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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

原田製油(有) 大分市中戸次5674-1 納豆タレ(ﾌﾝﾄﾞｰｷﾝ） 調味液 無

原田製油(有) 大分市中戸次5674-1 納豆タレ(ｱｼﾞﾃｯｸ） 調味液 無

原田製油(有) 大分市中戸次5674-1 納豆タレ(あづま食品） 調味液 無

原田製油(有) 大分市中戸次5674-1 納豆タレ(平郡商店） 調味液 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳酸菌飲料(ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ) 乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳酸菌飲料(ｷｬﾌﾟﾃﾝｸｯｸ) 乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳製品乳酸菌飲料(殺菌) 乳製品乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 清涼飲料水(希釈用) 清涼飲料水 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15
乳製品乳酸菌飲料(希釈
用)

乳製品乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15 乳酸菌飲料(原料用ﾞ) 乳酸菌飲料 無

(株)ヨーグルトン乳業 大分市金池2-13-15
乳製品乳酸菌飲料(原料
用)

乳製品乳酸菌飲料 無

サカタ商事　坂田恵美子 大分市今津留1-14-7 ホルモン 食肉 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45
ハンバーグ（大）（中）
（小）

肉類加工品 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 カルビ肉 食肉 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ヤングステーキ 食肉 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ビーフカレー そうざい 無



(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 カレールー そうざい 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ミートソース そうざい 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 和風スパゲティーソース そうざい 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ゴマソース ソース 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ホワイトソース ソース 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ガーリックソース ソース 無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 デミソース ソース 無

(株)大分県酪食肉公社 大分市三佐新港2405-2 牛肉、牛骨 食肉、骨 無

清田産業(株)流通加工セン
ター

大分市大在6番地 牛肉 食肉 無

(有)デリカフーズ大塚 大分市津守11組 牛肉 食肉 無

(株)フロンティアフーズ 大分市東浜2-9-18 牛肉 食肉 無

(有)南国商事 大分市豊海5-1994-214 スープ スープ 無

大分惣菜(株) 大分市原新町6番30号 調味料 調味料 無

大分惣菜(株) 大分市原新町6番30号 牛肉 食肉 無

(株)フジデリカ大分工場 大分市佐野4356 そうざい そうざい 無

(有)横田製麺 大分市浜の市1-2-9 めん類 めん類 無

(有)大同食品 大分市三佐971-4 めん類 めん類 無

ヒイラギ産業(株) 大分市花高松2丁目1番21号 めん類 めん類 無



バカ盛製麺 大分市末広町1丁目3番10号 めん類 めん類 無

マルヨシ製麺(株) 大分市葛木878 めん類 めん類 無

(有)温 大分市乙津港町1-2-2 めん類 めん類 無

(有)肉のマルキン 大分市東大道3丁目6番23号 牛肉 食肉 無

(有)肉のマルキン 大分市東大道3丁目6番23号 ホルモン 食肉 無

一信食品加工(有) 大分市大道6ｰ2 牛肉 食肉 無

シティー産業(有) 大分市永興三ヶ田6 牛肉 食肉 無

日本食研(株)大分営業所 大分市下郡南3-7-31 ハンバーグ 肉類加工品 無

日本食研(株)大分営業所 大分市下郡南3-7-31 コロッケ 肉類加工品 無

日本食研(株)大分営業所 大分市下郡南3-7-31 調味料 調味料 無

今川(株) 大分市古国府1186-2 調味料 調味料 無

今川(株) 大分市古国府1186-2 クリーム クリーム 無

今川(株) 大分市古国府1186-2 牛脂 牛脂 無

大分食品物産(株) 大分市大道6-1-2-1F ハンバーグ 肉類加工品 無

大分食品物産(株) 大分市大道6-1-2-1F コロッケ 肉類加工品 無

大分食品物産(株) 大分市大道6-1-2-1F 調味料 調味料 無

三秀産業 大分市永興212番地 牛肉 食肉 無

(株)キャトルフーズ 大分市政所字宮迫3684-1 牛肉 食肉 無



(有)肉の木村屋 大分市東春日町13-32 牛肉 食肉 無

(有)肉の木村屋 大分市東春日町13-32 ホルモン 食肉 無

アニタ・フード・ファクト
リー

大分市下郡北下郡1-6 牛肉 食肉 無


