
農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収に係る
相談受付状況について （平成26年 2月 7日午後４時現在）

平成２６年 ２月 ７日

福島県食品生活衛生課

平成２５年１２月２９日より、「株式会社マルハニチロホールディング」及び
「株式会社アクリフーズ 群馬工場」が行っている、農薬（マラチオン）を
検出した冷凍食品の自主回収の件につきまして、県内各保健福祉事務所、郡山
市及びいわき市保健所が実施している、消費者等からの相談等の受付状況は、
下記のとおりです。
消費者の皆様におかれましては、ご家庭等で回収対象商品を保管されている
場合は、摂食しないでください。
引き続き、県内各保健福祉事務所、郡山市及びいわき市保健所では、本件に
かかる相談を受け付けてまいります。

記

・１月３１日（午後４時以降）から本日（午後４時現在）までの

相談件数 ０件

・これまでの相談件数（平成２５年１２月２９日からの累計） １１６件

うち、症状のあった方の相談件数（発症者数）

（１）１月３１日（午後４時以降）から本日（午後４時現在）までの

相談件数 ０件 （ ０名）

（２）これまでの相談件数（平成２５年１２月２９日からの累計）

４７件 （６０名）

◎これまでに発症の相談のあった内容につきましては、

「保健所の相談受付で症状があった事例」をご覧願います。



平成 ２６ 年２ 月 ７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

（２月６日 12時～２月７日 12時）

０

（０）

０

（０）

前回公表分までの累計件数

（12月 31 日～２月６日 12時）

６９０

（１８１）

１０９

（５０）

今回公表分含めた累計件数

（12月 31 日～２月７日 12時）

６９０

（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。

○ １月18日（土）以降、土日の相談は寄せられていないことから、生活衛生課で

の相談窓口（電話025-280-5205）は平日の8時30分から17時15分までとさせてい

ただきます。

なお、各保健所では県民の皆さまからの食品の健康被害等に関する御連絡を

常時受けられる体制をとっています。

（各保健所の電話番号）

村上保健所 0254-53-8371 十日町保健所 025-757-2707

新発田保健所 0254-26-9137 柏崎保健所 0257-22-4180

新津保健所 0250-22-5175 上越保健所 025-524-6135

三条保健所 0256-36-2366 糸魚川保健所 025-553-1937

長岡保健所
0258-33-4936（平日昼間）

0258-38-2501（夜間・休日）
佐渡保健所

0259-74-3399（平日昼間）

0259-74-3312（夜間・休日）

魚沼保健所 025-792-8619 新潟市保健所 025-212-8230

南魚沼保健所 025-772-8143

○ 次回は ２月10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



平成２６年２月１０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

（２月７日 12時～２月 10日 12 時）

０

（０）

０

（０）

前回公表分までの累計件数

（12月 31 日～２月７日 12時）

６９０

（１８１）

１０９

（５０）

今回公表分含めた累計件数

（12月 31 日～２月 10日 12 時）

６９０

（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 ２月１２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
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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 10 報）

○ 本市においての健康被害（疑い）の相談状況（２月７日 １６時現在）

本日追加分の相談件数、有症者はありません。

前回「検査予定」であった検体について、有機リン系農薬４５項目は「検出せず」でした。

現在までの健康被害の相談件数１５件、有症者数１８名です。

現在までの実施検査件数８件、全て有機リン系農薬４５項目は「検出せず」です。

＜前回発表時点の健康被害の相談状況＞

太枠の検査結果は今回新たに判明した検査結果となります。

No. 受付日 年齢 性

別

喫食日 発症日 主症状 商品名 検査結果

1 1/6 40 女 12/31 12/31 嘔吐 商品名不明（ピザ 2枚入

り）

残品無し

2 1/6 65 女 12/14 12/14 嘔吐 レンジミックスピザ（2

枚入り）

検出せず

3 1/7 18 男 11 月～12月 不明 腹痛 照り焼ソースの鶏マ

ヨ！5個入り

検出せず

4 1/7 69 女 11 月、12月

中旬

喫食日 むかつき 商品名不明（ピザ 3枚入

り）

残品無し

5 1/7 13 女 12/21 12/21 腹痛 チーズがのびーるチキ

ンナゲット

検出せず

6 1/8 27 女 11 月 喫食翌

日

下痢、腹

痛

レンジミックスピザ2枚

入

残品無し

7 1/8 11 女 12/17 12/24 発熱、下

痢

パイシート 検出せず

8 1/8 72 女 12/20 12/20 下痢、腹

痛、むか

つき

牛乳ホットケーキ（6枚

入り）

残品無し

9 1/8 15 女 11 月下旬～

12月

不明 軽い体調

不良

照り焼ソースの鶏マ

ヨ！

検出せず

10 1/9 不明
(中学 3

年生)

不

明

1/8 1/8 腹痛 エビとチーズのグラタ

ン

残品無し

11 1/9 56 男 12/21～

12/23のいず

れか

喫食日 下痢、嘔

吐、腹痛、

頭痛

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

58 女 下痢、嘔

吐、腹痛

33 女 下痢、嘔

吐、腹痛

22 女 下痢、嘔

吐、腹痛



12 1/9 4 男 1/7 及び 1/9 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

13 1/14 32 女 10 月初旬 喫食翌

日

嘔吐 えびとチーズのグラタ

ン

検出せず

14 1/28 24 女 12 月下旬 喫食日 むかつき 照り焼ソースの鶏マ

ヨ！5個入り

検出せず

15 1/30 11 男 10/30 喫食日 下痢、嘔

吐、じん

ましん

とろーりコーンクリー

ムコロッケ

残品無し

以 上

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。 （ 〒370-0523 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）
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