
（福島県）

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

宮城ｼﾏﾀﾞﾔ㈱郡山工場 安達郡白沢村白岩字埋内９３０ 調理焼きそば類 冷凍食品 なし

宮城ｼﾏﾀﾞﾔ㈱郡山工場 安達郡白沢村白岩字埋内９３０
弁当用フェット
チーネ

冷凍食品 なし

宮城ｼﾏﾀﾞﾔ㈱郡山工場 安達郡白沢村白岩字埋内９３０ 縁日香り焼きそば 冷凍食品 なし

宮城ｼﾏﾀﾞﾔ㈱郡山工場 安達郡白沢村白岩字埋内９３０
韓国風キムチ焼そ
ば

冷凍食品 なし

宮城ｼﾏﾀﾞﾔ㈱郡山工場 安達郡白沢村白岩字埋内９３０
冷凍調理焼きうど
ん

冷凍食品 なし

宮城ｼﾏﾀﾞﾔ㈱郡山工場 安達郡白沢村白岩字埋内９３０
韓国風キムチうど
ん

冷凍食品 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 冷やし中華スープ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ タレ類 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ ごはん調味液 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 中華炒めのタレ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７
キムチラーメン
スープ

加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 牛釜飯スープ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 和風肉団子のタレ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ ラーメンスープ類 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 中華用辛みそ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 醤油ラーメン 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ チリソース 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ おにぎり用みそ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ ドレッシング 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ ソース類 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 中華スープ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 冷麺スープ 加工用原料 なし

斉藤正裕 川俣町飯坂中道２１－８ 牛肉、牛タン 食肉 なし



福島フード㈱ 福島市北矢野目字樋越１ ビーフシチュー そうざい類 なし

㈱リオン・ドール 伊達郡川俣町大字鶴沢字鶴東６８ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱美女来 安達郡東和町戸沢字美女木９０ 惣菜 そうざい類 なし

㈱ヨークベニマル梁川店 伊達郡梁川町字右城町１５ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱ヨークベニマル瀬上店 福島市宮代字天神前４－１ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈲鈴一商事　本宮店
安達郡本宮町大字荒井字北ノ内６

０－１
牛肉、レバー 食肉 なし

㈲鈴一商事　安達店
安達郡安達町油井字福岡１３３－

１
牛肉、レバー 食肉 なし

㈲肉の辰巳屋 福島市栄町５－１ 牛肉 食肉 なし

あぶくま食品㈱ 伊達郡保原町字４丁目１４ 漬物 漬物 なし

㈲富士屋肉店 福島市万世町４－３３ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱ヨークベニマル泉店 福島市泉字宮内前１－５ 牛肉、牛タン 食肉 なし

㈱ヨークベニマル浜田店 福島市浜田町１１－２ 牛肉、牛タン 食肉 なし

フクシマフーズ㈱
伊達郡桑折町大字成田字二本木１

０－１
カレー レトルト食品 なし

フクシマフーズ㈱
伊達郡桑折町大字成田字二本木１

０－１
チャーハン レトルト食品 なし

フクシマフーズ㈱
伊達郡桑折町大字成田字二本木１

０－１
山菜飯 レトルト食品 なし

フクシマフーズ㈱
伊達郡桑折町大字成田字二本木１

０－１
五目おこわ レトルト食品 なし

フクシマフーズ㈱
伊達郡桑折町大字成田字二本木１

０－１
醤油 即席麺 なし

フクシマフーズ㈱
伊達郡桑折町大字成田字二本木１

０－１
味みそ 即席麺 なし

フクシマフーズ㈱
伊達郡桑折町大字成田字二本木１

０－１
ラーメン 即席麺 なし

㈲大丸屋
安達郡大玉村大山字仲江２５２－

１
ハンバーグ 肉類加工品 なし

トーニチ㈱ 福島市瀬上町字新田中通１－３ プリン 菓子 なし

トーニチ㈱ 福島市瀬上町字新田中通１－３ ｱｲｽﾐﾙｸ ｱｲｽｸﾘｰﾑ なし

㈱アイソニーフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字久保田９

４－１
中華うま煮用タレ 加工用原材料 なし

㈱アイソニーフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字久保田９

４－１
焼きそば用タレ 加工用原材料 なし

㈱アイソニーフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字久保田９

４－１
麻婆豆腐のタレ 加工用原材料 なし



㈱アイソニーフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字久保田９

４－１
ドレッシング 加工用原材料 なし

不二屋食品㈱ 伊達郡伊達町字鍛冶屋川２１ ｱｲｽｸﾘｰﾑ ｱｲｽｸﾘｰﾑ なし

不二屋食品㈱ 伊達郡伊達町字鍛冶屋川２１ シュークリーム 菓子 なし

㈲伊達物産食品
伊達郡霊山町大字山野川字柳沢入

31-11
ソース類 そうざい類 なし

㈲伊達物産食品
伊達郡霊山町大字山野川字柳沢入
31-11

ミートソース そうざい類 なし

㈲伊達物産食品
伊達郡霊山町大字山野川字柳沢入
31-11

タンドリーチキン そうざい類 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ 麻婆豆腐の素 レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ ポークカレー レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ ビーフカレー レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ ハンバーグソース レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ ハヤシソース レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ ハッシュドビーフ レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ トマトソース レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ デミグラスソース レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０
チキンライスソー
ス

レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０
スパゲッティソー
ス

レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ スープ食品 レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ シチュー レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ カレーライス レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ カレーソース レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ ドレッシング レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０
刻んだおかずすき
焼き

レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０ 刻んだおかず豚汁 レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０
刻んだおかず八宝
菜

レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０
刻んだおかずク
リームシチュー

レトルト食品 なし



東北エスエスケイ食品㈱ 伊達郡伊達町字中志和田３０
刻んだおかず肉
じゃが

レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ カレーソース レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ シーフードカレー レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ シチュー レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ スープ類 レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ 卵焼きの素 レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ チキンカレー レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ デミグラスソース レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ トマトソース レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ ハッシュドビーフ レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ ハヤシソース レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ ハンバーグソース レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ ビーフカレー レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ ポークカレー レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ ホワイトソース レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ 親子丼の素 レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ ソース類 レトルト食品 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ デザート類 菓子 なし

山栄食品㈱ 安達郡安達町上川崎上種田９９ つくね串 そうざい半製品 なし

山栄食品㈱ 安達郡安達町上川崎上種田９９ つくねスペシャル そうざい半製品 なし

山栄食品㈱ 安達郡安達町上川崎上種田９９
チキンクイック唐
揚げ

そうざい半製品 なし

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

福島乳業㈱ 福島市飯坂町平野字上前田６－１ プリン 菓子 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

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

㈱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

ＳＥＩYＵ　保原店 伊達郡保原町字９丁目５ 牛肉 食肉 なし



ＳＥＩYＵ　保原店 伊達郡保原町字９丁目５ ホルモン、ミノ 食肉 なし

㈱ヨークベニマル平野店 福島市飯坂町平野字上前田３ 牛肉 食肉 なし

㈲吾妻屋　市場店 福島市北矢野目字樋越１ 牛肉 食肉 なし

㈲吾妻屋　市場店 福島市北矢野目字樋越１ 牛タン、レバー 食肉 なし

㈱福島ミート 福島市南沢又字上原８０ 牛肉 食肉 なし

㈱福島ミート 福島市南沢又字上原８０
牛タン、レバー、
牛胃

食肉 なし

㈲吾妻屋　置賜店 福島市置賜町７－２６ 牛肉 食肉 なし

㈲吾妻屋　置賜店 福島市置賜町７－２６ 牛タン、レバー 食肉 なし

㈲吾妻屋 福島市南沢又字上原８０ 牛肉 食肉 なし

㈲吾妻屋 福島市南沢又字上原８０
牛タン、レバー、ｾ
ﾝﾏｲ

食肉 なし

ﾗｲｵﾝ菓子㈱ 二本松市安達ヶ原１－３００ ハードキャンデー 菓子 なし

ﾗｲｵﾝ菓子㈱ 二本松市安達ヶ原１－３００ ソフトキャンデー 菓子 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６ チャンポン麺 弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６
カップタヌキうど
ん

弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６
ミニツナサラダう
どん

弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６
冷たい醤油ラーメ
ン

弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６
ペンネアラビアー
タ

弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６ ソース焼きそば 弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６
昔ながらのナポリ
タン

弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６ ピザまん 弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６ 特製肉まん 弁当 なし

㈱ニッセーデリカ　福島工場 福島市瀬上町字東上新田４－６
ﾎｯﾄﾛｰﾙ（焼肉ｶﾙ
ﾋﾞ）

弁当 なし

高保製薬工業㈱ 福島市瀬ノ上字西上新田２５－２ 総菜用調味タレ 加工用原料 なし

高保製薬工業㈱ 福島市瀬ノ上字西上新田２５－２
畜肉用漬け込みタ
レ

加工用原料 なし

高保製薬工業㈱ 福島市瀬ノ上字西上新田２５－２ 漬物用調味液 加工用原料 なし

高保製薬工業㈱ 福島市瀬ノ上字西上新田２５－２ 佃煮用調味液 加工用原料 なし

高保製薬工業㈱ 福島市瀬ノ上字西上新田２５－２ 粉末調味料製剤 加工用原料 なし



池田食品工業㈱ 福島市瀬上町字南中川原１ 添付めんつゆ めん類 なし

㈱ディリー開発福島
伊達郡桑折町大字伊達崎字巻目79-

1
漬物 漬物 なし

松月堂食品工業㈱ 福島市上名倉字河添２３ ケーキ 菓子 なし

銀嶺食品工業㈱ 福島市泉字道下１６
カレーパン、ピロ
シキ

菓子 なし

銀嶺食品工業㈱ 福島市泉字道下１６ 油脂入りパン 菓子 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ｲﾅｻﾜﾋﾞｰﾌｵﾆｵﾝ 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ハンバーグ そうざい半製品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ライスコロッケ 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
もも唐揚げ青のり
味

冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
クラッカーチキン 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
もも唐揚げﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁ
ｷﾝ

冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
タンドリーウィン
グ

冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
もも唐揚げ醤油味 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
もも正肉タンド
リー味

冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ｸｯｷｰ生地 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ビーフカネロニ 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ハーブウィング 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ﾊﾟｰﾃｨﾁｷﾝ塩ごま味 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
野菜たっぷりつく
ね

冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
カネロニ 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
手羽ギョウザ 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ササミグラタン巻 そうざい半製品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ひざ軟骨和風 そうざい半製品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
赤鳥唐揚げ 冷凍食品 なし

福島エリート食品㈱
伊達郡桑折町大字谷地字形土１１

－１
ＪＡ和牛ハンバー
グ

冷凍食品 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
メンチカツ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
よくばり弁当 そうざい類 なし



㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
やわらかとんかつ
＆肉じゃが弁当

そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ弁当 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
忍法帳　牛焼肉 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
具だくさんﾐｰﾄｽﾊﾟ
ｹﾞﾃｨ

そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ライスバーガー そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ボリュームメンチ
カツ

そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ｺﾝﾋﾞｰﾌ＆ﾎﾟﾃﾄｻﾝﾄﾞ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ミートコロッケ
ロール

そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
チーズバーガー そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ビーフバーガー そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ビッグバーガー そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ビーフカツサンド そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
スーパー幕の内 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ねぎ塩カルビ弁当 そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾑﾊﾔｼ そうざい類 なし

㈱ファーストフーズ福島
安達郡本宮町大字荒井字恵向６０

－１１
大盛り牛カルビ そうざい類 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 彩り八宝菜 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
海老と帆立の炒め
物

そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
鶏と彩り野菜の塩
炒め

そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
海老と帆立のｸﾘｰﾑ
煮

そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 野菜のｸﾘｰﾑ煮 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
イカオイスター炒
め

そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 牛肉の中華炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 豚肉のきのこ炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ チンジャオロース そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 豚レバー炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
茄子入りﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰ
ｽ

そうざい半製品 なし



㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 牛肉ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 回鍋肉 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 若鶏ｱｽﾊﾟﾗあんかけ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
牛肉とかぼちゃの
ピリ辛炒め

そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 麻婆茄子 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
野菜の中華あんか
け

そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ ﾁﾝｹﾞﾝ菜と豚肉炒め そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 八宝菜 そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
もやしお浸し梅酢
和え

そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ かぼちゃサラダ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７ 揚げ野菜サラダ そうざい半製品 なし

㈱グリーンフーズよしだ 福島市岡部字中川原５７
きのこ大好きサラ
ダ

そうざい半製品 なし

まるこうフーズ㈱ 福島市鎌田字半在家 牛丼 そうざい類 なし

まるこうフーズ㈱ 福島市鎌田字半在家 ビビンバ そうざい類 なし

まるこうフーズ㈱ 福島市鎌田字半在家 ハンバーグ そうざい類 なし

まるこうフーズ㈱ 福島市鎌田字半在家 ミートソース そうざい類 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ うすくち調味液 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ こだわりのつゆ 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ すいとんのつゆ 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ ほんとうのつゆ 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ 焼き豚のタレ 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ 田舎つゆ 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ 味むらさき 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ 味菜 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ 柳津つゆ 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ 蕎麦つゆ 加工用原料 なし

村井五郎
伊達郡保原町大字柱田字宮ノ内９
２

牛肉 食肉 なし



丸大食品㈱　福島工場 安達郡本宮町字栄田１０４－１ 惣菜類 レトルト食品 なし

丸大食品㈱　福島工場 安達郡本宮町字栄田１０４－１
ピザ（ソーセージ
類）

そう菜半製品 なし

東北エスエスケイ食品㈱　福
島工場

伊達郡伊達町字中志和田３０ カレー類 レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱　福
島工場

伊達郡伊達町字中志和田３０ 牛の網焼き レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱　福
島工場

伊達郡伊達町字中志和田３０ 牛大和煮 肉類加工品 なし

東北エスエスケイ食品㈱　福
島工場

伊達郡伊達町字中志和田３０ かに風味 レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱　福
島工場

伊達郡伊達町字中志和田３０ ほたてバター レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱　福
島工場

伊達郡伊達町字中志和田３０
ごまのブラマン
ジュ

レトルト食品 なし

東北エスエスケイ食品㈱　福
島工場

伊達郡伊達町字中志和田３０ 野菜の煮物類 レトルト食品 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート瀬上

福島市瀬上町字町尻７０－５ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート瀬上

福島市瀬上町字町尻７０－５ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート川俣

伊達郡川俣町字中丁３４ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート川俣

伊達郡川俣町字中丁３４ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート新町

福島市新町６－３５ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート新町

福島市新町６－３５ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート渡利

福島市渡利字舟場１７－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート渡利

福島市渡利字舟場１７－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート国見

伊達郡国見町大字藤田字五反田１
－１

牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート国見

伊達郡国見町大字藤田字五反田１
－１

牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート桑折

伊達郡桑折町字西大隅９３－５ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート桑折

伊達郡桑折町字西大隅９３－５ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート保原

伊達郡保原町字市柳町２４ 牛肉 食肉 なし



生活協同組合コープふくしま
コープマート保原

伊達郡保原町字市柳町２４ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート梁川

伊達郡梁川町字御八郎１３－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート梁川

伊達郡梁川町字御八郎１３－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート笹谷

福島市笹谷字中谷地１４－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート笹谷

福島市笹谷字中谷地１４－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート方木田

福島市大森字北島２０－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマート方木田

福島市大森字北島２０－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートあだち

安達郡安達町油井字中田１－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートあだち

安達郡安達町油井字中田１－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートやのめ

福島市南矢野目字向原１－１ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートやのめ

福島市南矢野目字向原１－１ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートいずみ

福島市森合字清水７ 牛肉 食肉 なし

生活協同組合コープふくしま
コープマートいずみ

福島市森合字清水７ 牛心臓、牛舌 食肉 なし

㈱しのぶ食品
伊達郡霊山町大字山戸田字石橋１
１－１

茶碗蒸し そうざい類 なし

㈱しのぶ食品
伊達郡霊山町大字山戸田字石橋１
１－１

手作り茶碗蒸し そうざい類 なし

㈱イトーヨーカ堂 福島市太田町１３－４ 牛肉 食肉 なし

加藤精肉店
安達郡本宮町字南町裏１４０－１
４

牛肉 食肉 なし

（有）大東 福島市飯坂町字町３８ 牛舌、牛タン串 食肉 なし

（有）川俣食肉店 福島市飯坂町字湯町２５ 牛ハンバーグ 肉類加工品 なし

（有）川俣食肉店 福島市飯坂町字湯町２５ 牛肉、牛タン 食肉 なし

佐藤博三 伊達郡川俣町字鉄砲町７０ 牛バラ肉 食肉 なし

㈱ヨークベニマル伊達店 伊達郡伊達町字前川原５５
牛肉、牛タン、ミ
ノ

食肉 なし

㈱中外フーズ
伊達郡梁川町字やながわ工業団地
１－１

中華くらげ 魚介類加工品 なし



㈱中外フーズ
伊達郡梁川町字やながわ工業団地
１－１

しそイカ 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ
伊達郡梁川町字やながわ工業団地
１－１

子持ちままかり 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ
伊達郡梁川町字やながわ工業団地
１－１

にしん加工品 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ
伊達郡梁川町字やながわ工業団地
１－１

魚卵加工品 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ
伊達郡梁川町字やながわ工業団地
１－１

クラゲ加工品 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ
伊達郡梁川町字やながわ工業団地
１－１

海鮮サラダ 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ
伊達郡梁川町字やながわ工業団地
１－１

味付サラダ 魚介類加工品 なし

いちいデリカット 福島市上名倉字道添２
牛肉、牛タン、牛
小腸

食肉 なし

いちい福島西店 福島市笹木野字北中谷地３０－２
牛肉、牛タン、牛
小腸

食肉 なし

いちい蓬莱店 福島市蓬莱町２－２－１
牛肉、牛タン、牛
小腸

食肉 なし

いちい鎌田店 福島市鎌田字一里塚９－１９
牛肉、牛タン、牛
小腸

食肉 なし

いちい信夫ｹ丘店 福島市矢倉下５
牛肉、牛タン、牛
小腸

食肉 なし

いちいパワーデポ八木田食品
館

福島市八木田字榎内５２－２
牛肉、牛タン、牛
小腸

食肉 なし

いちい南福島店 福島市黒岩字堂ノ後７８
牛肉、牛タン、牛
小腸

食肉 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

舟山一夫（舟山精肉店） 福島市天神町１－２６ 牛肉、牛タン 食肉 なし

コープ食品㈱　東北工場 福島市瀬上町字南中川原１２－１ カレーソース レトルト食品 なし

コープ食品㈱　東北工場 福島市瀬上町字南中川原１２－１ ソフト杏仁豆腐 菓子 なし

コープ食品㈱　東北工場 福島市瀬上町字南中川原１２－１ パンプキンスープ レトルト食品 なし

コープ食品㈱　東北工場 福島市瀬上町字南中川原１２－１ ゼリー食の素 加工用原料 なし

安斎栄太郎 二本松市大平字中井１０１ 牛肉 食肉 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

㈱京樽 福島市佐倉下字金沢１０－２ 茶碗蒸し そうざい類 なし

㈱京樽 福島市佐倉下字金沢１０－２
玉子製品（卵焼き
等）

そうざい類 なし



伊藤　敏 田村郡三春町字渋池２８ 精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル三春店 田村郡三春町字中町４５－１ 精肉・内臓 食肉 なし

先崎　昭雄 田村郡小野町大字夏井字都沢９ 精肉・内臓 食肉 なし

二瓶　藤衛
田村郡小野町大字小野新町字前久
保122

精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル小野町店
田村郡小野町大字小野新町字宿の
後29

精肉・内臓 食肉 なし

(有)小堀商店
田村郡滝根町大字神俣字関場２３
－１

精肉・内臓 食肉 なし

(有)マルヤマ
田村郡滝根町大字神俣字梵天川２
２

精肉・内臓 食肉 なし

先崎　勇蔵
田村郡滝根町大字菅谷字堂田３４
２－４

精肉・内臓 食肉 なし

早津　正三
田村郡大越町大字上大越字元池１
９９

精肉・内臓 食肉 なし

シミズストアー大越店
田村郡大越町大字上大越字薬師堂
10-1

精肉・内臓 食肉 なし

石井　得雄
田村郡都路村大字古道字新町３９
－２

精肉・内臓 食肉 なし

シミズストアー常葉店
田村郡常葉町大字常葉字古御門４
１

精肉・内臓 食肉 なし

シミズストアー船引店 田村郡船引町大字船引字畑添５４ 精肉・内臓 食肉 なし

柳沼　秋義
田村郡船引町大字船引字南町通１
３２

精肉・内臓 食肉 なし

渡辺　正幸
田村郡船引町大字船引字安久津５
５－３

精肉・内臓 食肉 なし

菊地　長吉
田村郡船引町大字荒舘字軽井沼１
０６４

精肉・内臓 食肉 なし

武藤　進 田村郡船引町大字船引字反田１８ 精肉・内臓 食肉 なし

管野　官治
田村郡常葉町大字西向字屋形７９
－１

精肉・内臓 食肉 なし

シミズストアーふねひきパー
ク店

田村郡船引町大字船引字原田９ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)松島畜産 田村郡三春町字八幡町３９ 精肉・内臓 食肉 なし

スターゼン㈱郡山営業所
須賀川市大字滑川字八方久保７３
－３

精肉・内臓 食肉 なし

須賀川中央ミート(有)
須賀川氏大字西川字池の下６２－
４

精肉・内臓 食肉 なし

㈱ファネット 須賀川市卸町２５ 精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル小野プラザ店 田村郡小野町大字飯豊字柿入６３ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)川合精肉店 田村郡常葉町大字常葉字荒町６６ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)鳥文肉店 田村郡三春町字大町１１４ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱主婦の店　石川店 石川郡石川町大字双里字赤沼５ 精肉・内臓 食肉 なし



箭内　宗義 田村郡船引町大字船引字畑添８２ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)ムツミヤ 須賀川市向陽町１４６ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱いちい 須賀川市北上町７７－１ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)魚たけ 田村郡船引町大字船引字源次郎 精肉・内臓 食肉 なし

新田　光子 田村郡大越町大字上大越字薬師堂 精肉・内臓 食肉 なし

(有)かなや 田村郡滝根町大字神俣字金屋 精肉・内臓 食肉 なし

溝井　季子 田村郡三春町桜ヶ丘３－４－９ 精肉・内臓 食肉 なし

木村　力
田村郡滝根町大字神俣字梵天川７
７

精肉・内臓 食肉 なし

石井　寿一 田村郡船引町大字上移字後田６５ 精肉・内臓 食肉 なし

松本　三朗
岩瀬郡天栄村大字牧ノ内字児渡６
２

精肉・内臓 食肉 なし

県岩瀬農業高等学校
岩瀬村鏡石町大字鏡田字桜町２０
７

精肉・内臓 食肉 なし

松本　三朗
岩瀬村長沼町大字長沼字金町１５
７

精肉・内臓 食肉 なし

小枝　勢徳 須賀川市東町６ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)東部スーパー
須賀川市大字小作田字竹ノ花１０
－２

精肉・内臓 食肉 なし

星田　義明
須賀川市大字岩渕字明神前１６８
－１

精肉・内臓 食肉 なし

安田　熙 須賀川市八幡町２４－１３ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)やまのい精肉店 須賀川市大町２３５ 精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル須賀川南店 須賀川市大町８８－１ 精肉・内臓 食肉 なし

ヨークベニマル須賀川西川店 須賀川市山寺道１４－５ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱主婦の店 須賀川市緑町１２１ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱マイカル福島 須賀川市大字森宿字北向８８ 精肉・内臓 食肉 なし

Ａコープ石川店 石川郡石川町字当町１０９－８ 精肉・内臓 食肉 なし

久下　ヒサ子 石川郡石川町字下泉１６３ 精肉・内臓 食肉 なし

鹿岡　俊男 石川郡石川阿智字南町４８－２ 精肉・内臓 食肉 なし

篠田　豊 石川郡石川町大字母畑字樋田４１ 精肉・内臓 食肉 なし

後藤　隆 石川郡石川町字北町４５ 精肉・内臓 食肉 なし



鈴木　祥友
石川郡石川町大字母畑字樋田３－
１

精肉・内臓 食肉 なし

(有)ハートフルながせ
石川郡平田村大字北方字蛇石２８
－８

精肉・内臓 食肉 なし

坪井　弘次
石川郡平田村大字上蓬田字上槍ら
い60

精肉・内臓 食肉 なし

松崎　清
石川郡平田村大字上蓬田字新屋敷
40-3

精肉・内臓 食肉 なし

佐藤　克彦
石川郡平田村大字北方字蛇石１０
５

精肉・内臓 食肉 なし

生田目　光利 石川郡平田村大字小松原字大柿５ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)松崎産業 石川郡平田村大字永田字堂作112-3 精肉・内臓 食肉 なし

小原　重孝
石川郡玉川村大字小高字北畷４８
－１

精肉・内臓 食肉 なし

㈱主婦の店　玉川店 石川郡玉川村大字小高字北畷10-1 精肉・内臓 食肉 なし

Ａコープ古殿店 石川郡古殿町大字竹貫字竹貫45-1 精肉・内臓 食肉 なし

㈱日畜フード 須賀川市横山町８５－１ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱日畜フード大袋処理場 須賀川市大袋町１３９ 精肉・内臓 食肉 なし

㈱いわきや 岩瀬郡鏡石町大字鏡田字牛池 精肉・内臓 食肉 なし

須釜　晃 須賀川市妙見139 精肉・内臓 食肉 なし

(有)内山食品店 須賀川市南町238 精肉・内臓 食肉 なし

㈱主婦の店　西川店 須賀川市 牛袋町85 精肉・内臓 食肉 なし

円谷　隆雄 岩瀬郡長沼町大字桙衝字古舘33 精肉・内臓 食肉 なし

阿部　明男
岩瀬郡長沼町大字木之崎字寺前71-
5

精肉・内臓 食肉 なし

安田　昭一 須賀川市栄町116-2 精肉・内臓 食肉 なし

(有)うおいち 須賀川市中宿16 精肉・内臓 食肉 なし

ブイチェーン金万店 須賀川市前川６３－１ 精肉・内臓 食肉 なし

片岡　定子 岩瀬郡鏡石町大字鏡田字不時沼260 精肉・内臓 食肉 なし

ミートショップサカイ 須賀川市大字和田字作の内36-4 精肉・内臓 食肉 なし

(有)丸光橋本畜産 岩瀬郡鏡石町大字笠石字南町４８ 精肉・内臓 食肉 なし

小山　恵章 岩瀬郡天栄村大字湯本字居平 精肉・内臓 食肉 なし

魚秀支店
石川郡玉川村大字南須釜字奥平18
－2

精肉・内臓 食肉 なし



スーパー入山店 石川郡平田村大字小平字入山92-2 精肉・内臓 食肉 なし

渡辺　学生 石川郡古殿町大字松川字桑原 精肉・内臓 食肉 なし

桜屋肉店 田村郡小野町大字小野新町字荒町 精肉・内臓 食肉 なし

村越精肉店 田村郡船引町大字大倉字聖石215 精肉・内臓 食肉 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２ セービングたこ焼 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２
レンジ用スパゲッティ
（明太子としめじ） 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２
スパゲッティしめじ入
り焼きたらこ 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２ 焼きそば 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２ お好み焼 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２ たこ焼 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２
野菜たっぷり焼き旨
うどんすき焼き味 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２
マ・マ・スパゲティ
ミートソース 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２
ソテースパゲティミー
ト＆ナポリ 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２
ソテースパゲティ香味
しょうゆ味 冷凍食品 なし

加ト吉水産㈱フーズ部福島工
場

石川郡石川町字猫啼１７２
スパゲッティなす入り
ミートソース 冷凍食品 なし

㈱ハム工房都路 田村郡都路村大字古道字戸屋７２ ハム 食肉製品 なし

㈱ハム工房都路 田村郡都路村大字古道字戸屋７２ ウィンナー 食肉製品 なし

㈱ハム工房都路 田村郡都路村大字古道字戸屋７２ ソーセージ 食肉製品 なし

㈱ハム工房都路 田村郡都路村大字古道字戸屋７２ コンビーフ 食肉製品 なし

㈱東北エスケー 石川郡古殿町大字田口字山下８８ 精肉・内臓 食肉 なし

(有)しんよし 石川郡古殿町大字竹貫字竹貫４１ 精肉・内臓 食肉 なし

柳沼精肉店
石川郡浅川町大字浅川字大明塚21-
1

精肉・内臓 食肉 なし

(有)きくたや 石川郡浅川町大字浅川字本町40-1 精肉・内臓 食肉 なし

肉の富田屋 石川郡浅川町大字浅川字本町93-1 精肉・内臓 食肉 なし



主婦の店　浅川店
石川郡浅川町大字浅川字大明塚
107-4

精肉・内臓 食肉 なし

魚たけ　平田店
石川郡平田村大字上蓬田字上槍ら
い２

精肉・内臓 食肉 なし

スーパーおおたけ
石若郡平田村大字上蓬田字上槍ら
い14

精肉・内臓 食肉 なし

(有)南国フルーツ 田村郡三春町大字熊耳字十石窪 精肉・内臓 食肉 なし

(有)フレッシュミートやまが
み

須賀川市上北町１２９ 精肉・内臓 食肉 なし

ハイマート石川店 石川郡石川町大字双里字宮ノ前46 精肉・内臓 食肉 なし

遠藤精肉店 石川郡平田村大字北方字蛇石９７ 精肉・内臓 食肉 なし

草野ストアー
石川郡平田村大字上蓬田字下槍ら
い

精肉・内臓 食肉 なし

ミートプラザかんの 田村郡船引町大字笹山字大畑 精肉・内臓 食肉 なし

ミートふじさわ
石川郡石川町大字沢井字清水窪14-
3

精肉・内臓 食肉 なし

ブイチェーン平田店
石川郡平田村大字上蓬田字銭神前
51

精肉・内臓 食肉 なし

かしわや精肉店 須賀川市南上町７６ 精肉・内臓 食肉 なし

須田商店 須賀川市上北町1-6 精肉・内臓 食肉 なし

いろは精肉店 須賀川市宮先町16 精肉・内臓 食肉 なし

ふかや精肉店
岩瀬郡岩瀬村大字畑田字みどりヶ
丘

精肉・内臓 食肉 なし

ブイチェーン長沼店 岩瀬郡長沼町大字志茂字六角65 精肉・内臓 食肉 なし

高見屋精肉店 須賀川市上北町65 精肉・内臓 食肉 なし

ケミプロ化成㈱福島工場 田村郡滝根町大字広瀬字舟ケ作３ 食用油脂 油脂 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬胡瓜（旬） 漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8
塩漬大根（あっさ
り）

漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8
塩漬白菜（キム
チ）

漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8
塩漬大根（カクテ
キ）

漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8
塩漬白菜(ゆず白
菜）

漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬白菜(熟成キム
チ）

漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8
塩漬胡瓜（若菜
集）

漬物 なし

イセ食品㈱福島工場 石川郡古殿町大字鎌田字田中田 メンチカツ 冷凍食品 なし

イセ食品㈱福島工場 石川郡古殿町大字鎌田字田中田 ミートボール 冷凍食品 なし



イセ食品㈱福島工場 石川郡古殿町大字鎌田字田中田 つくね 冷凍食品 なし

イセ食品㈱福島工場 石川郡古殿町大字鎌田字田中田 チキンボール 冷凍食品 なし

イセ食品㈱福島工場 石川郡古殿町大字鎌田字田中田 オムレツ５０ 冷凍食品 なし

イセ食品㈱福島工場 石川郡古殿町大字鎌田字田中田 プレーンオムレツ 冷凍食品 なし

イセ食品㈱福島工場 石川郡古殿町大字鎌田字田中田 スコッチエッグ 冷凍食品 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 贅沢杏仁 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 生チョコケーキ 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ レアチーズケーキ 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ かぼちゃプリン 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ティラミス 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
たっぷりクリームプリ
ン 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 栗のプリン 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 胡麻のブラマンジュ 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ メロンプリンパフェ 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
ミルクたっぷりとろん
シュー 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ かまくら 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 抹茶白玉 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ テキヤキバーガー 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ホットドック 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
チーズハンバー
ガー

菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ お肉たっぷり酢豚 そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ミニ上海焼そば そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 豚生姜焼き そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ひじき煮 そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 肉じゃが そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
旬のきのこグラタ
ン

そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ミートドリア そう菜 なし



フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
ホウレン草とベーコン
のスパ そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
エビマカロニグラ
タン

そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ベビーホタテのドリア そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
ミートソーススパゲ
ティー

そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
ベーコントマトタマゴ
サンド 調理パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 大玉たこ焼 調理パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 本格マーボ茄子 そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
お肉たっぷり回鍋
肉

そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ツナコーンサラダ そう菜 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ツナ＆玉子サンド 調理パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
辛口ジャージャー
麺

調理パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５
ミニ五目あんかけ焼そ
ば 調理パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 煮しめ そう菜 なし

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ白河店 白河市新高山９ 精肉 食肉 なし

ヨークベニマル棚倉店 棚倉町花園 精肉 食肉 なし

イトーヨーカドー白河店 白河市本町１ 精肉 食肉 なし

小室信重 矢祭町東舘字舘本４７ 精肉 食肉 なし

白坂賢一 矢祭町東舘字反田 精肉 食肉 なし

深谷　修 矢祭町東舘字石田１４ 精肉 食肉 なし

リオンドール矢祭店 矢祭町東舘字牛小路 精肉 食肉 なし

株式会社主婦の店 矢吹町八幡 精肉 食肉 なし

株式会社エコｽ 矢吹町一本木４６４ 精肉 食肉 なし

株式会社あづまや 白河市新白河３丁目 精肉 食肉 なし

ヨークベニマル白河店 白河市昭和町 精肉 食肉 なし

リオンドール塙店 塙町塙 精肉 食肉 なし

リオンドール棚倉店 棚倉町流 精肉 食肉 なし

エコス棚倉 棚倉町新町 精肉 食肉 なし



エコス塙店 塙町材木町 精肉 食肉 なし

（有）ライフショップきたの 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

やまなし 棚倉町大字逆川 精肉 食肉 なし

吉成商店 棚倉町大字下山本 精肉 食肉 なし

佐藤誠喜 矢吹町中町１６１ 精肉 食肉 なし

荘華 棚倉町大字関口 精肉 食肉 なし

近藤肉店 棚倉町大字関口 精肉 食肉 なし

ハイマート棚倉店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

伊勢喜ミート 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

ディスカウントショップ棚倉 棚倉町大字塚原 精肉 食肉 なし

わしお株式会社 白河市字結城２５ 精肉 食肉 なし

ヨークベニマル棚倉店 棚倉町大字花園 精肉 食肉 なし

柳や肉屋 矢祭町大字東館 精肉 食肉 なし

コンビニエンスフジタ 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

伊藤商店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

荘司肉店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

広瀬肉店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

富士吉 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

白根やストア 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

伊勢喜肉店 棚倉町大字棚倉 精肉 食肉 なし

肉の白石 塙町大字川上 精肉 食肉 なし

白坂肉店 矢祭町大字東館 精肉 食肉 なし

深谷商店 矢祭町大字東館 精肉 食肉 なし

エコス矢吹店 矢吹町一本木４６４－２ 精肉 食肉 なし

エコス塙店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

福美精肉店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

ヤマス精肉店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし



（有）勝田商店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

東西白河農協鮫川村支店 鮫川村大字赤坂中野 精肉 食肉 なし

スーパーうおせい 鮫川村大字赤坂中野 精肉 食肉 なし

前田鮮魚店 鮫川村大字赤坂中野 精肉 食肉 なし

恵比寿や佐藤商店 塙町大字木野反 精肉 食肉 なし

藤田精肉店 塙町大字塙 精肉 食肉 なし

有限会社肉の秋元本店 大信村大字増見字北田８２ 精肉 食肉 なし

ジャスコ株式会社 西郷村大字小田倉字岩下１１－１ 精肉 食肉 なし

肉の大竹 白河市朝日町１丁目１６７ 精肉 食肉 なし

精肉店ふかや 白河市馬町下８－５ 精肉 食肉 なし

丸水白河魚市場株式会社 白河市五番町川原１－１ 精肉 食肉 なし

上遠野精肉店 白河市桜町２６ 精肉 食肉 なし

株式会社とりせん 白河市北真舟１７２－１ 精肉 食肉 なし

株式会社ベイシア 白河市老久保２８ 精肉 食肉 なし

片桐食堂 白河市大字田島２１２ 精肉 食肉 なし

後藤精肉店 白河市天神町６６ 精肉 食肉 なし

有限会社てらだ 白河市字中山下４５－６２ 精肉、内臓 食肉 なし

ふくみ肉店 白河市字南町 精肉、内臓 食肉 なし

太田精肉店 白河市字巡矢５６－３ 精肉 食肉 なし

ＭＤとみやま 白河市字本町北裏３０－４ 精肉 食肉 なし

株式会社万世白河店 西郷村大字小田倉字飯豊４７－１ 精肉、内臓 食肉 なし

ふくみ肉店 西郷村大字小田倉字原中１２１ 精肉 食肉 なし

ビーライフうおいち 表郷村大字金山字下ノ内４７ 精肉 食肉 なし

スーパーストアうおとみ 東村大字釜子字新薪久保９８ 精肉、内臓 食肉 なし

西槙商店 泉崎村大字泉崎字下宿５３ 精肉 食肉 なし

八代精肉店 中島村大字中島字天神東１４５ 精肉 食肉 なし

サンマート中島店 中島村大字滑津字背戸原１８ 精肉 食肉 なし



肉のおおぬま 矢吹町善郷内２４０ 精肉 食肉 なし

草野精肉店 矢吹町寺の前４８ 精肉 食肉 なし

東北ミート 矢吹町中畑４７７－１ 精肉 食肉 なし

肉の川崎屋 矢吹町中町２４０ 精肉、内臓 食肉 なし

ミートショップ内山 矢吹町本町１５０－３ 精肉 食肉 なし

株式会社ジャイナ 白河市五番町川原９７－５ 精肉 食肉 なし

株式会社美松製菓福島工場 表郷村大字番沢字上天１ バームクーヘン 洋菓子 なし

東都食品工業株式会社福島工
場

矢吹町北町２４８ クッキー 洋菓子 なし

東都食品工業株式会社福島工
場

矢吹町北町２４８ シュークリーム 洋菓子 なし

東北相模ハム株式会社白河工
場

白河市白坂字牛清水 ｳｲﾝﾅｰ 食肉製品 なし

東北相模ハム株式会社白河工
場

白河市白坂字牛清水 ハム 食肉製品 なし

日宏貿易株式会社 白河市和尚壇３－１４ ｱｲｽｸﾘｰﾑ
アイスクリーム
類

なし

日宏貿易株式会社 白河市和尚壇３－１４ ｼｬｰﾍﾞｯﾄ 氷菓 なし

桜乳業株式会社 白河市白坂字字勝多石10-30 ご飯の素 その他 なし

丸イ食品株式会社第一工場 矢祭町大字東舘字並木１８－４ 甘らっきょう 漬物 なし

丸イ食品株式会社白河工場 西郷村大字小田倉字上川向８－１ 甘らっきょう 漬物 なし

株式会社大高漬物食品 白河市和尚壇６－１ 浅漬・朝鮮漬 漬物 なし

株式会社サイゼリア福島工場 東村大字上野出島字中山２－２７ 冷凍米飯 その他 なし

（有）アイブロー
会津若松市一箕町大字鶴賀字船ケ
森179

精肉、内臓 食肉
なし

㈱高橋春雄商店 　　　　　　　　舘馬町10-19 精肉、内臓 食肉 なし

（有）会津畜産 　　　　　　　　七日町2-8 精肉、内臓 食肉 なし

ビック食品㈱                 高野町大字木流字木流 精肉、内臓 食肉 なし

（有）ヤマトメ 　　　　　　　　宮町2-18 精肉、内臓 食肉 なし

（有）シバタ冷食                 門田町工業団地29-3 精肉、内臓 食肉 なし

㈱若松中央ミート
　　　　　　　　門田町大字飯寺
字村西577-2

精肉、内臓 食肉
なし

㈱ライオン堂流通センター
北会津村大字真宮新田北１丁目61-
1

精肉、内臓 食肉
なし



㈱ハヤオ
会津若松市神指大字南四合字才ノ
神493

精肉、内臓 食肉
なし

㈱ハヤオ 猪苗代町堅田字廻谷地1634-1 精肉、内臓 食肉 なし

（有）堀商店 会津坂下町字古町川尻44 精肉、内臓 食肉 なし

㈱東部 会津高田町大字冨川字松ケ下13 精肉、内臓 食肉 なし

㈱しなの麺工房
喜多方市豊川町米室字三条川原
1860－3

生ラーメン添付
スープ

加工用原料 なし

㈱しなの麺工房
喜多方市豊川町米室字三条川原
1860－3

生冷やし中華添付
スープ

加工用原料 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ 会津ねっぱり漬け 漬物 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４
みそラーメンスー
プ

加工用原料 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ 業務用肉みそ みそ加工品 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ 会津肉みそ みそ加工品 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ たっぷり肉みそ みそ加工品 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ 肉みそ個食３０ｇ みそ加工品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ ソフトサラミ 食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ ウィンナーサラミ 食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ フランクフルト 食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６
ウィンナーソー
セージ

食肉製品 なし

マイスター会津㈱ 会津若松市舘脇町４－１６ ポークソーセージ 食肉製品 なし

花春酒造㈱ 会津若松市花春町５－１ 清酒花春 酒精飲料 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 喜多方市字清水台２－７５
香辛飯屋カレー
ソース

缶詰 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 喜多方市字清水台２－７５
一番館カレーソー
ス

缶詰 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 喜多方市字清水台２－７５
一番館ポークカ
レー

缶詰 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 喜多方市字清水台２－７５
一番館ビーフカ
レー

缶詰 なし

㈱関東ダイエットエッグ
会津若松市一箕町大字鶴賀字船ケ
森535‐3

玉子焼き各種 総菜 なし

㈱関東ダイエットエッグ
会津若松市一箕町大字鶴賀字船ケ
森535‐3

だし巻き 総菜 なし

㈱喜多方らーめん本舗 喜多方市関柴町西勝字井戸尻48‐2 ラーメン用スープ スープの素 なし

㈱喜多方らーめん本舗 喜多方市関柴町西勝字井戸尻48‐2 ガラスープ スープの素 なし



(有)曽我製麺
喜多方市関柴町上高額字西村１０
６４

おみやげらーめん スープの素 なし

㈱河京
喜多方市松山町村松字常磐町２６
８１

しょう油味スープ スープの素 なし

㈱河京
喜多方市松山町村松字常磐町２６
８１

みそ味スープ スープの素 なし

㈱河京
喜多方市松山町村松字常磐町２６
８１

中華つけ麺つゆ 調味料 なし

(資）大和川酒造店 喜多方市字押切南２－１１５ カスモチ原酒 酒精飲料 なし

㈱えどやフーズ 会津若松市日新町１２－１２ ラーメンスープ スープの素 なし

㈱えどやフーズ 会津若松市日新町１２－１２ 焼きそばスープ スープの素 なし

㈱えどやフーズ 会津若松市日新町１２－１２ うどんスープ スープの素 なし

㈱えどやフーズ 会津若松市日新町１２－１２ そばスープ スープの素 なし

㈱えどやフーズ 会津若松市日新町１２－１２ めんつゆ 調味料 なし

井上合名会社 喜多方市南町２８５４ みそ みそ なし

井上合名会社 喜多方市南町２８５４ しょうゆ しょうゆ なし

㈱天宝デイリーフーズ
会津若松市町北町大字中沢字新田
21‐3

浅漬け各種 漬物 なし

㈱天宝デイリーフーズ
会津若松市町北町大字中沢字新田
21‐3

キムチ 漬物 なし

夢心酒造㈱ 喜多方市字北町２９３２ 清酒夢心 酒精飲料 なし

ほまれ酒造㈱
喜多方市松山町村松常磐町２７０
６

清酒会津ほまれ 酒精飲料 なし

㈱太郎庵 会津坂下町字福原前４１０８－１ ムースケーキ 菓子 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

ソースカツ丼 弁当 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

牛カルビ弁当 弁当 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

ハンバーグｱﾝﾄﾞ焼
肉弁当

弁当 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

みちのく牛丼 弁当 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

幕の内弁当 弁当 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

弁当各種 弁当 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

寿司詰め合わせ 弁当 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

特選チャーハン 弁当 なし



㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

おにぎり詰め合わ
せ

弁当 なし

㈱庄司食品
喜多方市豊川町高堂太字免田９５
６

手巻きおにぎり 弁当 なし

会津製麺工業(有)
会津若松市高野町大字中沼字東坂
才甲６２８

めんつゆ 調味料 なし

会津製麺工業(有)
会津若松市高野町大字中沼字東坂
才甲６２８

ラーメンスープ スープの素 なし

会津製麺工業(有)
会津若松市高野町大字中沼字東坂
才甲６２８

味付けメンマ 農産加工品 なし

㈱黄金そば 猪苗代町北半坂５６８
みそラーメンスー
プ

スープの素 なし

㈱黄金そば 猪苗代町北半坂５６８
正油ラーメンスー
プ

スープの素 なし

合名会社高砂屋商店 会津坂下町字古市乙１４１ つゆ 調味料 なし

合名会社高砂屋商店 会津坂下町字古市乙１４１ 漬物 漬物 なし

㈱五十嵐製麺 喜多方市字町尻東７４６８
喜多方ラーメンみ
そ味スープ

スープの素 なし

㈱五十嵐製麺 喜多方市字町尻東７４６８
喜多方ラーメン
しょう油味スープ

スープの素 なし

㈱五十嵐製麺 喜多方市字町尻東７４６８
喜多方ラーメン塩
味スープ

スープの素 なし

㈱五十嵐製麺 喜多方市字町尻東７４６８ 味付けメンマ 農産加工品 なし

ヤマゴ㈱ 会津若松市新横町１－１７ ラーメンスープ スープの素 なし

ヤマゴ㈱ 会津若松市新横町１－１７ めんつゆ 調味料 なし

武藤合名会社 塩川町字新町１８５８ めんつゆ 調味料 なし

(有)マルヤ製麺所 会津若松市大町2丁目４－２４ 冷やし中華スープ スープの素 なし

(有)マルヤ製麺所 会津若松市大町2丁目４－２４
会津ラーメンスー
プ

スープの素 なし

(有)マルヤ製麺所 会津若松市大町2丁目４－２４ 焼きそばソース 調味料 なし

(有)マルヤ製麺所 会津若松市大町2丁目４－２４ めんつゆ 調味料 なし

有限会社只見スーパーマー
ケット

南会津郡只見町大字只見字宮前1302-1 牛モツ 食肉 なし

有限会社只見スーパーマー
ケット

南会津郡只見町大字楢戸字二本柳
1454-1

牛モツ 食肉 なし

有限会社糸吉商店 南会津郡下郷町大字中妻字大百刈甲86 牛モツ 食肉 なし

株式会社ヨークベニマル 南会津郡田島町大字田島字行司21-1 牛モツ 食肉 なし

株式会社リオンドール 南会津郡田島町大字田島字東荒井80 牛モツ 食肉 なし

株式会社フレッシュまるゆ
南会津郡田島町大字田島字東町甲
2863-1

牛モツ 食肉 なし



株式会社桜木食品 南会津郡下郷町大字落合字左走1653-8 ところてん 化工食品 なし

株式会社桜木食品 南会津郡下郷町大字落合字左走1653-8
こんにゃくのしょうゆ
たれ 加工用原料 なし

有限会社三石屋 南会津郡只見町大字只見字宮前1303-8 イチゴタルト 洋菓子 なし

有限会社三石屋 南会津郡只見町大字只見字宮前1303-8 チョコトルテ 洋菓子 なし

田中　金次 南会津郡田島町大字田島字後原甲3698 コーヒーゼリー 菓子 なし

有限会社松葉屋商店
南会津郡田島町大字田島字上町甲461-
1

抹茶ムース 洋菓子 なし

星　信夫 南会津郡田島町大字田島字谷地甲7 ヨーグルトザーネ 洋菓子 なし

（有）福相食品工業 小高町大町２－５６ ハム 食肉製品 なし

小高ハム 小高町大井字観音前３２－１ ベーコン 食肉製品 なし

小高ハム 小高町大井字観音前３２－１ ソーセージ 食肉製品 なし

小高ハム 小高町大井字観音前３２－１ 精肉 食肉 なし

（合）川合精肉店 浪江町大字権現堂字新町１０ 精肉 食肉 なし

（株）紺野ミート 浪江町大字権現堂字下続町１６ 精肉 食肉 なし

（有）大内商店 浪江町大字権現堂字新町６５ 精肉 食肉 なし

林商会 双葉町新山広町１４ 精肉 食肉 なし

大内精肉店 双葉町新山字北広町２０ 精肉 食肉 なし

柏や商店 双葉町大字長塚字町１０ 精肉 食肉 なし

長沼肉店 大熊町大字下野上字大野４４７ 精肉 食肉 なし

かんの精肉店 大熊町大字下野上字大野４５６ 精肉 食肉 なし

川井商店 大熊町大字下野上字大野４５５ 精肉 食肉 なし

（合）亀屋菓子店 原町市旭町３－２９ ムース 洋菓子 なし

（有）菓夢菓夢亭 原町市国見町２－６３－１ ムース 洋菓子 なし

鈴木　康之 小高町上町１－５５ 精肉 食肉 なし

今野　昇一 原町市高字竹の内１９－２ 精肉 食肉 なし

遠藤　英蔵 原町市大町３－１０１－１ 精肉 食肉 なし

高野　好眞 原町市旭町２－３４ 精肉 食肉 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
ハンバ－グソース
Ｋ

ソース類 なし



日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
焼肉しょうゆおろ
しょうゆ

ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
焼肉のたれ赤と黒
甘口

ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
テリヤキバーガー
ソースＮ

ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ パスタベローチェ・完熟トマトの
ミートソース ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
パスタベローチェ・じっくり煮込ん
だミートソース ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ パスタベローチェ・野菜たっぷりト
マトソース ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ パスタベローチェ・ボンゴレロッソ ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
バーベキューソー
ス

ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
ハンバーガーソー
ス

ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ ビーフカレー ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ ハッシュドビーフ ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ ミートソース ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
トマトミックス
ソース

ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ ドミグラスソース ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ パンプキンスープ ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ コーンスープ ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５
ミネストローネ
スープ

ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ オニオンスープ ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ トマトスープ ソース類 なし

日本デルモンテ（株）福島工
場

原町市小川町５５５ パンナソース ソース類 なし


