
（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

芥川製菓株式会社 東京都豊島区駒込１－４４－２ ローズ型チョコレート菓子 なし

芥川製菓株式会社  駒込工場 東京都豊島区駒込６－５－７ チョコレート 菓子 なし

芥川製菓株式会社  駒込工場 東京都豊島区駒込６－５－７ メレンゲゼリー 菓子 なし

芥川製菓株式会社  駒込工場 東京都豊島区駒込６－５－７ メレンゲ 製菓材料 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ 千歳飴 菓子 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ 千歳袋 菓子 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ 千歳飴祝袋 菓子 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ 千歳くみあめ 菓子 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ 紅茶キャンデー 菓子 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ ヨーグルトキャンデー菓子 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ スイートショップ 菓子 なし

佐久間製菓株式会社 東京都豊島区池袋２－５１－１３ プル－ンキャンデー菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ コーヒームース 菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ 紅茶ムース 菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ 洋なしムース 菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ 黒ごまプリン 菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ 白ごまプリン 菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ 紅茶ゼリー 菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ コーヒーゼリー 菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ ぶどうゼリー 菓子 なし



株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ カルピスゼリー 菓子 なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ カクテルハムチーズ調理パン 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。
（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

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ ハムヤサイＭＩＸ 調理パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ ロシアンピロシキ 菓子パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ ベーコンチーズブレッド菓子パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ チーズピザ 菓子パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ ランデブー 菓子パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ クルミベーコンチーズ菓子パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ スパイシートマト 菓子パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ 大辛口カレー 菓子パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ ホテルカレー 菓子パン なし

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ パッショーネ 菓子パン なし

株式会社 新栄食品 東京都豊島区高田３－３０－１ スキヤキ そうざい なし

株式会社 新栄食品 東京都豊島区高田３－３０－１ ハンバーグ そうざい なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-１０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-１２１０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-１３００調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-１４００調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-１４２０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-１５００調味料 なし



明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-１６６０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-３１０５調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-３１２１調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-３１９９調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-３２２３調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-３３００調味料 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。
（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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-３３０９調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 牛すじエキス MO-３４１１調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-４４４０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-５５３０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 醤油ダレ MO-５６０５調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
すきやきビーフエキ
ス

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス S-９５１８０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ローストビーフエキ
ス

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス ME-３５５調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MK-２００調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ローストビーフパウ
ダー
                MO-１１２

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ポークエキス MO-１３３０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ブイヨングラニュレイ
ト
                MO-１７０

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-３１３６調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフオイル MO-３１４３食用油脂 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ビーフエキストラク
ト

調味料 なし



明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-４４３０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-４４５０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-４４９０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-６５００調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 白湯エキス MN-１１０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 味ベース MN-１５０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ だし一番 MN-６３０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフブイヨン MＥ-３００調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ガラスープ MＥ-３４０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ビーフブイヨンパウ
ダー
                 MＥ-４５０

調味料 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。
（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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
鰹エキスパウダー
              MＥ-５２０

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ソースパウダー
              MＥ-５７５

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ビーフマローパウダー
                 MＥ-６５５ 調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ポークエキス MＥ-６６０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ビーフオニオンパウ
ダー
                 MＥ-８２０

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MＥ-１調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフブイヨン Ｌ 調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス 調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス Ｋ 調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス Ｍ 調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス ＥＢ-１６７０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス ＭＴ 調味料 なし



明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 醤油コンク ＳＹ-７２００Ｂ調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 味付メンマ調味液 Ｂ調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ キムチの素 Ｓ-９９０１０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ＨＢ調味粉末
            ＭＯ-３４０

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
チャーシューオイル
              MＯ-３０５

食用油脂 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ビーフエキスパウ
ダー

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ローストビーフオイ
ル

食用油脂 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-１０００調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MO-４４００調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ローストスキヤキオイ
ル
                 MＯ-４１６

食用油脂 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
スキヤキオイル
              MＯ-４１１

食用油脂 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ホタテエキスパウ
ダー

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MＥ-５８０調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス MＥ-５１０調味料 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。
（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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ポークミートパウ
ダー

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ポーク白湯パウダー
                MＥ-５５

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ソースパウダー
                MＥ-５７

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ホタテエキスパウ
ダー

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 粉末白ミソ MＥ-８５調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ソースパウダー MＥ-８８調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ベジタブルエキスパウダー
                        MＥ-１１
５

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 粉末ミソ MＥ-１１００調味料 なし



明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
激辛キムチシーズニン
グ
                    ＮＡ-９

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
ビーフブイヨンパウ
ダー
                  MＥ-４５０

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１
粉末焼きそばソース
               Ｓ-９９１
８６

調味料 不明

有
（３気圧、１３

３℃、２０分以上
の処理）

脊髄 牛骨エキス

非実施（原
因原料は清
浄国アメリ
カからの輸
入品であ
る。また、
適切なプリ
オン不活性
処理も行わ
れてい
る。）

非実施
（原因原
料は清浄
国アメリ
カからの
輸入品で
ある。ま
た、適切
なプリオ
ン不活性
処理も行
われてい
る。）

非実施（原
因原料は清
浄国アメリ
カからの輸
入品であ
る。また、
適切なプリ
オン不活性
処理も行わ
れてい
る。）

株式会社 ナナフク食品 豊島区長崎３－６－１８ 牛たんスモーク
加熱食肉製品
（加熱後包装）

なし

株式会社 ナナフク食品 豊島区長崎３－６－１８ 牛肉佃煮 そうざい なし

株式会社 ナナフク食品 豊島区長崎３－６－１８ ローストビーフ
特定加熱食肉製
品

なし

東京パン株式会社 豊島区長崎６－１－１４
パン（マーガリン
使用）

パン類 なし

東京パン株式会社 豊島区長崎６－１－１４ パン（乳化剤使用）パン類 なし

有限会社 春日屋ベーカリー 豊島区千川２－２－１
パン（ショートニ
ング使用）

パン類 なし

有限会社 春日屋ベーカリー 豊島区千川２－２－１
パン（マーガリン
使用）

パン類 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。


