
（別紙２）

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
の有なし

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

札幌通商㈱　日冷事務所
札幌市白石区流通センター４丁目
2-21

牛バラ肉スライス 食肉 なし

札幌通商㈱　日冷事務所
札幌市白石区流通センター４丁目
2-21

スキヤキ用牛スライス 食肉 なし

札幌通商㈱　日冷事務所
札幌市白石区流通センター４丁目
2-21

カルビタレ 食肉 なし

サン・ミート㈱ 札幌市東区北丘珠５条４丁目1-3 成形ステーキ 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札
幌パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28
牛肉各種（モモ，バ
ラ，ロース，ヒレ，肩
ロース，ウデ）

食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札
幌パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28
牛カット肉（スライ
ス，ミンチ，ブロッ
ク，角切，串刺し）

食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札
幌パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28 牛内蔵肉各種 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札
幌パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28 牛脂 食肉 なし

東北フレッシュパック㈱　札
幌パックセンター

札幌市白石区中央３条５丁目5-28 たれ漬焼肉 食肉半製品 なし

㈱　香貴 札幌市西区八軒７条西11丁目1-48 浅漬け野菜 野菜加工品 なし

㈱　香貴 札幌市西区八軒７条西11丁目1-48 しそ巻き大根 野菜加工品 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

㈱カナエフーズ　札幌工場
札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目
516-141

オムレツ類（チーズオ
ムレツ，ポークオムレ
ツ，プレーンオムレ
ツ）

そうざい なし

㈱カナエフーズ　札幌工場
札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目
516-141

オムライスシート類 卵加工品 なし

㈱カナエフーズ　札幌工場
札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目
516-141

厚焼きたまご そうざい なし

札幌バルナバハム㈱ 札幌市西区八軒９条西１０丁目1-37ハム・ソーセージ類
食肉製品（加熱
後包装）

なし

札幌バルナバハム㈱ 札幌市西区八軒９条西１０丁目1-37ローストビーフ類 特定加熱食肉製品 なし

札幌バルナバハム㈱ 札幌市西区八軒９条西１０丁目1-37生ハム 非加熱食肉製品 なし

札幌バルナバハム㈱ 札幌市西区八軒９条西１０丁目1-37サラミソーセージ 乾燥食肉製品 なし

㈱　ミルクの郷 札幌市東区丘珠町537-27 プリン類 洋生菓子 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
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㈱テンフードサービス 札幌市東区本町2条１０丁目2-1 チルドぎょうざ そうざい半製品 なし

㈱テンフードサービス 札幌市東区本町2条１０丁目2-1 チルドしゅうまい そうざい半製品 なし

㈱テンフードサービス 札幌市東区本町2条１０丁目2-1 カレールー そうざい なし

㈱　札幌フレスト
札幌市白石区菊水上町４条４丁目
95-6

浅漬け野菜 野菜加工品 なし

㈱　北都 札幌市西区発寒１４条５丁目3-11 カレールー そうざい なし

㈱　北都 札幌市西区発寒１４条５丁目3-11 こぶ巻き 水産加工品 なし

㈱　北都 札幌市西区発寒１４条５丁目3-11 ホタテ缶，うに缶等
缶詰瓶詰（水産
加工品）

なし

㈱　北都 札幌市西区発寒１４条５丁目3-11 おかずみそ類 そうざい なし

㈲　三木商店 札幌市西区八軒９条西９丁目 豆腐類（木綿,絹,油揚） 豆腐類 なし

㈲　三木商店 札幌市西区八軒９条西９丁目 茶碗蒸し そうざい なし

㈲　三木商店 札幌市西区八軒９条西９丁目 おでん そうざい なし

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

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

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㈱　札幌工場
札幌市白石区東札幌１条３丁目5-
50

プリン類 洋生菓子 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

コーヒーゼリー 洋生菓子 なし

㈱　味車
札幌市豊平区豊平１条３丁目１－
２５

豆腐類（木綿,絹,油揚） 豆腐類 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 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

㈱　ロバパン 札幌市白石区本通７丁目5-1 菓子パン類 菓子類 なし

㈲　アイデア学苑総業 札幌市豊平区西岡４条１０丁目 食パン類 菓子類 なし

坂栄養食品㈱ 札幌市西区二十四軒３条７丁目 クラッカー類 菓子類 なし
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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 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 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 ヨーグルト類 醗酵乳 なし

雪印乳業㈱　札幌工場 札幌市東区苗穂町６丁目1-1 プリン類 洋生菓子 なし

雪印乳業㈱　札幌工場 札幌市東区苗穂町６丁目1-1 コーヒーゼリー 洋生菓子 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

サンマルコ食品㈱ 札幌市厚別区厚別東４条１丁目1-48冷凍コロッケ類
過熱後摂取冷凍
食品

なし

ベル食品㈱ 札幌市西区二十四軒３条７丁目3-35ラーメンスープ類 調味料・香料 なし

ベル食品㈱ 札幌市西区二十四軒３条７丁目3-35焼肉のタレ類 調味料・香料 なし

ベル食品㈱ 札幌市西区二十四軒３条７丁目3-35トンカツソース類 調味料・香料 なし

㈱　南華園 札幌市豊平区美園１条２丁目1-20 ラーメンスープ類 調味料・香料 なし

㈱　南華園 札幌市豊平区美園１条２丁目1-20 焼肉のタレ類 調味料・香料 なし

㈱　南華園 札幌市豊平区美園１条２丁目1-20 トンカツソース類 調味料・香料 なし

㈱　南華園 札幌市豊平区美園１条２丁目1-20 めんつゆ類 調味料・香料 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 しょうゆ各種 しょう油 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 みそ みそ なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 各種タレ類 調味料・香料 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 カップみそ汁 その他の食品 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 各種ソース類 調味料・香料 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 野菜漬物用たれ類 調味料・香料 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 魚介漬物用たれ類 調味料・香料 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 各種調味液 調味料・香料 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 各種つゆ 調味料・香料 なし

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 牛肉各種 食肉 なし

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 ハム・ソーセージ類 食肉製品 なし
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ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 ソース類 調味料・香料 なし

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 ハンバーグ等 そうざい なし

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 冷凍ハンバーグ類
過熱後摂取冷凍
食品

なし

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 魚肉ソーセージ類 魚肉ねり製品 なし

ニチロ畜産㈱　十勝工場
北海道河西郡芽室町東芽室北１線
9-1

牛肉各種 食肉 なし

ニチロ畜産㈱　十勝工場
北海道河西郡芽室町東芽室北１線
9-1

ハム・ソーセージ類 食肉製品 なし

ニチロ畜産㈱　十勝工場
北海道河西郡芽室町東芽室北１線
9-1

ソース類 調味料・香料 なし

ニチロ畜産㈱　十勝工場
北海道河西郡芽室町東芽室北１線
9-1

ハンバーグ等 そうざい なし

ニチロ畜産㈱　十勝工場
北海道河西郡芽室町東芽室北１線
9-1

冷凍ハンバーグ類
過熱後摂取冷凍
食品

なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍ホワイトソース 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍魚介コキール類 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍魚介フライ類 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍いわし竜田あげ 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍鮭フレーク 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍魚介カツ類 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍味付いくら 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２
冷凍カニグラタンソー
ス

冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍魚介類スモーク類 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２ 冷凍貝類パイ包み 冷凍食品 なし

エア・ウォーター㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２
冷凍シーテストマッス
ルS

冷凍食品 なし

札幌開発㈱ 札幌市豊平区水車町7丁目７－３３ 牛串製品類 そうざい半製品 なし

㈱　タキモトフーズ
札幌市東区東苗穂５条３丁目５５
８－２３

各種調理麺類 弁当類 なし

日本清酒㈱寿みそ札幌工場
札幌市西区発寒１０条２丁目１－
１

だし入りみそ みそ なし

札友ミート㈱
札幌市北区篠路４条７丁目１－１
５

牛肉各種 食肉 なし

㈱屯田精肉店 札幌市中央区南８条西８丁目 牛肉各種 食肉 なし

㈲プルミエール
札幌市中央区南１９条西１２丁目
１－１９

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし
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㈲プルミエール
札幌市中央区南１９条西１２丁目
１－１９

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　玉よし 札幌市北区新川西２条１丁目３－１魚肉すり身入り卵焼き そうざい なし

㈱　玉よし 札幌市北区新川西２条１丁目３－１茶碗蒸し そうざい なし

㈱　玉よし 札幌市北区新川西２条１丁目３－１錦糸玉子類 そうざい なし

㈱　玉よし 札幌市北区新川西２条１丁目３－１卵焼き類 そうざい なし

札幌後楽園ホテル宴会調理 札幌市中央区大通西８丁目 おせち料理類 そうざい なし

札幌後楽園ホテル宴会調理 札幌市中央区大通西８丁目 各種ケーキ 洋生菓子 なし

札幌後楽園ホテル宴会調理 札幌市中央区大通西８丁目 焼き菓子 菓子類 なし

㈱　吉徳
札幌市北区新琴似７条１６丁目２
－８

エスニックビーフシ
チュー

そうざい なし

㈱　吉徳
札幌市北区新琴似７条１６丁目２
－８

ビーフシチューパイ包
み

そうざい なし

㈱　吉徳
札幌市北区新琴似７条１６丁目２
－８

牛肉のクリーム煮パイ
包み

そうざい なし

㈱　札幌コートドール
札幌市豊平区平岸６条９丁目３－
２０

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　プライムビーフファクトリー
札幌市東区東雁来５条１丁目２－
３０

牛ステーキ類 食肉 なし

㈱　プライムビーフファクトリー
札幌市東区東雁来５条１丁目２－
３０

ビーフハンバーグ そうざい半製品 なし

㈲　アルディ
札幌市東区北３４条東２１丁目１
－２６

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈲　アルディ
札幌市東区北３４条東２１丁目１
－２６

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ポルカ 札幌市南区真駒内上町２丁目２－１洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ポルカ 札幌市南区真駒内上町２丁目２－１ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　輝味万 札幌市東区北３６条東３丁目 牛シチューミート 食肉 なし

東洋水産㈱　北海道事業部
札幌市西区宮の沢２条１丁目１６
－１

即席めん類各種 即席めん なし

東洋水産㈱　北海道事業部
札幌市西区宮の沢２条１丁目１６
－１

生めん類各種 生めん なし

東洋水産㈱　北海道事業部
札幌市西区宮の沢２条１丁目１６
－１

じゃがバターまんじゅう菓子類 なし

東洋水産㈱　北海道事業部
札幌市西区宮の沢２条１丁目１６
－１

茶碗蒸し そうざい なし

㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 各種スープ類 そうざい なし

㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 コンビーフ そうざい なし

㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 各種そうざい類 そうざい なし
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㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 ビーフジャーキー 乾燥食肉製品 なし

㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 スープストック そうざい なし

㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 各種食肉製品 食肉製品 なし

㈱　北海道チクレンミート 札幌市厚別区厚別東５条２丁目 スープストック そうざい なし

㈱　北海道チクレンミート
北見工場

北海道北見市豊田１９３番地２ 焼肉セット 食肉 なし

㈱　北海道チクレンミート
北見工場

北海道北見市豊田１９３番地２ 牛骨スープ そうざい なし

㈱　北海道チクレンミート
小見川工場

千葉県香取郡小見川町虫幡４１８
－２

牛肉製品 食肉 なし

㈱　アイビック　果林食品販
売

札幌市東区北１１条東１丁目１－
４０

ラーメンスープ類 調味料・香料 なし

㈱　アイビック　果林食品販
売

札幌市東区北１１条東１丁目１－
４０

トコロ天のたれ 調味料・香料 なし

㈱　アイビック　果林食品販
売

札幌市東区北１１条東１丁目１－
４０

イカソーメンのたれ 調味料・香料 なし

㈱　パールモンドール
札幌市西区二十四軒１条４丁目６
－７

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　パールモンドール
札幌市西区二十四軒１条４丁目６
－７

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　パールモンドール　本店
札幌市中央区南６条西２３丁目４
－１

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　パールモンドール　本店
札幌市中央区南６条西２３丁目４
－１

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　トリコロール
札幌市豊平区平岸１条７丁目２－
１０

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　トリコロール
札幌市豊平区平岸１条７丁目２－
１０

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
札幌工場

札幌市白石区流通センター７丁目
２－８

カレールー他各種惣菜
類

そうざい なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
札幌工場

札幌市白石区流通センター７丁目
２－８

調理パン各種 弁当類 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
札幌工場

札幌市白石区流通センター７丁目
２－８

冷凍ハンバーグ 冷凍食品 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
札幌工場

札幌市白石区流通センター７丁目
２－８

ナーベルエンド（牛ば
ら肉）

食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
札幌工場

札幌市白石区流通センター７丁目
２－８

各種めんつゆ 調味料・香料 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
釧路工場

北海道釧路市新富士町６丁目２－１５
カレールー他各種惣菜
類

そうざい なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
釧路工場

北海道釧路市新富士町６丁目２－１５調理パン各種 弁当類 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
釧路工場

北海道釧路市新富士町６丁目２－１５冷凍ハンバーグ 冷凍食品 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
釧路工場

北海道釧路市新富士町６丁目２－１５
ナーベルエンド（牛ば
ら肉）

食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
釧路工場

北海道釧路市新富士町６丁目２－１５各種めんつゆ 調味料・香料 なし

6 / 14 ページ



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
の有なし

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

セイコーフレッシュフーズ㈱
函館工場

北海道茅部郡森町字栄町３７番地
２４

カレールー他各種惣菜
類

そうざい なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
函館工場

北海道茅部郡森町字栄町３７番地
２４

調理パン各種 弁当類 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
函館工場

北海道茅部郡森町字栄町３７番地
２４

冷凍ハンバーグ 冷凍食品 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
函館工場

北海道茅部郡森町字栄町３７番地
２４

ナーベルエンド（牛ばら肉）食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
函館工場

北海道茅部郡森町字栄町３７番地
２４

各種めんつゆ 調味料・香料 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
稚内工場

北海道稚内市末広町１丁目５－２
カレールー他各種惣菜
類

そうざい なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
稚内工場

北海道稚内市末広町１丁目５－２ 調理パン各種 弁当類 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
稚内工場

北海道稚内市末広町１丁目５－２ 冷凍ハンバーグ 冷凍食品 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
稚内工場

北海道稚内市末広町１丁目５－２ ナーベルエンド（牛ばら肉）食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
稚内工場

北海道稚内市末広町１丁目５－２ 各種めんつゆ 調味料・香料 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
関東工場

茨城県水戸市元吉田町字岡崎１０
４２－６

カレールー他各種惣菜
類

そうざい なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
関東工場

茨城県水戸市元吉田町字岡崎１０
４２－６

調理パン各種 弁当類 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
関東工場

茨城県水戸市元吉田町字岡崎１０
４２－６

冷凍ハンバーグ 冷凍食品 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
関東工場

茨城県水戸市元吉田町字岡崎１０
４２－６

ナーベルエンド（牛ばら肉）食肉 なし

セイコーフレッシュフーズ㈱
関東工場

茨城県水戸市元吉田町字岡崎１０
４２－６

各種めんつゆ 調味料・香料 なし

㈲　ふーとぴあ 札幌市白石区川北２条３丁目４－１味付牛肉各種 食肉 なし

㈲　ふーとぴあ 札幌市白石区川北２条３丁目４－１スライス牛肉各種 食肉 なし

㈱　中華札幌 札幌市白石区米里３条２丁目６－３６各種そうざい類 そうざい なし

㈲　古家食品 札幌市中央区大通東８丁目 牛肉ボイル 食肉 なし

㈱　ポルカ
札幌市西区八軒１西１，アルカ
サーノ琴似

洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ポルカ
札幌市西区八軒１西１，アルカ
サーノ琴似

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈲　マルシュケーキハウス 札幌市白石区南郷通８丁目南４－５洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈲　マルシュケーキハウス 札幌市白石区南郷通８丁目南４－５ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

丸大大金ハム㈱ 札幌市中央区北４条西１１丁目 ハンバーグ等 そうざい なし

丸大大金ハム㈱ 札幌市中央区北４条西１１丁目 ウィンナ，ベーコン等 食肉製品 なし

丸大大金ハム㈱ 札幌市中央区北４条西１１丁目 カレー，牛ばら煮込等 そうざい なし
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横山製粉㈱ 札幌市白石区平和通５南２－１ から揚げ粉類 その他の食品 なし

横山製粉㈱ 札幌市白石区平和通５南２－１
ファーストフード向け
ミックス

その他の食品 なし

横山製粉㈱ 札幌市白石区平和通５南２－１ 天ぷら等ミックス類 その他の食品 なし

カネシメ食品㈱
札幌市西区八軒７西１０，１－１
２

あらびきウィンナーち
くわ

魚肉ねり製品 なし

㈱　フードサービス 札幌市西区八軒９西４，４－８ 畑のビーフ味 そうざい なし

㈱　コロンバン　札幌営業所 札幌市白石区菊水６条３丁目４－１４ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　コロンバン　札幌営業所 札幌市白石区菊水６条３丁目４－１４ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　館　宮の森店 札幌市中央区北５西２５，１－１１ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　館　宮の森店 札幌市中央区北５西２５，１－１１ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

札新ハム　㈱
札幌市白石区本通１６丁目北４－
３

ハム・ソーセージ類 食肉製品 なし

東名食品　㈱
札幌市西区西町南２１丁目２－２
２

各種コロッケ そうざい半製品 なし

㈲　みや本製菓 札幌市東区本町１条４丁目２－５ ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈲　みや本製菓 札幌市東区本町１条４丁目２－５ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　アントレ
札幌市東区東苗穂２条３丁目３－
５

味付ホルモン 食肉 なし

㈲　エヌ・カンパニー 札幌市中央区南６条西３丁目 中華まんじゅう 菓子類 なし

ポール・ミート・パッカー㈱ 札幌市西区八軒１０西１０，１－４
テリーヌ，ガラン
ティーヌ

食肉製品 なし

㈱　アンヌプリ 札幌市清田区里塚１条１丁目３ チーズケーキ 洋生菓子 なし

㈱　アミノアップ化学 札幌市清田区真栄３６３番地３２ 植物性多糖類加工食品 健康食品 なし

㈱　アミノアップ化学 札幌市清田区真栄３６３番地３２ ソバ種子加工食品 健康食品 なし

㈱　アミノアップ化学 札幌市清田区真栄３６３番地３２ イソフラボン加工食品 健康食品 なし

㈱　札幌ケルン
札幌市清田区美しが丘３条１丁目
３

カレールー そうざい なし

札幌協和食品㈱
札幌市東区北９条東６丁目６番地
２

牛肉各種スライス 食肉 なし

札幌協和食品㈱
札幌市東区北９条東６丁目６番地
２

牛タンスライス 食肉 なし

㈲　つぼあん
札幌市北区新琴似７－１１，５－
３０

洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈲　つぼあん
札幌市北区新琴似７－１１，５－
３０

焼き菓子類 菓子類 なし

横山食品㈱ 札幌市白石区平和通１４北４－１ 乾燥赤パン粉 その他の食品 なし

横山食品㈱ 札幌市白石区平和通１４北４－１ ピザ そうざい半製品 なし
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㈱　かね彦
札幌市白石区東札幌６条１丁目２
－２６

肉だんご 魚肉ねり製品 なし

島川製菓㈱
札幌市白石区東札幌２条２丁目１
－５

カステラ 半生菓子 なし

㈱　エフビーエス　札幌工場 札幌市白石区本通７丁目南５－１ 菓子パン類 菓子類 なし

㈱　エフビーエス　札幌工場 札幌市白石区本通７丁目南５－１ 調理パン各種 弁当類 なし

赤平輝男（モンレーブ洋菓子
店）

札幌市北区北２４条西４丁目１－
２１

ムース菓子類 洋生菓子 なし

赤平輝男（モンレーブ洋菓子
店）

札幌市北区北２４条西４丁目１－
２１

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ボストン
札幌市北区北１８条西４丁目２１
番地

食パン類 菓子類 なし

㈱　ボストン
札幌市北区北１８条西４丁目２１
番地

各種菓子パン 菓子類 なし

㈱　ボストン
札幌市北区北１８条西４丁目２１
番地

調理パン各種 弁当類 なし

雪印食品㈱
札幌市西区発寒１２条１４丁目１
０７６－５

牛肉各種 食肉 なし

雪印食品㈱
札幌市西区発寒１２条１４丁目１
０７６－５

トンカツ，ハンバーグ類そうざい なし

雪印食品㈱
札幌市西区発寒１２条１４丁目１
０７６－５

ちゃんこ鍋セット そうざい なし

㈲　シエムジャポン
札幌市豊平区平岸５条７丁目８－
２７

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈲　シエムジャポン
札幌市豊平区平岸５条７丁目８－
２７

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

マルゼンフーズ㈱ 札幌市白石区本通１４丁目北５ 牛肉各種 食肉 なし

マルゼンフーズ㈱ 札幌市白石区本通１４丁目北５ 牛ハツ，タン，レバー，モツ食肉 なし

㈱　壷屋
札幌市白石区平和通１６南１－２
６

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　壷屋
札幌市白石区平和通１６南１－２
６

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈲　肉のいろは 札幌市東区伏古３条２丁目１－１ 牛肉各種 食肉 なし

丸高水産㈱
札幌市西区発寒９条１４丁目５１
６

マリネ類 そうざい なし

丸高水産㈱
札幌市西区発寒９条１４丁目５１
６

チーズサーモン類 そうざい なし

㈲　ブッチャさとう
札幌市北区新琴似７条９丁目６－
６

牛肉各種 食肉 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセ
ディー）

札幌市手稲区曙４条２丁目６－２
３

ムース菓子類 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセ
ディー）

札幌市手稲区曙４条２丁目６－２
３

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセ
ディー）

札幌市手稲区曙４条２丁目６－２
３

ババロア 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセ
ディー）

札幌市手稲区新発寒４条３丁目１
６－１２

ムース菓子類 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセ
ディー）

札幌市手稲区新発寒４条３丁目１
６－１２

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし
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坂牧　和仁（洋菓子のセ
ディー）

札幌市手稲区新発寒４条３丁目１
６－１２

ババロア 洋生菓子 なし

㈱　北海道バイオインダスト
リー

札幌市豊平区平岸７条１４丁目３
－４３

秘伝ギョウジャニンニ
ク卵黄油　黒玉

健康食品 なし

㈱　エルドール 札幌市白石区栄通１９丁目３－３ ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　エルドール 札幌市白石区栄通１９丁目３－３ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

西村食品工業㈱
札幌市西区八軒１条東２丁目２－
６２

レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

新札幌乳業㈱
札幌市厚別区厚別東４条１丁目１
－７

レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

安藤　満次（欧風菓子イル・
ニード）

札幌市中央区伏見１丁目４－１６ ムース菓子類 洋生菓子 なし

安藤　満次（欧風菓子イル・
ニード）

札幌市中央区伏見１丁目４－１６ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

安藤　満次（欧風菓子イル・
ニード）

札幌市中央区伏見１丁目４－１６ ババロア 洋生菓子 なし

㈱　弁釜　札幌工場
札幌市厚別区厚別東５条１丁目３
－２０

各種弁当類 弁当類 なし

㈱　弁釜　札幌工場
札幌市厚別区厚別東５条１丁目３
－２０

各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　上磯工場
北海道上磯郡上磯町追分３丁目２
－１０

各種弁当類 弁当類 なし

㈱　弁釜　上磯工場
北海道上磯郡上磯町追分３丁目２
－１０

各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　上磯工場
北海道上磯郡上磯町追分３丁目２
－１０

各種調理パン 弁当類 なし

㈱　弁釜　北見工場 北海道北見市卸町１丁目９－１ 各種弁当類 弁当類 なし

㈱　弁釜　北見工場 北海道北見市卸町１丁目９－１ 各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　北見工場 北海道北見市卸町１丁目９－１ 各種調理パン 弁当類 なし

㈱　弁釜　北見工場 北海道北見市卸町１丁目９－１ 各種洋生菓子 洋生菓子 なし

㈱　弁釜　旭川工場
北海道旭川市工業団地３条１丁目
１－２８

各種弁当類 弁当類 なし

㈱　弁釜　旭川工場
北海道旭川市工業団地３条１丁目
１－２８

各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　旭川工場
北海道旭川市工業団地３条１丁目
１－２８

各種調理パン 弁当類 なし

㈱　弁釜　釧路工場
北海道白糠郡白糠町庶路甲区６－
１１１７

各種弁当類 弁当類 なし

㈱　弁釜　釧路工場
北海道白糠郡白糠町庶路甲区６－
１１１７

各種おかず そうざい なし

㈱　弁釜　釧路工場
北海道白糠郡白糠町庶路甲区６－
１１１７

各種洋生菓子 洋生菓子 なし

㈱　弁釜　釧路工場
北海道白糠郡白糠町庶路甲区６－
１１１７

各種野菜漬物 野菜加工品 なし

エイチアールティニューオー
タニ㈱

札幌市中央区北２条西１丁目 ムース菓子類 洋生菓子 なし
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エイチアールティニューオー
タニ㈱

札幌市中央区北２条西１丁目 ババロア 洋生菓子 なし

㈱　道食
札幌市白石区北郷２条７丁目５－
７

各種カツ類 そうざい なし

㈱　道食
札幌市白石区北郷２条７丁目５－
７

鶏唐揚 そうざい なし

㈱　道食
札幌市白石区北郷２条７丁目５－
７

純　餃子 そうざい なし

㈱　柳月 北海道帯広市大通南８丁目１５ フルーツゼリー 洋生菓子 なし

㈱　三八
札幌市中央区南１条西１２丁目３
２２

ショートケーキ（いち
ごフレーズ）

洋生菓子 なし

㈱　三八
札幌市中央区南１条西１２丁目３
２２

いちごカスタードムー
ス

洋生菓子 なし

㈱　ピースリー
札幌市中央区南３条西２４丁目１
５４－６５

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈲　宮越商事
札幌市中央区南２３西１５，プレ
イスビル

洋生菓子類 洋生菓子 なし

札幌フルタ㈱
札幌市清田区里塚２条２丁目５－
１５

各種冷凍コロッケ 冷凍食品 なし

札幌フルタ㈱
札幌市清田区里塚２条２丁目５－
１５

サラダ類 そうざい なし

札幌フルタ㈱
札幌市清田区里塚２条２丁目５－
１５

各種カツ類 そうざい なし

札幌フルタ㈱
札幌市清田区里塚２条２丁目５－
１５

ハンペン加工品 そうざい半製品 なし

札幌フルタ㈱
札幌市清田区里塚２条２丁目５－
１５

肉じゃがドック そうざい半製品 なし

有楽製菓㈱　札幌工場
札幌市厚別区厚別東５条２丁目１
４－２３８

チョコレート菓子類 菓子類 なし

有楽製菓㈱　札幌工場
札幌市厚別区厚別東５条２丁目１
４－２３８

各種チョコレート 菓子類 なし

有楽製菓㈱　札幌工場
札幌市厚別区厚別東５条２丁目１
４－２３８

各種クッキー 菓子類 なし

有楽製菓㈱　札幌工場
札幌市厚別区厚別東５条２丁目１
４－２３８

各種ケーキ類 菓子類 なし

三郁サンダイヤ㈱ 札幌市西区西町南１３丁目２－１ 各種業務用調味液 調味料・香料 なし

㈱　札幌ワイエフ
札幌市東区東苗穂１１条３丁目１
２－１５

メンチカツのパテ そうざい半製品 なし

㈱札幌東急ストア　惣菜ｾﾝ
ﾀｰ

札幌市白石区中央３条２丁目６－
２６

ハンバーグ そうざい なし

㈱札幌東急ストア　惣菜ｾﾝ
ﾀｰ

札幌市白石区中央３条２丁目６－
２６

肉じゃが そうざい なし

社会福祉法人　札幌育成園 札幌市西区山の手４４４番地 ハンバーグ そうざい なし

㈱　ドンク北海道
札幌市白石区中央２条３丁目１－
５６

菓子パン類 菓子類 なし

㈱　ドンク北海道
札幌市白石区中央２条３丁目１－
５６

調理パン各種 弁当類 なし

㈱　ドンク北海道
札幌市白石区中央２条３丁目１－
５６

デニッシュ 菓子類 なし

㈱　札幌パリ
札幌市白石区菊水３条４丁目３－
３７

菓子パン類 菓子類 なし
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㈱　札幌パリ
札幌市白石区菊水３条４丁目３－
３７

調理パン各種 弁当類 なし

㈱　札幌パリ
札幌市白石区菊水３条４丁目３－
３７

洋生菓子類 洋生菓子 なし

相模ハム㈱　札幌営業所
札幌市白石区米里３条２丁目５－
３５

各種スライス食肉製品 食肉製品 なし

㈱　デリカランド
札幌市白石区平和通１５北８－３
５

各種弁当 弁当類 なし

㈱　デリカランド
札幌市白石区平和通１５北８－３
５

各種調理パン 弁当類 なし

㈱　デリカランド
札幌市白石区平和通１５北８－３
５

各種調理めん 弁当類 なし

㈱　デリカランド
札幌市白石区平和通１５北８－３
５

各種そうざい そうざい なし

㈲　コーアファーム
札幌市西区発寒１５条１丁目１－
１

ミリカ肉じゃがすきや
きタイプ

そうざい なし

㈲　コーアファーム
札幌市西区発寒１５条１丁目１－
１

ミリカ肉じゃが そうざい なし

㈲　コーアファーム
札幌市西区発寒１５条１丁目１－
１

肉じゃが そうざい なし

㈲　コーアファーム
札幌市西区発寒１５条１丁目１－
１

トン汁の具 そうざい なし

㈲　コーアファーム
札幌市西区発寒１５条１丁目１－
１

デラックス牛丼の素 そうざい なし

小部産業㈱　第一工場 札幌市中央区南１条東７丁目 枝肉 食肉 なし

㈱　味車　月寒工場
札幌市豊平区月寒東１条１８丁目
５－１

各種弁当 弁当類 なし

日糧製パン㈱
札幌市豊平区月寒東１条１８丁目
５－１

食パン類 菓子類 なし

日糧製パン㈱
札幌市豊平区月寒東１条１８丁目
５－１

菓子パン類 菓子類 なし

日糧製パン㈱
札幌市豊平区月寒東１条１８丁目
５－１

調理パン類 弁当類 なし

日糧製パン㈱
札幌市豊平区月寒東１条１８丁目
５－１

和菓子類 菓子類 なし

日糧製パン㈱
札幌市豊平区月寒東１条１８丁目
５－１

洋菓子類 菓子類 なし

日糧製パン㈱
札幌市豊平区月寒東１条１８丁目
５－１

米飯類 弁当類 なし

㈲　川窪惣菜 札幌市白石区北郷１条７丁目９－２７牛レバーソフト そうざい なし

㈲　川窪惣菜 札幌市白石区北郷１条７丁目９－２７牛肉いんげん そうざい なし

㈱　イシカリデリカ
札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目
516-141

サラダ類 そうざい なし

㈱　イシカリデリカ
札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目
516-141

肉じゃが そうざい なし

㈱　イシカリデリカ
札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目
516-141

ひじき煮うの花 そうざい なし

京田食品㈱ 札幌市南区石山２条３丁目１４－１菓子パン類 菓子類 なし

京田食品㈱ 札幌市南区石山２条３丁目１４－１調理パン類 弁当類 なし
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京田食品㈱ 札幌市南区石山２条３丁目１４－１洋生菓子類 洋生菓子 なし

京田食品㈱ 札幌市南区石山２条３丁目１４－１ポローネパン 菓子類 なし

丸善佐藤食品㈱
札幌市中央区南２０条西１０丁目
２－１２

みそホルモン 食肉 なし

丸善佐藤食品㈱
札幌市中央区南２０条西１０丁目
２－１２

キムチ風ホルモン 食肉 なし

丸善佐藤食品㈱
札幌市中央区南２０条西１０丁目
２－１２

味付ラム 食肉 なし

㈲　ヴァサラ・ベイク 札幌市南区藤野３条５丁目５－３０パン類 菓子類 なし

㈲　ヴァサラ・ベイク 札幌市南区藤野３条５丁目５－３０サンドイッチ類 弁当類 なし

㈱　アレフ　札幌工場
札幌市白石区中央１条２丁目１－
５５

カリーソース そうざい なし

㈱　アレフ　札幌工場
札幌市白石区中央１条２丁目１－
５５

ハンバーグ半製品 食肉 なし

飛田　秀夫（お菓子の店　ア
ン）

札幌市西区西野４条２丁目１－１２各種ケーキ類 洋生菓子 なし

㈱　利栄食品　札幌営業所
札幌市中央区北１２条西１５丁目
１－１０

牛ホホスープ煮 そうざい なし

㈱　利栄食品　札幌営業所
札幌市中央区北１２条西１５丁目
１－１０

牛ホホ薄デミ煮 そうざい なし

㈱　利栄食品　札幌営業所
札幌市中央区北１２条西１５丁目
１－１０

ハンバーグ そうざい なし

㈱　利栄食品　札幌営業所
札幌市中央区北１２条西１５丁目
１－１０

牛バラスープ煮 そうざい なし

㈱　利栄食品　札幌営業所
札幌市中央区北１２条西１５丁目
１－１０

牛バラ薄デミ煮 そうざい なし

㈲　まるしん商事 札幌市西区宮の沢1条1丁目７－１０牛肉 食肉 なし

㈲　札幌パッキングセンター 札幌市西区発寒３条５丁目８－３ トンカツ そうざい なし

㈲　札幌パッキングセンター 札幌市西区発寒３条５丁目８－３ 牛バラスライス 食肉 なし

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

三井観光㈱　札幌パークホテ
ル

札幌市中央区南１０条西３丁目１
－１

ライスカレーパン 弁当類 なし

三井観光㈱　札幌グランドホ
テル

札幌市中央区北１条西４丁目２番
地

各種ケーキ類 洋生菓子 なし

三井観光㈱　札幌グランドホ
テル

札幌市中央区北１条西４丁目２番
地

カレーマフィン（パン）菓子類 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

㈱　八千代堂
札幌市中央区南９条西１５丁目１
－１

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　八千代堂
札幌市中央区南９条西１５丁目１
－１

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　八千代堂
札幌市中央区南９条西１５丁目１
－１

プリン類 洋生菓子 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
の有なし

適切な防止
措置の有無

使用・混
入部位

原因原
料名

販売中止 製品回収 原料切換え

カントリーフーズ㈱
札幌市白石区米里１条３丁目５－
１０

各種弁当類 弁当類 なし

カントリーフーズ㈱
札幌市白石区米里１条３丁目５－
１０

各種そうざい そうざい なし

カントリーフーズ㈱
札幌市白石区米里１条３丁目５－
１０

サラダ類 そうざい なし

カントリーフーズ㈱
札幌市白石区米里１条３丁目５－
１０

スモークカルビ 食肉製品 なし

ビセラル㈱
札幌市白石区平和通１４丁目北１
０－４

牛内蔵肉各種 食肉 なし

日香化成㈱
札幌市北区新琴似６条１５丁目１
－８

調味液各種 調味料・香料 なし

使用の混入の有無及び適切な防止措置の有無の欄については「有」、「不明」、「なし」のどれかを記入すること。
措置状況の欄は、特定危険部位の使用・混入が「有」又は「不明」の場合に記入すること。記入は、「実施」、「非実施（理由）」、「実施中」の別を記入すること。
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