)
0
(13)

※1（）は累計数 
※2体調不良に係る相談件数には、複数の体調不良者がいる場合も含まれています。体

調不良を訴えている人数とは、回収対象商品を食べて体調不良を訴えた方の人数です

が、詳細については現在各保健所において調査中であり、事件の製品との因果関係は判

明しておりません。 
 
（備考1） 体調不良を訴えている人の男女別人数及び年齢分布について（PDF：

23KB）

2.食品の検査状況

日付
検査実施検体

数

マラチオン検出検体

数
判定日 検査実施機関

1月6日 3 3検体とも不検出 1月7日 県衛生研究所

関連リンク

回収対象品リスト（厚生
労働省ホームページ）

 
農薬（マラチオン）を検出
した冷凍食品の自主菓子
有について（厚生労働省
ホームページ  

消費者庁ホームページ
「ご注意ください！」情報
のページ  

農薬（マラチオン）を検出
した冷凍食品の自主回収
について 

食品等自主回収情報（群
馬県ホームページ）

 
衛生指導課のページ 

ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 食生活 > 食の安全・安心 > 農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について > 農
薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に係る健康相談等の状況について（第12報）（平成26年1月28日12時現在）
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1月7日 7 7検体とも不検出 1月8日 県衛生研究所

1月7日 4 4検体とも不検出 1月8日
千葉市環境保健研究

所

1月8日 2 2検体とも不検出
1月10

日

千葉市環境保健研究

所

1月9日 17 17検体とも不検出
1月10

日
県衛生研究所

1月9日 6 6検体とも不検出
1月10

日

千葉市環境保健研究

所

1月9日 1 1検体不検出
1月14

日

千葉市環境保健研究

所

1月10
日

2 2検体とも不検出
1月14

日

千葉市環境保健研究

所

1月14
日

1 1検体不検出
1月16
日

千葉市環境保健研究

所

1月16
日

7 7検体とも不検出
1月17
日

県衛生研究所

1月16
日

1 1検体不検出
1月17
日

千葉市環境保健研究

所

1月21
日

1 1検体不検出
1月22

日
県衛生研究所

1月23
日

1 1検体不検出
1月24

日

千葉市環境保健研究

所

1月27
日

1 1検体不検出
1月28

日
県衛生研究所

本件に係る相談・問い合わせ先は、最寄りの健康福祉センター（保健所）もしくは食品衛生

県民ダイヤル（043-221-6000）までお願いします。 
 

（備考2） 検査結果詳細（PDF：48KB）

よくある質問

県政へのご意見のページ

このページに関するお問い合わせ

所属課室：健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話：043-223-2639
ファクス：043-227-2713

千葉県庁 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 電話番号：043-223-2110（代表） 
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.

2/2 ページ農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に係る健康相談等の状況について（第12報）...

http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/25ihan/h260128.html?pagePrint=1



 
備考１ 体調不良を訴えている人の男女別人数及び年齢分布について 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 人数 年齢分布 
男 ６８ ２才～７０代 
女 ９７ １才～８０代 
不明 ２８  
計 １９３  



備考２ 検査結果詳細 
No 受付日 商品名 賞味期限 判定日 結果 
1 1/6 ミックスピザ 3 枚入り 14.10.30 1/7 不検出 
2 1/6 パイシート 14.11.1 1/7 不検出 
3 1/6 えびとチーズのグラタン 14.11.7 1/7 不検出 
4 1/7 えびとチーズのグラタン 14.9.21 

14.10.22 
1/8 不検出 

5 1/7 とろ～りコーンクリームコロッケ 14.10.9 
14.10.28 

1/8 不検出 

6 1/7 照り焼ソースの鶏マヨ！ 14.11.6 1/8 不検出 
7 1/7 パイシート 14.10.28 1/8 不検出 
8 1/7 ミックスピザ３枚入り 14.11.2 1/8 不検出 
9 1/7 とろ～りコーンクリームコロッケ 14.8.10 1/8 不検出 

10 1/7 えびとチーズのグラタン 14.11.15 1/8 不検出 
11 1/7 えびとチーズのグラタン 14.10.30 1/8 不検出※ 
12 1/7 パイシート 14.10.16 1/8 不検出※ 
13 1/7 チーズがのび～る！グラタンコロ！ 14.11.2 1/8 不検出※ 
14 1/7 とろ～りコーンクリームコロッケ 14.10.7 1/8 不検出※ 
15 1/7 照り焼ソースの鶏マヨ！ 14.10.21 1/10 不検出※ 
16 1/7 照り焼ソースの鶏マヨ！（包装なし） 不明 1/10 不検出※ 
17 1/8 えびとチーズのグラタン 14.11.1 1/10 不検出※ 
18 1/8 チーズがのび～る！グラタンコロ！ 14.11.2 1/10 不検出※ 
19 1/8 ミックスピザ 3 枚入り 14.11.15 1/10 不検出※ 
20 1/8 えびとチーズのグラタン 14.11.13 1/10 不検出※ 
21 1/8 ミックスピザ 3 枚入り 14.11.14 1/10 不検出※ 
22 1/8 コロッケ（包装なしのため商品名不明） 不明 1/10 不検出※ 
23 1/8 えびとチーズのグラタン 14.11.19 1/10 不検出 
24 1/8 ミックスピザ３枚入り 14.11.5 1/10 不検出 
25 1/8 パイシート 14.9.4 1/10 不検出 
26 1/8 とろ～りコーンクリームコロッケ 14.5.21 1/10 不検出 
27 1/8 ミックスピザ３枚入り 14.10.14 1/10 不検出 
28 1/8 チーズがのび～る！グラタンコロ！ 14.10.16 1/10 不検出 
29 1/9 照り焼ソースの鶏マヨ！ 14.9.5 1/10 不検出 
30 1/9 レンジミックスピザ２枚入り 14.9.26 1/10 不検出 
31 1/9 パイシート 14.10.28 1/10 不検出 
32 1/9 パイシート 14.4.2 1/10 不検出 
33 1/9 とろ～りコーンクリームコロッケ 14.10.31 1/10 不検出 



34 1/9 こんがり香ばしい焼きえびドリア 14.10.1 1/10 不検出 
35 1/9 パイシート 14.10.30 1/10 不検出 
36 1/9 とろ～りコーンクリームコロッケ 14.9.12 1/10 不検出 
37 1/9 こんがり香ばしい焼きえびドリア 14.10.1 1/10 不検出 
38 1/9 とろ～りコーンクリームコロッケ 14.4.17 1/10 不検出 
39 1/9 えびとチーズのグラタン 14.11.2 1/10 不検出 
40 1/9 パイシート 14.10.28 1/14 不検出※ 
41 1/9 えびとチーズのグラタン 14.11.25 1/14 不検出※ 
42 1/9 えびとチーズのグラタン 14.9.20 1/14 不検出※ 
43 1/10 パイシート 14.10.16 1/16 不検出※ 
44 1/16 パイシート 14.9.18 1/17 不検出 
45 1/16 ミックスピザ 2 枚入り 14.9.13 1/17 不検出 
46 1/16 パイシート 14.10.31 1/17 不検出 
47 1/16 ミックスピザ 3 枚入り 14.10.17 1/17 不検出 
48 1/16 パイシート 14.10.14 1/17 不検出 
49 1/16 えびとチーズのグラタン 14.11.27 1/17 不検出 
50 1/16 えびとチーズのグラタン 14.10.14 1/17 不検出 
51 1/16 えびとチーズのグラタン 14.10.19 1/17 不検出※ 
52 1/21 ミックスピザ 3 枚入り 14.11.8 1/22 不検出 
53 1/23 とろ～りコーンクリームコロッケ 14.11.2 1/24 不検出※ 
54 1/27 えびとチーズのグラタン 14.10.25 1/28 不検出 
※ 千葉市実施分 
 
 



平成２６年１月２９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た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 うち有症件数※

前回公表以降の件数

（１月 28日 12 時～１月 29 日 12 時）

２

（０）

１

（０）

前回公表分までの累計件数

（12 月 31 日～１月 28日 12 時）

６８５

（１８１）

１０８

（５０）

今回公表分含めた累計件数

（12 月 31 日～１月 29日 12 時）

６８７

（１８１）

１０９

（５０）

※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。

○ 次回は １月３０日公表を予定しています。

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

※ 製造者として「株式会社アクリフーズ群馬工場」と

表示されているもの全てが該当食品です。

※ 「アクリフーズ群馬工場」の表示がないプライベート

ブランド商品が 10 品目ありますが、保健所などにお問

合せいただければ該当品かどうかお答えできます。

※ 郵便番号、住所、氏名、電話番号をお書き添えのうえ、

送料着払い、冷凍便で送付してください。

（送付先）

〒３７０－０５２３

群馬県邑楽郡大泉町吉田１２０１

株式会社アクリフーズ群馬工場

電話０２７６－６３－４１５１



健康被害相談状況及び検査結果【長野市】 Ｈ26．1．29　15時30分現在 ※これらの方の症状と回収対象食品との関連性は不明です

集計日NO. 住所 人数 性別 年代 購入日 喫食日時 発症日時 症状

受診の

有無

喫食商品 賞味期限

残品の

有無

マラチオン検査結

果

(結果判明日)

1 長野市 １名 不明 不明 不明 毎日 12月上旬 吐き気

有

入院なし

不明（冷凍ピザ） 無

2 須坂市 １名 女性 不明 11月25日

11月25日以降

数回

喫食直後 吐き気 無 不明（クリームコロッケ） 無

3 長野市 １名 女性 不明 不明 12月24日 喫食直後

下痢、吐き気、

めまい

無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ ８個入り

無

男性 40代

男性 20代

女性 40代

男性 10代

6 長野市 １名 女性 50代 11月下旬 11月29日昼 11月30日朝 めまい、下痢

有

入院なし

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

14.9.12/Ｃ１ 有

不検出

(1/10)

7 長野市 １名 男性 不明 11月 11月 食後数時間 下痢 無

照り焼きソースの鶏マ

ヨ！

無

女性 60代

女性 30代

9 長野市 １名 女性 30代 12月24日 12月24日 喫食直後 胃痛 無 アクリパイシート 不明 有

不検出

(1/10)

10 長野市 １名 男性

10歳

未満

11月中旬

11月28日

12時

11月28日

17時ごろ

腹痛、吐き気 無

えびとチーズのグラタン

４個入り

14.10.23/B3 有

不検出

(1/10)

ミックスピザ３枚入り 無

チーズがのび～る！グラ

タンコロ！６個入り

14.7.15 有 不検出(1/10)

12 長野市 １名 女性 不明 不明 12月24日～27日 喫食日毎夜 下痢、寒気、腹痛 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ ８個入り

有

検査未定

13 長野市 １名 女性 10代 11月頃

11月～12月

週1回程度

11月、12月各1回 吐き気、腹痛 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ ８個入り

14.9.12/Ｃ１ 有

不検出

(1/10)

14 長野市 １名 女性 20代 12月23日 12月23、24、29日 12月24、30日

胃がムカムカ、

胃痛

無 パイシート 無

女性 40代 12月10日

女性 20代 12月10日、11日

照り焼きソースの鶏マヨ！ 14.11.22/A2 有 不検出(1/15)

チーズがのび～る！グラ

タンコロ！６個入り

有

検査なし

17 長野市 １名 女性 30代 年末頃 年末頃 下痢 無 エビとチーズのグラタン

有

検査未定

18 長野市 １名 女性 50代 11月末 12月はじめ 喫食後すぐ 嘔吐 無 ミックスピザ　３枚入り 14.10.9/B2 有

不検出

(1/15)

19 長野市 １名 女性 40代 12月5日昼 12月5日夜

下痢、腹痛、

口内の痺れ、

だるさ

無 えびとチーズのグラタン 無

女性 40代 12月21日昼、23日 嘔吐、下痢 無

男性 40代 12月21日昼 胃のむかつき 無

21 須坂市 １名 男性 30代 ずっと食べていた 11月上旬

下痢、発熱、

体の痺れ

有

入院2週間

とろ～りコーンクリームコ

ロッケ、チーズがのび～る

グラタンコロ！

無

22 長野市 １名 男性

10歳

未満

12月5日昼 12月7日 腹痛、下痢 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ　８個入り

14.10.9/B2 有

不検出

(1/15)

23 長野市 １名 女性 30代 12月1日

12月10日の週に

数回

喫食後１時間程度

下痢、冷や汗、

嘔吐

無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

無

24 長野市 １名 女性 30代 12月19日昼 12月19日夜

下痢、嘔吐、腹

痛、腕の痺れ

無

チーズがのび～る！グ

ラタンコロ！６個入り

14.9.12/C2 有

不検出

(1/17)

1/14 25 長野市 １名 男性 不明 夏ごろ 喫食後１時間 腹痛 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

無

1/15 26 長野市 １名 男性

10歳

未満

11月29日、12月6

日昼

12月6日17時

腹痛、下痢、嘔

吐、発熱

有

入院なし

エビとチーズのグラタン 14.10.16/B2 有

不検出

(1/17)

1/16 27 長野市 １名 男性 10代 秋ごろ 喫食後すぐ 腹痛 無 エビとチーズのグラタン 無

1/17 28 長野市 １名 女性 不明 12月25日 腹痛 無 クリームコロッケ

有

検査未定

29 長野市 １名 女性 不明 クリスマス頃 喫食数日後 下痢 無 パイシート 無

女性 10代 有

男性

10歳

未満

有

12月15日 12月21日夕方 ミックスピザ　３枚入り 14.11.5/A1 無

無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

エビとチーズのグラタン

12月20日前後

２名 不明

12月14か15日、

1月２日

喫食後数時間 下痢 パイシート　４枚入り

長野市 ２名

長野市

30代 12月　昼 吐き気、嘔吐

1/8

4

8

5

不明

12月20日前後 食後５～６時間 吐き気、嘔吐不明

1/6

1/7

長野市 ２名

２名長野市 14.10.4/Ｂ３

14.10.29/Ｂ１年末 喫食翌日 下痢、腹痛

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

無

とろ～りベーコンポテト

コロ！

無

不検出

(1/10)

不検出

(1/10)

有

有

1/9

不明 12月20日 発熱、嘔吐１名 男性11

10歳

未満

長野市 不明

20

不検出

(1/10)

有

有

入院4日間

有

不検出

(1/15)

とろ～りコーンクリーム

コロッケ　８個入り

14.9.13/B3

無 14.8.30/A2

12月10日夜から 下痢、吐き気 無15 12月頃長野市 ２名

1/20

30 長野市

有

入院なし

16 長野市 １名 女性

1/11

1/10

喫食後すぐ 嘔吐２名



集計日NO. 住所 人数 性別 年代 購入日 喫食日時 発症日時 症状

受診の

有無

喫食商品 賞味期限

残品の

有無

マラチオン検査結

果

(結果判明日)

31 長野市 １名 男性

10歳

未満

10月10日 不明 11月2日

嘔吐、下痢、

食欲不振

不明

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

14.9.6/A1 有

不検出

（1/24）

32 長野市 １名 女性 10代 12月25日、26日 1月3日

嘔吐、

胃の調子が悪い

有

入院なし

パイシート

有

検査なし

男性 60代

有

入院なし

女性 60代 無

1/22 34 長野市 １名 女性 不明

12月20日

過ぎ

12月末 喫食後数日 下痢、吐き気 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

14.8.14

有

検査未定

女性

10歳

未満

不明 11月 腹痛 無 エビとチーズのグラタン 無

11月 腹痛

12月 嘔吐

14.10.15/B2 有

不検出

（1/29）

女性

10歳

未満

11月

無11月17日 エビとチーズのグラタン

1/27 35 長野市 ２名

○　残品については検査を実施する予定です。

○　検査の検出下限値：0.2㎎/㎏

長野市 ２名

不検出

（1/24）

パイシート

1/21

14.5.10/A2 有12月20日前後 喫食後数日 下痢33



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１２報）           

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１１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２９日（水）１２時現在、四日市市を含む） 

 １月２９日分 累計 

健康被害の届出 
件数 １件 ４９件 

人数 １人 ７０人 

その他 ０件 １４件 
 

３ 発生状況 
事例４９ 
受付 平成２６年１月２８日（火） 
商品名 ミックスピザ３枚入 
発症者情報 いなべ市、２４歳、男性 
喫食状況 平成２５年１２月１６日（月）夜遅く 
発症状況 平成２５年１２月１７日（火）日中（詳細不明）：嘔吐、下痢、胃痛 
その他 残品有（届出者から製造者へ返品） 
 

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、向井 

電話：０５９－２２４－２３４３ 
平成２６年１月２９日（水）１６時００分 



ページの先頭です。 

タイトルへ移動 

次の検索ボックスへ文字を入力してください 

• トップページ 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• はじめての方へ
• サイトマップ

ホーム > くらし・住まい・まちづくり> くらし> 食の安全安心に関するトピックス > 農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について

農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について

標記の事案について、現在、株式会社マルハニチロホールディングスおよび株式会社アクリフーズにより商品の自主回収が行われています。自主回収の対象商品の中には、農
薬マラチオンが高濃度で検出されたものがあり、高濃度に含まれる商品を一定量摂食した場合には、健康に影響を及ぼさないと推定される限度量を超えることが考えられます。摂
取の程度によっては吐き気、腹痛等の症状を起こす可能性があるため、対象商品は摂食しないようにしてください。万が一、対象食品を食べて体調をくずされた場合は、医療機関
を受診するようにしてください。

〇対象商品
食品の裏面に、製造者「株式会社アクリフーズ 群馬工場」と記載されている全商品。
その他にも、スーパー等のプライベートブランド商品で、製造者「株式会社アクリフーズ 群馬工場」の記載がない商品もありますので、
詳しくは、以下の自主回収対象商品リストをご覧ください。

自主回収対象食品リスト（厚生労働省事務連絡）
大阪府に報告のあった自主回収情報はこちら

〇回収対象食品の送付先
〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1201
株式会社アクリフーズ 群馬工場
電話:0276-63-4151

返品方法等(外部サイト)

〇連絡先
アクリフーズ お客様センター
電話:0120-690-149
（受付時間:午前9時から午後5時まで）

〇健康被害発生時の連絡先
対象商品を食べて、吐き気、腹痛などの体調不良を生じた場合は、速やかに医療機関を受診するとともに最寄りの保健所にご連絡ください。

大阪府保健所所在地一覧

〇大阪府全域（大阪市、堺市、豊中市、高槻市及び東大阪市含む。）において、府民から当該品を食べた後に症状を呈したという届出があった人数は以下のとおりです。当該品を
喫食したことと発症との因果関係は確認されたものではありません。

なお、府及び保健所設置市が検査した当該品の残品からは、いずれも農薬（マラチオン）は検出されませんでした。

・大阪府 81人（全て軽症又は回復済。以下、同様）
・保健所設置市 大阪市 51人

堺市 7人
豊中市 0人
高槻市 6人
東大阪市 4人
合計 149人

届出状況（1月29日時点）

〇その他の詳細に関しては、以下のページをご覧ください。
消費者庁公表資料へのリンクはこちら(外部サイト)
厚生労働省報道発表資料へのリンクはこちら(外部サイト)
群馬県庁緊急情報へのリンクはこちら(外部サイト)

（参考）農薬マラチオンとは
有機リン系の殺虫剤で、穀類、野菜、果実等に使用され、国内では農薬取締法に基づき使用が認められています（別名マラソン）。米、野菜等の作物毎に残留基準が設定されて

います。マラチオンによる中毒症状としては、吐き気・嘔吐、下痢、腹痛、唾液分泌過多、発汗過多、軽い縮瞳などがあります。

このページの作成所属
健康医療部 食の安全推進課 安全推進グループ

1つ前のページに戻る
このページの先頭へ

ここまで本文です。

• お問合せ 
• ユニバーサルデザインについて 
• 個人情報の取り扱いについて 
• このサイトのご利用について 

大阪府
本庁〒540-8570大阪市中央区大手前2丁目（代表電話）06-6941-0351
咲洲庁舎〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16（代表電話）06-6941-0351

ページ大阪府／農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について
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No. 受付月日 有症者数 住所（市町村名） 主症状 喫食品

1 1/6 4 摂津市 嘔吐・腹痛
チーズがのび～る！チキンナゲット、とろ～り
コーンクリームコロッケ

2 1/6 1 寝屋川市 腹痛・下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ
3 1/6 1 吹田市 吐気・嘔吐 ミックスピザ3枚入
4 1/6 1 藤井寺市 吐気・腹痛 とろ～りコーンクリームコロッケ
5 1/6 1 八尾市 腹痛・下痢 レンジミックスピザ2枚入
6 1/6 2 八尾市 吐気 パイシート

7 1/6 1 寝屋川市 吐気・発熱
とろ～りコーンクリームコロッケ、えびとチーズ
のグラタン

8 1/6 1 河内長野市 吐気・腹痛 ミックスピザ2枚入り、ミックスピザ3枚入
9 1/6 1 泉佐野市 腹痛・下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ

10 1/6 2 吹田市 下痢
（照り焼きソースの鶏マヨ！、チーズがのび～
る！チキンナゲット、えびグラタン、コーンコ
ロッケ）

11 1/6 2 和泉市 発赤・吐気 ミックスピザ3枚入り
12 1/6 1 四條畷市 下痢 （焼ドリア）
13 1/6 1 柏原市 嘔吐・腹痛 とろ～りコーンクリームコロッケ
14 1/6 2 茨木市 下痢・嘔吐 とろ～りコーンクリームコロッケ

15 1/7 2 泉大津市 下痢
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！、とろ～りベーコンポテトコロ！

16 1/7 1 茨木市 腹痛・下痢 ミックスピザ3枚入
17 1/7 1 摂津市 腹痛・下痢 とろ～りベーコンポテトコロ！
18 1/7 2 吹田市 吐気 ミックスピザ3枚入
19 1/7 1 松原市 腹痛・下痢 えびとチーズのグラタン
20 1/7 1 吹田市 吐気・腹痛 （ミックスピザ3枚入り）
21 1/7 1 吹田市 吐気・腹痛 パイシート
22 1/7 1 枚方市 吐気・嘔吐 とろ～りコーンクリームコロッケ
23 1/7 1 枚方市 腹痛・下痢 照り焼きソースの鶏マヨ！
24 1/7 1 泉南市 嘔吐 とろ～りコーンクリームコロッケ
25 1/7 1 貝塚市 腹痛・嘔吐 えびとチーズのグラタン
26 1/8 1 枚方市 吐気・腹痛 照り焼きソースの鶏マヨ！
27 1/8 1 門真市 腹痛・下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ
28 1/8 1 高石市 嘔吐・下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ
29 1/8 1 四條畷市 腹痛・下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ
30 1/8 1 吹田市 腹痛・下痢 えびとチーズのグラタン
31 1/8 1 八尾市 吐気・下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ
32 1/8 1 八尾市 吐気・嘔吐 （鶏のマヨネーズ）
33 1/8 1 吹田市 吐気・嘔吐 （とろ～りコーンクリームコロッケ）
34 1/8 1 吹田市 腹痛・嘔吐 えびとチーズのグラタン
35 1/8 1 枚方市 吐気・腹痛 ミックスピザ2枚入り
36 1/8 1 池田市 腹痛・下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ
37 1/8 2 八尾市 吐気・嘔吐 とろ～りベーコンポテトコロ！
38 1/9 1 吹田市 腹痛・下痢 （えびとチーズのグラタン）
39 1/9 2 柏原市 腹痛・下痢 （とろ～りコーンクリームコロッケ）
40 1/9 1 吹田市 嘔吐・下痢 えびとチーズのグラタン

41 1/9 3 岸和田市 腹痛・吐気
えびとチーズのグラタン、（とろ～りコーンク
リームコロッケ）

42 1/9 1 大東市 下痢・腹痛 とろ～りベーコンポテトコロ！
43 1/9 2 富田林市 嘔吐・腹痛 チーズがのび～る！グラタンコロ！

44 1/9 1 吹田市 吐気・下痢
えびとチーズのグラタン、（チーズがのび～
る！グラタンコロ！）

45 1/9 1 池田市 腹痛・下痢 焼えびドリア2個入り
46 1/9 1 池田市 下痢・吐気 チーズがのび～る！グラタンコロ！
47 1/9 1 松原市 嘔吐・下痢 えびとチーズのグラタン
48 1/9 1 茨木市 腹痛・しぶり腹 とろ～りコーンクリームコロッケ
49 1/9 1 茨木市 喉の痛み・腹痛 えびとチーズグラタン

・農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の健康被害（疑い）事例の届出状況（大阪府） 1月29日12時時点



No. 受付月日 有症者数 住所（市町村名） 主症状 喫食品
50 1/9 1 忠岡町 腹痛・下痢 とろ～りベーコンポテトコロ！
51 1/10 1 柏原市 吐気 チーズがのび～る！チキンナゲット
52 1/10 3 富田林市 腹痛・下痢 えびとチーズのグラタン
53 1/10 4 吹田市 吐気・発熱 パイシート
54 1/10 1 藤井寺市 下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ

55 1/10 1 八尾市 腹痛
とろ～りベーコンポテトコロ！、照り焼きソース
の鶏マヨ！

56 1/13 1 寝屋川市 吐気・胸やけ セブンプレミアムかにクリームコロッケ
57 1/14 1 吹田市 吐気・下痢 照り焼きソースの鶏マヨ！

58 1/15 2 枚方市 腹痛・下痢
（とろ～りコーンクリームコロッケ、えびとチー
ズのグラタン）

59 1/16 1 摂津市 腹痛・下痢 照り焼きソースの鶏マヨ！5個入り
60 1/20 1 吹田市 下痢・嘔吐 （えびとチーズのグラタン）
61 1/28 1 松原市 嘔吐 （チーズのグラタンコロッケ）
（ ）内は調査中若しくは詳細不明のものです。



尼 崎 市 保 健 所 記 者 発 表 資 料

月／日

（曜日）
担当課 電話

発表者

（担当係長名）

１月２８日

（火曜日）

尼崎市保健所

生活衛生課
４８６９－３０１８

宮永 恵三

（來住 亜希子）

農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品による

健康被害の相談について（第 報）

○ 本市においての健康被害（疑い）の相談状況（ 月２８日 １６時現在）

本日追加分は、相談件数１件、有症者数 名です。（有症者については、回復しておりま
す。）

現在までの健康被害の相談件数１４件、有症者数１７名です。
現在までの実施検査件数７件、全て有機リン系農薬４５項目は「検出せず」です。

8

1
1

＜前回発表以後の健康被害の相談状況＞

No.

14 1/28 24 12
5

No.

1 1/6 40 12/31 12/31 2

2 1/6 65 12/14 12/1 4 2

3 1/ 7 18 11 12
5

4 1/ 7 69 11 12 3

5 1/ 7 13 12/21 12/21

6 1/ 8 27 11 2

7 1/ 8 11 12/17 12/24

8 1/ 8 72 12/20 12/20 6

9 1/8 15 11
12

10 1/9
( 3

)

1/8 1/8

受付日 年齢 性
別

喫食日 発症日 主症状 商品名 検査結果

女 月下旬 喫食日 むかつき 照り焼ソースの鶏マ
ヨ！ 個入り

検査予定

受付日 年齢 性
別

喫食日 発症日 主症状 商品名 検査結果

女 嘔吐 商品名不明（ピザ 枚入
り）

残品無し

女 嘔吐 レンジミックスピザ（
枚入り）

検出せず

男 月～ 月 不明 腹痛 照り焼ソースの鶏マ
ヨ！ 個入り

検出せず

女 月、 月
中旬

喫食日 むかつき 商品名不明（ピザ 枚入
り）

残品無し

女 腹痛 チーズがのびーるチキ
ンナゲット

検出せず

女 月 喫食翌
日

下痢、腹
痛

レンジミックスピザ 枚
入

残品無し

女 発熱、下
痢

パイシート 検出せず

女 下痢、腹
痛、むか
つき

牛乳ホットケーキ（ 枚
入り）

残品無し

女 月下旬～
月

不明 軽い体調
不良

照り焼ソースの鶏マ
ヨ！

検出せず

不明
中学

年生

不
明

腹痛 エビとチーズのグラタ
ン

残品無し

＜前回発表時点の健康被害の相談状況＞



56

58

33

11 1/9

22

12/21
12/23

12 1/ 9 4 1/7 1/9

13 1/14 32 10

      370- 0523

              

男 下痢、嘔
吐、腹痛、
頭痛

女 下痢、嘔
吐、腹痛

女 下痢、嘔
吐、腹痛

女

～
のいず

れか

喫食日

下痢、嘔
吐、腹痛

かにクリームコロッケ
またはとろーりかにク
リームコロッケ

残品無し

男 及び 喫食日 下痢、嘔
吐、腹痛、
じんまし
ん

えびとチーズのグラタ
ン

検出せず

女 月初旬 喫食翌
日

嘔吐 えびとチーズのグラタ
ン

検出せず

市民の皆様へ

ご家庭の冷凍庫に該当商品がある場合には、絶対に食べずに、当該製造者に返品するようお願 いしま

す。 （ 〒 群馬県邑楽郡大泉町吉田１２０１ ㈱アクリフーズ 群馬工場 ）

万一、対象食品を食べて体調を崩された場合は、医療機関を受診していただくとともに、尼崎 市保健

所にお知らせください。 （生活衛生課：０６－４８６９－３０１８）

以 上


