
牛ｴｷｽ・調味料

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)味泉 八千代市吉橋1078 ビーフエキス たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 テリヤキソース ソース類 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 ブルコギソース ソース類 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 鶏てりやきソース ソース類 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 バジルチキン上かけソース ソース類 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 チキンカツサンドソース ソース類 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 デミグラスソース ソース類 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 桜おこわの素 たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 きのこのおこわのたれ たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 鶏五目おこわの素 たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 松茸おこわの素 たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 旬おこわの素 たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 和風あんかけだれ たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 うなぎやだし たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 煮物のたれ たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 唐揚げ調味液 たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 オリジナルローストチキンマリネ
ミックス

たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 ケンタ丼のたれ たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 蒲焼のたれＷパック たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 うなぎつやだし たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 やきとりのたれ たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 サｰビス天つゆ たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 丼たれ（２） たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 納豆のたれＹ たれ 無

           (株)味泉 八千代市吉橋1078 納豆のたれＫ たれ 無

1 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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)味泉 八千代市吉橋1078 丼たれ たれ 無

          (株）味泉   八千代市吉橋１０７８ 調味液 たれ 無

          (株）味泉   八千代市吉橋１０７８ デミグラスソース ソース類 無

          (株）味泉   八千代市吉橋１０７８ 栗おこわの素 たれ 無

          (株）味泉   八千代市吉橋１０７８ ナムルの素 たれ 無

          (株）味泉   八千代市吉橋１０７８ ユッケジャンの素（２） たれ 無

          (株）味泉   八千代市吉橋１０７８ 煮込みだれ たれ 無

          (株）味泉   八千代市吉橋１０７８ 焼肉のたれ たれ 無

          (株）味泉   八千代市吉橋１０７８ 正肉用のたれ たれ 無

(株）葵フーズディナーズ 刈谷市高松町４－４９ ステーキソース その他の食品 なし

（株）朝日フレシア 高浜市芳川町４－３－１ 納豆添付のたれ その他の食品 なし

(株)エイコー食品 福岡市南区清水四丁目６－３３ ラーメン用スープ 調味料類（スー
プ）

無

（株）キタマ 守口市南寺方東通4-4-15 カレーとリンゴドレッシング ドレッシング 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ 肉ワンタン添付スープ 調味料 無

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ 発酵調味液 調味料 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ シチューソース ソース類 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ デミグラスソース ソース類 なし

(株)サンミート 名古屋市港区本宮新町８９－２ ミートソース ソース類 なし

(株)サンミート　ノーマン工場 名古屋市港区正保町６－２ しょうゆたれ たれ なし

(株)サンミート　ノーマン工場 名古屋市港区正保町６－２ たれみそ たれ なし

（株）東北醤油 仙北郡神岡町神宮寺字本郷野 味どうらくの里 たれ 無

（株）東北醤油 仙北郡神岡町神宮寺字本郷野 かくし味 たれ 無

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ カツソース ソース類 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ ソース ソース類 なし

(株)南部商会 名古屋市中村区大日町３－６ どてたれ 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 和歌山ラーメン添付スープ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ みそラーメン添付スープ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 旨麺添付スープ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 技麺添付スープ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 生ラーメン添付スープ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 屋台風ラーメン添付スープ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 簡単調理ラーメン添付スープ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ ワンタンメン添付スープ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 餃子添付のタレ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 青しそ餃子添付のタレ 調味料 無

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ チーズ入りポテトフライ添付スパ
イス

調味料 無

（株）ヒルマ 泉佐野市りんくう往来３－６ フォンドボー ソース 無

（株）北海道畜産公社　上川事業
所　道北食肉センター

北海道天塩郡天塩町字ウブシ５３２４
の１

フォン・ド・ボー スープの素 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　甘酢漬けの素　５００ｍ
ｌ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　ステーキソース洋風トマ
ト　５７０ｇ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　ステーキソース和風おろ
し　５６０ｇ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　粒ごまのたれ　２８０ｇ ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　ぬか漬けの素　５００ｍ
ｌ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　ハンバーグソースデミグ
ラス

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　本格クッパの素　８７５
ｇ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　本格粒ごまのたれ　９２
０ｇ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ エバラ　本格ビビンバのたれ　９
１５ｇ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ カルビのたれＴＢ－１　２１Ｋｇ ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ くいしんぼ本店ソースとんかつ
１Ｋｇ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ 塩カルビのたれ炭火タイプ　２
１．５Ｋｇ

ソース類 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）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ 四天王もとだれ　２１Ｋｇ ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ 日生協　しゃぶしゃぶごまだれ
２７０ｇ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ 日生協　肉野菜ドレッシングごま
３００ｍｌ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ フジフーズ　特製牛丼のたれ　２
１．５ｋｇ

ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ 豚丼のたれ上塗り用　２１Ｋｇ ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ 水了軒関西風つゆ　２１Ｋｇ ソース類 なし

（株）スギショーテクニカルフー
ズ

駿東郡長泉町南一色９０８－５５ 焼肉のたれ塩味（ねぎ風味）　２
１Ｋｇ

ソース類 なし

（資）亀兵商店 仙台市青葉区大町二丁目１５－２４ しょうゆ加工品 つゆ類 なし

(資）丸内本店 知多市岡田字堂山１２ ミニ醤油むらさき 調味料 なし

（有）味香美 浜松市大柳町４３５ー３ おでんスープ、鍋用スープ、調味
パウダー

調味液等 無

(有)アリス食品 名古屋市東区車道町一丁目１１番地 エビチリソース 中華ソース なし

(有)アリス食品 名古屋市東区車道町一丁目１１番地 麻婆豆腐のソース 中華ソース なし

（有）菊池商事 秋田県天王町天王字児玉２８の１ だしつゆ めんつゆ 無

（有）菊池商事 秋田県天王町天王字児玉２８の１ だしつゆ めんつゆ 無

（有）ピーアンドエー食産研究所 三芳町上富６８７ コロッケソース 調味料 なし

（有）ピーアンドエー食産研究所 三芳町上富６８７ モリモリ白菜調味液クリアー 調味料 なし

（有）まるいち・しょうゆ・みそ
醸造元

本荘市石脇字石脇１１番地 八方美人甘っこつゆ めんつゆ 無

（株）　味の王 京都市西京区大原野石作町１４３ ﾄﾝｶﾂｿｰｽ（京風あっさりｿｰｽ） ソース なし

（株）　味の王 京都市西京区大原野石作町１４３ 生ぽん酢　ﾀﾀｷのたれ たれ なし

（株）　味の王 京都市西京区大原野石作町１４３ 焼肉のたれ　ＦＣＲ たれ なし

（株）　味の王 京都市西京区大原野石作町１４３ 胡麻しゃぶのたれ たれ なし

（株）　味の王 京都市西京区大原野石作町１４３ すき焼きのたれ　わりした たれ なし

（株）　味の王 京都市西京区大原野石作町１４３ 焼肉のたれ　甘口・辛口・ﾐｯｸｽ たれ なし

（株）　味の王 京都市西京区大原野石作町１４３ 焼肉のたれ　燦手作り味噌だれ たれ なし

（株）　味の王 京都市西京区大原野石作町１４３ 焼肉のたれ　燦手作り醤油だれ たれ なし

4 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ やきそばソース、ハンバーグソー
ス

ソース なし

（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ 木の久 たれ等 たれ なし

（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ めんつゆ、おでんつゆの素等 つゆ なし

(株)王将フードサービス 東区松島三丁目７番１３号 中華麺スープ 調味料類（スー
プ）

無

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ プチエビマヨネーズ、プチカニマ
ヨネーズ

ソース なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ しそたらこマヨネーズ ソース なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ 明太子ソース ソース なし

（株）オカムラ食品工業 青森市八重田１丁目６ー１１ スパゲッティーソース明太子 ソース なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新１１５ ２食細打ラーメン　スープA-8 調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 ３食しょう油ラーメン（スープ） 調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 ３食みそラーメン（スープ） 調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 お湯かけ醤油豚骨ラーメン（スー
プ）

調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 お湯かけ天ぷらうどん（うどんつ
ゆ東）

調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 お湯かけ天ぷらそば（そばつゆ
Ｄ）

調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新１１５ お湯かけワカメうどん、おかめう
どん（うどんスープAK４０）

調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 皿中華（醤油味スープ） 調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 ソフトメンカレー（カレーソース
Ｐ１ｋ）

調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 鍋焼き天ぷらうどん（めんつゆ） 調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新１１５ 鍋焼きネギラーメン（スープ） 調味液 なし

（株）小国製麺 北蒲原郡黒川村大字近江新115 鍋焼味噌煮込みうどん（味噌スー
プ）

調味液 なし

（株）金谷ホテルベーカリー　今
市工場

今市市土沢９９２－1 ピザソース＆パスタソース（リン
ゴ果肉入りピザソース）

調味料及びスー
プ

なし

（株）霧しな 開田村西野５２２７－１２１ 信州開田高原生ざるそば（つゆ
付）

めんつゆ なし

（株）霧しな 開田村西野５２２７－１２１ 霧しなそばつゆストレート
（80ml）

めんつゆ なし

（株）霧しな 開田村西野５２２７－１２１ 頒布会生そばセット類（袋つゆ） めんつゆ なし

（株）霧しな 開田村西野５２２７－１２１ つゆ付き霧しなそばセット めんつゆ なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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）霧しな 開田村西野５２２７－１２１ 霧しなそばK-6（乾麺）つゆ付 めんつゆ なし

（株）霧しな 開田村西野５２２７－１２１ 霧しなそばK-10（乾麺）つゆ付 めんつゆ なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 手づくりハンバーグの素 調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 かんたんリゾットの素　トマト味 調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 かんたんマリネの素 調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 コンソメガーリック 調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 カレークック 調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 かんたんパスタソースの素　バジ
リコ風

調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 かんたんパスタソースの素　トマ
ト＆バジル

調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 かんたんパスタソースの素　カル
ボナーラ風

調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 かんたんパスタソースの素　ペペ
ロンチーノ風

調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 手づくりのホワイトソースルウ
洋風ブイヨン付

調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 ＫＥＮＫＯ　ＦＯＯＤＳ洋風ブイ
ヨン　ビーフコンソメ味

調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 ＮＨ洋風ブイヨン　ビーフコンソ
メ味

調味料 なし

(株)けんこう舎 調布市富士見町4-32 活菜のだし　洋風クック 調味料 なし

(株)三協デリカ 東区箱崎ふ頭六丁目８番２８号 インスタントめんスープ類 調味料類（スー
プ）

無

(株)ジョイフル 大分市三川新町1-1-45 ゴマソース 調味料類（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 調味料類（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 調味料類（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 調味料類（ソー
ス）

無

（株）ダイエーセントラル水産
　　　　　福岡事業所

筑紫野市大字諸田字仮塚２９５－4 塩鍋スープ 調味料類（スー
プ）

無

（株）ダイエーセントラル水産
　　　　　福岡事業所

筑紫野市大字諸田字仮塚２９５－5 鍋物用スープ 調味料類（スー
プ）

無

(株)ダイショー 東区松田一丁目１１番１７号 焼肉のたれ類 調味料類（た
れ）

無

(株)ダイショー 東区松田一丁目１１番１７号 スープ類 調味料類（スー
プ）

無

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 マーボソース 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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)大龍 調布市飛田給1-34-1 ＳＬマーボソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 甘酢ソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 惣菜用　酢豚ソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 黒オイスターソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 油淋ソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 中国四川黒ソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 大根漬けの素 調味料 なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ H-E　３６ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ ゆばのたれ（濃口、淡口） 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ かあちゃん（淡口、うす塩）、む
しどりマリネソース、ジンジャー
かけだれ、宮一用白しょうゆ、白
マルシチ、生姜焼きのたれ
（B）、フォーミング焼鳥のたれ
さやまB、ホイコーロのたれ

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 温泉たまごのたれ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 蒲焼きのたれA、焼き鳥のたれ味
噌味H

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ うすくちたまり、あなご用タレ、
焼鳥のたれ（ブレンド、ブレンド
辛口、淡口C）、魚の照り焼濃
口、宮-赤マルシチ、焼肉のたれ
つけだれ、焼鳥（＃２０００、甘
口、イリソ甘口）

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ デラックス照焼のたれNo.9、ゆば
ぎょうざスープ、鳥肉だんごねり
込み調味液、うすくちたまり、白
だし、老醤、納豆のたれNT、銀座
アスター用醤油

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 麺や次郎ラーメンスープ、チン
ジャオロースのたれ、たまり漬け
の素（ミツオクヤ）

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 山野井ぽん酢、７　五目寿司の
素、炊き込み御飯用調味液S-1、
あられのたれH-D-5、あじさいう
どんのつゆ、天つゆ I

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 昆布だしうすじお醤油 調味料及びスー
プ

なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ めんつゆ（３倍つゆ、２倍つ
ゆ）、味むらさき

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 納豆のたれ普通品、山野井芥子醤
油たれ、カネショク玉子豆腐のた
れ、一丁刺身しょうゆ、とりの鍋
用味噌

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 調味液BH-5 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 松茸ごはんの素 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 焼鳥のたれE4 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 濃縮わかめスープ、宇都宮ぎょう
ざ館ラーメンスープ

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ ホタテ調味液 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 冷麺のタレ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ いなり寿司の素（関西風）、いな
り寿司の素（竹商５号、竹商２
号）、

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 味噌煮込みうどんたれ（めんつ
ゆ）一丁寿司しょうゆ

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 釜めしの素（米飯調味液）、肉め
しの素、マルシチ天丼のたれ

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 納豆のたれ（味噌）鍋林玉子どう
ふつゆ

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ ハンバーグソースデミグラスソー
ス、山野井ハンバーグソース

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 日光銘水老麺醤油ラーメンスープ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 京風ラーメン味噌味 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 冷やし中華甘口 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ すき焼きのたれ、揚煎用たれ、す
きやきのたれストレート

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 一丁かえし、３倍つゆMT-3、新
味めんつゆ

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 昆布だししょうゆ（醤油加工品） 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ ローストビーフ無添加、新潟ビー
ル園ジンギスカン醤油味、ジンギ
スカン醤油味（サッポロ）

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 舞茸調味液（米飯調味液） 調味料及びスー
プ

なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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
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の有無

適切な防止措置の有無
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入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ ひきわり納豆のたれ有機 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 水ぎょうざスープ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ ヤキビーフン用調味液塩味 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 納豆のたれひきわり 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 魚の照りたれ、ゴマしゃぶたれ、
焼肉のたれ　もみたれ

調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 納豆のたれ有機 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 彩の舞うどんつゆ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ ５倍つゆ、丼の素 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 納豆のたれ甘口 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 納豆のたれ特製 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 楽々煮物 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ ゆばのたれ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 栗ご飯の素 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 新潟ビール園ジンギスカン味噌味 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ からし酢味噌たれ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 笛木あさ漬の素 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 土佐しょうゆ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 土佐しょうゆ　１本α 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 大東食研つゆ 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ 特製土佐P-50 調味料及びスー
プ

なし

（株）高橋彌次右衛門商店 今市市土沢１４７２ すししょうゆマイルド 調味料及びスー
プ

なし

(株)ディスペンパックジャパン 東京都調布市仙川町2-5 和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

(株)ディスペンパックジャパン 東京都調布市仙川町2-5 和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（ｼｮｳﾕ） 調味料 なし

(株)ディスペンパックジャパン 東京都調布市仙川町2-5 ｶﾙﾊﾟｯﾁｮﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

(株)ディスペンパックジャパン 東京都調布市仙川町2-5 ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ青ｼﾞｿ1 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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)ディスペンパックジャパン 東京都調布市仙川町2-5 ｶﾙﾊﾟｯﾁｮﾏﾖ&ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

(株)ディスペンパックジャパン 東京都調布市仙川町2-5 ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ青ｼﾞｿ2 調味料 なし

(株)ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝﾊﾟｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 紀州梅＆青じそ（ﾛｰｿﾝ） 調味料 なし

(株)ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝﾊﾟｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ仙川工場 東京都調布市仙川町2-6 ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ青じそ（ﾛｰｿﾝ） 調味料 なし

(株)ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝﾊﾟｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ仙川工場 東京都調布市仙川町2-7 ﾃﾞﾘｼｬｽｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（ﾛｰｿﾝ） 調味料 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ コク旨焼うどん調味液 調味液 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 秋の白菜漬 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ からっキュウ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ キムチ盛合せ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 高原キャベツ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ サラダ風あっさりキムチ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 漬物盛合せ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 茄子・胡瓜 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 本格キムチ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 本格ソウルキムチ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ もりもり白菜 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 秋の白菜漬 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ からっキュウ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ キムチ盛合せ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 高原キャベツ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ サラダ風あっさりキムチ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 漬物盛合せ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 茄子・胡瓜 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 本格キムチ 調味浅漬 なし

（株）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ 本格ソウルキムチ 調味浅漬 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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）ピックルスｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　大
宮工場

伊奈町大針１１９７ もりもり白菜 調味浅漬 なし

（株）ふくれん宮田工場 鞍手郡宮田町大字四郎丸２４０－３１ 鍋組み合わせ食品 調味料（牛エキ
ス）

無

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 ＦＭ中濃ソース 調味料類（ソー
ス）

無

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 粉体調味料 調味料・たれ類 無

（株）フジデリカ宮崎工場 佐土原町大字東上那珂17588－50 液体調味料 調味料・たれ類 無

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 チルド肉ワンタン２０個（ユー
コープ）

調味料及びスー
プ

なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 あったか小鉢　（松茸、えび・か
に）

調味料及びスー
プ

なし

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 本葛胡麻どうふ 調味料及びスー
プ

なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ たれ、ドレッシング ソース なし

（株）三島 士別市大通東１丁目 カレールー 調味料 なし

（株）三島 士別市大通東２丁目 カレールー 調味料 なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 スープ付焼そば2食 ソース なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 鍋焼うどん天ぷら付 つゆ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 安田ストレートうどんつゆ つゆ なし

(株)やまやコミュニケーションズ 東区松島五丁目２７番５号 明太パスタソース 調味料類（ソー
ス）

無

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 中華風しめじと玉子の蛎油炒め 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ とんこつ焼きﾋﾞｰﾌﾝ 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ニラと玉子の広東炒め 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 中華風肉炒り玉子 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 麻婆春雨甘口・辛口・中辛 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 広東風かに玉 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ｽﾋﾟｰﾄﾞ中華青椒肉絲 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ｽﾋﾟｰﾄﾞ中華酢豚 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ｽﾋﾟｰﾄﾞ中華麻婆豆腐甘口・中辛 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ｽﾋﾟｰﾄﾞ中華麻婆茄子中辛 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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）
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原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 本格焼豚五目ﾁｬｰﾊﾝ 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 本格四川風五目ﾁｬｰﾊﾝ 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ えびﾁｬｰﾊﾝの素 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 焼豚ﾁｬｰﾊﾝの素 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 五目ﾁｬｰﾊﾝの素 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ かに味ﾁｬｰﾊﾝの素 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ さけﾁｬｰﾊﾝの素 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 神戸名物そばめしﾁｬｰﾊﾝの素そば
入りｿｰｽ味・ｶﾚｰ味・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰ
ｽ味・ﾋﾟﾘ辛ｿｰｽ味

調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾄﾞﾗｲｶﾚｰ 調味料 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾁｷﾝﾗｲｽ 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 SEASONING練込みﾀｺ焼　p-7127 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ｽﾊﾟｲｼｰｿﾙﾄ　p-7888 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ﾁｰﾊﾝSEASONING　p-7475 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ﾁｷﾝﾏﾘﾈ　p-1169 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ﾃﾘﾔｷｿｰｽ 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ミートｿｰｽ用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　p-5871 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 甘口ｿｰｽSEASONING　p-7323 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 醤油ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ甘口　p-7922 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 醤油ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ甘口　p-7992 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 辛口ｶﾚｰSEASONING　p-7304 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　p-4122 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 唐揚げ粉ｶﾞｰﾘｯｸ風味　M-7927 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 SEASONING練込みﾀｺ焼　p-7127 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ｽﾊﾟｲｼｰｿﾙﾄ　p-7888 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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
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販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ﾁｰﾊﾝSEASONING　p-7475 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ﾁｷﾝﾏﾘﾈ　p-1169 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ﾃﾘﾔｷｿｰｽ 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 ミートｿｰｽ用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　p-5871 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 甘口ｿｰｽSEASONING　p-7323 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 醤油ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ甘口　p-7922 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 醤油ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ甘口　p-7992 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 辛口ｶﾚｰSEASONING　p-7304 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　p-4122 調味料 なし

（株）芥子屋四郎 さいたま市中島1-29-11 唐揚げ粉ｶﾞｰﾘｯｸ風味　M-7927 調味料 なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ ねぎ塩焼きそばソース 焼きそば用ソー
ス

なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ 野菜炒めソースキャベツ 野菜炒め用ソー
ス

なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ 冷凍明太子ソース 焼きこみパン用
ソース

なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ しゃぶしゃぶのたれ しゃぶしゃぶ用
タレ

なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ イタリアンバジル 焼肉のタレ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ ねぎ塩ソース市販用 焼肉のタレ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ プルコギソース市販用 焼肉のタレ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ プルコギボトル 焼肉のタレ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ 塩たれボトル 焼肉のタレ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ 香草焼きバジル市販用 焼肉のタレ なし

(株)司食品工業 上北町大字大浦字道ノ下22－4 ビーフエキス ソース類 なし

（株）志野 京都市左京区大原大長瀬町318 たれ，ソース類 ソース類 なし

（株）志野 京都市左京区大原大長瀬町318 ポン酢 ソース類 なし

（株）志野 京都市左京区大原大長瀬町318 鍋物だし類 ソース類 なし

（株）志野 京都市左京区大原大長瀬町318 ドレッシング ソース類 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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
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販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 ｼﾞｰﾏｰﾐ豆腐のたれＡ 調味料類（タ
レ）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 もずくのタレ 調味料類（タ
レ）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 らくちんちゃんぷるーゴーヤー 調味料類（タ
レ）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 らくちんちゃんぷるーそうめん 調味料類（タ
レ）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 らくちん沖縄そばだしかつお風味 調味料類（タ
レ）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 らくちん沖縄そばだし醤油風味 調味料類（タ
レ）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 赤マルソウ　焼鳥のたれ 調味料類（タ
レ）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 赤マルソウ　焼肉のたれ 調味料類（タ
レ）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 かつおかけ醤油 調味料類（醤
油）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 寿司しょうゆ 調味料類（醤
油）

無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 業務用かつお醤油（うまくち） 調味料類（醤
油）

無

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 ソース焼きタレ 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 塩タレ 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 醤油タレ 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 新正油タレ 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 五目タレ 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 大龍焼きタレ 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 うま煮ソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 SLうま煮ソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 惣菜用　青椒ソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 Sあんかけ焼きそばソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 あんかけチャーハンソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 Sカニみそソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 カニみそソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 レバニラ炒めのタレ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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)大龍 調布市飛田給1-34-1 砂肝炒めソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 宮保ソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 ホイコージャン 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 ザージャン 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 惣菜用　炸醤のタレ 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 惣菜用　若鶏ニンニクソース 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 上海風焼きそばの素 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 米粉の素 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 麻辣醤 調味料 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 甜麺醤 調味料 なし

（株）渡邊製麺 茅野市北山４７２４ そばつゆ 調味料 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ＬＦちらし用合わせ酢１０Ｌ
キュービ

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ Ｓ－３２８－２（秋本食品夏用）
ローリー

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ Ｓ－４１２　２０Ｌキュービ 調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ Ｓ－４７１　１Ｔコンテナ 調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ Ｓ－５０９　２０Ｌキュービ 調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ かずのこ調味液 調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ すし酢ー１１４０　２０Ｌキュー
ビ

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ すし酢ー１３８８　２０Ｌキュー
ビ

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ すし酢ー１４１２　２０Ｌキュー
ビ

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ すし酢ー１４４７　２０Ｌキュー
ビ

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ すし酢ー１４５９　２０Ｌキュー
ビ

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ すし酢ー５０２２　１０Ｌキュー
ビ

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ダイエー合せ酢Ａ　ローリー 調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 壱番屋ＮＯしそ風味Ｄ２０／２０
／２０

調味酢 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 山義沢庵調味液夏　１ｔコンテナ 調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 小僧寿し数の子２　２０Ｌキュー
ビ

調味酢 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 小僧数の子調味液２倍　２０Ｌ
キュービ

調味酢 なし

（株）藤商店 福岡市南区老司三丁目１０－２４ たで酢 調味料 無

（株）馬場音一商店 小県郡東部町滋野乙５４７－１ マリネドレッシング 調味料 なし

（株）馬場音一商店 小県郡東部町滋野乙５４７－１ 煮込みおでんつゆの素 調味料 なし

（株）馬場音一商店 小県郡東部町滋野乙５４７－１ 八宝菜の素 調味料 なし

（株）馬場音一商店 小県郡東部町滋野乙５４７－１ Ａｐ－Ｌ（エキストラネート） 調味料 なし

（株）馬場音一商店 小県郡東部町滋野乙５４７－１ アジポールＮ－ＯＳ 調味料 なし

（株）馬場音一商店 小県郡東部町滋野乙５４７－１ ハイクックカツオブシコンク－Ｓ
Ｈ

調味料 なし

（株）平井屋 南都留郡西桂町小沼１４０９ めん類添付スープ スープ・たれ類 なし

(㈱井川食品 行方郡玉造町浜５３１－２ 納豆添付用カラシ 香辛料 無 牛由来以
外材料置
換

(資)藤本醸造店 出水市本町10-32 醤油 調味料類（醤
油）

無

（資）米村常次郎商店 熊本市九品寺5丁目15-15 めんつゆ 調味料 無

（資）米村常次郎商店 熊本市九品寺5丁目15-15 和風ドレッシング 調味料 無

（資）米村常次郎商店 熊本市九品寺5丁目15-15 焼肉タレ 調味料 無

(有)デボン神戸屋 東区原田一丁目１９番３７号 味付けソース類 調味料類（ソー
ス）

無

(有)ﾎｰﾑﾒｰﾄﾞｿｰｾｰｼﾞﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ工場 東京都杉並区松庵３－４１－１ からあじ 調味料 なし

(有)ﾎｰﾑﾒｰﾄﾞｿｰｾｰｼﾞﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ工場 東京都杉並区松庵３－４１－１ ｺﾝﾋﾞｰﾌｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 調味料 なし

（有）丸井食品三重工場 松阪市駅部田町４５７－３４ 伊勢うどんのたれ 調味料 なし

（有）丸井食品三重工場 松阪市駅部田町４５７－３４ 北佐専用焼肉のたれ 調味料 なし

（有）丸井食品三重工場 松阪市駅部田町４５７－３４ 桜たれ 調味料 なし

（有）マルみ 松阪市松崎浦町７５２－９２ 味付けのりのタレ 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
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牛ｴｷｽ・調味料

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）
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の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

(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）佐藤醸造店 阿久根市琴平106 醤油 調味料類（醤
油）

無

（有）小野食品工業 亘理町長瀞字下新丁45-2 ソース類 ソース類 なし 該当なし

（有）水浦醸造 佐土原町大字上田島1828 正油（加工正油） 調味料類（醤
油）

無

（有）奈良醸造元 出水市明神町2291 醤油 調味料類（醤
油）

無

(有)南国商事 大分市豊海5-1994-214 スープ 調味料類（スー
プ）

無

（有）味研 山梨県山梨市西75-1 すきやきのﾀﾚ ソース類 有 有（米国産） 脊髄
（テー
ル）

牛テール

株式会社信玄食品 塩山市藤木１８７０ 横浜美味探求室マーボ豆腐 ソース（調味
料）

なし

株式会社信玄食品 塩山市藤木１８７０ マーボソースの素 ソース類 なし

（有）和泉屋 長崎県佐世保市指方町１ 冷凍皿うどんあんかけスープ 調味料 無

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ スナック用シーズニング 調味料 なし

アイ・エフ・エフ日本株式会社 御殿場市板妻字掘３５ ホットチリシーズニング 調味料 なし

愛知物産（株） 新川町阿原字池之表８１ カレーA、ドレッシングA、トマト
ハーブソース等

ソース 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

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ カレーE-17 調味料(カレー
粉）

なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

秋田みなみ農業協同組合 秋田県男鹿市脇本字向山１の２ 味ひょうたん ｽｰﾌﾟ 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＡＫ－２０唐揚粉 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＡＳＳブラックペッパーＴＫ－３ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＡＳグリーンカレーペースト 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ Ａオールソーセージスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＢＰミックスＭ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ Ｂオールソーセージスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ Ｃオールソーセージスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ Ｆ－２レモンペッパー 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＦＸキムチの素 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ Ｆキムチシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＧＴタンドーリベース 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＩＫＳカレーフィリング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＭＪカレーペースト 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＮＭＤ殺菌ペーストカレー 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ＳＡハンバーグシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ Ｚカニピラフ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ Ｚケイジャン 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 朝岡ＸＯ醤 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 朝醤 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ アステカステーキスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ エスニックスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 蝦醤 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ エビピラフシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ オニオンコンソメ 調味料 無
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ オムライスシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ オムレツシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ カニピラフ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ カレー味Ａ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ カレーピラフ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ カレーベースコンク 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ カレーペースト 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ キーマカレーペースト 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ キムチのタレ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ キムチミックス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ グラスドビアン 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ケアンズステーキスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ココナッツミルクパウダー 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ こってりチーズ味 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 鮭と若菜のごはん 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ しいたけエキス末 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 正油バター味 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ステーキウェスタン 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ステーキハーブ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ステーキハンガリア 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ステーキ和風 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ スパイシーステーキハーブ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 全農かやく御飯スパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ソーセージスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ たまごとほうれん草のピラフ 調味料 無
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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

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ タンドリーベース 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ チキンシーズニングＡ－１ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ チキンスープスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ チキンピラフ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ チキンミックス＃１８５ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 地中海シーズニングＳ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 地中海スープ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ティースパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 甜麺醤ＥＡ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ トムヤムスープ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ とりゴボウライスシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ナケットシーズニングＰＦＵ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ナケットシーズニングＰＭ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ナムルシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 日東ドライサラミミックス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ニューエビピラフ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ノンドリップガーリックＡ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ノンドリップカレー 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ハーブソルトイタリアン 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ハッシュドビーフベースＦ－３ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ハッシュドビーフペースト 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ パニエ伊太利亜風 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ハムミックス＃１９０ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ハンバーグミックス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ビーフカレースープ 調味料 無
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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

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ビーフシチューペースト 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ピザシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ピザシーズニングＦ０１－Ｃ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ピザスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ピリ辛シーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ フェイマスパウダー 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ フォンドボウ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ フュメドポワソン 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ブラウンルウ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ペッパーチキンシーズニングＡ－
１

調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 豆おこわシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ ミネストローネＡＰ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 無添加生姜パセリノンドリップ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 無添加チリ味ノンドリップ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ メキシカンピラフシーズニング 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ メンタイＳ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 焼きそばソース３ＴＡ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 焼肉のたれミックス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ 野菜いためスパイス 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ レストランカレー 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ レッドカレーペーストＭＪ－１ 調味料 無

朝岡香辛料株式会社 東京都板橋区東坂下２－１３－１６ レモンペッパーＢ 調味料 無

旭化成株式会社 田方郡大仁町三福６３２－１ 発酵調味料 調味料 なし

旭川製麺株式会社 東川町西町６丁目２－１ ｽｰﾌﾟ･たれ スープ類 なし

アサヒ食品工業（株） 名古屋市中村区押木田町１－１４ 調味料 調味料 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
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の有無

適切な防止措置の有無
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入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＳＨ－１３００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 シーズニングオイルＬ－１５３０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 スーパーミーストＣ－１００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 スーパーミーストＣ－２００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 スーパーミーストパウダーＣＰ－
１００

調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 スーパーミーストパウダーＣＰ－
２００

調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＣ－１７９０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＣ－３１３０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＣ－４０４０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＣ－７９３０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＣ－８６３０－１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＣ－７５３０、ビー
フエキス７５３０

調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフパウダーＣ－２４３１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフパウダーＣ－７１３１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフパウダーＣ－７８３１、
ミーストフード４０９Ｐ－ＴＡ

調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフパウダーＣ－７９３１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ポークパウダーＤ－３０３１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ポークパウダーＤ－４５３１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストＢ５０２０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストＢＰ－３５０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード４０１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード４０１Ｐ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード４０７、ビーフエ
キスＣ－１５３０

調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード４０９Ｐ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード４１５ 調味料 なし
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アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード５０１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 旨味調味料Ｋ５０００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 旨味調味料Ｋ５０００Ａ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード４１７Ｐ、ミース
トフード＃３１

調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストパウダーＢ－４６２１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＣ－４４１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストＢＰ－３４５ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード１０２ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフパウダーＣ－４６３１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＳＨ２０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 チキンパウダーＮＯ．１００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキス＃００５ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキス０１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフパウダーＣ－４４３１、
ビーフパウダー＃３１５

調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ポークエキスＤ－３６３０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード７０８Ｐ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストフード７０７ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 旨味調味料Ｋ８０００Ｂ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 旨味調味料Ｋ６０００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＭＯ－４２１０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＭＯ－５１００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＭＯ－４４６０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフパウダー４０９ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフパウダー２４３１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ナチュエミック　ビーフ味 調味料 なし
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原料切換
え

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ポークパウダー４５３１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＭＯ－４４００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＭＯ－１０ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＭＥ－３５５ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＫ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ＭＯ－４５００ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキス 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ビーフエキスＭ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ローストチキンパウダーＮｏ．１ 調味料 なし

アサヒビール食品㈱栃木工場 国分寺町小金井18 ミーストＢＰ－２５８ 調味料 なし

旭フレッシュ株式会社 高知県吾川郡春野町弘岡中1684 鉄板焼きそば 調味調味料類
（ソース）

無

旭フレッシュ株式会社 高知県吾川郡春野町弘岡中1684 中華三昧・四川 調味調味料類
（ソース）

無

旭フレッシュ株式会社 高知県吾川郡春野町弘岡中1684 中華三昧・広東 調味調味料類
（ソース）

無

旭フレッシュ株式会社 高知県吾川郡春野町弘岡中1684 中華飯店担々麺 調味調味料類
（ソース）

無

旭フレッシュ株式会社 高知県吾川郡春野町弘岡中1684 ﾁｬﾙﾒﾗしょうゆﾗｰﾒﾝ2食 調味調味料類
（ソース）

無

味の素パッケージング㈱ 川崎市川崎区中瀬１－１ 味の素コンソメ（ビーフエキス） 調味料 なし

味の素パッケージング㈱ 川崎市川崎区中瀬１－１ 「韓国あじ」（ビーフエキス・牛
脂・乳糖）

調味料 なし

味の素パッケージング㈱ 川崎市川崎区中瀬１－１ うどんおでんだし（ビーフエキ
ス・昆布エキス・乳糖）

調味料 なし

味の素パッケージング㈱ 川崎市川崎区中瀬１－１ うまいちゃんこの作り方，教えま
す（たん白加水分解物）

調味料 なし

味の素パッケージング㈱ 川崎市川崎区中瀬１－１ アジメート粉末（ゼラチン） 調味料 なし

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 調味料BS-MTS 牛脂 無

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 だし 昆布ｴｷｽ 無

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 だし ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 調味料BS-MTS ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 調味料 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無
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味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 調味料 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

味の素㈱ 川崎市川崎区鈴木町１－１ 調味料255品目 なし

あづま食品㈱ 河内町下田原３４８０－１ 納豆のたれ(国産用、ﾚｷﾞｭﾗｰ用
他）

たれ なし

あづま食品㈱ 河内町下田原３４８０－１ 相鉄ﾛｰｾﾞﾝ有機丸大豆納豆添付た
れ

たれ なし

あづま食品㈱ 三重県員弁郡藤原町大字篠立３３８７
－２３

納豆味付たれ（国産用、レギュ
ラー用、ひきわり用、有機用、有
機ひきわり用、国産甘口用、惣菜
用）

納豆（たれ） なし

穴見　和子 福岡県八女郡黒木町大字黒木４０ うまか味 調味料加工品 無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ ホタテエキス調味料 エキス調味料 無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ ローストビーフエキス エキス調味料 無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ 液体ラーメンスープ(１１品) 液体ラーメン
スープ

無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ ローストビーフエキス 液体ラーメン
スープ

無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ 液体ラーメンスープ(１７品) 液体ラーメン
スープ

無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ ビーフエキス 液体ラーメン
スープ

無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ ワカメスープ 液体ラーメン
スープ

無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ 調味油 液体ラーメン
スープ

無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ 甘味噌ペースト 液体ラーメン
スープ

無

天野実業（株） 岡山県浅口郡里庄町４２１５ ホタテガイエキス調味料 液体ラーメン
スープ

無

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　新　ペシャメルソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　たらこスパゲッティソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　ハヤシソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　ミートソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　和風おろしソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 茨城椎茸炊き込みの素 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 唐揚用下味ベース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ごまだれ 液体調味料類 なし
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あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　うなぎのたれ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　カレーソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　クリームスパソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　皿うどん 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　焼そばソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チリエビソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ デミソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ハンバーグソーストマトタイプ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 冷油　かた焼そばスープ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　イタリアントマトソー
ス

液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　カレーソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　チリミートソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　ホワイトソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　ホワイトソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 棒々鶏たれ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 麻婆ソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 麻婆ソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 麻婆豆腐の素 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 冷凍カレーソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ わさびクリームソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　新　ペシャメルソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　たらこスパゲッティソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　ハヤシソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　ミートソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　和風おろしソース 液体調味料類 なし
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あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 茨城椎茸炊き込みの素 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 唐揚用下味ベース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ごまだれ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　うなぎのたれ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　カレーソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　クリームスパソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　皿うどん 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　焼そばソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チリエビソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ デミソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ハンバーグソーストマトタイプ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 冷油　かた焼そばスープ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　イタリアントマトソー
ス

液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　カレーソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　チリミートソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　ホワイトソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ プロント　ホワイトソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 棒々鶏たれ 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 麻婆ソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 麻婆ソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 麻婆豆腐の素 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 冷凍カレーソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ わさびクリームソース 液体調味料類 なし

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1111焼きそばベース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1141すき焼きのたれ 液体調味料 無
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あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1250うなぎのたれ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 5128中華味ベース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ 粉末スープ 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ ｻｯﾎﾟﾛしょうゆスープ 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ 顆粒用和風つゆ 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ 顆粒しょうゆ辛口 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ ﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞ醤油顆粒 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ ﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞ　ﾀﾝﾒﾝ顆粒 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ ｻｯﾎﾟﾛ豚骨スープ 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ トップバリュ中華風調味料（麻婆
豆腐の素）

調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ トップバリュ中華風調味料（回鍋
肉の素）

調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖柏山３１５－３ トップバリュ中華風調味料（八方
菜の素）

調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1204八宝菜ソース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2301北京風味アップ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2529蒸鶏用ソース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5119焼うどんスープ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5123都一　トマトソース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5207はくばく　イカ姿焼うどん
スープ

液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5441下田　焼ビーフンソース 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5442下田　炒め用ソースA 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5447下田　大根のおつけもの　中
華風

液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5449下田　大根の中華風サラダ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5692うなぎ蒲焼のたれ（ボトル） 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5693うなぎ蒲焼のたれ 液体調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5695鮮魚うなぎのたれボトル 液体調味料 無
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あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1005野菜炒めの素 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1132焼そばソース　カレー味 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4210山口　焼そばソース 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5595ごまあえの素 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 7775泉食品　粉末　調味料 粉末調味料 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 7776泉食品　粉末　キムチの素 粉末調味料 無

アミュード（株）羽生工場 羽生市三田ヶ谷２９９－１ 調味料 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 玉子の素 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 野菜炒めのたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 佃権おでん汁　４Ｌ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 佃権おでん汁　２１０ｍｌ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 佃権オデン無地 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 つく権おでん汁 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 おでん汁　１８Ｌ、１．８Ｌ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 綾瀬おでん汁 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 増英おでんツユ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 塚田おでん汁 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 能登屋オデン汁 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 井上おでん汁 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 いくら漬のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 すし酢 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 新味醤油 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 味噌ラーメン２０Ｋツワテナー 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 餃子のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 煮魚のたれ 調味料 なし
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綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 味付のりたれＳ－２ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 味付のりたれＳ－２輸出 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 味付のりたれＳ－３ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 Ｄ天重のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 すき焼のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 おでん汁　９５Ｍ、１９５Ｍ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 おでん汁　１８Ｌ缶 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 唐揚げつけ込みたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 親子丼のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 焼きうどんＪ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 どんたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 あんかけのたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 蒲焼きのたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 鰹だし　１．８Ｌ、１８Ｌ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 豚足のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 サラダドレッシング 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 松前漬のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 丼汁のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 そばつゆ　１．８Ｌ、１８Ｌ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 天むすびのたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 天重のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 天つゆ　４０ｇ、２１０ｇ、１８
Ｌ

調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 焼き肉のたれ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 中華醤油 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 中華醤油Ｋ 調味料 なし
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綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 マルショウ醤油 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 ２％ 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 米菓醤油 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 中華甘酢油入 調味料 なし

綾瀬食品工業㈱栃木工場 岩舟町下津原418-7 中華甘酢 調味料 なし

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無
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アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 粉末調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 粉末調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 粉末調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 粉末調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 粉末調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 粉末調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 粉末調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 粉末調味料（常温流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無
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アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷蔵流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アリアケジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１ 液体調味料（冷凍流通） 調味料（天然調
味料）

無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 野菜たっぷり寄せ鍋 調味料 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 ドレッシングのみの別売 調味料 無

安全フーズ株式会社 目黒区下目黒５－３６－３４ ハンバーグミックス類 調味料 なし

安全フーズ株式会社 目黒区下目黒５－３６－３４ パネソテーミックス 調味料 なし
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安全フーズ株式会社 目黒区下目黒５－３６－３４ シーズニング類 調味料 なし

五十嵐産業㈱ﾆｭｰﾀﾝﾀﾝﾒﾝ本舗食品
工場

川崎市中原区上平間1402-191 焼き肉のたれ 調味料 なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ かけるデミグラスソース　R
1140g

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ハンバーグソース　290g　/
360ml

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ スペシャルソース　15ml 調味料（ソー
ス）

なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ シーマンウスターソース 調味料（ソー
ス）

なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ DX焼そばソース　ハンディ1.8L 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ DY焼そばソース　21kg缶 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ シーマン　カレーウスターソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ シーマンお好みソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ シーマン　コロッケウスターソー
ス18L

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ コロッケソースデミグラス風
300g

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ コロッケソースデミグラス風
チューブ300g

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ かけるデミグラスソース　290g 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ かけるデミグラスソース　チュー
ブ290g

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ デリカソース和風 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 友栄お好み焼ソース　10L 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 徳川とんかつソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ピーコック本格焼きそばソース
1.8L

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ヒロセ焼きそばソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ アサヒ焼きそばソース9.5KG 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 友栄焼きそばソース　ハンディ
2.1KG

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ アカデミー焼きそばソース　1.8L 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 楓の木焼きそばソース　20KG 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ピーコック　特　焼きそばソース
1.8L

調味料(ソース) なし
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イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 理研焼きそばソースXL-614
22KG

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ぼてぢゅうお好み焼ソース2.1kg 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ アサヒお好みたこ焼用ソース
9.0KG

調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ V・Fお好みたこ焼きソース2.1KG 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ナポリタンソース　30g 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ フレックジャーマンソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ピザソースA　22kg 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ピザソースB　22kg 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ あまからお好みソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ あまから焼きそばソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 大口用焼きそばソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 特級焼きそばソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 激辛・たまりソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ソース焼めし用ソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ステーキソース　290g 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ かけるトマト＆オニオンソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ コープこうべクッキングソース 調味料(ソース) なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ミツカン　甘酢あんかけのたれ 調味料（たれ） なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ ミツカン　南蛮あんかけのたれ 調味料（たれ） なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 麺たれ 調味料（たれ） なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ COOP　イタリアンドレッシング 調味料(ドレッシ
ング)

なし

イカリソース㈱西宮工場 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目２２－６ 蒟蒻ドレッシング　イタリアン 調味料(ドレッシ
ング)

なし

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 キムチの素 液体タレ 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　なす 調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　ﾋﾟｰﾏﾝ 調味料 無
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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
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適切な防止措置の有無
使用・混
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販売中止 製品回収
原料切換
え

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　きのこ 調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　ﾆﾝﾆｸの
芽

調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　ｱｽﾊﾟﾗ 調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　ﾆﾗ 調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　ﾎｳﾚﾝｿ
ｳ

調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　ｷｬﾍﾞﾂ 調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　ﾓﾔｼ 調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　ﾁﾝｹﾞﾝｻ
ｲ

調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　白菜 調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　豆腐
（中辛）

調味料 無

石井食品九州株式会社 東松浦郡北波多村岸山６１１ おいしくなるｿｰｽ　　　　豆腐
（甘口）

調味料 無

イシメン株式会社 奈良県生駒郡安堵町笠目426 ラーメンスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ＹＭＴウナギ仕上げたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　みそだれ　Ｉ
Ｓ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　もやし焼きそ
ばソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　レバーの用の
たれＩＳ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　鶏レバー甘露
煮のたれⅡ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　煮物のたれ
300ｇ、500g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　新豆板醤炒め
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　炊き込みご飯
のたれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　中華うま煮の
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　豆板醤炒め
ソースⅡ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　八宝菜のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　八宝菜のたれ
Ⅱ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　和風うま煮の
たれ

調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　和風ドレッシ
ングⅢ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズあんかけ焼きそ
ばのたれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズおでん汁ＩＳ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ豆板醤炒めソー
ス

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あいなめのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　くるみ甘露煮の
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　ストレートマー
ボーソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　チリソースＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　チリソースＢ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　チリソースＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　フカあんかけの
たれ750g､20㎏

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　ホワイトソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　マーボー茄子の
たれ（味噌味）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　マーボ豆腐ソー
ス（ＸＯ醤味）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　ワンタンスープ
（粉末）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　海鮮餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　鶏ねぎみそ炒め
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　鶏肉と野菜のピ
リ辛炒めソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　醤油炒めソース
（オイスター入）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　生揚げオイス
ター炒めソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　生揚げ中華野菜
炒めソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　竹の子とアスパ
ラの中華煮

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　中華肉だんごの
たれ　Ｓ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　棒々鶏ソースＣ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　冷しワンタン
スープ（ＸＯ醤味）

調味料 なし
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え

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　冷しワンタン用
かけだれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　筍と豚肉炒めの
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズあんかけ用甘酢
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズウズラだんごのた
れ１９０g，２５０g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ胡瓜鶏のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ青椒肉糸のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ陽葉巻あんかけの
たれ40g､50g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ甘酢ソースＹＭ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ焼きそばのたれ（ピリ
辛）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ焼きそばのたれＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ焼きそばのたれＥ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ焼きそばのたれ中華丼の
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ いか照り焼きのたれＹＭＴ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ うなぎつくねのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ エビチリソース１．１Ｋ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ オイスターソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ おでん玉子入り 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ おでん汁Ａ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ おでん汁Ｅ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ おでん汁の素 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ カルビのタレＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ カルビ付込タレ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ サンこー食品　納豆のたれ４ｇ、
８gＷ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ サンフーズ　酢みそ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ サンユー　豆腐のたれＳ 調味料 なし
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いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ そばつゆ（とわ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チキンステーキのたれ（上たれ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チキンロールのたれＫ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チキン漬込みのたれ、ローストチ
キンのたれ（漬込み用）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チゲ味おでんの素 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チリソースＣ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ つくねのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ つくねハンバーグのたれ　Ｙ－１ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ つくねハンバーグのたれ２００
g，３００g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ つくねハンバーグのたれＹ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ デミグラスソース　Ａ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ デミグラスソース　ＤＳ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ドレッシング 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ バジルドレッシング 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ハチミツ地鶏のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ハッシュ・ド・ビーフソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ バルサミコ酢ドレッシング 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ハンバーグのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ビーフジャーキーのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ マーボーソースＳＰＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ みそ漬のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ メンテルバター 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ もつホルモンのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ヤジマ　みそだれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ローストレッグのたれＢ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ロールキャベツスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ワンタンスープＴ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 井田分光　ぶっかけ天つゆ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 横浜八番館　味噌老麺スープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 横浜八番館　冷やし中華スープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 横浜八番館醤油老麺スープ（バ
ラ）、２連、３連

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 荻原食品　田楽みそ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 温泉玉子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 蒲焼きのタレ（上）１，８㍑、
（上）缶詰

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 蒲焼きのタレ１０㏄、１５㏄、缶
詰（レギュラー）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 丸愛　納豆のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 紀文食品　酢みそ　　　　　　松
兵衛　酢みそ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 及川食品　田楽みそ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 牛みのキムチ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 牛丼のたれⅠ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 牛丼のたれＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鶏がらスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 穴子のたれ（仕上げ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 穴子のたれ（焼きだれ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 香味焼きのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 三洋食品　サラダマリネドレッシ
ング

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 三洋食品　サラダマリネドレッシ
ング（香草入）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 煮魚のたれＢ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 松栄　ノンオイルドレッシング 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼そばソース　1.8L 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼そばソース　２連 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼そばソースＴ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　1.8L 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ⅰ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ａ－Ⅱ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｅ（缶詰） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｈ－ＳＢ１５ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｍ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｍｉｘ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｍｉｘ－Ｂ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　ＮＨ－Ｂ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｖｏ－２ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　ＷＰ（七味付） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　ＷＰ100入 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（塩味）ＬＳＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（塩味）仕上げ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（塩味）仕上げＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（仕上）Ｓ－２－Ｂ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（仕上）つ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（北光） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（味噌味） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれＨ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 神田餃子屋　餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 酢豚ソース１，１㎏ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 正油ラーメンスープＤＸ（小
麦），ＤＸ１，８L，１８Ｌ

調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 生一麺　冷し中華スープＫ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 生－麺　おなじみスープ２連、正
油ラーメンスープ１，８Ｌ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 生－麺焼きそばソースＫ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 生－麺正油ラーメンスープＫ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 青椒肉糸のたれＢ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 青椒肉糸のたれＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 青椒肉糸のたれＳＰＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 惣菜調味液 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 惣菜調味料（うすいろ）　　９
Ｌ，２００g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 惣菜調味料（こいいろ）９Ｌ，２
００g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 太堀　中華マリネドレッシング
（香草入）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 太堀具だくさんのたれ　７５０
g，６００g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 太堀具だくさんのたれ（韓国風） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 炭火上だれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鳥一番のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鳥一番のたれ（Ｍｉｘ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鳥串だんごのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 珍栄会　餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鶴ヶ屋　ラーメンスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天つゆ
天つゆ（５食セット）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天狗　コンニャク煮付けのたれ
（辛口）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天狗　豆腐のたれ（和風） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天狗　納豆のたれ3,5㏄連続 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天狗　冷麺スープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 田楽みそ（小袋），１g 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 東魁楼餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 豆板醤炒めソース　　　　　　新
豆板醤炒めソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 那須食品　納豆のたれ（バラ）、
連続

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鍋のつゆ　1,8L 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉じゃがのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉だんごのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉だんごのたれ　ＮＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉巻き味付けたれ（味噌味） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　かた焼きそばのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　チキン（一味）たれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　チキン仕上げたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　チキン和風スパイスた
れ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　デミグラスソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　ふっくらハンバーグ
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　ミートボールソースＮ
Ｈ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　レバーのたれ３００ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　レバーのたれ３５０ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　夏野菜ハンバーグ（ね
ぎソース）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　鶏レバー時雨煮のた
れ､250g､300g､400g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　若鶏中華あんかけ2.0 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　焼鳥のたれ（Ｓ－２－
Ｂ）2.15Ｋ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　焼売あんかけソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　照り焼きチキンのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　青椒肉糸のたれＮ２０
０g，２５０g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　扇天あんかけソース
（カネミ用）

調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　天ぷらあんかけソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　天ぷら甘酢あんかけ
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　肉だんごのたれＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　肉だんごのたれＮＨ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　八宝菜のたれＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　備長野菜ロールのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハムかに玉のたれＮ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 八宝菜のたれＥ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 八宝菜のたれＳ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 富士公司　餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 武蔵野エッセン　ところてんつゆ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 棒々鶏ソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 北州食品　粉末ロールキャベツ
スープ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 北斗　冷し中華スープ1,8L 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 麻婆豆腐の素 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 味噌だれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 味噌ラーメンスープ２連、５連 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 味彦　ラーメンスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 野菜餃子用調味料 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷し中華スープ　A 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷し中華スープ（ごま味）A 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷し中華スープ（正油味） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷麺スープ３ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷麺スープＢ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 和風だし 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 餃子のたれ　Ｋ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 餃子のたれＡ，Ｂ，５，２㏄，
Ｗ．１２㏄Ｗ３００㏄

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 餃子の調味料 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ＹＭＴウナギ仕上げたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　みそだれ　Ｉ
Ｓ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　もやし焼きそ
ばソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　レバーの用の
たれＩＳ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　鶏レバー甘露
煮のたれⅡ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　煮物のたれ
300ｇ、500g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　新豆板醤炒め
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　炊き込みご飯
のたれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　中華うま煮の
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　豆板醤炒め
ソースⅡ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　八宝菜のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　八宝菜のたれ
Ⅱ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　和風うま煮の
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ　和風ドレッシ
ングⅢ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズあんかけ焼きそ
ばのたれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズおでん汁ＩＳ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイソニーフーズ豆板醤炒めソー
ス

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あいなめのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　くるみ甘露煮の
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　ストレートマー
ボーソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　チリソースＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　チリソースＢ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　チリソースＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　フカあんかけの
たれ750g､20㎏

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　ホワイトソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　マーボー茄子の
たれ（味噌味）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　マーボ豆腐ソー
ス（ＸＯ醤味）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　ワンタンスープ
（粉末）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　海鮮餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　鶏ねぎみそ炒め
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　鶏肉と野菜のピ
リ辛炒めソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　醤油炒めソース
（オイスター入）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　生揚げオイス
ター炒めソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　生揚げ中華野菜
炒めソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　竹の子とアスパ
ラの中華煮

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　中華肉だんごの
たれ　Ｓ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　棒々鶏ソースＣ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　冷しワンタン
スープ（ＸＯ醤味）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　冷しワンタン用
かけだれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ　筍と豚肉炒めの
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズあんかけ用甘酢
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズウズラだんごのた
れ１９０g，２５０g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ胡瓜鶏のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ青椒肉糸のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ アイワイフーズ陽葉巻あんかけの
たれ40g､50g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ甘酢ソースＹＭ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ焼きそばのたれ（ピリ
辛）

調味料 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）
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適切な防止措置の有無
使用・混
入部位
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販売中止 製品回収
原料切換
え

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ焼きそばのたれＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ焼きそばのたれＥ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ あんかけ焼きそばのたれ中華丼の
たれ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ いか照り焼きのたれＹＭＴ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ うなぎつくねのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ エビチリソース１．１Ｋ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ オイスターソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ おでん玉子入り 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ おでん汁Ａ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ おでん汁Ｅ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ おでん汁の素 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ カルビのタレＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ カルビ付込タレ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ サンこー食品　納豆のたれ４ｇ、
８gＷ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ サンフーズ　酢みそ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ サンユー　豆腐のたれＳ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ そばつゆ（とわ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チキンステーキのたれ（上たれ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チキンロールのたれＫ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チキン漬込みのたれ、ローストチ
キンのたれ（漬込み用）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チゲ味おでんの素 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ チリソースＣ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ つくねのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ つくねハンバーグのたれ　Ｙ－１ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ つくねハンバーグのたれ２００
g，３００g

調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ つくねハンバーグのたれＹ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ デミグラスソース　Ａ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ デミグラスソース　ＤＳ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ドレッシング 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ バジルドレッシング 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ハチミツ地鶏のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ハッシュ・ド・ビーフソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ バルサミコ酢ドレッシング 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ハンバーグのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ビーフジャーキーのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ マーボーソースＳＰＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ みそ漬のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ メンテルバター 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ もつホルモンのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ヤジマ　みそだれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ローストレッグのたれＢ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ロールキャベツスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ ワンタンスープＴ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 井田分光　ぶっかけ天つゆ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 横浜八番館　味噌老麺スープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 横浜八番館　冷やし中華スープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 横浜八番館醤油老麺スープ（バ
ラ）、２連、３連

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 荻原食品　田楽みそ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 温泉玉子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 蒲焼きのタレ（上）１，８㍑、
（上）缶詰

調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 蒲焼きのタレ１０㏄、１５㏄、缶
詰（レギュラー）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 丸愛　納豆のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 紀文食品　酢みそ　　　　　　松
兵衛　酢みそ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 及川食品　田楽みそ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 牛みのキムチ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 牛丼のたれⅠ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 牛丼のたれＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鶏がらスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 穴子のたれ（仕上げ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 穴子のたれ（焼きだれ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 香味焼きのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 三洋食品　サラダマリネドレッシ
ング

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 三洋食品　サラダマリネドレッシ
ング（香草入）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 煮魚のたれＢ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 松栄　ノンオイルドレッシング 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼そばソース　1.8L 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼そばソース　２連 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼そばソースＴ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　1.8L 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ⅰ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ａ－Ⅱ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｅ（缶詰） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｈ－ＳＢ１５ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｍ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｍｉｘ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｍｉｘ－Ｂ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　ＮＨ－Ｂ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　Ｖｏ－２ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　ＷＰ（七味付） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ　ＷＰ100入 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（塩味）ＬＳＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（塩味）仕上げ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（塩味）仕上げＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（仕上）Ｓ－２－Ｂ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（仕上）つ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（北光） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれ（味噌味） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 焼鳥のたれＨ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 神田餃子屋　餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 酢豚ソース１，１㎏ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 正油ラーメンスープＤＸ（小
麦），ＤＸ１，８L，１８Ｌ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 生一麺　冷し中華スープＫ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 生－麺　おなじみスープ２連、正
油ラーメンスープ１，８Ｌ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 生－麺焼きそばソースＫ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 生－麺正油ラーメンスープＫ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 青椒肉糸のたれＢ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 青椒肉糸のたれＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 青椒肉糸のたれＳＰＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 惣菜調味液 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 惣菜調味料（うすいろ）　　９
Ｌ，２００g

調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 惣菜調味料（こいいろ）９Ｌ，２
００g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 太堀　中華マリネドレッシング
（香草入）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 太堀具だくさんのたれ　７５０
g，６００g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 太堀具だくさんのたれ（韓国風） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 炭火上だれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鳥一番のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鳥一番のたれ（Ｍｉｘ） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鳥串だんごのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 珍栄会　餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鶴ヶ屋　ラーメンスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天つゆ
天つゆ（５食セット）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天狗　コンニャク煮付けのたれ
（辛口）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天狗　豆腐のたれ（和風） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天狗　納豆のたれ3,5㏄連続 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 天狗　冷麺スープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 田楽みそ（小袋），１g 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 東魁楼餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 豆板醤炒めソース　　　　　　新
豆板醤炒めソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 那須食品　納豆のたれ（バラ）、
連続

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 鍋のつゆ　1,8L 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉じゃがのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉だんごのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉だんごのたれ　ＮＤ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 肉巻き味付けたれ（味噌味） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　かた焼きそばのたれ 調味料 なし
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いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　チキン（一味）たれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　チキン仕上げたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　チキン和風スパイスた
れ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　デミグラスソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　ふっくらハンバーグ
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　ミートボールソースＮ
Ｈ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　レバーのたれ３００ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　レバーのたれ３５０ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　夏野菜ハンバーグ（ね
ぎソース）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　鶏レバー時雨煮のた
れ､250g､300g､400g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　若鶏中華あんかけ2.0 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　焼鳥のたれ（Ｓ－２－
Ｂ）2.15Ｋ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　焼売あんかけソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　照り焼きチキンのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　青椒肉糸のたれＮ２０
０g，２５０g

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　扇天あんかけソース
（カネミ用）

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　天ぷらあんかけソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　天ぷら甘酢あんかけ
ソース

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　肉だんごのたれＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　肉だんごのたれＮＨ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　八宝菜のたれＡ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハム　備長野菜ロールのたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 日本ハムかに玉のたれＮ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 八宝菜のたれＥ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 八宝菜のたれＳ 調味料 なし
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いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 富士公司　餃子のたれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 武蔵野エッセン　ところてんつゆ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 棒々鶏ソース 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 北州食品　粉末ロールキャベツ
スープ

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 北斗　冷し中華スープ1,8L 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 麻婆豆腐の素 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 味噌だれ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 味噌ラーメンスープ２連、５連 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 味彦　ラーメンスープ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 野菜餃子用調味料 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷し中華スープ　A 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷し中華スープ（ごま味）A 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷し中華スープ（正油味） 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷麺スープ３ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 冷麺スープＢ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 和風だし 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 餃子のたれ　Ｋ 調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 餃子のたれＡ，Ｂ，５，２㏄，
Ｗ．１２㏄Ｗ３００㏄

調味料 なし

いし本食品工業株式会社 東京都板橋区常盤台１丁目６５－７ 餃子の調味料 調味料 なし

泉万醸造㈱ 知多郡武豊町字里中７８ 味つけ味噌（保存料無添加）、ざ
るきしつゆストレート、すきやき
のたれ等

調味料 なし

泉万醸造㈱ 知多郡武豊町字里中７８ しょうゆ しょうゆ なし

イタノ食研株式会社 名西郡石井町高原字平島６７８－１ キムチのたれ２品目 調味料類（ソー
ス）

無

イタノ食研株式会社 名西郡石井町高原字平島６７８－１ グチエキス 調味料 無

イタノ食研株式会社 名西郡石井町高原字平島６７８－１ ｶﾚｰ風味調味料 調味料 無
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イタノ食研株式会社 名西郡石井町高原字平島６７８－１ ｵｷｱﾐﾍﾟｰｽﾄ２品目 調味料 無

一番食品株式会社 飯塚市伊川1115 めん類用調味料 調味料 無

一番食品株式会社 飯塚市伊川1115 水産用調味料 調味料 無

一番食品株式会社 飯塚市伊川1115 畜産用調味料 調味料 無

一番食品株式会社 飯塚市伊川1115 惣菜用調味料 調味料 無

一番食品株式会社 飯塚市伊川1115 米飯・鍋物用調味料 調味料 無

一番食品株式会社 飯塚市伊川1115 豆腐・ところ天用調味料 調味料 無

一番食品株式会社 飯塚市伊川1115 製菓・パン用及びその他の調味料 調味料 無

イチビキ株式会社 高横須賀町鳥帽子５５－１ スープ、つゆ、調理みそ等 調味料 なし

伊藤英子 亘理町吉田字宮前58-1 ソース類 ソース類 なし 該当なし

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ タマネギショウユＨＦ 調味料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ トウバンジャンＰ－ＨＦ 調味料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ オニオンジンジャーＨ 調味料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ナガネギオイルーＨＦ 調味料 無

井上合名会社 喜多方市南町２８５４ しょうゆ しょうゆ なし

井上醤油（株） 相模原市大島１０４８ めんつゆ 調味料類 なし

井上醤油（株） 相模原市大島１０４８ 昆布しょうゆ 調味料類 なし

井上醤油（株） 相模原市大島１０４８ 一夜漬の素 調味料類 なし

井上醤油（株） 相模原市大島１０４８ 土佐しょうゆ 調味料類 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 ロースト味噌ペースト 液体調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 ＨＶＰＮｏ．1 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 アサリエキスパウダーＫＮ 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 アサリエキスパウダーNo.50 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 オニオンエキパウダー 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 カニエキスパウダー 粉末調味料 なし
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井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 サバエキスパウダー 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 ソースパウダーＢ 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 人参パウダーＫ 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 白菜エキスパウダー 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末赤味噌Ａ 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末赤味噌Ａ‐80 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末赤味噌Ａ－Ｎ 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末赤味噌Nｏ.3826 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末赤味噌Nｏ.7 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末白正油 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末白味噌KW 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末白味噌Nｏ.3 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末ソースＮo.10 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 粉末正油Ｍ-4 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 ベジタブルミックスＮｏ.412 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 松茸エキスパウダー 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 麦味噌パウダーＢ 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 ローストオニオンエキスパウダー 粉末調味料 なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 NS-1粉末（10kg、1kg×10　） 粉末調味料：醸
造調味料

なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 NS-2粉末　Ｓ　（15kg） 粉末調味料：醸
造調味料

なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 NS-2粉末　Ｓ　（15kg、5kg×3） 粉末調味料：醸
造調味料

なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 トンコツパイタンF201 調味料 なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ビーフエキスＣ－６５ (エキス調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｱｼﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ(1kg×１０） (食品添加物：調
味料製剤)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ アジコック（２０kg、１kg×２
０）

（食品添加物：
調味料製剤)

なし
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井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｱｼﾞｺｯｸPW（10kg、1kg×１５） (食品添加物：調
味料製剤)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ニューコクミックＫ (食品添加物：調
味料製剤）

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｱﾐｶﾉﾝNK (食品添加物製剤) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｶﾆｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰCN （食品添加物製
剤）

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ かつおだしの素３品 (風味調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ BEEF FLAVOR POWDER AS-2 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ HMｺﾝｸ(ﾊﾓｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ NIBOSHI FLAVOR POWDER N-1 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｲｶｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰA (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｲｶｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰNo.3 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｴﾋﾞｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｵﾆｵﾝｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰG (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｶﾂｵｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰLS (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｶﾂｵｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰS (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ しじみみそ汁の素 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾁｷﾝｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ特 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ チキンストック１５８４ーＲ (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾁｬｯﾈﾊﾟｳﾀﾞｰ (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 中華ﾍﾞｰｽA(1/3) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 中華ﾍﾞｰｽA(2/3) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 中華ﾍﾞｰｽA(3/3) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 調味顆粒S-MK (粉末調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 人参ﾊﾟｳﾀﾞｰ (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌIF-N (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ビーフエキスパウダー２３６１－
Ｒ

(粉末調味料) なし
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井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰAS-2 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ビーフエキスパウダーＹ－2663－
2

(粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ8692 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰG-2(1/6) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰG-2(2/6) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰG-2(3/6) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰG-2(4/6) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰG-2(5/6) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰG-2(6/6) (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰS (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰS-A (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ビーフボーンエキスパウダーＹ－
２６６４

(粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ フォンブランベースパウダー (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末赤味噌G-2 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末たまり (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末たまりIM (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末味噌 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末味噌2品 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末味噌F-12 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末味噌G-6-N (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末味噌IM-B (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 粉末味噌3品目 (粉末調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾐｯｸｽﾊﾟｳﾀﾞｰ2品 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾐｯｸｽﾊﾟｳﾀﾞｰNo.7 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾟｰｸｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰD-1 (粉末調味料) なし
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井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾟｰｸｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰF (粉末調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾟｰｸｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰF-5 (粉末調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾟｰｸｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰF-6 (粉末調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾟｰｸｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰN9831A (粉末調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ333 (粉末調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾟ-ｸﾊﾟｳﾀﾞｰA-5 (粉末調味料） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾀﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ#1 (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ (粉末調味料) なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ SHELL EXTRACT POWDER (粉末調味料：ｱｻ
ﾘｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰNo.50
の輸出用)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ HAP No.451 (粉末調味料：ア
ミノ酸調味料）

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ＣＦパウダー (粉末調味料：チ
キン調味料)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ コクメイトビーフ (粉末調味料：
ビーフエキス系
調味料)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ビーフシーズニングＡ (粉末調味料：
ビーフエキス系
調味料)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 醤油P(原料用) (粉末調味料：粉
末醤油)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ MISO POWDER A (粉末調味料：粉
末赤味噌Aの輸出
用)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 浅漬けの素顆粒 (粉末調味料：顆
粒状)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ｱｻﾘ味顆粒ｽｰﾌﾟ (粉末調味料：顆
粒状)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ お吸い物顆粒A (粉末調味料：顆
粒状)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ お吸い物顆粒C (粉末調味料：顆
粒状)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ だしの素顆粒D (粉末調味料：顆
粒状)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ だしの素顆粒E (粉末調味料：顆
粒状)

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ顆粒 (粉末調味料：顆
粒状）

なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ﾐｿ汁顆粒 (粉末調味料：顆
粒状)

なし
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井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ 和風だし(かつお風味)(8gｽﾃｨｯｸ) (粉末調味料：顆
粒状)

なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ ｳﾆﾌﾞﾚﾝﾄﾞT 調味料 なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ カレーシーズニング10-10 調味料 なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ カレーシーズニング７－８ 調味料 なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ ﾎﾞﾝｺﾞﾚIDA-8 調味料 なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ ﾎﾞﾝｺﾞﾚIDA-9 調味料 なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ メンタイシーズニング 調味料 なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ メンタイシーズニングＢ 調味料 なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ メンタイマヨネーズシーズニング
Ｙ－６

調味料 なし

インデアン食品㈱ 岩槻市末田１９２４ 無添加カレールウ（中辛口） 調味料 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 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 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 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 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 和風肉団子のタレ 加工用原料 なし

内山正子 茨城県日立市水木町１－３０－１２ めんつゆ 調味料 無

内山正子 茨城県日立市水木町１－３０－１２ 寿しょうゆ 醤油 無

宇野醤油（株） 岐阜県安八郡神戸町大字神戸280-2 HIペタッチS（乳化調味料） 加工用原料 なし

宇野醤油（株） 岐阜県安八郡神戸町大字神戸280-2 ドリーム・ティースト水練（乳化
調味料）

加工用原料 なし

宇野醤油（株） 岐阜県安八郡神戸町大字神戸280-2 ドリーム・テイストD-D（乳化調
味料）

加工用原料 なし

宇野醤油（株） 岐阜県安八郡神戸町大字神戸280-2 マーブルＡコンク（乳化調味料） 加工用原料 なし

永和物産（株）那須工場 塩原町高阿津３１８－３ ニッタージュ　HAP-G５０ 調味料 なし

永和物産（株）那須工場 塩原町高阿津３１８－３ ニッタージュ　BP-801 調味料 なし

永和物産（株）那須工場 塩原町高阿津３１８－３ ニッタージュ　BP-810 調味料 なし
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永和物産（株）那須工場 塩原町高阿津３１８－３ ニッタージュ　BP-815 調味料 なし

永和物産（株）那須工場 塩原町高阿津３１８－３ ニッタージュ　BP-815G 調味料 なし

永和物産（株）那須工場 塩原町高阿津３１８－３ ニッタージュ　BP-843 調味料 なし

永和物産（株）那須工場 塩原町高阿津３１８－３ ビーフパウダー 調味料 なし

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ (株)食研酢豚のたれ 調味液 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 2441ベッカーズバーベキューソー
ス

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 2444ベッカーズテリヤキソース ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ATACO中華ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ Big-Aノンオイル青じそドレッシ
ング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ Big-Aノンオイル中華ごま ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ Big-A和風ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ DONDON和風ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ＦＫアメリケーヌソース ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ FK中濃ソース ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ JANOMEお好み焼き屋のマヨネー
ズ

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ JFDA和風クリーミードレッシン
グ

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ＬＹＷ－Ｇ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ MMCごましょうゆドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKオーシャンタルタル ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKオニオンドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKからしマヨネーズ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK韓国風辛味噌ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ＳＳＫ韓国風ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKグルソー抜きしょうゆドレッ
シング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKグルソー抜き和風クリーミー
ドレッシング

ソース類 無
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エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKサウザンアイランドドレッシ
ング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK耐冷凍生ごまドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK耐冷凍マヨネーズB3 ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK耐冷凍マヨネーズM ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKちびドレノンオイル赤じそ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKちびまる子ちゃんドレッシン
グカレー(旧）

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKちびまる子ちゃんドレッシン
グカレー(新）

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKちびまる子ちゃんドレッシン
グサウザンアイランド(旧）

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKちびまる子ちゃんドレッシン
グサウザンアイランド(新）

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKちびまる子ちゃんマヨネーズ
タイプ

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK中華風ピリ辛ソース ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK中華ソース ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK中華ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKツナカラシマヨネーズ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKトレビア具たっぷり和風たま
ねぎドレッシング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKノンオイル青じそ(グルソー抜
き）

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKノンオイル青じそドレッシン
グ

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKノンオイル青じそドレッシン
グ

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKノンオイル中華ごま ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKノンオイルゆずドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKバーベキューソース ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKプルコギサラダドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKフレンチ赤ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK棒々鶏ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSKわさびドレッシング ソース類 無
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エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK和風クリーミードレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK和風しょうゆドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ SSK和風ゆず醤油ドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 江戸一サウザンアイランドドレッ
シング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ オリジンごまだれ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 貴族の森ガーリックソース ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 貴族の森キャベツのドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ クイズノスランチドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ グラスディークリーミードレッシ
ング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 健康エコナドレッシングソース
(イタリアン)

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ココストアツナゴママヨネーズ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ コスモサウザンアイランドドレッ
シング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ こだわりのマヨネーズ明太子 ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 寿がきやからしマヨネーズ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ショクブン健康村ごましょうゆド
レッシング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ すすめのおやどｌしょうゆドレッ
シング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 生活良好ノンオイル青じそドレッ
シング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ セービングノンオイル青じそド
レッシング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ちびまる子ちゃんマヨネーズタイ
プ

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ テキサスドレッシング ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 東和ノンオイル青しそドレッシン
グ

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 東和ぽん酢 ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 日清食品唐辛子HYI‐GI ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ パニーノタマゴ用マヨネーズ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ ピザ-ラサウザンアイランドド
レッシング

ソース類 無
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エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 風月マヨネーズソース ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ プレミアネーズ ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ マコーミックフレンチ赤ドレッシ
ング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ メーキューノンオイル青じそド
レッシング

ソース類 無

エスエスケイフーズ株式会社 志太郡大井川町高新田４７７－１ 和風たまねぎソース ソース類 無

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０１５８１　Ｓ＆Ｂ　１ＫＧ
マイルドカレーフレーク

調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ００２３２ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ００８５７ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２３０８ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２３６４ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２３６５ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３１５９ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３１６１ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３４１７ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３７３４ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４０５４ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４７２４ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４７４７ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５０７９ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５２４６ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５４４９ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５５７９ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５７８１ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ１５３４０ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８６９４６ 調味料 なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８７０１１ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 220MLスパイスソースウスター、
中濃、トンカツ

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３４３３ ソース なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４３５７ ソース なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　１８Ｌスパイスソースウ
スター３

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　１Ｌスパイスソースウス
ター１

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　１Ｌスパイスソース中濃
４

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　１Ｌスパイスソーストン
カツ７

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　１Ｌハンバーグソース１
０

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　４Ｌスパイスソースウス
ター２

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　４Ｌスパイスソース中濃
５

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　４Ｌスパイスソーストン
カツ８

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 海鮮カルパッチョドレッシング
20g

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 海鮮カルパッチョドレッシング4P
D

ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 中濃ソース調理用10KG ソース類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０５０９４　まぐろネギトロ丼の
たれ２０Ｇ

たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４４５３ たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５２３８ たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 煮魚のたれ30g たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 煮魚のたれ3P たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 冷やっこのたれK たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ みそ煮のたれ2P たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ みそ煮のたれ50g たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 湯どうふのたれ100MLF たれ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０１５８１　Ｓ＆Ｂ　１ＫＧ
マイルドカレーフレーク

調味料 なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ００２３２ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ００８５７ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２３０８ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２３６４ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２３６５ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３１５９ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３１６１ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３４１７ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３７３４ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４０５４ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４７２４ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４７４７ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５０７９ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５２４６ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５４４９ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５５７９ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５７８１ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ１５３４０ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８６９４６ 調味料 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８７０１１ 調味料 なし

エスフーズ㈱西宮工場、西宮第二
工場、船橋工場､船橋第二工場

兵庫県西宮市鳴尾浜1-22-13、兵庫県
西宮市鳴尾浜1-16-1、千葉県船橋市高
瀬町24-38、千葉県船橋市浜町3-2-3

焼肉のたれ（２９種類） 調味料 なし

越後製菓株式会社 長岡市呉服町１－４－６ 調理焼きそば たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｴﾊﾞﾗ名古屋みそかつ350ｇ ソース類 なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ 日生協　おろし入りｽﾃｰｷｿｰｽ
225g

ソース類 なし
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エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｴﾊﾞﾗおろしたれ　270g たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｴﾊﾞﾗキムチ鍋の素　300･500ml たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｴﾊﾞﾗテンジャン鍋の素　韓国風み
そ味300ml

たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｺｰﾌﾟｽ　すき焼きのたれ　300ml たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｴﾊﾞﾗ浅漬けの素あっさり昆布
500ml

たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｼﾞｬｽｺ浅漬けの素500ml たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｾｰﾋﾞﾝｸﾞすき焼きのたれ500ml たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ﾕｰｺｰﾌﾟ焼き肉のたれ甘口280g たれ なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ﾕｰｺｰﾌﾟ焼き肉のたれ中辛280g たれ なし

愛媛県農業協同組合連合会加工販
売センター

松山市美沢１丁目５２２－１ 調味料（にんにくポンズ） 調味料 無

江別製粉株式会社 江別市緑町東3丁目91 ミックス粉調味料 調味料（ビーフ
エキス）

なし

エム・シーシー食品㈱ 長田区苅藻通５－４－１８ ソース ソース なし

大金食品工業（有） 栃木県那須郡馬頭町大山田下郷２５７
３

カレーソルト 調味料 なし

大金食品工業（有） 栃木県那須郡馬頭町大山田下郷２５７
３

ガラスープ 調味料 なし

大金食品工業（有） 栃木県那須郡馬頭町大山田下郷２５７
３

ビーフブイヨン 調味料 なし

大金食品工業（有） 栃木県那須郡馬頭町大山田下郷２５７
３

チゲ（鍋）の素 調味料 なし

大金食品工業（有） 栃木県那須郡馬頭町大山田下郷２５７
３

味ベース 調味料 なし

大川醤油工業協同組合 大川郡引田町吉田６８４－１ だし　しょうゆ 調味料加工品 無

大崎食品工業株式会社 名西郡石井町高原字東高原４１－１ ソース類２品目 調味料類（ソー
ス）

無

太田油脂（株）岡崎工場 岡崎市福岡町字下荒追２８番地 味の素ＫＫ　チキンシーズニング
オイル、ポークシーズオイルＮ

調味油 なし

太田油脂（株）岡崎工場 岡崎市福岡町字下荒追２８番地 調味液ＭＦ、総菜甘酢あんかけ 調味液 なし

太田油脂（株）岡崎工場 岡崎市福岡町字下荒追２８番地 味の素ＫＫ　　新チャーハン風味
油、リキッドショートニング等

風味油 なし

太田油脂（株）岡崎工場 岡崎市福岡町字下荒追２８番地 味の素ＫＫ　　Cook Ｄｏ 「香
味」　、業務用「トリブタスー
プ」　等

風味調味料 なし

大髙醤油株式会社 山武郡成東町富田５４０ たれ ソース類 無
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岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 タンパク加水分解物（骨、皮）使
用調味液

調味料 なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 タンパク加水分解物（骨、皮）使
用たれ

調味料 なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス、タンパク加水分解物使用
（骨、皮）たれ

調味料 なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス（骨、皮）使用たれ 調味料 なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 タンパク加水分解物、香辛料抽出
物使用ソース

麺類用ソース なし

岡醤油醸造（株） 群馬県高崎市常磐町５ 牛由来の原材料使用無し しょうゆ

オキコ株式会社　めん事業部 西原町字幸地３７１番地 沖縄そばだし（ｽﾄﾚｰﾄ) 調味料類（だ
し）

無

オキコ株式会社　めん事業部 西原町字幸地３７１番地 沖縄そばだし（６食） 調味料類（だ
し）

無

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 炭火納豆添付たれ たれ(カツオエキ
ス）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 雷こんにゃく添付たれ たれ(ゼラチン) なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 雷こんにゃく添付たれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 大自然納豆添付たれ たれ(動物性たん
ぱく質加水分

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 添付たれ（十勝納豆、豆の極み、
お豆腐屋さん納豆）

たれ(動物性たん
ぱく質加水分

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 とろろ納豆添付たれ たれ(動物性たん
ぱく質加水分

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 あずま納豆用添付たれ たれ(動物性たん
ぱく質加水分

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 こんにゃくそうめん添付たれ たれ(動物性たん
ぱく質加水分

なし

小山醤油醸造場 香川県三豊郡豊浜町姫浜657 だし醤油 調味料 無

オリエンタル酵母工業株式会社 東京都板橋区小豆沢３－６－１０ マヨネーズ類 調味料 無

オリエンタルフーズ㈱ 川口市末広２－６－１ デミソース ソース なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 ラーメンスープ醤油 調味料 なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 やきそばソース 調味料 なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 かたやきそばのたれ 調味料 なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 中華丼の素 調味料 なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 甘酢ソース 調味料 なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 ラーメンスープ味噌 調味料 なし
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原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 麻婆丼の素 調味料 なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 宮保ソース 調味料 なし

オリジン東秀(株) 東京都調布市仙川町3-2-4 野菜炒めのたれ 調味料 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ TDソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ OYソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ ソースかつ丼のたれ ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ 焼きそばちょびっとどろソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ Ｒちょびっとどろ焼きそばソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ そばめし焼きそばソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ KRとんかつソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ かつめしソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ Ｓ長期熟成ソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ ZSソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ NTソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ 新特製ソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ DP専用ソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ ZMソース ソース類 なし

オリバーソース㈱ 中央区港島南町３－２－２ ＦＭソース ソース類 なし

オルガノ株式会社 幸手市上吉羽２１００－４３ ＬＭ－２ 調味料 なし

オルガノ株式会社 幸手市上吉羽２１００－４３ 調味料カニノＨＨ－３ 調味料 なし

オルガノ株式会社 幸手市上吉羽２１００－４３ 特納調味料ＭＩ 調味料 なし

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ 健康エコナドレッシングソース
（イタリアン）

サラダ用調味料 無

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ さしみしょうゆ２品目 調味料加工品 無

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ ぽん酢１４品目 調味料加工品 無

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ やきそばｿｰｽ等１９品目 調味料類（ソー
ス）

無
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販売中止 製品回収
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え

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰソース 調味料類（ソー
ス）

無

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ たれ３２品目 調味料類（た
れ）

無

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ つゆ３１品目 調味料類（つ
ゆ）

無

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ キムチの素２品目 調味料 無

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ めんスープ６品目 調味料類（スー
プ）

無

カギサ醤油株式会社 富津市大堀１７００ 焼き肉のタレ 調味料 無

カゴメ株式会社 東海市荒尾町東屋敷109 ソース 調味料 なし

カゴメ㈱ 宝飯郡小坂井町大字伊奈字慶応２３番
地

熟つぶブレンドケチャップ285
ｇ、業務用サルサソース（ビリ

ソース類 なし

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ビーフシチュードリア 牛エキス 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 野菜たっぷり寄せ鍋 牛エキス 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ビーフシチュードリア 牛エキス・ゼラ
チン

無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ビーフシチュードリア 牛エキス・ゼラ
チン・牛脂

無

カトウたまご産業㈱ 半田市旭町５－６８－１ 乾燥スープ 調味料 なし

株式会社永坂更科布屋太兵衛 東京都港区麻布永坂町１３番地 Ｋ-1別製もりつゆ
Ｋ-3極上もりつゆ

調味料 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社永坂更科布屋太兵衛 東京都港区麻布永坂町１３番地 永坂更科　瓶入　Ｂ-1　二倍濃縮
つゆ360ｍｌ

調味料 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社永坂更科布屋太兵衛 東京都港区麻布永坂町１３番地 永坂更科　瓶入　Ｂ-1　二倍濃縮
つゆ360ｍｌ

調味料 無 ― ― ― ― ― ―

カネイ醤油（株） 龍野市龍野町 風味しょうゆ　うまみ なし

カネキ水産株式会社 西区枝吉５丁目１６４－１ たこめしの素 調味料 なし

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ 風味調味料・顆粒製品 調味料 無 調味料

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ 風味調味料・顆粒製品 調味料 無 エキス

かね七(株） 富山市水橋畠等２９７ 風味調味料・顆粒製品 調味料 無 蛋白酵素
分解物

カネショウ株式会社 尾上町大字日沼字富田30-12 つるつるわかめタレ ソース類 なし

カネリョウ海藻株式会社 熊本県宇土市笹原１５４４ ＦＤごぼうの根菜スープ 調味料類（スー
プ）

無し 　

カネリョウ海藻株式会社 熊本県宇土市笹原１５４４ ＦＤ料亭の味茶碗むし 調味料類（スー
プ）

無し 　

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ とうふドレッシング胡麻 ドレッシング なし
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（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ とうふドレッシングマヨネーズ味 ドレッシング なし

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ とうふドレッシング和風しょうゆ
味

ドレッシング なし

（株）アサヒカレー本舗 名古屋市中村区元中村町３－３９ だしの素 調味料 なし

（株）アサヒデリカ 群馬県館林市岡野町３ エキス使用（骨）調味液 調味料 なし

（株）有田屋 群馬県安中市安中２－４－２４ 牛由来の原材料使用無し しょうゆ

（株）大橋醤油店 猿島郡三和町諸川2564 冷中華スープ 調味料（その他
の加工食品）

なし

（株）大橋醤油店 猿島郡三和町諸川2564 しゃぶしゃぶぽん酢 調味料（その他
の加工食品）

〃

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ 九十九とんこつラーメン特製醤油
１㎏

ラーメン調味液 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ エバラ焼とりのたれNo２　　２２
㎏

焼とり調味液 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ 塩スープ　　１? 調味液 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ SANYU　めんつゆ　　２１㎏ 調味液 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ ソースカツ丼のたれ　２０．５㎏ 調味液 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ N４豚骨ベース　１㎏ 調味液 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ 甘酢あんかけソースNo２　　２
０．５㎏

調味液 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ エバラキムチのたれ　　　　　１
５２０ｇ

調味液 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ ヨウスイフーズ”特製豚骨スー
プ”０．９?

調味液 なし

（株）カネダイ 坂出市府中町864-2 つゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 野菜あんかけ 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 豚肉千切り 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 豚ロ－スパ－コ－ 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 酢豚用バラ角切り 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 鶏唐揚げ 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 鶏モモ唐揚げ 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 回鍋肉の素 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 麻婆豆腐の素　中辛 調味液 なし
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（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 麻婆豆腐の素　甘口 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ ふんわり卵にかけるエビチリソ－
ス

調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ チンジャオロ－スの素 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ Ｐ手羽元ＢＢＱチキン 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ グルメ和牛メンチカツ 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ 和風メンチカツ 調味液 なし

（株）キョウリツ 横浜市金沢区幸浦　　　２－１－９ チキンステーキバーベキューソー
ス

焼肉調味液 なし

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 しゃぶしゃぶゴマダレ 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 焼鳥のたれ 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 焼肉のたれ 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 ステーキポン酢 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 たたきたれ 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 すだちポン酢タレ 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 塩タンタレ 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 わりした 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 生姜焼きのたれ 調味料類（た
れ）

無

（株）クリフーズ 綾歌郡国分寺町国分890-1 ステーキしょうゆ 調味料類（た
れ）

無

（株）サンデー(英はな） 早良区原１－１５ ミートソース(牛肉) 調味料類（ソー
ス）

無

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡外の平2854-1 エキス（骨）使用調味料 調味料 なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡外の平2854-1 タンパク加水分解物・エキス使用
調味料

調味料 なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡外の平2854-1 ビーフパウダー（肉）使用調味料 調味料 なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡外の平2854-1 調味料（肉、骨、牛脂、牛皮）使
用調味料

調味料 なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡字外の平２８５４－
１

調味料（肉、骨、脂）使用たれ 調味料 なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡字外の平２８５４－
１

ゼラチン、エキス、脂使用調味料 調味料 なし

株式会社　アクシーズフーズPH板
橋店

東京都板橋区仲町２９－１２第２コー
ポセブン

ソース各種 調味料（ピザ
ソース）

無

71 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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
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え

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 オゼイユソース ソース類 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ケッパ－ソース ソース類 無

株式会社　ウメタ 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ 田舎梅肉　他１４種類 調味梅肉 なし

株式会社　太田屋醤油店 太宰府市五条１－８－２４ だしの素 調味料 無

株式会社　岡直三郎商店 町田市旭町１－２３－２１ キッコーソウ醤油
こいくち醤油

しょう油 なし

株式会社　小倉屋山本食品 八尾市若林町２－１２４ 山海の味　他8種 調味料 無

株式会社　小倉屋山本食品 八尾市若林町２－１２４ ちりめん山椒 調味料 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 2食讃岐生うどん・信州そば(スー
プ)

調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 2食熟成豚骨ラーメン(スープ） 調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 3食ソース・2食熟成ソース焼そば
(ソース）

調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 熟成醤油・鍋ラーメン(スープ) 調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 熟成味噌ラーメン(スープ) 調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ スティックアソート 調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ ちゃんぽん(スープ) 調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 調理焼きうどん(スープ) 調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 手延べ焼うどん(スープ) 調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 鍋煮込みラーメンあっさり醤油
(スープ)

調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 鍋煮込みラーメンねぎニラ醤油
(スープ)

調味液 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 鍋焼天ぷらうどん・そば(スープ) 調味液 無

株式会社　叶屋製麺工場 富士宮市宝町１５－１６ 焼きそばセット ソース付めん なし － － － － －

株式会社　菊一堂 八尾市光町１－７２ ハンバーグソース類 ソース類 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 紀文ワンタンスープ 18g 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ ちゃんこ鍋だし 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ わかめ小鉢のたれ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 包子のたれ酢醤油 調味料 無
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株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 Ｈ－１３ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ ＤＹ初回仕込用汁 300ml 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 Ｈ－８ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 初回仕込用汁の素 300cc 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 中部用 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ つぎたし用汁の素 50cc 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 1㍑実演 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ ＤＹつぎたし用汁 30ml 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 Ｒ－１ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ うなぎのたれ Ｗ調味 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 鰻入りごぼう巻 増粘 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 顆粒 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 豆腐そうめん風のたれ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 古市庵そばつゆ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ アグミン 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ うな玉丼のたれ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 寄せ鍋のだし 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 80cc・200cc 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 50ml 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ おでん汁の素 Ｈ－１１ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 三求味噌スープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ A味噌ラーメンスープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 白味噌スープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 味の花　味噌スープ 調味料 無
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株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 焼き鳥のたれ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 香味油 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 中華スープ人形 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 冷し中華スープ ストレート 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ NK冷し中華スープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 冷し中華スープ 石黒レモン 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 石川冷し中華CRM 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 冷し中華スープ 甘口CRM 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 冷し中華スープ ペンギン 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 冷し中華 胡麻だれ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ コープ ワンタンスープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 大龍 新中華スープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 中華スープ サッポロ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 生協 冷し中華スープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ M冷し中華スープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ NKそばつゆ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 石川そばつゆ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 山形そばつゆ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 古市庵うどんつゆ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 木曽屋そばつゆ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 関西うどんつゆ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ NG中華スープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ NG高砂本返し 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 松前漬けのタレ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ うす皮餃子のたれ　Ｗ 調味料 無
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株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 餃子のたれ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 若葉そばつゆ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 大龍新ワンタンスープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ ホイコージャン 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ ＹＢ寄せ鍋だし　３０ｍｌ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ 特選白湯スープ 調味料 無

株式会社　紀文フードケミファ 千葉県鴨川市貝渚１６００ チキンボールのたれ 調味料 無

株式会社　那波商店 秋田市大町三丁目２－８ あじつゆ つゆ なし

株式会社　御座候 姫路市阿保字西野々６１１－１ 餃子（たれ） たれ なし

株式会社　寿ぎ山製麺 富士市緑町４番２４号 極細ラーメン（三色入り） （スープ付め
ん）

なし － － － － －

株式会社 斎藤金栄商店 山形市大字前明石420 調味液 調味料 なし

株式会社　三和食品 青梅市長渕８－１２－１３ 丼たれ 調味料 なし

株式会社　三和食品 青梅市長渕８－１２－１３ 特選めんつゆ 調味料 なし

株式会社　三和食品 青梅市長渕８－１２－１３ 焼鳥のたれ 調味料 なし

株式会社　三和食品 青梅市長渕８－１２－１３ 焼肉のたれ№１ 調味料 なし

株式会社　杉食 横浜市都筑区北山田４－７－３ 洋風ブイヨン 調味料類 なし

株式会社　平郡商店 西区高塚台６丁目１９－１７ 納豆のたれ２００番 調味料 なし

株式会社　平郡商店 西区高塚台６丁目１９－１７ 納豆のたれ１４００番 調味料 なし

株式会社　紅花 東京都渋谷区道玄坂１－２－２ デミグラスソース、コンソメ、
サーロインステーキ、フィレス
テーキ他

調味料他 なし

株式会社　浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通１丁目８－２ そばつゆ つゆ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 冷麺スープ スープ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通１丁目８－２ 玉こんのたれ タレ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 すしあげ調味液　東星 タレ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 すしあげ調味液　丸守 タレ 無
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株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 すしあげ調味液　ブランド タレ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 豆腐のタレ タレ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 納豆のタレ　杉原/ブランド タレ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 納豆のタレ　1種 タレ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 納豆のタレ　2種（しそのり甘
口）

タレ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 納豆のタレ　2種（昆布たれ） タレ 無

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通1丁目8-2 そばつゆ150ml/1.8l つゆ 無

株式会社阿波池田牧場チェーン 三好郡三好町大字足代９１６番地 焼肉タレ 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社和泉屋本店 陸前高田市気仙町字町98 新ウマミックス めんつゆ 無

株式会社和泉屋本店 陸前高田市気仙町字町98 味しるべＭ めんつゆ 無

株式会社和泉屋本店 陸前高田市気仙町字町98 だししるべＫ-1 めんつゆ 無

株式会社一富士製麺所 知多市岡田字高根山１１－１ スープ 調味料 なし

株式会社岩手畜産流通ｾﾝﾀｰ 紫波町犬渕字南谷地120 焼肉のタレ類 タレ 無

株式会社インド交易 東京都世田谷区桜上水２－９－２１ ビーフパウダー 調味料類 なし

株式会社インド交易 東京都世田谷区桜上水２－９－２１ コンビーフシーズニング 調味料類 なし

株式会社ウエダ 福岡市中央区港三丁目１番９号 漢方亭ラーメンスープ 調味料類（スー
プ）

無

株式会社ウエダ 福岡市中央区港三丁目１番９号 みそラーメンスープ 調味料類（スー
プ）

不明 有（ﾗｰﾄﾞ：①オートク
レーブ１５０℃～２５
０℃で３０分、２５
０℃で９０分滅菌水蒸
気蒸留、②アルカリ処
理（ゼニス式精製装
置）０．４５N水酸化
ナトリウム、９０℃で
４５分、③水洗８０℃
～１００℃の水で遠心
分離及び活性炭・活性
白土により不純物を除
去、

不明 ﾗｰﾄﾞ・蛋
白加工品
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株式会社ウエダ 福岡市中央区港三丁目１番９号 しょうゆAラーメンスープ 調味料類（スー
プ）

不明 有（①加圧加熱処理、
１４０℃で３０分
３．７気圧以上、②塩
酸加水分解、PH１．０
以下　１１０℃　２０
～２４ｈ、③アルカリ
処理、ＰＨ９．０　８
５℃で５ｈ、④オリ等
不純物のろ過による除
去）

不明 蛋白加工
品

株式会社ウエダ 福岡市中央区港三丁目１番９号 みそラーメンスープ 調味料類（スー
プ）

無

株式会社エーコープいわて 江刺市愛宕字小畑1番地 つゆ（醤油加工品） 調味料 無

株式会社エーコープいわて 江刺市愛宕字小畑1番地 だししょうゆ 調味料 無

株式会社大崎屋 東京都 飾区高砂１－２１－７ カレーフレーク 調味料等 なし なし

株式会社大崎屋 東京都 飾区高砂１－２１－7 南ばんカレー 調味料等 なし なし

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 生めかぶスープ スープ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 山かけめかぶ(東洋水産BP）添付
たれ

たれ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 三陸めかぶ30・3東洋添付たれ たれ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 めかぶ納豆Ｉ添付たれ たれ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 カップめかぶH添付たれ たれ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 ﾘｱｽの三陸産ｶｯﾌﾟめかぶのたれ たれ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 めかぶとろろ30・6添付たれ たれ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 めかぶ納豆50・4添付たれ たれ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 めかぶとろろ30・4添付たれ たれ 無

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 海鮮チゲ鍋みそたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｂ１７８８（黒酢）トリ唐揚げ用
ソース

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｂ１７８９（融合）トリ唐揚げ用
ソース

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ カルビのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 焼鳥丼のたれ ソース類 なし
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株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ うなぎ仕上たれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ホルモン漬込みだれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 生姜焼のたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＴＯテリヤキソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 無添加ハンバーグソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ チンジャオロースソース⑤ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ チンジャオロースのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 焼肉のたれＮ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 具入りハンバーグソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ チンゲン菜とホタテあんかけのた
れ

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ イセカレーソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ あんかけしゅうまいのたれ ソース類 なし

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ Ｂナポリタン ソース 無

株式会社かし久フーズ 焼津市惣宗右衛門１３４５ スパゲティナポリタン ソース 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 中華温麺スープ スープ 無

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 塩ラーメン添付スープ（正田醤油
株）

スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップそば添付スープ（正田醤油
株）

スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップたぬき添付スープ（正田醤
油株）

スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップワンタンスープ（正田醤油
株）

スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップ醤油ラーメンスープ（和弘
食品）

スープ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップたぬき添付スープ（正田醤
油株）

スープ（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 チャンポン麺スープＴ（アリアケ
ジャパン株）

スープ（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば・チキンガラスープ（ア
リアケジャパン株）

スープ（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷やし中華スープ（マツモト株） スープ（ビーフ
エキス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば液体ソース（オタフク） ソース（牛エキ
ス）

なし
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株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば粉末ソース（ヤマト株） ソース（牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば液体ソース（オタフク） ソース（牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば粉末ソース（ヤマト株） ソース（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば液体ソース（オタフク） ソース（蛋白加
水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 焼きそば粉末ソース（ヤマト株） ソース（ビーフ
エキス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 あんかけ焼きそばゼラチン（太陽
化学株）

たれ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 チャンポンたれＡＣ（アリアケ
ジャパン株）

たれ（蛋白加水
分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップ生ラーメン・中華味顆粒
（味の素）

調味料（牛エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 炒麺ポンテオハオユ（味の素） 調味料（牛骨） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 ざるそば・そばつゆ つゆ（牛骨） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 めんつゆ つゆ（蛋白加水
分解物）

なし

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 寒天ラーメンみそ味 即席スープ 無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 寒天ラーメン塩味 即席スープ 無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 寒天ラーメンキムチチゲ味 即席スープ 無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 クーストッパー　チキンコンソメ
味

粉末スープ 無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 クーストッパー　トマト味 粉末スープ 無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 唐辛子ダイエットスープ中華チキ
ン

粉末スープ 無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 唐辛子ダイエットスープビーフコ
ンソメ

粉末スープ 無

株式会社コイト 富津市大堀１７５０ 和風ステーキソース ステーキソース 無

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

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭超特選焼肉のたれ
甘口　330g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭特選焼肉のたれ　甘
口　240g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭超特選焼肉のたれ
辛口　330g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭特選焼肉のたれ　中
辛　240g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭超特選しゃぶしゃぶ
のたれ　ごま　330g

タレ・ソース類 なし
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株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭特選しゃぶしゃぶの
たれ　ごま　230g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭特選焼肉のたれ
しょうゆ味(香味油)　240g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭超特選しゃぶしゃぶ
のたれ　酢　300g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ローストビーフソー
ス　漉し胡麻仕立て　250ml

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭さらっと漉し胡麻す
だれ　250ml

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭すき焼きのたれ　わ
りした　500ml

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭すき焼きのたれ　わ
りした　300ml

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ステーキソース　セ
レクト和風しょうゆ　230g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ステーキソース　赤
ワイン　190g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭焼肉のたれ　しょう
ゆ味　190g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ステーキハウス　ス
テーキソース和風　190g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ごまだれ　190g タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭和風ローストビーフ
ソース　190g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭業務用　しゃぶしゃ
ぶごまだれ　1100g

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭神戸っ子しゃぶしゃ
ぶごまだれ　255ｇ

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ソース　マデーラ
40ｇ

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ソース　ボルドレー
ズ　40ｇ

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ソース　グレービー
40ｇ

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭ソース　欧風しょう
ゆ　40ｇ

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭特製デミグラスソー
ス（ハンバーグ用）

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 ビーフシチューＩＭＲ-2123用シ
チューソース

タレ・ソース類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭サフラワー油フレン
チドレッシング　280ｍｌ

ドレッシング類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭神戸ドレッシング和
風しょうゆ　280ｍｌ

ドレッシング類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭神戸ドレッシング
ハーブしょうゆ　280ｍｌ

ドレッシング類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭和風ドレッシング
280ｍｌ

ドレッシング類 なし
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株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭フレンチドレッシン
グ　110ｇ

ドレッシング類 なし

株式会社ジーエスフード 和歌山県那賀郡桃山町調月1758-11 みりん風調味料 調味料 なし

株式会社十文字久慈フーズ 久慈市小久慈町63-16-1 岩手若鶏ひっつみ鍋ｾｯﾄ（鍋つ
ゆ）

調味料 無

株式会社ジョイフーズ 焼津市小川3328番地 デミグラソース ソース類 無

株式会社庄司久仁蔵商店 山形市東原町1－6－2 中華そばの素 調味料 なし

株式会社庄司久仁蔵商店 山形市東原町1－6－2 味たまり 調味料 なし

株式会社正田食品伊勢工場 一志郡嬉野町釜生田５８８－２ たれ（３４１品） 調味液 なし

株式会社ジョーキュウ 福岡市中央区大名一丁目１２番１５号 こんにゃくと海藻サラダ（和風の
添付用ドレッシング）

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社ジョーキュウ 福岡市中央区大名一丁目１２番１５号 めんだし 調味料類（つ
ゆ）

無

株式会社ジョーキュウ 福岡市中央区大名一丁目１２番１５号 そばつゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

(株)すかいらーく神奈川工場 相模原市田名１０２０３－５ 各種ソース類 ソース類 なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ キムチナベのスープ スープ なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ トマトパスタソース ソース なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ しゃぶしゃぶの胡麻だれ たれ なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ 胡麻だれ たれ なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６６ 胡麻ドレッシング ドレッシング なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ 赤ワインとバルサミコドレッシン
グ

ドレッシング なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ 醤油トマトドレッシング ドレッシング なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ 大根おろしドレッシング ドレッシング なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ 生醤油ドレッシング ドレッシング なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ あら挽き胡麻ドレッシング ドレッシング なし

株式会社セゾンファクトリー 高畠町大字元和田１５６７ たまねぎドレッシング ドレッシング なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-15 明太子ｿｰｽ 風味調味料 なし

株式会社ダイショー関東工場 東茨城郡美野里町西郷地１６８９ スタミナスープＡ ３６０ｍｌ
（ピロー包装）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場 東茨城郡美野里町西郷地１６８９ スタミナスープＡ ３倍 １ｋｇ
（アルミスタンドパウチ）

調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社ダイショー関東工場 東茨城郡美野里町西郷地１６８９ ローストビーフ風ステーキソース
８０ｇ（アルミスタンドパウチ）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場 東茨城郡美野里町西郷地１６８９ パンプキンソース １ｋｇ（樹脂
スパウトパック）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場 東茨城郡美野里町西郷地１６８９ キャロットソース １ｋｇ（樹脂
スパウトパック）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場 東茨城郡美野里町西郷地１６８９ カツレツスパイスマヨネーズ味
５００ｇ（樹脂袋）

調味料 無

株式会社ダイショー関東工場 東茨城郡美野里町西郷地１６８９ 山形風玉こんにゃくのたれ２倍濃
縮 ３０ｇ（樹脂小袋）

調味料 無

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 揚げだし豆腐のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 味付けいくら 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ あなご釜めしのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ あわせ味噌煮込みうどん 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ いかてっぽうのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ いかのカレー焼きのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ いくら丼のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ いくらのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 石狩鍋のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 梅酢たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ おでんだし 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ おろししょうゆ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ おろし醤油たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 海鮮魚スキ鍋のつゆ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 海鮮丼のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 海鮮バーベQソース 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ カキ釜めしのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ かき雑炊のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 加工味噌 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 粕汁の素 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 数の子たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ かに釜めしのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ カニ雑炊たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ かにの合わせ酢 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ カレイ煮付け調味液 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ カレールー 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ キムチの素 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 子持ち昆布たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ シーフードドレッシング 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 生姜醤油 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 新タルタルソース冷凍用 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 酢がきのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 鯛釜めしのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 鯛めしのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 滝川豆腐のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ たこ釜めしのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ たこの合せ酢 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ たこめしのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ たたきのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ たまり漬たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ たまり漬の素 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ちゃんこだし 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ちゃんこ鍋 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ちゃんこ鍋たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ちゃんこ鍋のつゆ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ちゃんちゃん焼きのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ チリソース 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ちりめんごはんのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 漬けこみたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ つみれ鍋のつゆ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 天つゆ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 天丼のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 豆腐と野菜でシーフードチャンプ
ル

調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 土佐酢 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 土手鍋のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ トマトソース 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ トマトソース煮たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ トムヤンクン風鍋たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ とろみ漬の素 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 納豆醤油 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 鍋のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 南蛮漬のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 煮魚のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ノンオイルドレッシング 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 八丁焼肉のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 冷やしラーメンスープ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ピリ辛たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ブイヤベース 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ほたての和風あんかけたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ポン酢 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 味噌煮付けのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ メンマ用たれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ もずくのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 野菜炒めたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 柚子入りドレッシング 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 寄せ鍋のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 冷凍マヨネーズ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ わかめたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ わさび漬けの素 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 和風ごまドレッシング 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 和風マリネドレッシング 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 粕漬の素 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 酢みそ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ からし酢みそ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ うなぎたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ カツ丼のたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 味噌汁の素 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ちりめん醤油 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 照り焼きのたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ コチジャンあんかけ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ 生姜漬の素 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ハンバーグ用コチジャン 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ピリ辛鉄板焼きたれ 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ タルタルソース 調味料 なし

株式会社たかた 西区高塚台６丁目１９－１４ ホルモンのたれ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社高橋商店 香川県小豆郡内海町安田甲１４２ 四国生まれのぽん酢 調味料 無

株式会社タップ（本社工場） 所沢市南永井８６６－３ ゴマ中華ドレッシング ソース類 なし

株式会社タップ（本社工場） 所沢市南永井８６６－３ ノンオイル青じそドレッシング ソース類 なし

株式会社中原商店　ぴょんぴょん
舎

盛岡市稲荷町12-5 冷麺スープ スープ 無

株式会社中原商店　ぴょんぴょん
舎

盛岡市稲荷町12-5 ホルモン鍋スープ スープ 無

株式会社肉の横沢 西根町大更21-52-1 中華スープ スープ 無

(株)ニチロ宗谷工場 稚内市恵比須2-4-12 エビソース ソース類 不明 200℃、40気圧､20分加
水分解

不明 ベシャメ
ルソース
(ｸﾞﾘｾﾘﾝ）

(株)ニチロ宗谷工場 稚内市恵比須2-4-12 カニミソソース ソース類 不明 200℃、40気圧､21分加
水分解

不明 ベシャメ
ルソース
(ｸﾞﾘｾﾘﾝ）

(株)ニチロ宗谷工場 稚内市恵比須2-4-12 うにソース ソース類 不明 200℃、40気圧､22分加
水分解

不明 ベシャメ
ルソース
(ｸﾞﾘｾﾘﾝ）

(株)ニチロ宗谷工場 稚内市恵比須2-4-12 ほたてソース ソース類 不明 200℃、40気圧､23分加
水分解

不明 ベシャメ
ルソース
(ｸﾞﾘｾﾘﾝ）

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ使用たれ･つゆ たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 冷麺スープ(いくら醤油蛋白加水
淡色ﾀｲﾌﾟ）

たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 冷麺スープ(きのこ味ﾌﾟﾛﾀﾐY-1） たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 冷麺スープ(ﾋﾞｰﾌｴｷｽ使用） たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 冷麺スープ(ﾁｷﾝｴｷｽ使用） たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ使用たれ たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ冷麺ｽｰﾌﾟ たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 酸味料使用たれ たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 蛋白加水分解物使用たれ たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 純米酒使用たれ たれ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ使用ノンオイル たれ 無
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株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 発酵調味液使用つゆ つゆ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 蛋白加水分秋物使用つゆ つゆ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 かつおｴｷｽ使用つゆ つゆ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ使用冷麺ｽｰﾌﾟ つゆ 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ELチリソースＡ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＧＨホワイトソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＧＲキノコクリーム 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｇカレーうどんの素 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｇ焼きそばソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ HYふかひれﾍﾞｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ HY肉味噌ﾍﾞｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ HY薬膳ふかひれﾍﾞｰｽB 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ JJつけだれ(辛口) 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｊクリームソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｊトマトソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｊ和風ソ－ス 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ KC肉味噌ソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ LVカレーソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ NFﾁｰｽﾞｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ NFトマトソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OGMﾋﾞｰﾌｸﾞﾗｾﾝﾀｰ500 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHカニグラセンター 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ OHトマトソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＰＣウニソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＰＣトマトソース 調味料 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PFハヤシソースA 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PSアメリケーヌソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PZテリヤキソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ PZトマトソース(改) 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SCｶﾞｰﾘｯｸﾄﾏﾄｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＳＦガーリックﾄﾏﾄｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ＳＦ和風きのこソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SHアメリケーヌｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SHグラタンソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SHデミグラスソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SRSトマトソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SRカレーうどんﾍﾞｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SRテリヤキソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ SR冷し中華スープ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oｵﾆｵﾝｸﾞﾗﾀﾝｽｰﾌﾟ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oデミグラスソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oトマトスープ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oとん汁ベース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&Oとん汁ﾍﾞｰｽ500 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&O田舎風味噌ソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ T&O田舎風味噌ｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ TGIガーリックソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｚｶﾞｰﾘｯｸﾄﾏﾄｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｚカントリーソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｚサファリソース 調味料 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ Ｚハンバーグソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ エスニックソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｴｽﾆｯｸｿｰｽ120 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ お通しトマトソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ガーリックソースN 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｶｼﾐｰﾙｶﾚｰｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗｿｰｽ2 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ カルボナーラソースNY 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ カレーうどんつゆ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ カレーソース2001 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ カレーソース97 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ キムチソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ グラタンソースN 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ1000 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｼｰﾌﾄﾞｶﾚｰｿｰｽ170 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ｽｰﾌﾟｽﾊﾟｿｰｽｸﾘｰﾑ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ スパイシーﾁﾘｿｰｽＮ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ スパイシートマト 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ﾁｰｽﾞﾎﾜｲﾄｿｰｽ120 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ チャプスイ（塩　味） 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ チリソ－スＯＡ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ トマトクリームソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ トマトスパソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ トマトソース500 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ナポリソース 調味料 無
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株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ バジルトマトソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ﾌｪｱﾄﾏﾄｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ホワイトソース900 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ マーボーソースＯＡ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ マーラーソース1000 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ ロブスタ－ソ－ス 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 醤油炒めソ－スＯＡ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 新トマトソ－ス 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 特SRﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 芙蓉ソース 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 芙蓉ソース75 調味料 無

株式会社ハピーモア 東京都渋谷区笹塚１－５０－９ 野菜煮込みソース 調味料 無

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ （特）ぽんず ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ あなごのたれ中島水産用 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ いくらのたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ うなぎのたれ中島水産用 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ エーコープ蒲焼のたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 海鮮中華あんだれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 海鮮中華炒めソースあっさり塩味 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 海鮮丼のたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ かきの土手なべのつゆ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ かに酢 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれ（新） ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれＡ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれＢ ソース類 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれＣＧＣ関西 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれＫ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれＹ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれイトーチューフレッ
シュ

ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれシャーキーズ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 蒲焼のたれわさび風味 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ からし酢みそ中島水産用 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 業務用焼肉醤油たれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 魚介ステーキソース ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ サラダドレッシング ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 酢がきのたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 寿司用ぬりタレ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 寿司用ぬりタレ（ダイエー用） ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 寿司用ぬりタレ（ローソン用） ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ すだちポンズ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 全蒲用仕上げのたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ たたきのたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ たたきのたれＤＰサカエ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ ちゃんこ鍋のつゆみそ味 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 腸粉のたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ ちり鍋のつゆ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 天丼のたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 鍋つゆ醤油味 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 鍋つゆみそ味 ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 煮魚のたれ青身魚用 ソース類 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ バーベキーソース（栄喜フーズ） ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ パエリア ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 華屋与兵衛仕上げたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 万城さしみしょうゆ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ ぽんず（柑橘果汁入り） ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ マリネソース ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ マルヨシセンターさしみしょうゆ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 焼肉醤油たれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ 寄せ鍋のつゆ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ ライフ特製うなぎのたれ ソース類 なし

株式会社万城食品 三島市八反畑１０３－１ わさびマヨネーズ ソース類 なし

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ ＪＡふくれんミートスパゲッティ
のソース

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ 富士菊ソフトスパゲッティのソー
ス

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ 富士菊トマトスパゲッティＷの
ソース

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ 富士菊焼そばＷのソース 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ 富士菊式手打式牛肉うどんのスー
プ

調味料類（スー
プの素）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ エーコープ手打式牛肉うどんの
スープ

調味料類（スー
プの素）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ ヤクルト牛肉うどん 調味料類（スー
プの素）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ 富士菊ちゃんぽん達のスープ 調味料類（スー
プの素）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ ヤクルト茹でうどん 調味料類（スー
プの素）

無

株式会社富士菊 豊前市大字三毛門１０８７－１ 吉四六だんご汁ミソスープ 調味料類（スー
プの素）

無

株式会社紅谷醸造場 山形市相生町8－16 つゆ 調味料 なし

株式会社弁釜上磯工場 上磯町追分3丁目36-47 チキン&コーンサラダカップ ドレッシング なし

株式会社丸勘商店 松尾村寄木12-1-25 あずま納豆用添付タレ タレ 無

株式会社丸十大屋 山形県山形市十日町３丁目10番1号 辛みそラーメンの素 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社丸十大屋 山形県山形市十日町３丁目10番1号 しょうゆラーメンの素 調味料 なし

株式会社丸十大屋 山形県山形市十日町３丁目10番1号 みそラーメンの素 調味料 なし

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 KP-15-Z 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 KP-30-Y 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 KP-30-Z 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 KP-35-V 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 KP-40-Y 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 KP-45-Y 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 NAFA-50ペースト 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 アミノソルト液 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 アミノソルト塩 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 エビエキスNo.2 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 エビエキスＴ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 お茶漬け用調味料（クッパ風） 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹エキス15-Z 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹エキス15-Z-F 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹エキス-Ｂ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 カツオエキス調味液（Ｓ） 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 カツオエキス調味液（Ｓ－１） 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹調味エキス8号 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹調味エキス8号-S 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹調味エキス8号-S-B 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹調味エキス8号パウダー 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹節エキスT-1-MT 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹節パウダーＫＮ 調味料 無
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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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 かつお節ベース 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 カニエキスＳ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 魚介エキスM-3 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 魚介エキス調味料（１） 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 魚介エキス調味料（2） 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 魚介エキス調味料（3） 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 魚介エキス調味料（4） 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 グチエキス 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 クラブエキス 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 コンソメ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 潮だしM-3 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 だし調味料ＫＫ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 だしベースＡ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰６５－１ チキンコンソメ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 調味料ＫＨ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 特選かつおだし 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 特選顆粒だしの素 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 肉じゃが用調味料 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 ハマグリ風味エキスH-2 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 ビーフコンソメ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 ヒラゴエキスＤＳ 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 ブイヨン 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 ほたて風味ペーストAM4212 調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰６５－１ ローストエキスあご、ローストア
ナゴエキスＮｏ2

調味料 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰６５－１ ワカメシーズニングＹ－２ 調味料 無
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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

株式会社丸豆岡田製麺 亀田郡七飯町字中島13-1 各種スープ、たれ類 たれ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社ミエミート 一志郡三雲町市場庄１１７２ 焼肉のたれミックス 調味液 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 きのこ釜めし 調味料 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 山菜釜めし 調味料 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 エビチャーハンの素 調味料 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 かにチャーハンの素 調味料 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 高菜チャーハンの素 調味料 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 焼豚チャーハンの素 調味料 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 ビビンバチャーハンの素 調味料 なし

株式会社ミムロ成田工場 成田市新泉38-1 ビーフェックス 調味液 無

株式会社ミムロ成田工場 成田市新泉38-1 チキンコンソメ コンソメ 無

株式会社武蔵野フーズ瀬高冷凍麺
工場

福岡県山門郡瀬高町上庄１７８８ うどんスープ 調味料類 無

株式会社武蔵野フーズ瀬高冷凍麺
工場

福岡県山門郡瀬高町上庄１７８８ ラーメンスープ 調味料類 無

株式会社やまと蜂蜜 奈良市田中町　324 日世デザートグルメ　ブルーベ
リー

ソース 不明 有(250℃　50ﾊﾞｰﾙ　４
時間で製造）

不明 牛脂（ｸﾞﾘ
ｾﾘﾝ）

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ ｴｽﾆｯｸｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞAS その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ ｽﾄﾘｯﾌﾟｵﾌNO２ その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ ﾁｽﾞｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞＴ その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ ﾏﾖﾈｰｽﾞｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ その他の食品 なし

株式会社龍宮堂 伊予郡松前町西高柳237-1 調味料 調味料 無

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 うどんスープ（ヤマキ株式会社
分）

スープ(ゼラチン
加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業
株式会社製造分

ソース(牛エキス
国産）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業
株式会社製造分

ソース(牛エキス
輸入）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業
株式会社製造分

ソース(牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業
株式会社製造分

ソース(ゼラチン) なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷凍焼きそばソース（ヤマト産業
株式会社製造分

ソース(たんぱく
加水分解物）

なし
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株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ヤ
マモリ株式会社製造分）

たれ(牛エキス） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式
会社分）

たれ(牛たんぱく
加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベ
ル食品株式会社製造分）

たれ(牛たんぱく
加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベ
ル食品株式会社製造分）

たれ（牛たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（株
式会社南華園製造分）

たれ（牛たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和
弘株式会社製造分）

たれ（牛エキス
（国産））

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（株
式会社南華園製造分）

たれ（牛エキス
（輸入））

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和
弘株式会社製造分）

たれ（牛エキス
（輸入））

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式
会社分）

たれ(牛エキス国
産）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式
会社分）

たれ(牛エキス輸
入）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 冷やしラーメンスープごまだれ
（寿がきや食品製造分）

たれ(牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式
会社分）

たれ(牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベ
ル食品株式会社製造分）

たれ（牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和
弘株式会社製造分）

たれ（牛脂） なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和
弘株式会社製造分）

たれ（牛たんぱ
く加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベ
ル食品株式会社製造分）

たれ(牛肉エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベ
ル食品株式会社製造分）

たれ（牛肉エキ
ス）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ヤ
マモリ株式会社製造分）

たれ(ゼラチン) なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 添付スープ・たれ（正田醤油株式
会社分）

たれ(ゼラチン) なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベ
ル食品株式会社製造分）

たれ(ゼラチン) なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ベ
ル食品株式会社製造分）

たれ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（和
弘株式会社製造分）

たれ（ゼラチ
ン）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（株
式会社南華園製造分）

たれ（ゼラチン
加水分解物）

なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺用各種添付スープ・たれ類（ヤ
マモリ株式会社製造分）

たれ(動物性たん
ぱく加水分解

なし

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ あんかけのタレ 調味料 無
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株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ あんかけのタレ 調味料 無

株式会社フジフーヅ 大川郡長尾町西１８８１ あんかけのタレ 調味料 無

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））調味液

調味料 なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス使用（ゼラチン（骨、皮、
肉）たれ

調味料 なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん（ゼラチン）、調味液（ゼ
ラチン）使用（骨）調味液

調味料 なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨））たれ

調味料 なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、エキス使用（肉、骨）た
れ

調味料 なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、エキス使用（骨）調味液 調味料 なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、エキス使用（骨、皮）調
味液

調味料 なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、調味料使用（ゼラチン
（骨、皮））たれ

調味料 なし

（株）昭和食品 群馬県前橋市上大島町182-42 みりん使用調味料 調味料 なし

（株）新川屋 十日町市大字高山丙１９ めんつゆ たれ なし

（株）新進総社工場 群馬県前橋市高井町１－６ ゼラチン使用調味料 調味料 なし

（株）スパイス製造 群馬県太田市矢場町２７５６－１ タンパク加水分解物（肉、骨、
皮）使用ソース

調味料 なし

（株）セブンフーズ 群馬県藤岡市神田中８７２－２ 調味料（骨、ゼラチン）使用調味
液

調味料 なし

（株）セブンフーズ 群馬県藤岡市神田中８７２－２ 調味料、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン）使用調味液

調味料 なし

（株）ダイエーセントラル水産 石狩市新港西１丁目２－７７０ 三平汁、薬膳鍋　塩味スープ スープ（ゼラチ
ン）

なし

（株）ダイエーセントラル水産 石狩市新港西１丁目２－７７０ つみれ鍋　鍋物スープ スープ（ゼラチ
ン）

なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 中華のそうさんしょうゆ　　　１
㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ キムチソ－ス　　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 醤油ラ－メンの素　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 林牧場　　しゃぶしゃぶのたれポ
ン酢　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ やきとりのたれＮｏ．２５－２
２２㎏・５㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ さんま節と焼アゴの合わせら－め
ん　１㎏

調味液 なし
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（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ カキホタテソ－ス
２１．５㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 海鮮塩ス－プ（あら塩タイプ）
２０㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ステ－キソ－ス　おろしレモン味
２０㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ しゃぶしゃぶのたれ　ぽん酢　１
㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 豚骨ラ－メンス－プ（Ｔ）　　１
㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 好好亭ラ－メンス－プ　　　１㎏
Ｒ

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ Ａさんま節と焼アゴの合せ　ら－
めん　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 麺ｃｈａｃｈａ博多&坦坦麺
ベ－ス　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ （株）麻生　函館風塩ス－プ１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 海味宝　　２１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ラ－メンショップＲＳ　　２０㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ホテル紅や東部湯の丸ＳＡめんつ
ゆ　　２１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ＳＡＮＹＵ　めんつゆ　　２１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 焼肉倶楽部いちばんス－プベ－ス
５００ｇ

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 四天王　もとだれＮ　　２１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ぎゅあん牛ス－プベ－ス　　５０
０ｇ

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ Ｎ２塩ベ－ス　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ Ｎ２醤油ベ－ス　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ カルビＴＢ－１辛口（赤）　　２
１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 調味液ＡＪＣ　　２１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ペンギン村　焼肉のたれ　　２
１．５㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 特製　三の丸ラ－メンス－プ　１
㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 飛天　ラ－メンス－プ　　　　２
１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 天龍　ラ－メンス－プ　　　　２
１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ （株）麻生　オロチョンの素　１
㎏

調味液 なし
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（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 林牧場　焼肉のたれ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ かつ太郎　特製カレ－　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 焼肉のたれ醤油もみだれ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 秀明商事　塩ラ－メンス－プ　１
㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 牛丼のたれＭＦ　２１．５㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 洋風トマトソ－ス　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 甘酢あんかけソ－ス　　　　　Ｎ
ｏ３　　２０．５㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ もつ煮込み調味液Ｆ　２１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ カルＢ亭　カルビス－プ　（辛
口）　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ カルＢ亭　カルビス－プ　（中
辛）　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ カルＢ亭　焼肉つけだれ　　Ｎｏ
３　　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 台菜　坦坦麺　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 中華のそうさん坦坦麺　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ カルビス－プ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 雁飯店タンメンス－プ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ カルビクッパス－プの素　　　２
１．５㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 大学生協旨煮ソ－ス　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 酢豚ス－プＴ　２０㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ さんぱち　秀湯　２１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ヨウスイフ－ズ合わせ豚骨　　ス
－プ　　２１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ヨウスイフ－ズ合わせ豚骨　ス－
プ　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ＦＣ　チャンポンの素　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 日本ハムスペアリブのたれ仕上げ
用　　２１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ヨウスイフ－ズ激辛ス－プ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ Ｎ３味噌ベ－ス　１㎏ 調味液 なし
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（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ぎゅあん　塩タレ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ きょうや　醤油ラ－メンス－プ
２１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ライスバ－ガ－のたれ　　　　２
０．５㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 塩カルビのたれＫＴ　２１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 大学生協　甘酢ソ－ス　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ Ｋ&Ｙ焼肉のたれ塩たれ　　　１
㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ピザソ－スＭ１６６　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 四川風麻婆豆腐ｿ-ｽ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 無添加　塩カルビのたれ　　　２
０．５㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ぎゅあん　塩タレ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ほたてソ－ス　４５０ｇ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 　塩カルビのたれ無添加　　２
０．５㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 和風焼肉のたれ　１１．５㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ きんしゃい醤油ラ－メン　　　ス
－プ２０．４㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ヨウスイフ－ズ特製宝菜　　ス－
プ　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 青冥向け　湯麺醤　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ＢＳラ－メンス－プ　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ハピ－レストランラ－メン　　ス
－プ　１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 無双ラ－メンｽ-ﾌﾟ豚骨味Ｎ　　１
㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 無双ラ－メンｽ-ﾌﾟ醤油味　　１㎏ 調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ヨウスイフ－ズ特製豚骨　　ス－
プ　２１㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ 雁飯店ラ－メンス－プＮ　　　１
㎏

調味液 なし

（株）武居商店　鳥浜工場 横浜市金沢区鳥浜　　　１３－１ ヨウスイフ－ズとんこく
ス－プ　１㎏

調味液 なし

株式会社テイスティ 八尾市八尾木北５－１５５ 中華スープ 調味料 無

（株）藤商店 福岡市南区老司三丁目１０－２４ 冷麺のたれ 調味料 無
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株式会社十勝清水フードサービス 清水町字清水４１９番地７９ 牛スジスープ スープ なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　つぶつぶ野菜ハンバーグ
ソース　１９５ｇ／３０

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーグソース（SH）
３００ｇ／１０×２

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーグソース　５０
０ｇ／２０

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ソラチ　ハンバーグソース　３０
０ｇ／１０×２

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーグソース　ピ
ロー　１ｋｇ／１２

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーグソース　１／
６

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーグソース（SH）
３００ｇ／１０×２

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーグソース　５０
０ｇ／２０

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ソラチ　ハンバーグソース　３０
０ｇ／１０×２

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーグソース　ピ
ロー　１ｋｇ／１２

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーグソース　１／
６

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ マクドナルド　ホットチリソース
２０ｇ×２００

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノハンバーグソース１／６ ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　トマトソース　フランス
風　２／１２

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　トマトソース　フランス
風　１／６

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハンバーガーソース　１
／６

ソース類 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ バーベキュートマト トマトソース なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ 味付ミソ ソース類 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ソース ソース類 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 青鉄砲の液 調味料 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 朝鮮漬液 調味料 なし

（株）ニチレイ 横浜市金沢区鳥浜　　　２－２ 豚バラ焼肉用（ＸＯ醤） 調味液 なし

（株）パールハウス 福岡市博多区那珂５－２－２２ ピューレ 調味料（冷凍食
品）

無

（株）博多食工房 早良区高取２－７－１３ 麺のｽｰﾌﾟ(牛ｴｷｽ) 調味料類（た
れ）

無 　
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（株）フードタッチ 富士見市上沢3-17-17 肉ベース 調味料 なし ○

株式会社フレンドリー 大東市寺川3-12-5 ソース、たれ類５種 ソース類 無

株式会社ホッコク東京工場 東京都 飾区柴又３－２３－１２ 焼肉用調味料(もみだれ) 調味料等 なし なし

株式会社ホッコク東京工場 東京都 飾区柴又３－２３－１２ 調合味噌(つむぎ味噌) 調味料等 なし なし

株式会社ホッコク東京工場 東京都 飾区柴又３－２３－１２ 調合味噌(麦味噌) 調味料等 なし なし

株式会社ホッコク東京工場 東京都 飾区柴又３－２３－１２ 調合味噌(胡麻味噌) 調味料等 なし なし

株式会社ホッコク東京工場 東京都 飾区柴又３－２３－１２ 調合味噌(黒味噌) 調味料等 なし なし

株式会社ホッコク東京工場 東京都 飾区柴又３－２３－１２ 調合味噌(白味噌) 調味料等 なし なし

（株）丸大食品（株）前橋工場 群馬県前橋市上大島町176-10 エキス（肉、骨、皮）使用調味液 調味料 なし

（株）丸大食品（株）前橋工場 群馬県前橋市上大島町176-10 エキス（肉、骨）使用調味液 調味料 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 本格キムチ液 調味液 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 胡瓜味液 調味液 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 胡瓜味液（低） 調味液 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ スタミナ胡瓜 調味液 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ さっぱり味液 調味液 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 胡瓜味液（蓮見） 調味液 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ホワイトキムチ 調味液 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 朝鮮味液Ｎ キムチのたれ なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 朝鮮味液（蓮見） キムチのたれ なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ８８キムチ液 キムチのたれ なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ キムチのたれ（１０５ｇ） キムチのたれ なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 朝鮮味液 キムチのタレ なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ キムチの素 キムチのタレ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス（肉）使用たれ 調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス（肉、骨）使用たれ 調味料 なし
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（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス（肉、骨）使用調味液 調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（ゼラチン
（骨、皮））たれ

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（ゼラチン
（骨、皮））調味液

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮））調味液

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（皮、骨））調味液

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（骨、タンパ
ク加水分解物（肉、骨）、ゼラチ
ン（皮、骨））調味液

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（脂）たれ 調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（ゼラチン（骨））た
れ

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（肉、ゼラチン）調味
液

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（骨、脂肉、皮）調味
液

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（骨、ゼラチン（骨、
皮）、脂）調味液

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（骨、タンパク加水分
解物（骨、肉））調味液

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 ゼラチン（骨）使用のみりん使用
たれ

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 タンパク加水分解物、エキス、み
りん使用（肉、骨、ゼラチン
（骨））調味料

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））たれ

調味料 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 みりん、タンパク加水分解物使用
（ゼラチン（骨））つゆ

調味料 なし

河北町醤油醸造場 山形市八日町1－2－29 そばつゆ 調味料 なし

鎌田醤油（株） 坂出市本町1-6-35 ヤキソバソース 調味料類（ソー
ス）

無

鎌田醤油（株） 坂出市本町1-6-35 めんつゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 たこめしの素 調味料 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 磯の華 調味料 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 ぐるめチーズランド 調味料 なし

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ ガラスープ顆粒 粉末調味料 無
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カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ 中華だしの素顆粒 粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ 中華だしの素顆粒（有限会社万惣
ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ 中華だしの素顆粒（株式会社耀盛
號ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ 中華だしの素（大阪いずみ市民生
活協同組合ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ ガラスープ顆粒（有限会社万惣Ｐ
Ｂ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ ガラスープ顆粒（大阪いずみ市民
生活協同組合ＰＢ）

粉末調味料 無

カヨー食品㈱ 下妻市加養３２５６－１ チキンガラスープ顆粒（株式会社
耀盛號ＰＢ）

粉末調味料 無

川上酢店 岡崎市日名本町８－８ 専門焼きそば、オリエンタル焼肉
のたれ等

調味液 なし

川口水産株式会社 和歌山県有田市宮原町滝川原２１２ 鮪ずけのたれ たれ なし

川口水産株式会社 和歌山県有田市宮原町滝川原２１２ うなぎ柳川の素 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマハンバーグソース ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州じゃばらぽん酢 たれ なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 カルボナーラスパゲッティ ノーブランドカ
ルボナーラソー
ス

なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ガーリックチキンスパゲッティ ナポリタンソー
ス

なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 韓国風チゲうどん キムチのたれ なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 釜上げ風うどん 釜上げつゆ なし

関東フーズ（株） あきる野市平沢東１－４－１ ハンバーグソース 調味料 なし

桔梗長蔵 山元町山寺字牛橋１９ ソース類 ソース類 なし 該当なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 -100（肉エキス） 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 -229(ﾌﾞﾗｳﾝﾙｰ） 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 -235(チキンエキス） 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 -5459（ポークパウダー） 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 -636(ビーフエキス） 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ＢＭ－２０００ 調味料 なし
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キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ＢＳ－ＨＡ（ＨＩＧ） 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ＢＳ－ＹＴ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 SEJ竹の子ご飯用調味料 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 エビオイル-8633 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 オニオン３２７３(ビーフエキ
ス）

調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 カツオ醤油 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 カレーフレーク180g 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 チキンエキス－１１３４ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 チキンコンソメ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 チキンコンソメＢＭ－１０１５ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 チキンパウダー＃３２６９ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ハヤシルー12Kg 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ビーフエキス２７７８ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ビーフエキス-3681 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ビーフエキスＫＥ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ビーフシチュールウ１５０ｇ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 フォンブルンＫＥ（ビーフエキ
ス）

調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ブラウンルー＃９２１７ 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 竹の子おにぎり調味液 調味料 なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 調味料Ｍ 調味料 なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ ＮＥＣジャポネソース 調味料(一般食
品）

なし

キッコウトミ㈱ 半田市東天王町１－３０ 中華ドレッシング、焼鳥のたれ、
つゆ等

調味料 なし

キッコウトミ㈱ 半田市東天王町１－３０ しょうゆ しょうゆ なし

キッコーナ㈱ 丹羽郡扶桑町大字南山名字西ノ山５０ タレ・調味液、タレ・ソース、み
そ等

調味料 なし

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 炭火焼調味液 調味料 無

105 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ボニコンＣ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ボニコンＳ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ボニコンＥ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ボニコンＣＬ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 濃縮かつおだし透明 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 液体だし 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ たれ辛口 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 和風ステーキソースＡ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ テリヤキソース 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 数の子調味液Ｈ濃い口 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 土佐しょうゆ 醤油 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 茶めしの素 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 数の子調味液Ｙ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ もずく調味液 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 和風ﾊﾟｽﾀｿｰｽＳ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ｽﾃｰｷｿｰｽ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ｽﾃｰｷしょうゆにんにく風味 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ｽﾃｰｷしょうゆあらびきおろし 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 食採市場ｽﾃｰｷ和風おろし 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 業務用ｽﾃｰｷしょうゆにんにく風
味

調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 食採市場焼き肉黒だれ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ｽﾃｰｷしょうゆあらびき黒こしょ
う味

調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ｽﾃｰｷしょうゆ赤ワインオニオン
風味

調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 焼き肉のたれ本場韓国風もみだれ 調味料 無
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ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 調味液 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 豚しゃぶのたれまろやかみそ味 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 昆布仕立てのすきやきのたれ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 豚しゃぶのたれピリ辛キムチ味 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 焼き肉しょうゆもろみ味 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 焼き肉しょうゆにんにく風味 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 焼き肉しょうゆおろししょうゆ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 焼き肉のたれーＤ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ＳＥＫ液ー１－Ｔ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 竹調味液 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ ジェノバ風ｿｰｽＫ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ てんぷらのたれＳ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 和風ﾊﾟｽﾀｿｰｽＫ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 牛丼のたれ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 和風ﾊﾟｽﾀｿｰｽＣ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 牛丼のたれＦ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 茶飯の素ＮＫ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 丼のたれーＡ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 鳥重のたれ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 焼きうどんのたれＭＳ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 炊き込みご飯調味液 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 煮もの調味液 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 焼きうどんのたれ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ パフゲンＦＣ－１ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 焼き鳥のたれ 調味料 無
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ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 煮物調味液ＫＢ 調味料 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ つゆーＮ つゆ 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 眞昆布仕立てのおでんつゆ つゆ 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ うどんつゆ つゆ 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 冷やしカレーうどん用つゆ つゆ 無

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 寄せ鍋つゆ つゆ 無

ｷｯｺｰﾏﾝ㈱高砂工場 高砂市荒井町 おかきの調味液 調味料 なし

ｷｯｺｰﾏﾝ㈱高砂工場 高砂市荒井町 瀬戸内だし醤油 調味料 なし

ｷｯｺｰﾏﾝ㈱高砂工場 高砂市荒井町 揚げ物調味液 調味料 なし

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 天丼のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 牛丼のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 水産しろだし 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 魚漬用味噌 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ キムチのたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 焼き肉のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ あなご丼のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 焼きおにぎりのたれ　　Ｎｏ２ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 焼きおにぎりのたれＰ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 煮魚のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ いくら用だし汁ＳＷ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 魚卵だし 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 調味液Ｈ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 子持ちいかたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 特性南蛮漬けたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 唐揚げのたれ 調味料 無
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キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 温泉すき焼きのたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 焼き豚のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ カツ煮のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ まきばの家焼き肉のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ サン焼き肉のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 調味液Ｚ（ザーサイ調味液） 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 焼き豚のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 牛ホルモンのたれ 調味液 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 焼き肉のたれスタミーナ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ まきばの家焼き肉のたれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ まきばの家焼き肉もみだれ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 彩香ホワイト調味液 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 調味液Ｓタイプ 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ ホキ卵調味液 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ ごまだれの素 調味料 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ ｽﾃｰｷソース（オニオン ｿｰｽ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ デラックスめんつゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ めんつゆ（専門店シリーズ） つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ めんつゆ（料理長シリーズ） つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ つゆ味辺 つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 土佐つゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 鰹煎汁こいくち つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 佐野めんつゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ つゆの素 つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ スパ味 つゆ 無
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キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ めんつゆ（徳用めんつゆ） つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ そばつゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 特選めんつゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ ＡＰめんつゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ ふじの華そばつゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 焼きうどんのたれ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ ＣＯ・ＯＰ丸大豆醤油使用４倍つ
ゆの素

つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 醤油ラーメンの素 つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 札幌味噌ラーメンの素 つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ ラーメン味噌だれ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ おまかせのつゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 更科２倍つゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 更科ストレートつゆ つゆ 無

キノエネ醤油株式会社 千葉県野田市中野台１５７ 更科そうめんつゆ つゆ 無

ギャバンスパイス株式会社 小笠郡大須賀町大渕1400 アサリエキス 加工用原料 なし

ギャバンスパイス株式会社 小笠郡大須賀町大渕1400 カレーフレーク 加工用原料 なし

ギャバンスパイス株式会社 小笠郡大須賀町大渕1400 サフランピラフミックス 加工用原料 なし

ギャバンスパイス株式会社 小笠郡大須賀町大渕1400 スパゲティペペロンチーノ 加工用原料 なし

ギャバンスパイス株式会社 小笠郡大須賀町大渕1400 チャーハンノモト 加工用原料 なし

ギャバンスパイス株式会社 小笠郡大須賀町大渕1400 ドライカレー 加工用原料 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 冷やして食べるﾊﾟｽﾀのｿｰｽ ｿｰｽ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ ｿｰｽ なし

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰパン工房ピザソース ソース 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＣＯＯＰノンオイル青じそ ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＣＯＯＰノンオイル中華ごま ドレッシング 無し
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キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＪＮＦノンオイル青じそ ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＪＮＦノンオイル和風 ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰイタリアンドレッシング ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰ中華ドレッシング ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰ中華ドレッシング業務用 ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰテイスティドレッシングイタ
リアン

ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰノンオイル青じそ ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰノンオイルドレッシング青じ
そ

ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰバジル＆トマトドレッシング ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰパスタオイルソース ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰマスタードあらびき ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰマスタードソースＧ ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ＱＰ和風ドレッシングしょうゆ業
務用

ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ 伊藤ハム様向けアルトバイエルン
マスタード

ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ カナエ様用タマゴスプレッド用マ
ヨＮＯ．３

ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ 業務用マスタードあらびき ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ コープこうべマスタードあらびき ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ プリマハム様向けイタリアンド
レッシング

ドレッシング 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ プリンスオニオンドレッシング ドレッシング 無し

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ 辛子和えの素　　２種類 調味料 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ごま和えの素（白ごま）　　２種
類

調味料 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ピーナッツ和えの素　　３種類 調味料 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ かに玉用あんかけの素 調味料 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ＱＰノンオイルドレッシング中華 ドレッシング 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ＱＰノンオイルドレッシング（ビ
ネグレッドタイプ）

ドレッシング 無
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キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ＱＰノンオイルドレッシング青じ
そ

ドレッシング 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ＱＰノンオイルドレッシングおろ
ししょうゆ

ドレッシング 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ＱＰオイル＆ビネガー ドレッシング 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ＱＰイタリアンドレッシングベー
コン入り

ドレッシング 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ＱＰ和風ドレッシングおろししょ
うゆ

ドレッシング 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ グルメベスト ドレッシング 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ＲＨＣイタリアンオリーブドレッ
シング

ドレッシング 無

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ｶﾙﾊﾟｯﾁｮﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 お好み焼ﾏﾖﾈｰｽﾞ（高粘度） 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ青ｼﾞｿ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 LLｻﾗﾀﾞ用ﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 お好み焼ﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾁｰｽﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾃﾞﾘｶｽﾉｰ用調合ﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾁｰｽﾞﾏﾖﾈｰｽﾞNo.3 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾀﾞｲｴｰ用ﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚ青ｼﾞｿ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾃﾞﾘｶｽﾉｰ用調合ﾏﾖﾈｰｽﾞ（LL） 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ和風ﾃﾞﾘｼｬｽﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾋｸﾞﾁ食品ﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾀﾞｲｴｰｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｻｳｻﾞﾝｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 なし
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キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 調合ﾏﾖﾈｰｽﾞ（甘口） 調味料 なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ＱＰノンオイル青じそ ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ＱＰノンオイル中華 ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ＱＰテイステイノンオイル青じそ ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ＱＰ１／３しょうゆ（ごま油風
味）ドレッシン

ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ＱＰ１／３和風ドレッシング ドレッシング なし

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ＱＰ１／３イタリアンドレッシン
グ

ドレッシング なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 味付けぽん酢の素 調味料 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ サラダ用うまみ酢 調味料 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ パッチョベース（バジリコ風） 調味料 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 柴常別注調味液 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 梅干調味液シルバー№２ 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物調味液（こいくち） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物調味液（うすくち） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ シーマンゆずぽん酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物百珍　煮物の素 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢№２０９（初音すし酢） 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ どんぶりのタレ（ストレートタイ
プ）

調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物用調味液１００ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 御飯昆布調味液 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 低塩梅干用調味液 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 南蛮漬け用調味液№２ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物用調味液ＹＣ－１１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物用調味液（ベース） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 照りダレＹＫ　№２ 調味液 なし
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キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 春雨調味液２００ 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ だしゼリー　№２ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ぷるぷる三杯酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ あんかけのたれ（こいくち） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ バッチョベース（トマト風） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ P-春雨白調味液 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 照り焼きのタレ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　№８１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　№３０１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　４０１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　５０１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　６０１ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ P-サラダ用うまみ酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ すし酢　№１１９ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ たたき用ワイン調味液 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ イモ・デ・パッチョ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 和え物酢（りんご酢タイプ） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 春雨サラダ調味液（白） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ マリネ調味液（赤ワイン） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 酢の物用調味液（梅酢） 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ きぬがわや専用酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 酢の物用梅肉酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ シーマンすだちぽん酢 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 煮物用調味液YC－９ 調味液 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 煮つめたれ（D-煮つめたれ） 調味液 なし
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キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 調味液ゴールド（梅干用） 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ ちよだ鮨づけタレ 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 低塩梅干調味液A 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 梅干調味液NOK-２ 調味酢 なし

キューピー醸造株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ FKK調味液　№２ 調味液 なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 ローソンおろししょうゆドレッシ
ング

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 チルドレ和風クリーミーSJ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 QP中華ドレッシング ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 QP和風ドレッシング ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 マクドナルド熟成チーズドレッシ
ング

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 QPノンオイルドレッシング（青
ジソ）

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 JHEノンオイル和風 ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 サークルKイタリアンドレッシン
グ

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 サークルK青ジソドレッシング ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 クリーミーシーザーAJ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 サークルKﾊﾟｽﾀﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ青ジソ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 サークルKﾊﾟｽﾀﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞしょうゆ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 JHFノンオイル青ジソ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 QPバジル＆トマトﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 ｶﾅｴﾀﾏｺﾞｽﾌﾟﾚｯｿ用ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 ｻﾝﾃﾞｯｶｰｽﾞﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 サークルKおにぎり用ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 東急ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ研究所No,7わさび風
味

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 東急ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ研究所NO,16ｶﾞｰﾘｯｸ
風味

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー㈱伊丹工場 伊丹市南町 東急ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ研究所No,33ﾉﾝｵｲﾙお
ろし

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし
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ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 ＦＫＫ調味液№２ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 Ｐ－サラダ用うまみ酢 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 Ｐ－春雨白調味液 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 あんかけ（ｺｲｸﾁ） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 イモ・デ・パッチョ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 きぬがわや専用酢 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 サラダ用うまみ酢 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 シ－マンすだちぽん酢 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 シ－マンゆずぽん酢 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 すし酢３０１ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 すし酢４０１ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 すし酢６０１ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 すし酢№１１９ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 すし酢№２０９ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 すし酢№５０１ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 すし酢№８１ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 だしゼリー 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 たたき用ワイン調味液 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 ちよだ鮨づけタレ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 どんぶりたれ（ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 パッチョベース（トマト風） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 パッチョベース（バジリコ風） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 ぷるぷる三杯酢 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 マリネ調味液（赤ワイン） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 御飯昆布調味液 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 柴常別注調味液 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮つめたれ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮物調味液（うすくち） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮物調味液（こいくち） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮物調味液（ﾍﾞｰｽ） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮物調味液№１４ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮物百珍　煮物の素 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮物用調味液ＹＣ－１１ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮物用調味液ＹＣ－９ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 煮物用調味料１０１、１００ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 春雨サラダ調味液（白） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 春雨調味液 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 照りダレ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 照焼のたれ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 酢の物用調味液（梅酢） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 酢の物用梅肉酢 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 調味液ゴールド（梅干用） 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 低塩梅干調味液Ａ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 低塩梅干用調味液 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 南蛮漬用調味液№２ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 梅干調味液ＮＯＫ－２ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 梅干調味液シルバー№２ 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 味付けぽん酢の素 調味料 なし

ｷｭｰﾋﾟｰ醸造株式会社 滋賀県愛知郡愛知川町東円堂533-3 和え物酢（りんご酢タイプ） 調味料 なし

協同食品（株） 坂出市昭和町2-1-9 ニブタタレ 調味料類（た
れ）

無
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

協同食品㈱ 半田市成岩東町２４－１ オタフクソース焼そば、カレーう
どん、焼き肉屋さんの冷麺等

調味料 なし

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ポークエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 チキンエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 魚介エキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 チキンペースト調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 ビーフエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 かつお節エキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 しいたけエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 しいたけエキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 和風エキス調味料 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 配合調味液 調味料類 無 ― ― ― ― ― ―

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ カツオコンクＳフレーバー 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 鰹節パウダー 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 配合調味料 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 食品添加物　配合調味料 加水分解型調味
料

無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ カニ漬 調味料 無
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協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 牛肉ブリスケットフレーク 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ チャーシューペースト 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフマローオイル 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ チキンパウダー 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ クックドビーフ 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスＡ 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ オキアミペースト 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 配合調味料ーＷ 調味料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキス 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキス505 加工用原料 無 10/3より
脊椎を除
いて処方

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ボンポークエキス 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ボンビーフエキス 加工用原料 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスＭＯ－１０ エキス調味料 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスＭＯ エキス調味料 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスＭ エキス調味料 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフＮＧＭ ビーフパウダー 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ホタテエキスTS ホタテエキス 無

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ チキンパウダープレーンタイプ チキンパウダー 無

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 チキンシーズニングF340 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 チキンシーズニングF300 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ぽン酢用粉末調味料 調味料 なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ あわ漬の素 調味液 なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ せいいべいたれひびうすあばれ調
味液

調味液 なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ せんべいのたれ調味液 調味液 なし
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え

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ ナカゼン野沢菜調味液ー５ 調味液 なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ 煮物のたれ 調味液 なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ 濃縮ラーメンスープ 調味液 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ 姿フライ調味料 調味料 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ 和風だし 調味料 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ うどんだし 調味料 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ 総添ＡＰ 調味料製剤 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ 総添大宮Ｓ－１ 調味料製剤 なし

クノール食品㈱ 川崎市高津区下野毛2-12-1 ソース類 ソース類 なし

窪田味噌醤油（（株） 千葉県野田市山崎６９１ 四季のあじつゆ（昆布） つゆ 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ イカ焼きのタレ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 蒲焼きのタレ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 揚げ出し豆腐のたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 土佐醤油 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 生卵子のたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ だしつゆの素 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ うなぎのたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 焼き魚用つけたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 生姜照り焼きのたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ おでん調味液 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ ＰＫ－１調味液 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 厚焼き卵のたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 西京風甘味噌たれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ かつおたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ ＣＧＣ用たれ 調味料 無
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窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ だしあじ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ ＣＧＣ調味液 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 調味液Ｄ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ ＡＫ調味液 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ いわしの生姜煮のたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ いわしのおかか煮たれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ いわしの味噌煮だれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 味付け蛸たれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 煮込み液Ｍ－１ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 梅酢醤油 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 全糖蛸たれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ ＹＯＮのたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ ジャポソース 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 冠山焼き肉のたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 洋包丁焼き肉のたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 海鮮風みりん漬け 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ しょっつる 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ おかきのたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 回鍋肉のたれ 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ かぶもろみ漬け 調味料 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 白だし醤油 醤油 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 丸大豆昆布醤油 醤油 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ ゆず醤油 醤油 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ かつおだし醤油 醤油 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 炊き込み用醤油 醤油 無
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窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 寿司用醤油 醤油 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 白つゆ つゆ 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ めんつゆ つゆ 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ めんつゆ（魚仙） つゆ 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 鍋つゆ つゆ 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 四季のあじつゆ（かつお） つゆ 無

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 カレー風味シーズニング（Ｐ-
07）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 カレー風味シーズニング（Ｐ-
10）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 カレー風味シーズニング（Ｐ-
19）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スープ用シーズニング（Ｐ-13） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（Ｐ-
18）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（Ｐ-
20）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ゼリーミックス（Ｐ-31） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ｿｰｽ用シーズニング（Ｐ-06） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ｿｰｽ用シーズニング（Ｐ-08） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ソーセージ用シーズニング（Ｐ-
03）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ソーセージ用シーズニング（Ｐ-
17）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ソーセージ用シーズニング（Ｐ-
21）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 チキン用シーズニング（Ｐ-02） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 チキン用シーズニング（Ｐ-04） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 チキン用シーズニング（Ｐ-09） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 チキン用シーズニング（Ｐ-14） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 チキン用シーズニング（Ｐ-15） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 調味スパイス（Ｐ-05） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ハンバーグ用シーズニング（Ｐ-
11）

加工用原料 なし

122 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ピザ用シーズニング（Ｐ-22） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ライス用シーズニング（Ｐ-23） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ローストビーフ用シーズニング
（Ｐ-01）

加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スープミックス（P-33） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スープミックス（P-35） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スープミックス（P-36） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スープミックス（P-37） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スープミックス（P-38） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-1） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-10） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-2） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-3） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-4） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-5） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-6） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-7） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-8） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 スナック用シーズニング（S-9） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ソースミックス（P-32） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ソース用シーズニング（P－34） 加工用原料 なし

グリフィス・ラボラトリーズ株式
会社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ロースとビーフ用シーズニング
（P-39）

加工用原料 なし

黒岩食品株式会社 古河市原町１２－４０ 朝鮮漬の素１．８Ｌ 調味料 なし

黒岩食品株式会社 古河市原町１２－４０ 朝鮮漬の素１．０Ｌ 調味料 なし

黒岩食品株式会社 古河市原町１２－４０ サンシキ本場朝鮮漬キムチの素
300g

調味料 なし

黒須　武雄 中野区新井1-34-15 南ばんカレー粉 調味料 無 無
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黒須　武雄 中野区新井1-34-15 躍進カレールウ 調味料 無 無

ｹﾝｺｰﾏﾖﾈｰｽﾞ株式会社 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 SPマヨネーズ 調味料 なし

ｹﾝｺｰﾏﾖﾈｰｽﾞ株式会社 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 Sﾀﾏｺﾞｿｰｽﾍﾞｰｽﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

ｹﾝｺｰﾏﾖﾈｰｽﾞ株式会社 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾁｮｳｺﾞｳ1ﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

ｹﾝｺｰﾏﾖﾈｰｽﾞ株式会社 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 L-ｽﾊﾟｲｼｰﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

ｹﾝｺｰﾏﾖﾈｰｽﾞ株式会社 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾁｮｳｺﾞｳ3ﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

ｹﾝｺｰﾏﾖﾈｰｽﾞ株式会社 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾁｮｳｺﾞｳ2ﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

ｹﾝｺｰﾏﾖﾈｰｽﾞ株式会社 山梨県西八代郡六郷町宮原1960-1 ﾁｮｳｺﾞｳ5ﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ エッグソース ソース類 なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ フレンチドレッシング 調味料（ドレッ
シング）

なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ ゴマクリーミードレッシング 調味料（ドレッ
シング）

なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ ワフウアワセドレッシング 調味料（ドレッ
シング）

なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウアワセ１５ＭＬ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウアワセＮ１８Ｌ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウアワセ　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ Ｄ－ゴボウサラダＤＲ１７ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＤゴボウＤＲドラム２１０ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウＤＲアワセミネラル１８Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＤゴポウＤＲ－２　１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＤゴボウＤＲ－２ドラム その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウアワセ　１５ＭＬ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＤゴボウＤＲ－３ドラム その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＤゴボウＤＲ－３　１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ Ｄ－ゴボウＤＲ－３　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウアワセドレ　１５ＭＬ その他調味料 なし
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ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ タキコミソース１８Ｇ×４０×８ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ローマイヤワフウアワセ１５ＭＬ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ モヤシＤＲ　１５ＭＬ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ Ｋ　ワフウドレアワセアジＺ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ Ｋ　シンワフウアワセ　Ｚ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ Ｋ　タキコミソース　Ｚ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＃ワフウアワセＤＲ（ＤＳ） その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＃ワフウアワセ（ＤＳ）１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＃ワフウアワセ（Ｋ）１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウドレ　１８Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウアワセ－２０　１８Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウアワセＤＲ　１５ＭＬ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウ－２０　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ワフウアワセ　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＤゴボウＤＲ－２　１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＤゴボウＤＲ－２ドラム その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＤゴボウＤＲ－３ドラム その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ フレンシドレシロ　２０ＭＬ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＮＴ－１０　１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ Ｎ－１０　Ｎ１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ Ｎ－１０　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ サラダ－１０Ｎ１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ サラダ－２　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＃サラダ－２（ＹＡ）１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＃サラダ－２（ＹＡ）１０Ｋ その他調味料 なし
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ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＳＰマヨネーズ１５Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＳＰマヨネーズ　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＳＰマヨネーズ　１４Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＳＰマヨネーズ　１０Ｋ（７４２
２５）

その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ダイマルマツシタマヨＮ１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＨＰマヨＵＰ　Ｎ１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＫＤＣＨＰＵＰ　１７ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＨＰマヨ（ＵＰ）　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＃ＨＢＰ（ＤＳ）　１９０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＃ＨＢＰマヨ（ＤＳ）　１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＃ＨＢＰ（ＵＰ）（Ｋ）１０Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＨＰ（ＵＰ）マヨ　１４Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ ＭＥマヨネーズ　Ｎ１７Ｋ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ Ｄ－ポテヨウマヨ（シン）１７ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱　神戸工場 灘区都通３－３－１６ フレンチ白　１５ｍｌ その他調味料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ミタップリワフウスイソウ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミタップリスイソウブ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミタップリスイソウブ１８Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【チュウカＤＲスイソウブ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルＤＲアオジソ５００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルＤＲアオジソ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＧＲアオジソ　２２０ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＹＳアオジソ　２２０ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソ１８Ｌ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソ＊２０イリ ドレッシング なし
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ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ノンオイルアオジソＺ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＊ノンオイルアオジソＤ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ノンオイルアオジソ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＹＳシーザードレ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＹＳシーザードレ１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ マヨネーズＴＳ－１　１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＴＳ－１マヨ　　１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルＤＲアオジソ５００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルＤＲアオジソ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＧＲアオジソ　２２０ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＹＳノンオイルアオジソ　１８Ｌ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソ＊２０イリ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ミタップリワフウスイソウ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ノンオイルアオジソＺ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＊【ノンオイルアオジソＤ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ノンオイルアオジソ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミタップリスイソウブ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミタップリスイソウブ１８Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ヒナドレゴマ２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ヒナドレシラウメ２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルＤＲアオジソ５００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルＤＲアオジソ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＧＲアオジソ　２２０ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソ１８Ｌ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソ＊２０イリ ドレッシング なし
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ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ノンオイルアオジソＺ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＊【ノンオイルアオジソＤ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ノンオイルアオジソ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＹＳノンオイルアオジソ１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ゴマミソスイソウ２００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【チュウカＤＲスイソウブ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ワフウＳＰスイソウ２５０ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ クロゴマドレＮ２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ コウベクリーミードレ１８０ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ミタップリワフウスイソウ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミタップリスイソウブ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミタップリスイソウブ１８Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ N-10　N17K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ N-10　8K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ N-10　10K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ *ケンコーマヨネーズ　N-1 ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ チルドポテトマヨ　10K（製品ｺｰ
ﾄﾞ11348）

ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ SEマヨネーズNO4　10K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ チルドポテトマヨ　10K（製品ｺｰ
ﾄﾞ74106）

ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ タンクサラダ-2　500K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ サラダ-10N17K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ SPマヨネーズ　10K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃SPマヨネーズ（S）10K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃SPマヨマヨ（DT)　15K ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ SPマヨネーズ　15K ドレッシング なし
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ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＳＰマヨ　15ＫＸ1 ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ *サウザンアイランドベー ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ケンコーサウザンベース ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ＨＣセンモンテンスイソウ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【テングゲンエンスイソウ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセ１５ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセＮ１８Ｌ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＧＤワフウアワセＬＢ５００Ｇ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセー２　８Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ハムドレ　１Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ カツオタレスイソウブ　１８Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ コセイイロイロワフウアワ１００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノウキョウワフウアワセ２００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ Ｋ　アワセ２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ Ｋ　アワセアジ５００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ Ｍトク　ＳＩ　１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミノカンＤＲチュウカＬＢ１Ｌ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセ　１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセー２　１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＣＯＯＰワフウアワセ１８０ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ゴボウサラＤＲ　５００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ドラムワフウアワセ　１８０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ キョウタルワフウマヨ　３００Ｎ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ バンバンジードレ５００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ベーカリーワフウ　７５０ ドレッシング なし
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ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ヒナドレゴマ　２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ヒナドレシラウメ　２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ モヤシサラダＤＲ　２００ＭＬＸ
２４

ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウオリーブスイソウ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ モヤシサラダＤＲカヨイハコ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ モロヘイヤＤＲ　２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ チルドゴボウＤＲ５００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルＤＲアオジソ５００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルＤＲアオジソ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセアジ　１００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセー３　１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ Ｋ－ワフウアワセ２００Ｘ２４ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセワサビ３００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウＤＲワサビフウミ３００ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＳＥワフウアワセＤＲ２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＣＯノンオイルアオシソ１８０ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ チキンヨウソース　１ＫＸ６Ｘ２ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ カツオタタキノタレＳ　１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンワフウドレ　２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウセパＮスイソウ１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルユズ　１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウマヨネーズ　ＣＡ１Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ イチダシＤＲカツオ１８０ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＣＯＯＰワフウアワセ２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＧＲアオジソ　２２０ＭＬ ドレッシング なし
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ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＳＥワフウアワセドレＫ　１Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＹＳノンオイルアオジソ１０Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウマヨウマミシタテ２３０Ｇ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ カツオノタレスイソウ　１７Ｋ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソＮ２００ＭＬ ドレッシング なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソ１８Ｌ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ レイメンゴマダレ１７Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセ５００＊１２イリ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ Ｋ　アワセ＊２４イリ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ゴボウサラＤＲ＊２０イリ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＲＣワフウクリーミー１００ＭＬ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセアジ　１００ＭＬ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソ＊２０イリ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＤＲ５００ＭＬソノタ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＊ケンコーワフウドレアワセ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＊カツオタタキノタレ　スイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ワフウアワセ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【キムチスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【トウガラシＤＲスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ミタップリカンキツスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ミタップリワフウスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウＳＰスイソウ２５０ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ワフウユズスイソウブ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【シーフードワサビスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ＨＣセンモンテンスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし
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ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ＲＦキャロットスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＮクラッシュＮＫ　１Ｋ　２ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ＩＺマヨ１ＫＺ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ナマヤサイワフウスイソウフ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ノンオイルアオジソＺ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ テングオリジナルスイソ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＊【ノンオイルアオジソＤ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ＣＯノンオイルアオジソＺ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【テングゲンエンスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＊【ノンオイルユズ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＊【カツオタタキノタレＳ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ニンニクショウユスイソウ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ＣＯワフウＤＲスイソウブ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ 【ＣＯＯＰワフウアワセ　Ｚ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ１８Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ　Ｓ　１８Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ（Ｍ）１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ（Ｓ）　１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ２０（Ｍ）１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ（ＤＮ）１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ノンオイルアオジソ１７Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ（ＤＨ）１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウー２０（ＤＫ）１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ（ＤＫ）１５Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ（Ｍ）１５Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし
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ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ（ＤＨ）１５Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ＃ワフウアワセ（Ｓ）１５Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウドレ１８Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセ１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ Ｍトク　ＳＩ　１７Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセ２０　１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウー　　１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセ２０　１０Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミタップリスイソウブ１７Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ミタップリスイソウブ１８Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ユズＤＲスイソウ１７Ｋ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ ワフウアワセドレ１５ＫＸ１ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

ケンコーマヨネーズ㈱稲城工場 東京都稲城市東長沼１１２４ モヤシサラダドレ２００ＭＬ ドレッシング・
マヨネーズ

なし

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ハーブシーズニング（バジル）
（シーズニングスパイス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ミックススパイス（ＤＯ－１）
（シーズニングスパイス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ジャンバラヤミックス（中華）
（シーズニングスパイス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ からあげ粉ペッパー風味（シーズ
ニングスパイス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ドライカレーミックス（シーズニ
ングスパイス）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＢＲ）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＦＩＴ）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＦＰ）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＦＲ）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ Ｊａｇａ・ｊａｇａヘルシーカ
レールウ（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＫＯＨ）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウＭＥ－３５０Ｓ（カ
レールウ）

調味料 無
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交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＭＯＪ）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウＴ（カレールウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＮＫ－２）（カレー
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（Ｎｏ．８）（カレー
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＮＯＭ）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（ＮＡ特製）（カレー
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ コータスカレールウ辛口、中辛、
甘口（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ アストリアカレールウ（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ インドカシミールカレールウＳＴ
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ エースカレールウ（カレールウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（辛口）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ キッズカレールウ（カレールウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ キングカレールウ甘口（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ キングカレールウ辛口（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ キングカレールウ中辛（カレール
ウ） 賞味期限０３．４．１５以
降品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ キングカレールウ中辛（カレール
ウ） 賞味期限０３．４．１４以
前品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ キングカレールウ（無塩）（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（Ｘ－２２）（カレー
ルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ハチミツカレー（カレールウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ コーンポタージュ（ＣＡ）（ポ
タージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ごまポタージュ（ルウタイプ）
（ポタージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ スパイシーカレールウ中辛（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ソフトカレールウ（カレールウ）
賞味期限０３．４．５以降品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ソフトカレールウ（カレールウ）
賞味期限０３．４．４以前品

調味料 無
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交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ デラックスキングカレールウ中
辛、辛口（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（デラックス）ＳＴ
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ デラックスダイヤカレールウ（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ デラックスビーフシチュー（シ
チュールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ デラックスホワイトルウ（ホワイ
トルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ デラックス南ばんカレー（南ばん
カレー）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ コーンポタージュ（ルウタイプ）
（ポタージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ライフカレールウ（カレールウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ハヤシルウソフト（ハヤシルウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ パンプキンポタージュ（ルウタイ
プ）（ポタージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレーフレーク（カレールウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ベシャメルルウ（シチュールウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ベシャメル・ルウ（ミズホ）（シ
チュールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ホワイトルウソフト（ホワイトル
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ホワイトルウ（Ｎ）（ホワイトル
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ホワイトルウ（ホワイトルウ）賞
味期限１２．１０．１１以降品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ホワイトルウ（ホワイトルウ）賞
味期限１２．１０．１０以前品

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ マイアミカレールウ（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ ハヤシルウ（ハヤシルウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ 紫いもポタージュ（ルウタイプ）
（ポタージュルウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ 横濱レトロカリー中辛、甘口（カ
レールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ カレールウ（給食）（カレール
ウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ 志ほ川カレールウ（カレールウ） 調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ 横濱レトロカリー（ブラック）
（カレールウ）

調味料 無

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ 特製南ばんカレー（南ばんカ
レー）

調味料 無
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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

交易食品（株）茨城工場 東茨城郡美野里町西郷地１０００ 南ばんカレー（南ばんカレー） 調味料 無

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ねりわさび 調味料 なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ケチャップ 調味料 なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ねりからし 調味料 なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 餃子のたれ 調味料 なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレーソース（コータス） カレーソース なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ジャンバラヤミックス(中辛） スパイス なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ドライカレーミックス スパイス なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ミックススパイス（ＤＯ－１） スパイス なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ハーブシーズニング（バジル） スパイス なし

合資会社　荒川製麺工場 富士市今泉２丁目６番２６号 支那そば （スープ付生め
ん）

なし － － － － －

合資会社　荒川製麺工場 富士市今泉２丁目６番２６号 鳳凰ラーメン （スープ付生め
ん）

なし － － － － －

合資会社　野田味噌商店 豊田市桝塚西町南山６番地 即席みそ汁一日一膳 調味料 無し

合資会社　松田製麺所 秋田市大町二丁目６－３３ ラーメンスープ スープ なし

合資会社　松田製麺所 秋田市大町二丁目６－３３ 焼そばソース タレ なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ 塩ラーメンスープ スープ なし

合資会社徳岡商会 荒川区町屋5-22-1 牛骨エキス 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ４倍そばつゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 浅漬の素 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ（天然味） 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれＫ印 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれN.100 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれNO.２００ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれNO.226 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれNO.２３１ 調味料 なし
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合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれNO.２久保井用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれNO.３００－B 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれNO.301大丸用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれNO.305 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ味ベース 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ味ベースＢ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ磯小町用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ尾河用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ川島用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ川出用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ缶詰用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ極上NO.３（辛口） 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれしそ風味 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ新G辛口 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ大乾甘口 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ内海求用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれハラダ用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ丸若用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれみのや用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 味付海苔たれ宮城用 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ あなご用たれ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 伊勢うどん冷用タイプ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ うなぎのたれ１号 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ うなぎのたれ８号 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ かつお角煮調味液 調味料 なし
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氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
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適切な防止措置の有無
使用・混
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 鰹かけ醤油 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 唐揚用調味液 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ キムチチゲ鍋つゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 子持いかのたれ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 昆布しょうゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ こんぶのおしょうゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 魚用ぬりたれ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ しぐれ用調味液 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ しば漬用調味液 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ しめじ用調味液 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ちゃんこ鍋つゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ つゆの素 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 手間いらず・おでんつゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 照焼用たれ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 東亜食品２連冷麺ｽｰﾌﾟ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ とりがらベースだしつゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ひじき用調味液 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ホルモンのたれ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 松前漬調味液 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ミエマンST徳用そうめんつゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 無添加ぽんず 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ もずくのたれ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ヤオセイうなぎのたれ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 焼鳥のたれⅠ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ わかめ用調味液 調味料 なし
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合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 和風料理のだしつゆ 調味料 なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４  焼うどん調味の素（ペット容
器）

麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４  焼うどん調味の素しょうゆ味３
０入

麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 「美味簡便」めんつゆ１．８L 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 「美味簡便」湯麺ｽｰﾌﾟ１．８L 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 壱番館調味ラード 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 壱番館ラーメンスープ１．８Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ うすい中華ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ１．８Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 尾道ラーメンスープ１．８Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 業務用そうめんつゆ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 業務用ひやむぎつゆ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ こだわりの味そうめんつゆ350ML 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ こだわりの味そうめんつゆ600ML 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ しょうゆﾗｰﾒﾝﾍﾞｰｽPS 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ストレートつゆ３５０ML 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ストレートつゆ６００ＭＬ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ｽﾄﾚｰﾄ天ぷらつゆ３５０ML 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 太陽ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟしお味 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 太陽ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟしお味 1.8L試供品 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 台湾ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟしょうゆ２０Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 高山ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟしょうゆ味１．８
Ｌ

麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 中華そばｽｰﾌﾟしょうゆ味１．８Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 調理用ラーメンスープ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 得選生活コクだしつゆ１Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 徳用そうめんつゆ 麺類等つゆ なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 徳用ひやむぎつゆ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 八丁みそ煮込うどんｽｰﾌﾟ1kg×10 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ﾏﾙﾊﾞﾔｼつけ麺つゆ１．８L 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ﾏﾙﾊﾞﾔｼ冷麺ｽｰﾌﾟ２０Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 三田製麺だしつゆ１８Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 矢辺ラーメンスープ１８Ｌ 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ和風味1.8L 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ ラーメン用調味油YS900G 麺類等つゆ なし

合資会社西村商店 三重県度会郡玉城町田丸２４４ 和風とんこつﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ（Ｃ）１
０Ｌ

麺類等つゆ なし

合同化成㈱ 小樽市銭函３－５０３－９ 各種たれ類 ソース類 無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 水溶性パンゼント 辛味原料 なし

紅梅食品工業（株） 今市市土沢１４９６－６６ ミートソース 調味料及びスー
プ

なし

紅梅食品工業（株） 今市市土沢１４９６－６６ チリソース 調味料及びスー
プ

なし

紅梅食品工業（株） 今市市土沢１４９６－６６ デミグラスソース 調味料及びスー
プ

なし

神戸醤油店　代表者　神戸与四郎 庵原郡富士川町北松野３７１ 醤油 醤油 なし

神戸寶ソース食品㈱ 東灘区住吉宮町２－７－１１ ソース ソース類 なし

神戸ロイヤルフーズ 兵庫区芦原通６－１－２０ ホワイトソース，クリーム真丈 ソース類 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

コープこうべ六甲アイランド工場 東灘区向洋町西２－１ 納豆のたれ たれ なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 熟成48ラーメン塩 スープ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 熟成48ラーメン味噌、塩、醤油 スープ（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 熟成49ラーメン塩 スープ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 熟成48ラーメン塩 スープ（たんぱ
く加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 焼きそばソース ソース なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 とんかつソース ソース（ゼラチ
ン）

なし
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コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 塩焼きそばオイスターソースS ソース（たんぱ
く加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 とんかつソース ソース（ビーフ
エキス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 焼きそばソース ソース'たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 おでんのたれ たれ なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 うなぎたれスペシャル たれ なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 焼きうどんたれ（ソース味） たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 焼きうどんたれ（醤油味） たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 あんかけ焼きそばたれ たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 焼きそば2食3食たれ たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 本場札幌冷やし中華たれ たれ（牛エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 焼きうどんたれ（醤油味） たれ（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 塩焼きそば粉末ラーメンたれ塩味
L4

たれ（牛肉エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 肉うどん具のたれ たれ（牛肉エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 うなぎたれスペシャル たれ（牛肉エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 2食簡単天ぷらそば　たれ たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 2食簡単天ぷらうどん　たれ たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 更科ざるそば たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 焼きうどんたれ（醤油味） たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 熱い鍋たれ たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 本場札幌ラーメンたれ（塩、醤
油）

たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 ざるラーメンたれ たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 弁当（丼たれE-5043） たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 塩焼きそば粉末ラーメンたれ塩味
L6

たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 カルビー丼たれ たれ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 カツ丼　丼たれE-5004 たれ（ゼラチ
ン）

なし
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コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 生ざるうどんたれ たれ（たんぱく
加水分解物

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 生ざるうどんたれ たれ（たんぱく
加水分解物

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 生ざるうどんたれ たれ（たんぱく
加水分解物（骨

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 沖縄産本もずく　たれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 ままかりの梅ところてん　たれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 1食簡単天ぷらそば　たれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 1食簡単天ぷらうどん　たれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 更科ざるそば たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 熱い鍋たれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 焼きそば2食4食たれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 本場札幌ラーメンたれ（塩、醤
油）

たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 石狩ラーメン快風丸冷やし中華た
れ

たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 たれ付納豆（おかわり、十勝、ど
さんこ）たれ

たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 弁当（丼たれE-5042） たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 塩焼きそば粉末ラーメンたれ塩味
L5

たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 鶏照り焼き 照り焼きたれA たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 あんかけ焼きそばのたれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 天丼のたれ たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 カツ丼　丼たれE-5003 たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 天丼のたれ たれ（ビーフエ
キス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 本場札幌ラーメンNO4スパイス 調味料（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 弁当（赤蒲スライス） つゆ（牛脂） なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 コープ鍋焼き（天ぷら、きつね、
ちから）つゆ

つゆ（牛肉エキ
ス）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 コープ鍋焼き（天ぷら、きつね、
ちから）つゆ

つゆ（ゼラチ
ン）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 コープ鍋焼き（天ぷら、きつね、
ちから）つゆ

つゆ（たんぱく
加水分解物）

なし
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コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 ﾋﾟｻﾞ･ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ　ｴｽﾆｯｸｶﾚｰｿｰｽ 調味料 無

コープ食品㈱九州工場 熊本市川尻2丁目7-21 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ　ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 調味料 無

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 かけておいしいこだわりのﾃﾞﾐｸﾞﾗ
ｽｿｰｽ

調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 かけておいしい特選ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 京都生協ﾐｰﾄｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 京都生協焼きそばｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 ｺｰﾌﾟしがﾐｰﾄｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 国産牛肉100%ﾐｰﾄｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 生活ｸﾗﾌﾞ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 生活ｸﾗﾌﾞﾄﾏﾄﾐｰﾄｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 生活ｸﾗﾌﾞﾐｰﾄｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(NO.6220-C) 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 ﾊﾞｰｶﾞｰｿｰｽ 調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山345番地 焼きそばｿｰｽ(あらびきﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯ
ﾊﾟｰ、ﾋﾞｰﾌｴｷｽ入り）

調味料類 なし

ｺｰﾐ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山３４５番地 生活ｸﾗﾌﾞﾐｰﾄｿｰｽ ソース なし

コーミ㈱犬山工場 犬山市大字羽黒新田字上平塚１－５ ソース類 調味料 なし

こがね食品(有) 東区和白東二丁目５番１７号 ラーメンスープ類 調味料類（スー
プ）

無

九重味淋㈱ 碧南市浜寺町２－１４ 和風ドレッシング ドレッシング なし

コックソース株式会社 福岡市中央区清川二丁目１６番７号 だししるべ 調味料類（ソー
ス）

無

コックソース株式会社 福岡市中央区清川二丁目１６番７号 ソース（ビーフエキス） 調味料類（ソー
ス）

無

コックソース株式会社 福岡市中央区清川二丁目１６番７号 動植物たん白加水分解物 調味料類（ソー
ス）

無

コックソース株式会社 福岡市中央区清川二丁目１６番７号 ビーフコンソメ 調味料類（ソー
ス）

無

コックソース株式会社 福岡市中央区清川二丁目１６番７号 複合調味料 調味料類（ソー
ス）

無

ｺｯｸﾌｰｽﾞ㈱福岡営業所 早良区有田１－３４－２１ 鴨鍋ｾｯﾄ(割り下) 調味料類（た
れ）

無 　

ｺｯｸﾌｰｽﾞ㈱福岡営業所 早良区有田１－３４－２１ ＣＦ鍋つゆ 調味料類（た
れ）

無
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米戸食品合資会社 明石市西新町 調味料 なし

米戸食品合資会社 明石市西新町 調味料 なし

米戸食品合資会社 明石市西新町 調味料 なし

近藤醸造所 あきる野市二宮１１６５ ソース 調味料 なし

近藤醸造所 あきる野市二宮１１６５ しょうゆ 調味料 なし

堺屋醤油（株） 坂出市大屋冨町1799-1 醤油・味噌・ソース 調味料類（醤油
等、ソース）

無

佐賀県経済農業協同組合連合会ふ
るさと食品工場

多久市東多久町大字別府５２３９番地 佐賀の味 調味料類（た
れ）

無

坂田発酵食品（株） 岩見沢市上幌向町529 金のつぶにおわなっとう等納豆4
種の添付たれ

たれ なし

坂本ヒロ 檜山郡江差町字津花町84 スープ付き袋入りラーメン（㈱南
華園社製スープについて）：ゼラ
チン、牛エキス、牛肉エキスを原
材料とする蛋白加水分解物

スープ なし

坂本ヒロ 檜山郡江差町字津花町84 スープ付き袋入りラーメン（正田
醤油㈱社製スープについて）：味
噌味

スープ なし

坂本ヒロ 檜山郡江差町字津花町84 スープ付き袋入りラーメン（ベル
食品㈱社製について）：牛を原材
料とする蛋白加水分解物、牛肉エ
キス、牛脂、ゼラチン

スープ なし

桜井食品㈱ 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣343 カレーうどん液体つゆ つゆ なし

佐合食品工業㈱ 岐阜県加茂郡八百津町錦織１５３０－
７５

ｺﾝﾆｬｸ麺の添付ｽｰﾌﾟ しょうゆ味スー
プ

なし

佐々長醸造㈱ 東和町土沢5区417 つゆ 調味料 無

佐々長醸造㈱ 東和町土沢5区417 つゆ 調味料 無

佐々長醸造㈱ 東和町土沢5区417 つゆ 調味料 無

札幌八幸食品㈱銭函工場 小樽市銭函３－５２２－４ 各種ラーメンスープ等 ソース類 無

佐藤醸造㈱ 七宝町安松２７４３ 白だし、しょうゆ しょう油 なし

佐藤食品工業（株） 小牧市堀の内４－１５４ チキンエキスＣ、ビーフエキスＮ
Ｇ、松茸エキスＭＮ、鰹節エキス
１００

粉末調味料 なし

佐藤水産サーモンファクトリー 石狩市新港東１丁目 鮭チャンチャン焼き　だししるべ
K-C（宝酒造）

たれ（牛肉） なし

佐藤水産サーモンファクトリー 石狩市新港東１丁目 鮭チャンチャン焼き　だししるべ
K-C（宝酒造）

たれ（ゼラチ
ン）

なし

144 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

佐藤水産サーモンファクトリー 石狩市新港東１丁目 鮭たたき（イズミ食品） たれ（たんぱく
加水分解物）

なし

さぬき丸一製麺（株） 坂出市加茂町1370 つゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

サフランソース食品株式会社 市川市鬼高３－１－１８ 焼ソバソース ソース類 無

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高嶺(卓上)                  150ML*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高嶺ミニ                    80ML*100 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 霧島卓上                    150ML*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 霧島ミニ                    80ML*100 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 再仕込みｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ           300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 再仕込みｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ           300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 特選初茜（卓上）
150ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 特選初茜ミニ                80ML*100 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 交通安全醤油うす塩
100ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 交通安全しょうゆ
100ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 交通安全醤油折尾
100ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 交通安全醤油東北
100ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 交通安全醤油無地
100ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 交通安全醤油五戸
100ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 秘伝かつお旨口              PL1L*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ＯＲかつお旨口              PL1L*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スズキかつおしょうゆ        ﾐﾆ
80ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油沖縄
80ML*10*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油試供品沖縄
80ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお旨口ミニ
80ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油金ラベル
PL1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおしょうゆNL            1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油                  HB1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油ｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟﾊﾞﾗ      P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油ｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟﾊﾞﾗ      P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油                  1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油                  1.8L*6段 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油（沖縄）
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおしょうゆ
200ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油（ギフト用）
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油ＧＬ
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スズキかつお醤油
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油(無地)
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 二豊かつお醤油
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 昆布かつお醤油
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油（沖縄ＢＬ）
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおしょうゆ無添加
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油(沖縄BL12)
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 昆布かつおしょうゆ
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｄかつお醤油                360ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 卓上かつお醤油
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豊の香雅かつお醤油
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油ｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ         300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油ｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ         300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 阪急かつお醤油              500ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 阪急かつお醤油(ｹｰｽ)
500ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油卓上
150ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油（沖縄）卓上
150ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお醤油 20L              20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 だし醤油旨口                P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 だし醤油 淡口               P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｺｰﾌﾟ旨口醤油ﾀﾞｼ入り         P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝だし醤油旨口
HB1.5L*8

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝だし醤油淡口
HB1.5L*8

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝だし醤油あまくち
HB1.5L*8

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 松栄濃い口醤油              HB1.5*8 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 松栄うすくち醤油            HB1.5*8 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 松栄こいくち(試供品)
80ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝうなぎのたれ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 しそ醤油ＤＲＥ（無地）
PL1L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｆしそ醤油ＤＲＥ
PL1L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝすき焼きたれ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎたれ                  HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎたれ松山              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎのたれYS
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Sﾌｼﾞうなぎのたれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ラーメン専用醤油            18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かけ醤油(S)                 20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸二かけ醤油                20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 マルニかけしょうゆC         20Lｷｭ
ﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Sﾌｼﾞうなぎのたれ
160ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蒲焼のたれ                  80ML角*40 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蒲焼のたれ                  30G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蒲焼のたれ松山              30G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蒲焼のたれ                  20G*200X2 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Sﾌｼﾞうなぎのたれ
20ML*100*5

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Sﾌｼﾞうなぎのたれ
35ML*50*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎたれ                  18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎたれ濃口              18Lﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎたれ松山              18Lﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎたれ又木用
18Lﾀﾙ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 又木うなぎのたれ            18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎのたれ下地            18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うなぎたれＭ　　　　　　　　ﾀﾞ
ｲﾗｲﾄ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 即席無添加みそ汁
20.5G*6*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高級３食即席みそ汁          3食
*10X8

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生みそ汁ワカメ
(20G*6)X20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生みそ汁アサリ
(20G*6)X20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 だし入生みそ汁
20G*250X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生みそ汁ワカメ
(20G*100)X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ生みそ汁
28G*100X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 酢みそ                      (50G*3)X12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 辛子酢みそ
(50G*3)X12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす酢みそ
(50G*3)X12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生みそ汁Ｍ                  28G*200*2 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 辛子酢みそ蒟蒻村
50G*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 カボスみそ蒟蒻村
50G*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生みそ汁ワカメﾜｯﾍﾟﾝ
(20G*6)*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生みそ汁アサリﾜｯﾍﾟﾝ
(20G*6)*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 西九州ｳｲｽﾞﾝ生みそ汁
28G*100X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 からし酢みそ
10G*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 酢みそ                      (50G*3)X100 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 からし酢みそ
(50G*3)X100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす酢みそ
(50G*3)X100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 しそ入り酢みそ              20G*600 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 しそ酢みそ                  30G*400 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 遊食酢みそ無地              18G*600 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 遊食からし酢みそ
18G*600

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 田楽みそ(ゆず)              35G*300 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 辛子酢みそ                  20G*100*8 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 辛子酢みそ                  20G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 酢みそ                      PL1260G 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 辛子酢みそ                  30G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 辛子酢みそ                  PL1260G 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 からし酢みそＭ
30G*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥田楽                    SP300G*24 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥田楽                    1KG*10 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾊﾏｾｲいりこみそ(ｶﾎﾞｽ/ｲﾘｺ)
20KG缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 シラス・ハマセイ            1KG 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用からし酢みそ          HB1*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 安藤だんご汁用              40G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす酢みそ                20KG缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC調味みそ                 20Kﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾊﾏｾｲいりこみそ(ｶﾎﾞｽ/ｲﾘｺ)
200G*50

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 安藤だんご汁2連
(40G*2)*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 田楽みそ(かぼす風味)
(35G*3)10X10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 田楽みそ(ゆず風味)
(35G*3)10X10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC調味みそ麦 20KGﾀﾙ
20KGﾀﾙ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鯖ほぐしのたれ              20KP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 関あじ柚子味噌漬みそ        20KP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 関さば柚子味噌漬            1kG 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 日向どり鍋みそ              300G*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 阿蘇田楽みそ                300G*24 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆず酢みそＫ                50G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆず酢みそＫ                20KG缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 魚漬込み味噌（大分）        20LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｼﾞﾝ魚漬込みみそ           20KP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｼﾞﾝ赤だし魚漬込みそ       20KP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 軟骨味噌おでんだし          20KP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 カップ味噌汁（とうふ）
CP1*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 カップ味噌汁（油あげ）
CP1*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝカップ味噌汁油揚
CP1*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ味噌汁（あさり）
CP1*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ウイズンとん汁カップ
CP28G*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ新とん汁ｶｯﾌﾟ
CP28G*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 薩摩みそ汁CVS               30G*400 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 肥後の味噌汁CVS
26G*450

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うまかみそ汁CVS
22G*550

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝとん汁用みそSP
250G*10*4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鍋用みそ                    SP300G*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 だんご汁用みそ2連
40G*2*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金山寺味噌                  200G*12X6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金山寺味噌                  20KG缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金山寺味噌                  1KG 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鯖の味噌煮用                24Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔつゆ自慢3倍              1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔ つゆ自慢3倍
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔえび椎茸つゆS
400ML*10*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔそうめんつゆS
400ML*10*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔそばつゆS
400ML*10*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔ えび椎茸つゆ20%増量
500ML*10*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔ そうめんつゆ20%増量
500ML*10*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔつゆ自慢3倍
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔつゆ自慢昆布3倍
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼﾏﾔつゆ自慢いりこ3倍
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ ｿｰｽｶﾂ丼のたれ
(1.8L*6)

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ ｻﾝﾎｰﾑ白だし
(HB1.8L*6)

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ 焼うどんソース2.1K
(1.8*6)

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ すき焼きたれ
HB2.1K*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ八百屋ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(280mL*20)

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ めんつゆ                18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ そばつゆ                18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ 和風だし                18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ 関西風うどんだし        18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ 白だしＳ                18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷめんつゆﾗﾍﾞﾙなし         18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ (H)つゆ                 18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏｷ 白だしTS                18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 日の出新味料
PL1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 フジジン新みりん
PL1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 料理酒みりん味              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 料理酒清酒味                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 特撰みりん白石              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 特撰料理酒白石              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 富士甚料理酒
PL1*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおつゆ                  HB 1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 麺つゆｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ             P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 麺つゆｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ             P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つゆ・Ｋ風味２倍            1.8L瓶
*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 五木つゆ ギフト
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 五木村めんつゆ2倍
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝つゆかつお
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝つゆしそ風味
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝つゆシイタケ風味
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スズキかつおつゆ
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 木村秘伝つゆ                360ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおつゆ２倍（無地）
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つゆ・しそ風味
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つゆ・かつお風味
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つゆ・しいたけ風味
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つゆストレート
400ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 長寿庵つゆ                  400ML*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 福永冷しめんつゆ
400ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｄかつおつゆ風味
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおつゆ(ギフト用)
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝つゆ ｽﾄﾚｰﾄ
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 計しいたけ醤油
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 二豊つゆ・かつお
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 マルフクつゆ                360ML*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ウエルマートつゆ
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 狩野つゆかつお
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ニチイつゆかつお
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つゆSTかつお甘Mﾉｰﾗﾍﾞﾙ
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 無添加つゆSTﾉｰﾗﾍﾞﾙ
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ORかつおつゆ2倍
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝つゆ甘口ｽﾄﾚｰﾄK
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ＯＲつゆ２倍                500ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 長寿庵つゆ                  500ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 卓食がんこだし
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 卓食がんこつゆ
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ふく福つゆＳＴ
ST500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つゆ・かつお風味
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝つゆ旨口ｽﾄﾚｰﾄ蜂蜜
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 吉本かつおストレート
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお・ストレート
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ストレートかつお甘口
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 しそ・ストレート
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 甘口しそつゆ                500ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 無添加つゆ                  500ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 銘水かつおつゆＳＴ
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 狩野名水つゆ                500ML*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 銘水かつおつゆＮＬ
500NL*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 千嶂庵つゆ3倍
200ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 麺つゆｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ             300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 麺つゆｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ             300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおつゆ１８L缶
18L缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 家伝つゆしいたけ            18L缶4
面

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 りゅうきゅうのたれ          1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 千興馬刺し卓上
150ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｼﾞｼﾞﾁｸ馬刺のたれ
100ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 千興馬刺たれ                150ML*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 天つゆ                      300ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豊の香雅天つゆ
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 天つゆｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ             300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 天つゆｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ             300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用そばつゆ              280G*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 富士甚そばつゆ松
280G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用うどんつゆストレート
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高矢うどんつゆストレート
280G*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 永松うどんつゆストレート
280ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 清水製麺うどんつゆ
ST280G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高矢鍋焼うどんつゆ無地
280G*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 三徳うどんつゆ
ST280G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ハラショクうどんつゆ
280G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 しゃぶしゃぶつゆCVS
300G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 福鳥丼つゆ                  P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おでんつゆ２０倍            HB1.8*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おでんつゆ（4倍）
250G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おでんだし                  20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷し中華                    HB1.8*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ざるそばつゆ大商
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 そばつゆ大商(東京)
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かけそば大商東京
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 徳広ごましゃぶのたれ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 酢豚のたれ
SP200*12X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 回鍋肉のたれ
SP1KG*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ピリ辛のたれ(さば)
SP1KG*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 わりしたｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ           P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 わりしたｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ           P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 チャンコ大関                600ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 肉じゃがのたれ              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽魚煮付たれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｶﾏﾄﾞﾔ酢豚のたれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 青ｼﾞｬｵロースのたれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 酢豚のたれ                  HB1.8*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 下足天用たれ                HB1.8*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽甘酢あんかけ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 酢豚のたれK                 HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 どんぶりつゆＫＹ
PL1*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおたたきのたれ
150ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 酢豚たれ
SP200G*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 漁師さんのたれ新
250ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 漁師さんのたれ複番
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 すき焼きのたれ
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 すき焼きのたれ
P500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 すき焼のたれ
P500ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 わりしたｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ           300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 わりしたｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ           300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 しゃぶしゃぶごまだれ
150ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽八宝菜のたれ
450G*18

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 K煮魚みそ味Ⅲ               21Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 椎茸煮込用たれ              20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 地鳥めし関西食糧            18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豚角煮のたれ2               20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 APEX煮物つゆ                20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おでん用調味液              20LQ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 APEX 煮魚のたれ             20LQ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 APEX 淡口煮物つゆ           20LQ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮物つゆ(肉じゃが)
20L(QBT)

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 とうふのたれ                20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鯖煮魚のたれ                20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生姜焼のたれＭ              20Lｷｭﾋﾞ
ﾃﾅｰ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 K 煮魚みそ味2               21kｷｭｳﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 香味揚げのたれ              20LPﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 小鰺のマリネたれ            20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 小鰺の南蛮漬たれ            20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつお煮のたれ              20Lｷｭﾋﾞ
ﾃﾅｰ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 CVS ﾁｷﾝ南蛮漬込用
24Kg(20LQﾋﾞ)

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 みそかつのたれ
SP1KG*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生姜焼きのたれ
SP1KG*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 魚卵味付用上たれ
SP1KG*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｼﾞｼﾞﾝ生姜焼きたれ
SP80G*12*5

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ちりめんのたれ
90ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かきの土手鍋                SP180*24 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 肉じゃがたれ                SP80*60 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 肉じゃがたれ
SP80G*12*5

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷や汁・西都松本
SP200*50

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 生姜焼のたれ
80G*12X5

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷やっこつゆミニ
80ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 照り焼たれ                  HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 どんぶりつゆ                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 本田蒟蒻ところ天つゆ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 炊き込み御飯調味液Ｂ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮魚のたれ                  HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおの液素                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 てったこソース              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 マタニティ照り焼き
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丼つゆ鹿児島                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 いか調味液                  HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ところ天つゆ                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC どんたれ                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮魚専科                    300ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 照り焼きたれ宮崎
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｶﾏﾄﾞﾔ丼のたれ(2倍)
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮魚のたれｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ
1000ML

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮魚のたれｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ         P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮魚のたれｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ         300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮魚のたれｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ         300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ピーナツ豆腐たれ
10G*150*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 炊込御飯のたれ
50ML*100*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつ丼のたれ                18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮魚のたれＮＫ              18Lﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽味御飯たれ            18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金子煮魚のたれ              18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮魚のたれ                  10Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽土佐豆腐たれ　　　　  20L
ﾃﾅｰ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 地鳥めしのたれ              18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ぶり漬込用たれ              18K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 牛すじ煮込調味液            20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 きんぴらのたれ              18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 じゃが芋たれCVS             26Kｷｭ
ﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 揚出豆腐たれCV              20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 きんぴらごぼうタレ          18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 K煮魚醤油無添加             18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 K煮魚みそ無添加             21Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ピリ辛のたれ(さば)          23Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ひじきのたれ下味            20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 天津丼のたれ                23Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ひじきのたれ充填            20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 加ト吉焼うどんソース        21K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 五目御飯調味液2倍           18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生姜焼のたれTS              20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ニラレバたれCVS             23Kｷｭ
ﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 昆布巻のたれ                20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 タッ.カルビのたれTK-8       21KG
缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 炊き込み御飯                18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 福鳥ｶﾙﾋﾞｰのたれ             18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 きんぴらのたれ
35G*100*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 富士味                      1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 白だし                      PL1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 白だし ＮＬ                 P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 エザキ白だしNL              P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 HIﾋﾛｾ　白だし1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 白だしｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ             P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 白だしｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ             P1L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 白だし                      1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 無添加・白だし
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 白だしｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ             300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 白だしDﾀｲﾌﾟ                 300ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 (複）料亭白だし500ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸食白だし
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 エザキ白だしﾉｰﾗﾍﾞﾙ
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 白だし                      18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 前富鍋つゆ                  40G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽煮込み用だし汁(濃口)
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽煮込み用だし(淡口)
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｼﾞｽｺ純だし                 HB1.8*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ベストだし醤油              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽煮込だし淡口
100G*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｼﾞｽｺ純だし                 80ML*100 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽煮込だし濃口          18Lﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ベストだし醤油              18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 魚介のｶﾙﾊﾟｯﾁｮｿｰｽ
P500ML*2*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 魚介のｶﾙﾊﾟｯﾁｮｿｰｽ新
P500ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅漬けの素
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC浅づけの素
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 あさ漬の素（しそ風味）
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC浅漬けの素
P500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 GC3浅漬けの素
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 数の子調味液                18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅漬けの素                  18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 調味液Ｏ
18LPﾀﾙ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 みりん漬たれＴ              18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 明太調味液                  20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 明太子調味液                20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 みりん漬たれＭＴ            18Lﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅漬けの素2                 18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC浅づけの素               20Lｷｭ-
ﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 藤崎つぼ漬調味液            ﾀﾞｲﾗｲﾄ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鯛の調味液                  18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 魚漬込みタレ無添加          20Lｷｭ
ﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 TR-7(鰯みりん干しﾀﾚ)        1000L
ｺﾝﾃﾅ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つくも なまこたれ           P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つくも なまこたれ
P200ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つくも なまこたれ           20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 桃華園ちゃんぽん北京風
200ML*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ちやんぽんスープ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ちゃんぽんスープＮ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ＳＴ豚骨ラーメンスープ
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豚骨ラーメンスープＳＳ
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 京都風ラーメンスープ　　　　9L
缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 もつ鍋スープ醤油味
600ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 もつ鍋スープ味噌味
600ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豚骨ラーメンスープＭ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 もつ鍋醤油味                1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 沖縄そばのだし
300ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｄ桃華園ちゃんぽんスープ
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 狩野桃華園ちゃんぽんスープ
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 もつ鍋スープＢＦＫ複番
250ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 もつ鍋スープＢＦＫ
400ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｱﾏﾚｲふぐ鍋ｽｰﾌﾟ ST500ML
ST500ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 シシ鍋つゆｽﾄﾚｰﾄ
SP600ML*18

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かも鍋つゆ                  300ML*50 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 千興桜鍋のたれ              200G*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 桜鍋のつゆ                  100g*100 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 真風亭もつ鍋スープ６倍液
18Lﾃﾅｰ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 千興桜鍋たれ超辛
100G*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんだし                  HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんだしＴＣ              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 大商うどんだし              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんだし浅岡              20LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんだし伊予              18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんだし松山              18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんだし                  18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんだし(4面）            18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんだし鳴門              18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鳴戸うどんつゆ              20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 淡口だし醤油                20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高級生ぽん酢                P1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味かぼす                    1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高級生ポン酢                1.8L瓶*6ｺ
ﾝ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 キムチ風ぽん酢
250ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高級生ポン酢                250ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森かぼすぽん酢
280ML*6X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 マタニティーぽん酢
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 シーフード･ドレ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 黒酢ぽん酢                  250ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 3福黒酢ぽん酢
250ML*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｶﾞﾘﾚｵ 黒酢ぽん酢
300ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味かぼすポン酢
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆずのめぐみ                360ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼすポン酢無印
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 計屋かぼすぽん酢
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 柚子ポン酢無印
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼｰｶﾞﾙ ぽん酢                360ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 黒ごま甘口ぽん酢
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味かぼす                    360ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｄ味かぼすポン酢
360ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼすぽん酢（ギフト用）
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豊の香雅かぼすポン酢
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼすぽん酢ｷﾞﾌﾄSﾀｲﾌﾟ
300ML

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼすぽん酢ｷﾞﾌﾄDﾀｲﾌﾟ
300ML

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆずのめぐみ                500ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 五木手搾りぽん酢
500ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 黒酢しょうゆ(ギフト用)12入り
500ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 黒酢しょうゆ(市販用)12本入
500ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆずしょうゆ(ギフト用)12入
500ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆずしょうゆ(市販用)12本入
500ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味かぼす卓上                150ML*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅田フグポン酢
150ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味かぼす無印                150ML*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸福ポン酢(旧)              150ML*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸福 ぽん酢(ﾗﾍﾞﾙ新)
150ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高級生ぽん酢(黒ｷｬｯﾌﾟ        180ML
瓶*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 (金)手しぼりぽん酢
180ML*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 四季ﾎﾃﾙ手絞りぽん酢
200ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生ぽん酢(無地)角            80ML*40 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 四季H手絞ポン酢
200ML*12ﾜｼﾅｼ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味かぼす                    18L缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 黒酢ぽん酢                  20LPｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鍋ポン酢                    1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 さしみポン酢                1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾗｲﾌﾌｰｽﾞぽん酢               HB1.8*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 二豊味付ポン酢複番
360MLX20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 明治シャブシャブ
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ＯＲポン酢                  360ML*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 としねポン酢                10Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 大分かぼすポン酢            1.8L瓶
*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 大分かぼす100%              1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 混合果汁 100% 1.8L瓶        1.8L瓶
*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 大分特産かぼす
360ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす果汁１００％
150ML*10X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす鮮
70ML*10X10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆず鮮                      70ML*10X10 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす鮮90入
70ML*30X3

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆず鮮 90入                 70ML*30x3 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす鮮  70ML*10*4
70ML*10*4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆず鮮  70ML*10*4
70ML*10*4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 もろみ                      1KG 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生姜もろみ                  P1KG 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 長者もろみ陶器              300G*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生姜もろみ                  230G*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蒟蒻甘生姜もろみ
150G*50

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蒟蒻甘生姜もろみ            20KG缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 粒もろみ                    P1KG 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 粒もろみ                    18KG缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 粒もろみ                    230G*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 粒もろみ                    1KG 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おでん辛子みそ甘
20G*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生もろみ                    20KGﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 漬物用もろみ                20KP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生もろみ                    1KG 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナＳたれ              200G*40 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｆたれ                      200G*40 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉たれ・特選              310G*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 マルマツ焼肉たれ
200G*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 GC焼肉たれ醤油味
240G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナＳたれ              420G*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｆたれ                      420G*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 フジ焼肉のたれ甘口
420G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 醤油たれ                    10Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナＳ                  20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おろし焼肉のたれ
200G*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナおろしたれ
200G*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 フジ甘口たれ                200G*40 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉たれひな和風味
300G*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉たれひなこく味
300G*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉のたれ（おろし風味）
410G*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉のたれ(醤油味)
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉のたれおろしNL
410G*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高千穂中甘たれ
340G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高千穂中辛たれ
340G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸食焼き肉たれ              500G*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 HI ﾋﾛｾ焼肉ﾀﾚ                600G*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナおろしたれ
420G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スエヒロ焼肉のたれ
200G*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 西鉄焼肉のたれ              410G*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｼﾞ業務用たれ甘口
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ていれぎ亭もみたれ2
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ていれぎ亭甘口たれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ                  HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 グルメ中甘たれ              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ていれぎ亭おろしたれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 徳広焼肉のたれ              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉たれK辛口               HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉たれ醤油(川内)
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ                  500ML*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ
600G*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ（沖縄）
500ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造り焼肉たれ沖縄
600G*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 周桑農協手造りたれ
500ML*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生活応援団焼肉たれ旧
600G*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造焼肉たれ黒ごま
500G*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造焼肉たれ和風
500G*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 エザキ焼肉たれ              HB1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｼﾞ焼肉たれ甘               1200G*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉たれひな(こく味)        P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 いわなが焼肉たれ            1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 平和堂焼肉たれ
P500ML*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 生活応援団たれ
P600G*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ黒ごま
500G*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ和風おろし
P500G*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造り焼肉のたれ
75G*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれスタンダ－ド      20K
缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ甘口              20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ中辛口            20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 グルメ中辛口                12Kﾃﾅ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ                  HB1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 （無印）手造りたれ
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 手造りたれ（沖縄）
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 エスマート焼肉のたれ
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 周桑農協手造りたれ
HB1L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナ焼き肉たれ
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ロヂャｰス焼肉たれ
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｴﾙﾏｰﾄ焼肉のたれ            1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 焼肉たれ甘口
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 焼肉たれ中辛口
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 焼肉たれ辛口
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナＭたれ              200G*40 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナＭたれ              420G*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 焼肉たれ甘口            HB1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 焼肉たれ中辛口
HB1L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 焼肉たれ辛口            HB1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 スタミナＭ                  20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｽﾀﾐﾅ焼肉のﾀﾚ醤油甘口NL
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ焼肉のたれ             P1L*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉たれ甘口                320G*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 肉屋のたれ                  HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 中甘たれ                    HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉塩たﾞれレモン風味
150ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 塩たれ                      HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 塩だれ K                    20Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 塩だれ北九ﾚﾓﾝ味             20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉のたれ甘口Ｔ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉たれ味噌味Ｔ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉のたれ下漬用Ｔ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 耶馬渓焼肉たれ              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 遊食館焼肉たれ下漬用
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 遊食館焼肉ﾀﾚSS              HB1.8L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用Ｓたれ                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 山口屋油焼肉たれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 サンバリー焼肉のたれ        20Lﾃﾅ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 九州食肉の焼肉たれ          20Lｷｭ
ﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉のたれCVS               24Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾏﾙﾏﾂ鶏肉たたきたれ
15G*600

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 たたきのたれK
10mlX1000

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 たたきのたれK               20mlX500 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 たたきのたれ
15G*200X3

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 たたきのたれ(松山)          HB1.8*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用Ｓたれ                20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 九州食肉の焼肉たれ
HB1L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｆ焼肉のたれ                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 松本畜産ニラレバたれ
40G*50X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 バッファロ－Ｓ              20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用Ｍたれ                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 バッファロ－Ｍ              20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用Ａたれ                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鹿児島用焼肉のたれＡ        20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味噌たれ                    3K缶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鶏味噌たれＭ１辛口          10Kﾌﾟﾗ
ｺﾝ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味噌たれ                    20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽みそたれ              1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鶏味噌たれ白                22Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鶏味噌たれ赤                22Kｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鶏味噌たれ白                20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鶏味噌たれ赤                20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 松本ホルモンたれ
100G*50X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蒜苗レバーたれ
400G*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 とん兵衛たれ                500G*24 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 にんにくホルモンのたれ
SP1K*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 南日本ＣＦレバーたれ
40G*150X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ホルモンたれ                10Kﾌﾟﾗｺﾝ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 松本ホルモン用たれ
20K缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 千興ホルモンたれ            20Lﾃﾅ- 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 千興ホルモン無添加          20Lﾃ
ﾅｰ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豚味噌たれ                  HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豚味噌たれ                  3K缶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豚味噌たれ                  10Kﾌﾟﾗｺﾝ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼き鳥のたれ                330G*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥のたれ(沖縄)
P620G*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥のたれ                  20G*500 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥のたれ                  3K缶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 としね・焼き鳥              10Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 としね・甘だれ              10Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥のたれ南九 18LP         18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 南九州商会改焼鳥のたれ      18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 南九焼鳥のたれⅡ            18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥のたれ                  20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼き鳥のたれＡ
20K缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼き鳥のたれＢ
20K缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥たれＤ                  20K角ﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥のたれKU                20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 焼豚のたれ
80ML*10*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 スペアリブ
SP200G*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ローストビーフのたれ
30G*400

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ローストビーフ ﾊﾞﾗ
30G*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽から揚げたれ
400ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 唐揚げのたれ                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 唐揚げたれカツヨシ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝから揚げたれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｆ唐揚げのたれ              10Kﾃﾅ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 唐揚げのたれKG              10Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽スペアリブたれ        10Lﾃ
ﾅｰ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 唐揚げのたれ都城            20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鶏皮のたれ                  20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 福鳥漬込焼き鳥のたれ
18Lﾃﾅ-

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥漬込みたれ              20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼鳥のたれＭＫ              20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 南蛮丼のたれ                160ML角
*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 南蛮丼のタレLD              1L*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 チキン南蛮のたれＣ
SP1KG*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 チキン南蛮のたれ
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 チキン南蛮たれ
20Lﾃﾅ-

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 魚の南蛮たれ                20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 児湯南蛮のたれﾀﾞｲﾗｲﾄ        ﾀﾞｲﾗｲﾄ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 大東園肉まき寿司CVS         12K
ｷｭﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 大東園下漬用CVS             12Kｷｭ
ﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味鶏＃３焼鳥たれ仕上げ用辛口
18L缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ローストチキンのたれ        20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 肉漬込み用たれ              20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 カルビー丼のたれ            18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 宮牛肉弁当                  20K缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 タックラベルかつ重
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝかつ重たれ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝきんぴらのたれ
PL1L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 とりっこ弁当のたれ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ南蛮たれ               P1L*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ焼肉のたれ             1L*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 米酢                        PL1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 米酢                        HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 米酢                        500ML*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 米酢                        18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゴールド金盃酢              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金盃酢                      PL1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金盃酢                      1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金盃酢                      HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金盃酢                      500ML*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金盃酢                      18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 金盃酢                      20Lﾃﾅ- 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 都城・延岡金盃酢            18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 特選ラッキョウ酢
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 らっきょう酢                700ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ａラッキョウ酢              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 紅甘酢らつきよう酢          P1L*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 紅甘酢(東)                  500ML*12 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 すし酢Ｔ                    18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 寿司酢K九州惣菜             20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 寿司酢Ｓ                    20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 すし酢Ｔ無印                11Lﾃﾅ- 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ合せ酢                 HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 寿司酢Ｅ                    HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 立花寿司酢                  20Lｷｭｳﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾏﾙﾖｼ 合わせ酢(改)           18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 すし酢Ｅ                    20Lﾃﾅ- 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 フジジン寿し酢              20L角ﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高野ﾌｰｽﾞ合せ酢              18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾀﾞｲｿｰ合せ酢                 18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾀﾞｲｿｰ合せ酢Ⅱ               18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 F寿司酢                     20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おしどり寿司酢              20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おしどり寿司酢Ⅲ            20Lｷｭﾋﾞ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸真中華                    1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ごぼう漬調味液              20LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 酢もの調味液                20Lﾃﾅｰ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾀﾞｲｿｰ調味酢                 18LP 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 別上酢                      HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 吟上酢                      HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 吟上酢                      18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 吟上酢   20LQT              20Lｷｭﾋﾞﾃ
ﾅｰ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 しめ鯖専用酢4.2%            20Lﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 吟上酢Ｋ                    18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 清酢                        HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 大分のぞみ合成酢
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 １０倍酢                    18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ５倍酢                      360ML*20 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｆポン酢                    HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ａソース                    1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ａソース                    HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 卓上ソース                  150ML*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ソースＦＬ３９
4ML･500X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ソース
5ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ソースバラン
4ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ミニパックソース
5ML*15X20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ソース
4ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ・ランチソース旧
3ML*1000

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝランチソース
3ML*500*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 給食ソース                  1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 給食ソース                  20Lﾃﾅ- 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｂソース                    HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ焼きそばたれ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼そばソース                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 八ちゃん堂たこ焼たれ20G
20GX800

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 八ちゃん堂たこ焼たれ15G
15GX100*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 アヅマたこ焼                10Lﾃﾅ- 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 アヅマ焼そば                10Lﾃﾅ- 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｼﾞｼﾞﾝたこ焼ソース          10Lｷｭ
ﾋﾞ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 八ちゃん堂たこ焼ソース
SP1KG*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｃソース                    1.8L瓶*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｃソース甘口無印            1.8L瓶
*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 坂ノ市甘口Ｃソース          1.8L瓶
*6段

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｃソース                    HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 坂ノ市辛口Ｃソース          1.8L瓶
*6段

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｃソース激辛口              1.8L瓶*6
段

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｃソース                    18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 南日本ハムとんかつ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 とんかつソース              HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食とんかつ
7ML*400X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食とんかつ
14ML*200X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝフライドソース
15ML*100X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 とんかつソース              18LPﾀﾙ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 給食用とんかつソース        1.8L瓶
*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 デリカステーキソース
PL1*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽ステーキソース
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 明治屋産業ｽﾃｰｷｿｰｽ
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝステーキソース
10ML*100X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 ステーキソース
15G*100X3

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 ステーキソース
15G*100X10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 ステーキソース　　　    15G
ﾊﾞﾗ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 お好みソース                HB1.8L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 お好み焼のたれ熊本
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ほらふき亭ソース　          20Lテ
ナー

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ほらふき亭お好みソース
HB1.8*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ九州どんのたれ
PL1*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ジンジャーソース（Ａ）
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 甚･湯布院の森和風味
200ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 甚･湯布院の森ごま風味
200ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 甚・湯布院の森和風ＤＲＥ
280ML*6X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 甚・湯布院の森ごまＤＲＥ
280ML*6X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 貝島・和風ＤＲＥ
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 グルメかぼすＤＲＥ７３
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ごまみそＤＲＥ・ＫＫ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ごまみそＤＲＥ・ＫＫ
HB1L*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 シモン酢入りＤＲＥ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｆ湯布院の森和風ＤＲＥ３０本
280ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｆ湯布院の森ごまＤＲＥ３０本
280ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 甚・湯布院の森中華ＤＲＥ
280ML*6X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 甚・湯布院の森青じそＤＲＥ
280ML*6X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふいんの森和風ＤＲＥ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用うどんつゆ無地F
140G*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ミニヨンしょうゆＤＲＥ
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ミニヨンごまＤＲＥ
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ミニヨンかぼすＤＲＥ
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森中華ごま３０本
280ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森青じそ３０本
280ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森和風(無地)
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森ごま(無地)
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用しょうゆＤＲＥ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用ごまＤＲＥ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 業務用かぼすＤＲＥ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 耶馬渓生ハムドレT
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 耶馬渓生ハムドレＴ1.8L
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 石兆亭かぼすドレッシング
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 米良・柚子ドレッシング
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鶴屋和風ドレ                280ML*24 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 鶴屋ごまみそドレ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷しゃぶドレ和風
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷しゃぶドレごま
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷しゃぶドレ和風            PL1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷しゃぶごまドレッシング    1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼肉ドレッシング
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OM2 焼肉ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 梅しそドレッシング          PL1*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森ｸﾘｰﾐｰｷｬﾛｯﾄ
280ML*6X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ＤＸ湯布院の森和風
280ML*6X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ＤＸ湯布院の森ごま
280ML*6X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森ｸﾘｰﾐｷｬﾛｯﾄ30
280ML*30

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森ごま              PL1L*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森ｸﾘｰﾐｰｷｬﾛｯﾄ
PL1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅漬けﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞS
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅漬けﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞごま
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅漬けﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞゆず
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｧｰﾑﾗﾝﾄﾞ.ﾄﾞﾚ和風
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｧｰﾑﾗﾝﾄﾞ.ﾄﾞﾚごま
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｧｰﾑﾗﾝﾄﾞ.ﾄﾞﾚ.ｸﾘｰﾐｰ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 やまや明太子ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
260ML*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏﾔ激辛めんたいﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
260ML*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾔﾏﾔこﾞまめんたいﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
260ML*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和風
200ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞごま
200ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC浅漬けﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞS
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC浅漬けﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞごま
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC浅漬ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞゆず
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC浅漬けﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞゆず
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 やまや明太子ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ        1.5L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味菜ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞごまNOｵｲﾙ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 味菜ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞごま
200ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 やまやNOｵｲﾙ黒ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
260ML*12*2合

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 やまやNOｵｲﾙめんたいﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
260ML*12*2合

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 やまや激辛めんたいﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
200ML*12*2合

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつひろﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ            1L*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 野菜たっぷり和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
P300ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 新やまやﾋﾟﾘ辛めんたいﾄﾞﾚｯ
260ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 新やまやこく辛めんたいﾄﾞﾚｯ
260ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 新やまやごま明太子ﾄﾞﾚｯｼ
260ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 新やまやﾋﾟﾘ辛めんたいﾄﾞﾚｯ
200ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 新やまやこく辛めんたいﾄﾞﾚｯ
200ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 新やまやごまめんたいﾄﾞﾚｯ
200ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 徳永めんたい和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 徳永めんたいごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 徳永めんたいゆずﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾁﾙﾄﾞ ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ           20L 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森NO中華ごま
P1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森NO青じそ
P1L*15

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ 和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ ｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ 青しそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ 中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ 生ﾊﾑﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ にんにくﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ うめﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｶﾞﾘﾚｵ ゆずみそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
300ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 胡麻ドレッシング(ｺｰﾌﾟ)
300ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森胡麻ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
280ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 CC我が家のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
300ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 胡麻ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ            1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 阿蘇ﾌｧｰﾑﾄﾞﾚ胡麻ごま
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾎﾟﾛﾛｯｶ野菜ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 石兆亭ドレッシング
280ML*20*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 石兆亭ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ無印
280ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 シモン酢ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ油30%
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 五木村ﾉﾝｵｲﾙ青じそDRE
280ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 五木村ﾉﾝｵｲﾙハーブDRE
280ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 石兆亭業務用ドレッシング    1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾞﾌﾄDゆふ森和風             280ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾞﾌﾄDゆふ森ｸﾘｰﾐｰ            280ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾞﾌﾄDゆふ森ｺﾞﾏｺﾞﾏ           280ML 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC浅漬けDREごま
HB1.8L*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 (カラー)湯布院の森和風
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 (カラー)湯布院の森ゴマ化
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 (カラー)湯布院の森CC化
280mL*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 (カラー)湯布院の森胡麻ごま
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 菜の花ドレッシング
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OACおむらいす亭ごま味
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OACおむらいす亭ゆず
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷しゃぶ和風味
180ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷しゃぶごま味
180ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 青い森のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和風味
180ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 青い森のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞごま味
180ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 青い森のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞみそ味
180ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 やまや海鮮ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
200ML*12*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC洋食屋ドレごま
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 OAC洋食屋ドレゆず
280ML*24

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ ゆずﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ ﾊｰﾌﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｷﾑﾗ 黒酢ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
120ML*40

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｼｰｶﾞﾙ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
370ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 四季ﾎﾃﾙ セサミﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
200ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 四季ﾎﾃﾙ しそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
200ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 四季ﾎﾃﾙ ハーブﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
200ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 酒蔵の胡麻だれ
180ML*20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 四季Hｾｻﾐﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
200ML*12ﾜｼﾅｼ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 四季Hしそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
200ML*12ﾜｼﾅｼ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 四季Hﾊｰﾌﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
200ML*12ﾜｼﾅｼ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 藤崎菜の花ドレ
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森和風
180ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森ﾊﾞｲ煎ごま
180ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 湯布院の森青じそ
180ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 麺総梅しそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ複版
280ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 耶馬渓生ハムﾄﾞﾚT            1L*6 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふ森和風要冷
280ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふ森ごま要冷
280ML*6*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 草千里和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
180ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 草千里ﾊﾞｲｾﾝごま
180ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 草千里青しそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
180ML*12

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 錦味NO２００
20Lﾎﾟﾘｶﾞｰﾙ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 華三楽すなずりのたれ
20Lﾃﾅｰ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸美屋ごま味9%
5G*2100*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷奴丸大豆CVS
15ML*700

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 具うどんｽｰﾌﾟ5倍CVS
70G*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 沖.そばのだし(無)           3ML*300 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ディリー青しそ(小袋)
15G*700

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 きざみ昆布のたれ
40G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ひじきと鶏肉のたれ
40G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふいんの森和風
50G*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かけしょうゆ                8ML*1000 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ハモ皮たれ                  20ML*500 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かけしょうゆｻﾝﾌﾟﾙ小袋
8ML*1000

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かけしょうゆ小袋
8ML*1000

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝ とりっこ弁当たれ
30G*100*4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ツナマヨドレCVS
40G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 寿司醤油ｱﾙﾐ
3ML*500*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 団子汁用みそCV              53G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蘇州林ﾁｬﾝﾎﾟﾝｽｰﾌﾟN
30G*400

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 力うどんｽｰﾌﾟCVS
67G*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 林兼焼豚たれ
7G*10*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ざるそばつゆ無地
50ML*5*50

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷し中華たれ2連無地
50G*2*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷奴のたれCVS
15ML*700

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 マヨクリームCVS
20G*600

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 高級生ポン酢                25G*450 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ロールチキンのたれ
100G*120

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和風
30G*400

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 炊込御飯KM                  50ML*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 魚屋のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ              20G*500 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふいんの森胡麻
20G*600

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 つくだ煮の素                50G*250 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 たたきのたれ松山
40ML*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝレモン果汁ﾊﾞﾗ
2ML*500

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝレモン果汁
2ML*500*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 小倉屋切干大根豚肉
33G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 小倉屋竹の子わかめ豚肉
33G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 宮崎唐揚重CVS               25G*400 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 明治屋チヂミのたれ
10ML*960

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸美屋いりこだし
7G*1300*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 宮崎唐揚重CVS               15G*700 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼豚のたれK
10ML*1000

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおたたきのたれ
20ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおたたきのたれ
20ML*100*5

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かつおたたきのたれ
35ML*50*6

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 廃盤ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞCVS  現在出荷
30G*400

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 めんたいﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
(15ML*50)*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 芽かぶのたれ                15G*800 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 五木そばつゆ無地
22ML*500

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 CVSゆふいんの森和風
25G*450

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 寿司醤ｱﾙﾐ松山
3ML*500*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾋﾟｰﾅﾂ豆腐のたれ
10ML*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾏﾙｼﾝ中華たれ(2連)
10ML*2*250

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 寿司醤ﾅｲﾛﾝ松山
3ML*500*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふいんの森高級ぽん酢
35G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 天領うどんつゆ              25ML*3
連*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝｶｯﾌﾟ玉子ｽｰﾌﾟ           1CP*30 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾏﾘﾝ昆布ｿｰﾒﾝつゆ
25G*450

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 お好み焼のたれ              10G*800 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ごま豆腐かぼす
10G*300*3

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ハモ用たれ（無地）
25G*400

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 無地昆布素麺つゆ
25G*450

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 きんぴらのたれ              30G*300 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 煮物つゆ                    30G*300 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 山田 もずくスープ
10G*1000

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｽｰﾌﾟぎょうざのたれ20倍
30G*400

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ﾌｼﾞﾁｸ 馬刺のたれ
5ML*500*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 旧飲茶のタレ
(23G*3)*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かまど家一食醤油
4.5ML*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かまど家一食ソース
4.5ML*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 九重庵そばつゆ
40ML*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 五木そばつゆ4連
(22ML*4)*125

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 新かまどや一食醤油
4.5ML*300*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 新かまどや一食ソース
4.5ML*300*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 廃盤森ぽん酢CVS無ﾄﾞﾚ 現在出荷
35G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅岡そーめんつゆST
70ML*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 耶馬渓生ハムﾄﾞｯｼﾝｸﾞ一食
20CC*500

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 やまや明太子ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
20ML*500

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ユーリンチのたれ
70G*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 特撰たれ                    20ML*50 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 山田食品ところ天つゆ
15ML*400X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 山田食品ところ天つゆ
10ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 佃煮のたれ                  40ML*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 浅岡うどんつゆ
30ML*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんみそ煮込み
35G*100X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 うどんそば用つゆ
60ML*50X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 シモンうどん麺つゆ2連
(35ML*2)X150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 東福茶そばつゆ
35G*100X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 そばつゆＳＦ
35ML*150X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ざるそばつゆ南給
40ML*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷し中華つゆＡＳ
50G*150X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 MF昆布ｿｰﾒﾝつゆ無地
30ML*200X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 天つゆ                      50G*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 そばつゆＡＳ
50ML*50X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 めんつゆＭ
50ML*100X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 長寿麺つゆ2連
50ML*2X100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 そばつゆＡＳ
60ML*50X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 讃岐うどんつゆ
30ML*2X100X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ソーメンつゆ
60ML*150

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 昆布そうめんつゆ            PL1*15 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 昆布そうめんつゆ
30ML*200X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 冷し中華つゆＡＳ
40G*200X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食タカネ
5ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食キリシマ
5ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食霧島熊本
5ML*500*2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 大分惣菜一食醤油
3ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食雪醤油
5ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食醤油                    4ML*500X2 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 焼豚のたれ都城
7G*1500

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸真中華                    15ML*400 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸真中華                    10ML*500 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 給食用うす塩醤油
5ML*40X25

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 筑豊一食霧島（甘露）
5ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼすポン酢                20ML*600 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ざるそばつゆ甘口
60ML*50X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ﾎﾟﾝｽﾞ                   10ML*1000 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸福ぽん酢
10G*100X10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食味かぼす
10ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食二杯酢
7ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ざるそばつゆ                60ML*200 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食二杯酢（Ｋ）
7ML*100X10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ところ天つゆＦ
30G*250X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 宮崎ところ天のつゆ
20ML*150X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ところ天つゆＴＳ
30ML*250X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ところ天つゆ北部用
20ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ところ天のつゆ北部用
15ML*200X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ところ天のつゆ北部用
20ML*150X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ところ天つゆ
30ML*5X20X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ところ天のつゆ延岡
20ML*150X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 こんにゃくソーメンつゆＳ
30G*250X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食醤油ＦＬ３９
4ML･500X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食雪醤油
3ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食雪醤油バラン
4ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食醤油浜の町
4ML*100X10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ミニパックしょうゆ
5ML*15X20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 学校給食用一食醤油
3ML*100

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 もずくのたれ
20G*150X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 山田もずくのたれ
12ML*300X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食温泉玉子のたれ
5G*1000

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 もずくのたれ
15G*150X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 山田もずくのたれ
20G*150X4

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 たまご焼きつゆ
7.5G*9X20

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 たまご焼きつゆカレンダー　　10
ﾌｸﾛ*5

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 おでんの素（沖縄）
45G*150X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 バラ玉子焼きつゆｶﾚﾝﾀﾞｰ
7.5ML*9*50

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 寄せとうふつゆ
10ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 たまご焼つゆサンプル
7.5ML*3X50

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 Ｄ玉子焼つゆカレンダー
(7.5ML*9)*10

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 玉子焼袋入りｶﾚﾝﾀﾞｰ          7.5G*9 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 袋入玉子焼ｶﾚﾝﾀﾞｰ
7.5ML*9*10*5

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 給食用味かぼす
10ML*40X25

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食醤油･村要
3ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食醤油･村要
5ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 醤油ラーメンＰＦ
32G*5ﾚﾝX80

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす果汁１００％
PC8･300X3

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 無添加千興馬刺したれ甘口
5ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 とんこつラーメンＰＦ
32G*5ﾚﾝX80

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 蘇州林ﾁｬﾝﾎﾟﾝｽｰﾌﾟ
30G*400

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸真醤油ラーメンスープ
34G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 豚骨ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟSK
55G*200

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 丸真豚骨ラーメンスープ
38G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ラーメンスープＭ
34G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 千興馬刺たれ
50ML*50X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 桃華園ラーメンスープ
30ML*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 皿うどんスープ
40G*150X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふいんの森和風
20G*600

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふいん和風一食ＤＲＥ
15G*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食中華ごまＤＲＥノンオイル
20G*500

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ゆふいんの森和風30G
30G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食湯布院の森和風ＤＲＥ
30ML*400

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食湯布院の森DRE和風
40G*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ごまドレッシング
10ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ドレッシング
10ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 海洋一食ＤＲＥ
10ML*500X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 一食ドレッシングＴ
15ML*300X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 松前漬けのたれ
35ML*300

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 青じそＤＲＥ
20G*300X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 本田ごまドレッシング
40G*150X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 グルメごまＤＲＥ
20G*300X2

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 ｳｲｽﾞﾝレモン果汁旧
2ML*1000

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 レモン果汁                  2ML*1000 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 かぼす果汁                  2ML*1000 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 調味油ＢＦＫ                3G*2000 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

サンアスベルﾌｰｽﾞ株式会社 大分県臼杵市大字末広字黒丸193-1 松前漬のたれ                80ML*150 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

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

三栄食品株式会社 石狩市新港西１丁目７０６－６ ラーメンスープ スープ（牛脂） なし

三栄食品株式会社 石狩市新港西１丁目７０６－６ ラーメンスープ スープ（ゼラチ
ン）

なし

三栄食品株式会社 石狩市新港西１丁目７０６－６ スープの素、焼き肉たれ たれ（牛エキ
ス）

なし
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三栄食品株式会社 石狩市新港西１丁目７０６－６ 焼き肉のたれ たれ（蛋白加水
分解物）

なし

三栄食品株式会社 石狩市新港西１丁目７０６－６ 味付きメンマ 調味料（蛋白加
水分解物

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 石川中華スープSA 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 めん匠喜多方醤油ラーメンスープ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 キムチスープの素 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープ　100ｇ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 豆腐そうめん胡麻だれ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 屋台の中華そばスープ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 （株）狩野ｼﾞｬﾊﾟﾝ喜多方棒ﾗｰﾒﾝ食
用ｽｰﾌﾟ

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 （株）狩野ｼﾞｬﾊﾟﾝ博多棒ﾗｰﾒﾝ2食
用ｽｰﾌﾟ

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ﾗｰﾒﾝスープ（商品番号４１８） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷麺スープ（商品番号４２２） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷麺スープ（商品番号４２２）用
からみの素

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷麺スープ（商品番号７５２）シ
ングル

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷麺スープ（商品番号７５２）Ｗ
キムチ付

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープ小袋（商品番号８
２２）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 醤油ラーメンスープ（商品番号４
１６）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 塩味スープ（商品番号４１５） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ﾗｰﾒﾝスープ（商品番号４１７） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 味噌ラーメンスープ（商品番号５
１８）４連

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 喜多方味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ（あらい屋
様向け757）3連

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷麺スープ（商品番号７５９） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 味噌ラーメンスープ3.3K（商品番
号400）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 中華スープ（No.８８７） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 支那そばラーメンスープ（No８２
３）

調味料（その他
の加工食品）

なし
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三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華スープ（Ｍｰ３０） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華ゴマ味（No９８４） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 味噌ラーメンスープ（No８８５） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 鍋焼うどんつゆ（商品番号３２） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 辛子味噌ラーメンスープ（No８３
３）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 味噌ラーメンスープ（No911） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 液体焼きそばソース（新栄様向
け）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 無添加液体焼きそばソース（新栄
食品様向け）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 無添加とんこつラーメンスープ
（新栄食品様向け）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 無添加粉末味噌ラーメンスープ
（新栄食品様向け）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 肉そば 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷中華スープ（No５３） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープ（No３４） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 生協様向け醤油ラーメンスープ
（３４Ｎ）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 生協様向けみそラーメンスープ
（３３）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 粉末醤油ラーメンスープ（スズキ
麺工様向け）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 塩ラーメンスープ（ホタテ味） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 濃厚がらだし醤油ラーメンスープ
（商品番号８４１）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープ（商品番号４１
２）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 うどんつゆ（商品番号３６） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 つゆストレート（商品番号３１） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 美味ラーメンスープ（商品番号３
９）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 鍋焼うどんつゆ（丸光食品様向
け）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 チャルメラ醤油ラーメンスープ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 肉そば 調味料（その他
の加工食品）

なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 中華スープ（商品番号５１） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 Aコープ粉末やきそばソース 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 白河ラーメンスープ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープA 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 豚骨しょうゆスープ（商品番号１
７）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 塩スープ（商品番号１６） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 粉末やきそばソース（戸田久向
け）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 味噌ラーメンスープ（商品番号２
４）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 とんこつスープ（商品番号４０
６）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープ５６ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 美味味噌ラーメンスープ（商品番
号４０）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 めんつゆ（商品番号３０） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 液体焼きそばソース小袋（商品番
号２５）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 液体焼きそばソース1.8L（商品番
号303）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華スープ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 そばつゆ３５ 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 味噌ラーメンスープ（商品番号８
７７）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 塩ラーメンスープ（商品番号２
３）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華スープゴマ味 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 中華スープ（商品番号２２） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 中華スープ１．８㍑（商品番号３
００）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 W中華スープ（商品番号２１） 調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープ（商品番号８１
２）

調味料（その他
の加工食品）

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 かくし味３９（NET４．５ｇ） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 伊之助三代目魚系しょうゆスープ
（No１５）

調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 伊之助三代目芳熟みそスープ（No
１８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 無添加味付麺用調味液（98-12-
3）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ニチリュウ粉末味噌ラーメンスー
プ（00-5-24）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ニチリュウ粉末醤油ラーメンスー
プ（00-5-4）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 宮城生協粉末塩味ラーメンスープ
（00-11-23）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 宮城生協粉末味噌ラーメンスープ
（00-11-2２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 宮城生協粉末醤油ラーメンスープ
（00-11-2１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 粉末カレーうどんスープ（０１－
５－３Ｂ）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 めんつゆ１８Ｌ（商品番号501） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 めんつゆ１.８Ｌ（商品番号３０
４）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープ１．８Ｌ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 姫ラーメン味噌ラーメンスープ小
袋（商品番号903）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 姫ラーメン味噌ラーメンスープ
３．３ｋ（商品番号90２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 中華スープ１８Ｌ（商品番号
500）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 とんこつスープ３．３Ｋ（商品番
号407）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープゴマ味１Ｌ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 塩ラーメンスープ１．８Ｌ（商品
番号302）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 塩ラーメンスープ３．３Ｋ（商品
番号402）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープ１．８Ｌ（商品番
号301）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷し中華スープレモン入（商品番
号70）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 だしつゆ1.8Ｌ（商品番号318） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 顆粒がらスープ（商品番号606） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 たっぷり中華スープ５５ｇ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 味噌ラーメンスープ（商品番号
517）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 醤油ラーメンスープ（商品番号８
０４）

調味料 なし

193 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープ（商品番号８０
１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 そばつゆ１８Ｌ缶（商品番号５０
８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 そばつゆ１．８Ｌ（商品番号３１
５）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 醤油ラーメンスープ３連（商品番
号５１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 （無添加）粉末チャーハンの素 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 グンプンヌードルスープ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 醤油ラーメンスープ（商品番号９
１２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 とことんスープ（商品番号８８
３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 もずくのたれ（山下水産様向け） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 水餃子スープ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 辛子味噌ラーメンスープ（商品番
号830）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 太魯閣醤油ラーメンスープ（８３
６）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 生中華スープSAW 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 生中華スープWI 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 特選がら入ラーメンスープ１．８
Ｌ（商品番号１１２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンしょうゆスープペアータ
イプ液体（商品番号１１７A）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華ゴマ味（No.８９４） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華スープゴマ味１．８Ｌ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 横浜とんこつラーメン六國家 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 醤油ラーメンスープ（商品番号８
６１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 顆粒中華味ベース（商品番号６０
９）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 醤油ラーメンスープ（商品番号８
５８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 特選ガラ入りラーメンスープ３．
３Ｋ缶（商品番号１１１）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 特選ガラ入りラーメンスープ小袋
パック（商品番号１１６）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 だしつゆ２５cc（商品番号５５） 調味料 なし
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三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 魚系しょうゆスープ（商品番号１
５）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 旨塩ラーメンスープ（商品番号９
０９）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷たいラーメンスープカニ風味
（商品番号８４０）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 醤油ラーメンスープ（商品番号８
９３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンスープ３．３Ｋ缶（商品
番号４１２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 粉末塩ラーメンスープ（商品番号
８４５）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 しゃぶしゃぶゴマだれ（昭和食品
様向け）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 あげだし豆腐のたれ（商品番号３
３３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 味噌スープ（商品番号１８） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 伊之助三代目豚骨しょうゆスープ
（商品番号１７）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 伊之助三代目海鮮塩スープ（商品
番号１６）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 油そばスープ（商品番号８７１） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 油そばスープ（商品番号８５４） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 油そばスープ（商品番号８４６） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華スープＫ（商品番号８
４８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 高原そば１．８Ｌ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 とんこつスープ（コミヤ冷食様向
け）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 中華スープ３．７ｇ（商品番号２
０３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 塩味スープ１Ｋｇ（商品番号６０
２）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 チャーローメン用ソース（商品番
号８５５）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 冷やし中華スープ（商品番号８９
８）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 餃子のたれ（商品番号７２３） 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 醤油ラーメンスープ３．３Ｋ缶
（商品番号４１３）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 生中華スープＷ２ 調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 中華スープ１．８Ｌ（商品番号８
５１）

調味料 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

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 ラーメンしょうゆスープペアータ
イプ粉末（商品番号１１７Ｂ）

調味料 なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 焼干ラーメンスープ（商品番号９
０８）

調味料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 豊中市三和町1丁目１-11 ｻﾝﾗｲｸﾋﾞｰﾌｴｷｽ､ｻﾝﾗｲｸﾋﾞｰﾌ､その
他

調味料 無

寒川食品有限会社 香川県木田郡三木町平木49-2 本生づくりガラ炊きこく味噌 調味料類（スー
プ）

無

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ハンバーグオイル 香味油 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ビーフフレバー脂 香味油 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ＣＢＣエキスＮＫ 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ＣＢエキス 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ＣＢエキス（無塩） 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の Ｒガーリックペースト 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の Ｒジンジャーペースト 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の 乾燥野菜 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の パウダー　TＫ 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ビーフｓエキス 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ビーフｓエキスｓｋ－８１１ 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ビーフｓエキスＳＰ 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ビーフエキスＳＫ 天然調味料 なし

三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５番地の ビーフエキスＳＫ－Ｎ 天然調味料 なし

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 江戸沢ごっつあんスープの素 調味液 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 宝幸水産　牛肉すきやき270g 調味料 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイアラビア-タ140g ソース類 無

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ ＭＫパウダー 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ クリームパウダーＣＦ－２ 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 三協パウダーバター５０ 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 三協パウダー粉末マヨネーズ 調味料 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

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ チロリアンパウダー 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 粉末オリーブオイル 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 粉末ゴマ油 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ リボネックスビーフＢＷ－０１ 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ ＭＫパウダー 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ クリームパウダーＣＦ－２ 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 三協パウダーバター５０ 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 三協パウダー粉末マヨネーズ 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ チロリアンパウダー 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 粉末オリーブオイル 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 粉末ゴマ油 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ リボネックスビーフＢＷ－０１ 調味料 なし

サンキョーヒカリ(株） 名古屋市中村区牛田通２－５ ソース 調味料 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 佃煮用調味液Ｄ 調味液 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 鶏そぼろ調味液ＤＦ 調味液 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 塩分１４％特級丸大豆しょうゆ しょうゆ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 料亭たまり しょうゆ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 赤ワインしょうゆ しょうゆ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ めん用かえしＮｏ２ しょうゆ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ スパイシーステーキソース ステーキソース なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 和風ステーキソース ステーキソース なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ そばつゆ そばつゆ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ いか珍のたれ　２ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ インディードうなぎのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 魚せんのたれ たれ 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

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 牛もつ鍋のたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ うなぎのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 王将様　みそラーメンのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 牛丼のたれＤＦ２ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 牛丼のたれＳＥＪＮｏ．５ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 最高級うなぎのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 最高級うなぎのたれＡ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 新みそ味たれＣ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 照り焼きのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 照り焼きのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 東洋みそたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 煮魚用のたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 万能中華たれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 豚みそたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 本印ソース味 たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ みそかつのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ みそすきのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ みそ焼おにぎりのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ みそラーメンのたれＧ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ みりん干しのたれＮｏ．２ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 焼鳥のたれ（上掛け用） たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 焼鳥のたれＡ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 焼鳥のたれＫ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 焼鳥のたれ醤油味（トリオ食品
様）

たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 焼鳥のたれ味噌味（トリオ食品
様）

たれ 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

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 焼肉のたれ　みそ味（Ｂ） たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 和風カレーのたれ たれ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ ４倍濃縮だしつゆ紙パック つゆ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ すきやきつゆ つゆ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ めんつゆ めんつゆ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ めんつゆ めんつゆ なし

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙｽｰﾊﾟｰA 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 V-9（赤丸） 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 肉エキス[マルピー]VN 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾎﾟｰｸﾏﾛｰｽｰﾌﾟ 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾌｵﾝﾄﾞﾎﾞｰSpesial 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｸﾞﾗｽﾋﾞｱﾝGold 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 特選まるどり白湯 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱﾛﾏﾋﾞｰﾌR-2 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌﾊﾟｲﾀﾝTL 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌE-2 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌUC 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌUD 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ897S 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌEH 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌE-2K 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ814B 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌE-1 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙポークBU 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌMCF 調味料 無
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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

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙポークBU-E 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾁｷﾝTS 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾁｷﾝTU 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾁｷﾝTｗ 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌｴｷｽTF 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱﾛﾏﾋﾞｰﾌSD 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌMD 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱﾛﾏﾋﾞｰﾌEG 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌｴｷｽTF-B2 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌｶﾞﾗｽｰﾌﾟAH 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌｶﾞﾗｽｰﾌﾟ 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｶﾞﾗｽｰﾌCDM 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾎﾟｰｸｶﾞﾗｽｰﾌﾟDL 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾁｷﾝｸﾘｱ3927s 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌｴｷｽBW 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾌﾞﾗｳﾝｿｰｽKING 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 濃厚ﾎﾟｰｸ白丸 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱﾛﾏﾁｷﾝHF 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾏﾙﾋﾟｰﾁｷﾝR 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝTN 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱﾛﾏﾁｷﾝGn　Ngn 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾛｰｽﾄﾁｷﾝC302 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 上海麺湯 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱﾛﾏﾁｷﾝGn 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾎﾟｰｸｴｷｽｳ4696 調味料 無
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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

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 濃厚とりまるﾍﾟｰｽﾄ 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌｴｷｽAA 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ローストﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄc101 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱﾛﾏﾋﾞｰﾌAP 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｱｼﾞﾎﾟｰﾙﾋﾞｰﾌｕｋ 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 とんこつみそ 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 黄鶏湯 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 坦々麺の素1C 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾎﾟｰｸNSD-702 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟME1C 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾁｷﾝﾊﾟｲﾀﾝMG 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾋﾞｰﾌﾍﾞｰｽN 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 つけめんだれ 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｺﾝｿﾙ２０ 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ﾐｯｸｽｴｷｽKM 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 麺湯醤油40g 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 ｵｲｽﾀｰｿｰｽ4C 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 チャンポンスープの素8KG 調味料 無

サンノー食品㈱ 曽於郡末吉町南之郷158番地 チャンポンスープ2C 調味料 無

サンバーグ（株）茨城工場 猿島郡境町西泉田1436番の1 冷凍食品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類､ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ
類）

調味料 なし

サンビシ㈱ 宝飯郡小坂井町大字篠束字若宮５３ 煮込みハンバーグソース、本格醤
油ですっきり焼肉、業務用ＤＷ－
０７号

醤油加工品 なし

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 濃縮がらスープ 調味液 無

サンプリンスフーズ 焼津市保福島519 パスタソース ソース類 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ﾁｷﾝｸﾘｱ3927 調味料 無
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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

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ポークＰＨ 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 肉エキス「マルピー」ビーフⅠ 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ﾁｷﾝPWFF9601 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽFE-491 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ﾎﾟｰｸｴｷｽSFD-S 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ﾋﾞｰﾌﾌﾚｰﾊﾞｰﾍﾟｰｽﾄFE-123 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ﾋﾞｰﾌNS 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ｺﾝｿﾙ70 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 ﾋﾞｰﾌＥＸ 調味料 無

サンベースフード株式会社 曽於郡末吉町南之郷393-1 エキスＫＰ 調味料 無

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 創健社焼きそばｿｰｽ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 創健社冷し中華甘口 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 香味油A 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ゴマ正油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ カレーうどんB５０ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ｶｯﾌﾟ焼きそばｿｰｽF３６ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ とんこつﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟR84 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ｶｯﾌﾟ天ぷらそばB５３ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 山菜そばB５３ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 天然だしの素 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 塩ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟR７３ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ SK正油ラーメンR７９ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ SK味噌ラーメンR８０ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ SK塩ラーメンR81 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ SKとんこつﾗｰﾒﾝR75 調味料 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

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭS 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 麦みそラーメン 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ほそぺったんｶﾚｰうどんB57 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ニンニクラーメン 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 海外とんこつﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟR51 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ｶｯﾌﾟ焼きそばｿｰｽF36 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ そばめしの素SK420 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ｺﾝｿﾒB無添加有塩 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ｺﾝｿﾒA無添加無塩 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ｽｰﾌﾟｽﾄｯｸA無添加 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 中華ｽｰﾌﾟｽﾄｯｸS 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ コーンスープB 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ シチューベースS 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ コーンスープA無添加 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 特製ｶﾚｰｽｰﾌﾟSk３７ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 特製ｶﾚｰｽｰﾌﾟB３９ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟとんこつ正油SK79 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟとんこつSK78 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ そばめしの素SK２７４ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ味噌SK９４ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ さぬきうどんB18 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 四川風ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟR92 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ みそ汁 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ ふりかけ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 吸い物スープ 調味料 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
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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

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 吉田屋焼そば粉末 粉末調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 吉田屋ワンタン粉末 粉末調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 焼そばｿｰｽ粉814M 粉末調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ 石川製麺向け焼そば 粉末調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ カレースープB60 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ カレースープB４５ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ カレースープB４４ 調味料 なし

三求化学工業株式会社 東京都目黒区目黒本町１－１３－２３ カレールウ（T１４） 調味料 なし

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ トリュフソース ソース類 無

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ ＤＦＣビ－フソ－ス　２１０ｇ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ ビ－フソ－ス　１０ｇ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　ＨＢハンバ－グ
ソ－ス(デミ&トマト味)

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　　ＨＢスペアリ
ブソ－ス(醤油味)　　　　　１５

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　ＨＢロ－ストビ
－フソ－ス(グレ－ビ－タイプ)

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　ニラレバ用　ソ
－ス　５０ｍｌ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　炒めソ－ス醤油
味

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　炒めソ－スみそ
味

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　ベストワンステ
－キソ－ス和風おろし

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　炒めソ－スしお
味

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　野菜炒めソ－ス
５０ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　中華炒めソ－ス
（みそ味）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　ハンバーグソ－
スフィルム用

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ソ－ス類　チンジャオロー
スソ－ス　５０ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　牛カルビ焼きのた
れ　430ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　すき焼きのたれD 調味液 なし
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三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　HG味たれ　辛口 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　HGごまだれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　HB焼鳥のたれ(炭
火焼風味）　１５０ｍｌ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　焼肉のたれベスト
ワン　３６５ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類焼肉のたれフィルム
用

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　洋風だしコンソメ
スープ　２0ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　焼鳥のたれ３0ｇ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　すきやきのたれ
(わりした)

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　SP生姜焼のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　豚汁用みそ　　５
0ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　特選焼肉の　　た
れ３０ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　名惣菜
回鍋肉の素

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　名惣菜　　　野菜
炒めの素

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　名惣菜　　　青椒
肉糸糸の素

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　名惣菜
酢豚のたれ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　特選鍋用みそ　だ
し入り　５０ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　SPすき焼きのたれ
９０ｇ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用たれ類　HGすき焼きのた
れ　２００ｍｌ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ドレッシング類　マリネド
レッシング　３００ｍｌ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ドレッシング類　ロースト
ビーフ用ドレッシング

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ドレッシング類　RHシー
ザードレッシング　　　　　２３

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 家庭用ドレッシング類　RHイタ
リアンドレッシング２３０ｍｌ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　わりした 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　牛カルビ焼のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　ローストチキンの
たれ

調味液 なし
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三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　味付ステーキのた
れ２５７０

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　酢豚のたれST 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉用塩だれ　２
㎏

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　韓国風にんにくだ
れ　２㎏

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　スタミナ漬用のた
れ　２㎏

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉のたれベスト
ワンスペシャル

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉のたれスー
パーエース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　天丼上塗り用のた
れNS

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　とろみたれN 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼鳥のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　酢豚のたれNS 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　ワイン風味のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉のたれグレー
ト

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　鳥焼のたれD 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　甘口みそたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　醤油炒めのたれY 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　XO醤入り焼肉の
たれ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　鳥焼のたれB 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　鳥焼のたれMR 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　みそたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　サンミャオロース
のたれ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼鳥のたれB（鳥
一番）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉のたれベスト
ワン

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　牛ミニ焼肉丼のた
れ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　生姜焼のたれE 調味液 なし
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三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　あんかけ焼そばの
たれF

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　モツ煮込みのたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　ホルモン用のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　酢豚のたれF2 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉のたれみそ味
DW

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　づけたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　魚味噌煮用たれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　丸大豆牛カルビ焼
のたれ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　カルビ焼のたれ
MR

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　カルビ丼のたれPF 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　天つゆのたれ（濃
縮タイプ）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　カニ玉のたれW 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　八宝菜のたれ　１
９０

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　とろみたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　あんかけ焼そばの
たれF2

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　みそかつのたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　オイスターソース
炒めのたれ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　肉だんごのたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　和風おろしたれ
（もろみ風味）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼鳥のたれR 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　牛カルビ焼のたれ
（辛口）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　酢豚のたれSA 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　レバー炒めのたれ
FG

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　じゅうじゅうぼう
ぼう（カルビ用）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　ホルモン漬のたれ
M

調味液 なし
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三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　ひとくち焼肉のた
れ（無添加）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　煮物用のたれB 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼鳥のたれDM 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　カルビ焼のたれE 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　生姜焼のたれ２９
７９

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉のたれペア
パック

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　ネギ塩たれ（真空
用）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　甘辛みそたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　肉だんごのたれ２
６１０

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　回鍋肉のたれM 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　肉だんごのたれ
（カレー）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　カルビみそたれＭ
Ｃ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼肉のたれＭ（に
んにく）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　牛丼のたれＭＣ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　南蛮風のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　豚肉用生姜焼のた
れＭ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　味モツのたれＡ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　XO醤ソース（無
添加）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　モツ煮込み用のた
れ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　鳥皮のたれ（コチ
ジャン入り）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　高級味たれＵ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　韓国風焼肉のたれ
Ｍ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　わりしたＳ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　豚肉用のたれＭＩ 調味液 なし
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三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　酢豚のたれ（無添
加）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　漬け込み焼肉のた
れ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　味モツ用塩たれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　ホルモン用塩たれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　もつ煮のたれ（３
０８７）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　ホルモン漬のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　牛肉大和煮のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　本格酢豚のたれ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用たれ類　焼鳥のたれＥ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ドレッシング類　サンデー
ドレッシング　中華風

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ドレッシング類　ハムマリ
ネ用ドレッシング

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ドレッシング類　ロースト
ビーフドレッシング

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ドレッシング類　サーモン
マリネドレッシング

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ドレッシング類　韓国ド
レッシング

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ドレッシング類　冷麺ド
レッシング

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　シャリアピンス
テーキソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ハンバーグソー
スＴ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　和風ステーキ
ソースＫ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　チリソースＮ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　スペアリブソー
ス

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ハンバーグソー
ス３４７０

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ハーブトマト
ソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　チンジャオロー
スのたれ　１㎏

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　デミグラスソー
ス（冷凍）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　和風ステーキ
ソース　２㎏，２０ｇ

調味液 なし
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三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　タンドリーチキ
ンソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ベジタブルソー
ス（ワイン入）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　煮込み用和風コ
ンソメソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　チリソースＴ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　Ｍデミグラス
ソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　チリソース 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　チキンソースエ
スニック

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　みそ炒めソース
２４４７

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　まいたけとしめ
じのマリネソ－ス

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ペッパー＆オニ
オンソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　カレービーフン
用ソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　醤油オイスター
ソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　チリソースＦ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　トマト＆ガー
リックソース（無添加）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ロールキャベツ
用ソースＰ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　みそ炒めソース
２９３３

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　デミグラスソー
ス（無添加）

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ハーブトマト
ソース３４６９

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ピリ辛ソースＭ 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　シャリアピンス
テーキソースＥ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　ハンバーグソー
スＭＳ

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　煮込みハンバー
グ用デミソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　サルサソース 調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　サイコロステー
キ用オニオンソース

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　韓国風煮込ソー
ス（無添加）

調味液 なし
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三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　カレー風味ソー
ス

調味液 なし

三和フ－ド（株）　横浜工場 横浜市金沢区幸浦　　　２－１１－３ 業務用ソース類　チンジャオロー
スのたれＷ

調味液 なし

茂野製麺株式会社 鎌ヶ谷市南初富６丁目２番１２号 添付調味料　他１品目 調味料 無       

茂野製麺株式会社 鎌ヶ谷市南初富６丁目２番１２号 添付調味料　他１品目 調味料 無       

茂野製麺株式会社 鎌ヶ谷市南初富６丁目２番１２号 添付調味料 調味料 無       

茂野製麺株式会社 鎌ヶ谷市南初富６丁目２番１２号 添付調味料　他２品目 調味料 無       

重松産業株式会社 福井県武生市村国３丁目49-18 具だくさんピザソース200ｇ ソース なし

下津醤油株式会社 津市一身田町３６２ たれ（１５品） 調味液 なし

渋谷醸造株式会社 本別町共栄町１４番地３ つゆ つゆ なし

下田商事㈱ 新宿区上落合２－２６－５ 切干大根のスープ 調味料 なし

下田商事㈱ 新宿区上落合２－２６－５ 下田ビーフン炒め用ソース 炒め用ソース なし

下田商事㈱ 新宿区上落合２－２６－５ 下田大根の中華風サラダ 中華風たれ なし

下田商事㈱ 新宿区上落合２－２６－５ 下田大根のおつけもの中華風 中華風たれ なし

ジャパンフーズ(株) 東区東浜二丁目８番６７号 ラーメンスープ類 調味料類（スー
プ）

無

ジャルロイヤルケータリング株式
会社

成田市三里塚字御料牧場1-720 コンソメ 調味料 無

ジャルロイヤルケータリング株式
会社

成田市三里塚字御料牧場1-720 マデラソース ソース 無

ジャルロイヤルケータリング株式
会社

成田市三里塚字御料牧場1-720 スペシャルデミソース ソース 無

純生製薬株式会社 東京都 飾区東四つ木１－１３－１９ カレー 調味料等 なし なし

上越フーズ株式会社 新潟県上越市福田１上越テクノセン
ター内

ダシ汁 粉末ダシ なし

庄司平吉商店 山形県山形市東原町1－12－6 めんつゆ 調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

エキス、アロマスター鰹節使用
（肉、骨、皮）調味液

調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

エキス使用（ゼラチン（骨、
皮））調味液

調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））調味液

調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

調味料使用（骨、ゼラチン
（皮））調味液

調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

調味料使用（骨、ゼラチン（皮、
骨））調味液

調味料 なし
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正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん（骨）使用たれ 調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、エキス、調味料使用
（肉、骨）調味液

調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、エキス使用（肉、ゼラチ
ン）たれ

調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、エキス使用（骨）つゆ 調味料 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、清酒、香料使用（肉、
骨）たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（ゼラチン）、香辛料
（ショ糖脂肪酸エステル）使用
（肉、骨）たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（タンパク加水分解物
（骨））使用調味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（肉、骨）使用たれ 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（骨）使用たれ 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（骨）使用調味液 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、香辛料（ショ糖脂肪酸エ
ステル）使用（肉、骨）たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、香辛料使用（肉、骨）た
れ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））調味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（ゼラチン（骨））た
れ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（タンパク加水分解物
（ゼラチン（骨））たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（骨、脂肉、皮）調味
液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（骨、ゼラチン（骨、
皮）、脂）調味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 香辛料（肉（牛脂））使用たれ 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 香辛料、エキス使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮）、皮、ショ糖脂肪酸
エステル（脂））たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 香辛料＜ショ糖脂肪酸エステル
（肉（牛脂））＞使用たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 香辛料使用（ショ糖脂肪酸エステ
ル（脂））たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ゼラチン（骨）使用のみりん使用
だし

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ゼラチン（骨）使用のみりん使用
たれ

調味料 なし
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正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ソース（骨）使用たれ 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、調
味料使用（肉、骨）調味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、香辛料
（ショ糖脂肪酸エステル）使用

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味液使用（肉、骨）たれ 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料（骨）使用たれ 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料、エキス使用（肉、骨）調
味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（皮））調
味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（肉、
骨））たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（骨））調
味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））調味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（肉、骨）たれ 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（肉、骨）調味液 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 煮干し、調味料使用（肉、骨）つ
ゆ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（ゼラチン（骨））使用た
れ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（ゼラチン）、調味液（ゼ
ラチン）使用（骨）たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（ゼラチン）、調味液（ゼ
ラチン）使用（骨）調味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（ゼラチン）使用（骨、
皮）使用調味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（骨）使用たれ 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス、調味料使用
（肉、骨）調味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨））たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス使用（肉、骨）調
味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮））たれ

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス使用（骨）調味液 調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、調味液使用（肉、骨）調
味液

調味料 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ワイン（ゼラチン（皮））使用調
味液

調味料 なし

213 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、果実酒使用（肉（皮）、
ゼラチン）ソース

ソース なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、調味料、果実酒（ゼラチ
ン）使用（肉、骨）ソース

ソース なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（皮））ソース

ソース なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（肉、皮）ソース ソース なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 果実酒＜ゼラチン（肉（皮））＞
使用ソース

ソース なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ゼラチン（骨）使用のタンパク加
水分解物使用ソース

ソース なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ソース、エキス使用（肉、骨）
ソース

ソース なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨）ソース

ソース なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物使用（肉、軟
骨）ソース

ソース なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 中華そば　正油味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 中華そば　みそ味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 ラーメンスープみそ味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 しょうゆラーメン スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 焼きそば スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 ラーメンしょうゆ味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 醤油ラーメン スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 みそラーメン スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 辛みそラーメン スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 ラーメン醤油味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 ラーメン冷し中華 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 ラーメン醤油味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 ラーメン辛みそ味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 カップうどん スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 もりおか冷麺 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 たぬきそば スープ なし
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城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 5割羽黒そば スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 羽黒そば スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 乱切り羽黒そば スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 生羽黒そば スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 天ぷらうどん スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 ラーメンスープ正油味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 ラーメンスープしお味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 中華そばみそ味 スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 天ぷらうどん スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 力うどん スープ なし

城北麺工株式会社 山形県山形市城北町二丁目2－17 山形のそば　旬 スープ なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ ＨＫ調味液 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 浅漬ワラビ調味液 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 生協浅漬調味液 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 生協竜田揚げ調味液 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 生協ワラビ調味液 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 生協ワラビ調味液（村）（３倍） 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ たまり調味液３倍津南No.１ 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 朝鮮液AF 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 調味液羽黒No.１（３倍） 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 松前混合調味料 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 松前調味液MS 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ ﾏﾙﾓ調味液 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 味噌かつお調味液 調味液 なし

ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ 調味酒粕K 調味酒粕 なし
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ショクザイ新潟（株）豊栄工場 新潟市岡山１５０－３１ みりん漬けのたれY たれ なし

新進科研（株） 群馬県前橋市五代町679-3 調味料使用漬物調味液 調味料 なし

新進科研（株） 群馬県前橋市五代町679-3 調味料使用調味料 調味料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ポークエキスＳＴ 加工用原料 なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ ３食もみ打ちラーメン極細ｺｸ味
しょうゆ

スープ、スパイ
ス、調味油

なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ ３食もみ打ちラーメンこく味しょ
うゆ

スープ、スパイ
ス、調味油

なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ 焼肉のたれ ソース類 なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ ﾉﾝｵｲﾙ中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、中華ごまﾄﾞ
ﾚｯｼﾝｸﾞ

ドレッシング なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ ﾉﾝｵｲﾙﾊﾞｼﾞﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、ﾊﾞｼﾞﾙﾄﾞﾚｯｼ
ﾝｸﾞ

ドレッシング なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ ノンオイル和風ドレッシング ドレッシング なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ ノンオイルゆずドレッシング ドレッシング なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ ノンオイルしそドレッシング ドレッシング なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ うめしょうゆ ドレッシング なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ シーザードレッシング ドレッシング なし

鈴木食品工業 株式会社 台東区根岸３－１６－１７ イタリアンドレッシング ドレッシング なし

スズラン食品株式会社 東京都板橋区前野町１－３２－１６ カルビスープの素 調味料 無

スズラン食品株式会社 東京都板橋区前野町１－３２－１６ 株式会社エヌティービー　ごま味
噌ベース№２

調味料 無

スズラン食品株式会社 東京都板橋区前野町１－３２－１６ チキンライスの素 調味料 無

スズラン食品株式会社 東京都板橋区前野町１－３２－１６ ハンバーグソース 調味料 無

スズラン食品株式会社 東京都板橋区前野町１－３２－１６ 有限会社大伸　味噌ラーメンスー
プの素

調味料 無

スズラン食品株式会社 東京都板橋区前野町１－３２－１６ もみ塩たれ 調味料 無

スズラン食品株式会社 東京都板橋区前野町１－３２－１６ 焼そばソース 調味料 無

スズラン食品株式会社 東京都板橋区前野町１－３２－１６ ユッケ醤の素 調味料 無

住友食品（株） 阿波郡阿波町字東條33番地の2 祖谷めんつゆ、さぬき住友めんつ
ゆ

調味料類（た
れ）

無

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１０４２
－６

各種めんつゆ 調味料・香料 なし
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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

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㈱
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 各種めんつゆ 調味料・香料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 浅漬けしょうゆ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ うどんだし 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 近江の嫁っこ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 学校給食用ウスターソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 京都生協ウスターソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 京都生協トンカツソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 業務用ソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ グルメウスターソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ グルメトンカツソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ コープしがウスターソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ コープしがトンカツソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ さしみたまり 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 四季の和風だし 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ すき焼きのたれ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ すし酢 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 大学生協ウスターソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 大学生協トンカツソース 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 大学生協丼つゆ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 大学生協めんつゆ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 大学生協冷麺つゆ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ だし入り味噌 調味料 なし
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全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ だししょうゆ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ ちゃんこ鍋つゆ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 飲む酢 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ べんりつゆ 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 嫁よろこび 調味料 なし

全国農業協同組合連合会 栗東市六地蔵ミタゴ１１８８ 料理酢 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 煮タレ（牛丼のタレ） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 焼肉のタレ（みそ） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 分離液状ドレッシング（新中華） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 分離液状ドレッシング（中華） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 焼肉のたれ（しょうゆ） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 ステーキソース 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 分離液状ドレッシング（新しょう
ゆ）

調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 分離液状ドレッシング（しょう
ゆ）

調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 パスタソース（ペペロンチーノ） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 パスタソース（バジルソース） 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 新親子丼のたれ 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 新特選唐揚げタレ２９０ 調味料 なし

仙波フーズ（株）茨城工場 猿島郡総和町下大野1572-59 新竜田揚げタレ 調味料 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ニッタージュＢＰ－８０９ 調味料 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ニッタージュＨＡＰ－Ｅ 調味料 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＢＳ－アロメイトＰＢ粉末 調味料 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ビーファイン５２０１ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ビーファイン５００３ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ チキンエキスパウダーＤ－３０１
Ｃ

その他の食品 なし

218 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ローストビーフパウダーＮｏ．１
９

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ユズパウダーＥ－２０ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ホタテエキスパウダーＨ－１ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ チキンコンソメスープベース２ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ビーフエキスパウダーＳ－１０４ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＳＥパウダー辛口チキンＮｏ．３ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ビーフパウダーＡ－３Ｓ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ オニオンビーフコンソメ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ クリーミングパウダーＣＰ－６ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ チキンパウダー３１２０ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ポークパウダー２１５１ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ チーズパウダーＣＨ－１ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ チキンパウダー３２３Ｌ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ビーフパウダー１０８５ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ うどんだし その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ホタテエキスパウダーＢ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ポークパウダーＳＴ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＳＥパウダーうす塩バター その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ポークパウダーＳＴ－２ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ポークパウダーＫＭ－６ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ビーフペースト６００１ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ テリヤキソース その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ だしつゆ（かけ） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 酵母エキスＰ（パウダー）（Ｋ
Ｐ）（調味料）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ アロメイトＢＢ（ＱＵ）（調味
料）

その他の食品 なし
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仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＢＳ－ビーフＲＢ－Ｋ（調味料） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＢＳ－ビーフＲＢ（ＰＨ）（調味
料）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＢＳ－Ｐ－１２（調味料） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＢＳ－Ｂ－４（調味料） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ アロメイトＭＢ－１（調味料） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ アロメイトＭＣ（調味料） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ アロメイトＭＢ（調味料） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ アロメイトＢＢ（調味料） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＵＭＥ（漬物ベース）（調味料） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ プロニーズＭ粉末（調味料） その他の食品 なし

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ｶﾆｴｷｽJ,ｶﾆｴｷｽAF 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ｻｶﾅｴｷｽｽﾍﾟｼｬﾙ､ﾆﾎﾞｼｴｷｽｼﾍﾟｼｬﾙ 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾎﾟｰｸｴｷｽD 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 牛ﾃｰﾙｴｷｽ 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾋﾞｰﾌｺﾝｸN 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾋﾞｰﾌｺﾝｸP-240､ﾋﾞｰﾌｺﾝｸS-200､ﾋﾞｰ
ﾌｺﾝｸP-240-SC

調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 FRITZBRO BEEF EXTRACT 190013 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 肉ｴｷｽ 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ S150 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾋﾞｰﾌｴｷｽD 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾋﾞｰﾌｺﾝｸOE-2,ﾋﾞｰﾌｺﾝｸOE-M-2,ﾋﾞｰ
ﾌｺﾝｸJ,ﾋﾞｰﾌｺﾝｸOE-M-4

調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ｲｶｴｷｽJ 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ｻｶﾅｴｷｽA-4 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 貝ｴｷｽNA 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾍﾟｰﾀT 調味料 無
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仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ｶﾆｴｷｽKO 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ｶﾂｵﾌﾞｼｴｷｽSA 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾎﾟｰｸｴｷSE-P-10 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 FRITZBRO PORK EXTRACT
190037

調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾋﾞｰﾌｴｷｽG-80 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾌﾞｲｻﾞｰZ 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾌﾞｲｻﾞｰ1 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝNo.7 調味料 無

仙味エキス（株） 大洲市平野町野田779-2 ﾋﾞｰﾌｴｷｽK 調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ 低倍率ビーフ 調味油脂 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ シーズニングオイル 調味油脂 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ガラスープ100 エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ガラスープ№１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ガラスープ№２ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ガラスープ№３ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ガラスープ№４ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ガラスープ№５ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ がらエキスポーク№１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ がらエキスポーク№２ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ 牛筋スープ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ スープ№１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ スープベース№１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ がらスープチキンエキス エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ とりがらスープ№１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ 白湯№１ エキス調味料 無
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ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ビーフエキス№１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボーンエキスS－１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ガラスープ№６ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ガラスープ№７ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ がらエキスチキン№１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ がらエキスチキン№２ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボンエキスＳ－２ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボンエキス№１ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボンエキス№２ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボンエキス№３ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボンエキス№４ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボンエキス№５ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボンエキス№６ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ ボンエキス№７ エキス調味料 無

ゼンミ食品株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６０５８－５ フォンドビアンビーフ エキス調味料 無

大興産業（株） 岡山県井原市西江原町１８５８－３ ビーフコンクｐ－２４０ エキス 無

大正館食品 天童市市川原子2854－1 カレーBOOK 調味料 なし

大正館食品 天童市市川原子2854－1 カレー辞典 調味料 なし

大徳食品株式会社 奈良県大和郡山市西町123-6 スパゲティスープ、ラーメンスー
プ

調味料 なし

大徳食品株式会社 奈良県大和郡山市西町123-6 ラーメンスープ 調味料 なし

大徳食品株式会社 奈良県大和郡山市西町123-6 だし（カレーうどん） 調味料 なし

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ ＭＭカルビ焼きのたれ ソース類 なし － － － － －

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ ＭＭ肉ジャンのたれ ソース類 なし － － － － －

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ コクベースバター風味調味料 風味調味料 不明 非発生国からの輸入 牛脂への
不混入の
証明がな
い

乳化剤 無 無 無
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大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ コクベース各種 風味調味料 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ ビーフエキスパウダー 風味調味料 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ ナチュエミック 風味調味料 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ コックテイスト 風味調味料 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ シュガーレディ 風味調味料 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ D&M 風味調味料 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ エンザップ 風味調味料 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ コンソメスープ 洋風だし 無

大醤㈱ 大阪府堺市石津北町２０ めんつゆ 風味調味料 無

大醤㈱ 大阪府堺市石津北町２０ 焼肉たれ他 風味調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ ウチャット４３ 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ チリソース 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 甘酢煮４６ 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 一夜漬け調味液 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 照焼き用ソース 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 天黄しょうゆラーメン 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 胡麻だれ 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 塗りたれ 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 麻婆豆腐の素 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 蒲焼のたれ 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 丼のたれ 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 笛木味付けポン酢 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 八方菜３ 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 酢豚１６ 調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ スープ煮 調味料 無
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タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 調味エキスAN 複合調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 中華スープAN－５０ 複合調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ ビーフミートエキス
KT-1000

エキス調味料 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ 青じそドレッシング ドレッシングタ
イプ

無

ダイマル食品株式会社 千葉県銚子市愛宕町３５２５ 韓国風焼き肉のたれ（下）34571 調味料 無

ダイヤフーズ株式会社 東京都八王子市石川町１１８番地の３ 秘伝のたれ 調味料 なし

大和食品工業㈱ 半田市州の崎町２－９２ 焼そばソース、めんつゆ、ふりか
け、ラーメンスープ等

調味料 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのﾗｰﾒﾝ」塩とん
こつたれ

調味液 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ラーメン香味タ
ンメン

スープ、調味油 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ラーメンコク味
しょうゆ

スープ、スパイ
ス、調味油

なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ユニー３食醤油ラーメン スープ、スパイ
ス、調味油

なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ユニー３食タンメンラーメン スープ、調味油 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」スパイシー生ソース ソース、麺 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」スパイシー生ソース ソース なし 　 　 　

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」マイルド生ソース ソース、麺 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」ｽﾊﾟｲｼｰ生ｿｰｽ めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」ﾏｲﾙﾄﾞ生ｿｰｽ めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのﾗｰﾒﾝ」濃厚
しょうゆｽｰﾌﾟ

めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのﾗｰﾒﾝ」濃厚み
そｽｰﾌﾟ

めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ＣＧＣ３食焼きそば ソース、麺 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ CGC３食焼そば めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ CGC３食焼そば めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ アルプス３食焼きそば ソース、麺 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｱﾙﾌﾟｽ３食焼そば めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ シマダヤの中華塩焼きそば ソース 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

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ シマダヤの焼きそば ソース、麺 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｼﾏﾀﾞﾔの焼そば めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｼﾏﾀﾞﾔの焼そば めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｼﾏﾀﾞﾔの中華塩焼きそばｿｰｽ ソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 中華焼ﾋﾞｰﾌﾝ めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 中華焼ﾋﾞｰﾌﾝ めん及びソース なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのラーメン」塩と
んこつ

スープ、たれ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのラーメン」塩と
んこつ

たれ なし 　 　 　

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのラーメン」濃厚
しょうゆ

スープ、たれ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのラーメン」濃厚
みそ

スープ、たれ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのﾗｰﾒﾝ」塩とん
こつたれ

調味液 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ラーメン香味タ
ンメン

スープ、調味油 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ラーメンコク味
しょうゆ

スープ、スパイ
ス、調味油

なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ユニー３食醤油ラーメン スープ、スパイ
ス、調味油

なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ユニー３食タンメンラーメン スープ、調味油 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ウメシソシーズニング　Ｍ-42739 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 カニエキスパウダー　Ｐ-9118 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 キムチマヨネーズシーズニング
Ｍ-43175

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 コーンスープベース　Ｋ-20109 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 サワークリームオニオンシーズニ
ング　Ｍ-43148

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 シイタケエキスパウダー　Ｐ-
9111

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 スパイシービーフシーズニング
Ａ-33771

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 スモークチーズシーズニング　Ｍ
-42834

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 チーズシーズニング　Ｍ-43198 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 チキンエキスパウダー　ＺＢ-
1213

加工用原料 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

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 チリソース　シーズニング　Ｍ-
42188

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 トンコツシーズニング　Ｍ-43183 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ネギショウユシーズニング　Ｍ-
41640

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ビーフエキス　ＴＫＦ-5200 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ビーフパウダー　ＺＢ-4352 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ビーフパウダー　ＺＤ-2147-Ｄ 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ホタテエキスパウダー　Ｐ-9045 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ホタテエキスパウダー　Ｐ-9070 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ホタテパウダー　Ｍ-41715 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 マーボシーズニング　Ｍ-42723 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ミソニコミシーズニング　Ｋ-
70712

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 メンタイコ　シーズニング　Ｍ-
42876

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 メンタイコシーズニング　Ｋ-
70626

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 メンタイコシーズニング　Ｍ-
43132

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 メンタイコマヨネーズ　ＳＥＡ
Ｍ-42955

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 メンタイコマヨネーズシーズニン
グ　Ｍ-43070

加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ヤキエビシーズニング　Ｍ-42199 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ラーメンシーズニング　Ｋ-70944 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ワサビシーズニング　Ｍ-42760 加工用原料 なし

高砂フードプロダクツ株式会社 磐田郡浅羽町湊4207-2 ワサビチャズケ　シーズニング
Ｋ-70142

加工用原料 なし

タカ食品工業株式会社 福岡県山門郡瀬高町小川１１８９ー4 たれ類 調味料類（た
れ）

無

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 焼いか 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ミヤコチキン 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ たこ焼き 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ローストビーフ 調味料 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

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ かに 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ キムチ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ タコスシーズニング 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレーコンソメ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ステーキ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ コーンポタージュ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ フライドチキン 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ペパーステーキ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ミートソーススパイス 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ペレット唐揚げ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ミートソーススパイス 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ わさび 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ チリコンカン 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ コンソメ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ アブクマ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ハヤシルー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ グレイヴィーソース 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 焼えび 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ペパーベーコン 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ポーク＆ビーフ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ えび 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ キムチ餃子 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ビーフバーベキュー 調味料 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

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ じゃがローニカレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ キムチ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ アメリカンドッグ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ たこ焼き 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ コンソメ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ イタリアンチリミックス 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ローストビーフ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ビーフコンソメ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 坦々麺 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ダッカルビ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ イタリアンソース 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ トムヤムクン 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ビーフ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ コーンポタージュ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ たこ焼きマヨネーズ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ミックスベジタブル 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ フライドチキン 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ てりやきバーガー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ソースカレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 野菜スープ味 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ みそカツソース 調味料 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

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 焼そば 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ バター醤油 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ガーリックバター 調味料 不明 有（２００℃４０気圧
２０分以上）

脳､脊髄､
眼､回腸遠
位端

ソルビタ
ン脂肪酸
エステル

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ もんじゃ焼き 調味料 不明 有（２００℃４０気圧
２０分以上）

脳､脊髄､
眼､回腸遠
位端

ソルビタ
ン脂肪酸
エステル

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ マーガリンパウダー 調味料 不明 有（２００℃４０気圧
２０分以上）

脳､脊髄､
眼､回腸遠
位端

ソルビタ
ン脂肪酸
エステル

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ バーベキュー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 塩バター 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ＢＳＴ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ キムチ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ガーリックチキン 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ Ｃｏｒｎ　Ｐｏｔａｇｅ　Ｆｌａ
ｖｏｕｒ　Ｐｏｗｄｅｒ

調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ コーンポタージュ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ かに 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ＢＲＣ塩シーズニング 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カニクリームコロッケ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ とんこつ醤油 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ チリ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ じゃがローニカレー 調味料 なし
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高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ もんじゃ焼醤油味 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ メキシカンタコス 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ビーフバーベキュー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ピサ゜ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ピリカラタコス 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ベジタブルカレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ペパーステーキ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ぎょうざ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ もんじゃ焼 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ デミグラスソース 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ソース焼きそば 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ベースマスキング 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレーコンソメ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ Ｐｏｔａｔｏ　Ｂａｒｂｅｃｕｅ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ビーフシーズニング高田 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ビーフ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ チキンバーベキュー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 塩シーズニング 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ タコス 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー味 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 味噌カツ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ Ｈｏｔ　Ｓｏｕｒ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ バーベキュー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ とんこつ 調味料 なし
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高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー味 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ コーンポタージュ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ うす塩味 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ イタリアンチリミックス 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ カレー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ゴーヤ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ファニオンコーンポタージュ 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 塩シーズニング 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ビーフブイヨンパウダー 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 激辛キムチシーズニング 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ 激辛キムチシーズニング 調味料 なし

高田香料株式会社 尼崎市塚口本町７―２２―２ ブイヨングラニュレイト 調味料 なし

高梨味噌醤油醸造工場 山形県村山市楯岡楯20-18 味つゆ めんつゆ なし

タカノフーズ（株） 東茨城郡小川町野田字大沼領１５４２ 納豆添付カラシ 調味料 無

タカノフーズ（株） 東茨城郡小川町野田字大沼領１５４２ 納豆用「タレボトル」 調味料 無

タカノフーズ（株） 東茨城郡小川町野田字大沼領１５４２ 味付納豆中「大根」 調味料 無

タカノフーズ（株） 東茨城郡小川町野田字大沼領１５４２ 納豆添付タレ「北海道タレ」 ５
cc,2.7cc

調味料 無

タカノフーズ㈱霞ヶ浦工場 新治郡玉里村田木谷１７７ タカノフーズ　おかめ納豆添付用
カラシ1.2g・0.6ｇ

香辛料 無 牛由来以
外の材料
に置き換
え予定

高畑　輝子 三好郡井川町井内西5007 焼肉のたれ 調味料類（ソー
ス）

無

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 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 粉末調味料製剤 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 総菜用調味タレ 加工用原料 なし
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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

高松ハム株式会社　長尾工場 大川郡長尾町西１８８８－１ ＨＰカクニ（タレ）1.15 調味料 無 １０．２
９頃出荷
分よりた
ん白加水
分解物が
含まれな
い製品

高茂合名会社 湯沢市岩崎字岩崎１２４ つゆ つゆ 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 01177　旨味醤油小袋5ｇ×250×2
若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02241　鰻蒲焼たれ18L角缶TK-1
黒

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02308　鰻蒲焼たれ新宮川20kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02481　宝印鰻蒲焼たれ濃口小袋
山椒付10ml×100×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02701　宝印鰻蒲焼たれつや出し
9L角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02921　宝印鰻蒲焼たれ100ml×60 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03080　天丼のたれ1.8L×6ほっか
フーズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03119　希WOK龍天飯スープ1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03182　チキンスタミナ焼たれ
600g×20

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03227　焼鳥たれ18L角缶ヨコオ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03301 宝印ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙたれB　18L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03377　宝印甘酢たれD　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03469　下漬けたれP　20kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03523　焼鳥たれMV　2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03592　宝印焼鳥たれ小袋7ml×
100×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03600　宝印天つゆ小袋Ｒ　30g×
50×7

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03659　宝印　特製たれ小袋10ml
×100×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03751　宝印甘酢たれ　300g×10
×4

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03804　焼鳥たれ9L角缶　鳥一番 調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03843　豚骨塩ラーメンのタレ
10kg角缶小菜房

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03894　宝印生姜焼たれ1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03991　メンチカツソース1kg×
6FB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04552　希WOK龍醤油ラーメン
ベース900ml×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04586　特製スープ（松茸）40g×
50×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02288　鰻蒲焼たれ21kg角缶丸大
豆一仕上げYB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03445　宝印粕漬けたれ下漬用
19kg角缶輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 牛カルビあえだれ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 天丼のたれＳ34544 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 天丼のたれごま風味34516 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 食彩中華調味料青椒肉絲用32810 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 焼き肉のたれ34254 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 塩カルビのたれＮ34644 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 冷奴のつゆ34491 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ カルビ焼肉のたれ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 牛カルビつけ焼きだれ34587 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 韓国風焼き肉のたれ（上） 調味料 無

タカラ食品（株） 海部郡七宝町桂河原1292 ソース（とんかつ、濃厚、スー
パー）

調味料類 なし

タカラ食品株 稲沢市天地遠松町１０ ごまだれ中華、ラーメンスープ 調味料 なし

タカラ食品㈱東京工場 八潮市新町33 トキノ中華スープＮ30ｇ 調味料 なし

タカラ食品㈱東京工場 八潮市新町33 トキノ中華スープＮ30ｇ 調味料 なし

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 焼そばソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 酢豚のたれ 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 粉末トマトソース 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 乾燥スープ 調味料 無
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タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 牛さしのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 炊き込みごはんのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 中華飯のたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 中華炒め用合わせ調味料 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 味付けぽん酢 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 餃子のたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ いかのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ しょうゆ加工品 調味料加工品 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 焼豚のたれ 調味料類 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 粉末ソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ハンバーグソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 焼そばソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ バーガーソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 中華ナッツソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ステーキソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ たっぷりタマネギ和風オニオン
ソース

調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 油淋鶏ソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 中華風香味ソース 調味料類（ソー
ス）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 肉だんごのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 天つゆ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 煮魚のたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ どんぶりもののたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ビビンバのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ そばつゆ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 焼鳥のたれ 調味料 無
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タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 焼肉のたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 粉末めんつゆ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ めんつゆ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ みたらしのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ポークスペアリブのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 冷やっこのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ドレッシング 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ドレッシングタイプ調味料 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ナムルの素 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 冷麺つゆ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ つゆ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ から揚げのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ かずの子のたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ うなぎのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ いそべ焼のたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ キムチの素 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ あなごのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ あんかけ焼そばのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ きざみねぎ入り塩だれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ おろし＆つゆ本枯節つゆ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ おろし＆つゆ醤油うどんタイプ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ おろし＆つゆさっぱり果汁タイプ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ おろし＆つゆおろしうどんタイプ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ たっぷり大根おろしにんにくだれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ めんつゆＷ 調味料 無
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タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ たたきのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ しゃぶしゃぶのたれ 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 和風あわせ調味料 調味料 無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 鍋スープ 調味料類（スー
プ）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ラーメンスープ 調味料類（スー
プ）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ ロールキャベツスープ 調味料類（スー
プ）

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ がらスープ 調味料類（スー
プ）

無

武田食品工業㈱ 伊丹市鋳物師 顆粒だし 調味料 なし

武田食品工業㈱ 伊丹市鋳物師 たけだのだし亭 調味料 なし

武田食品工業㈱ 伊丹市鋳物師３－２０ 昆布だし 調味料 なし

但馬屋食品㈱ 伊丹市池尻７－１３９ とうふで作ったマヨネーズ ソース なし

田尻食研㈱ 小樽市銭函２－５３－３ 各種スープ ソース類 無

田尻食研㈱ 小樽市銭函２－５３－３ 各種たれ ソース類 無

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス使用（肉、ゼラチン（骨、
皮））つゆ

調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 ゼラチン（骨）使用のみりん使用
たれ

調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 タンパク加水分解物、エキス、調
味料使用（肉、骨）調味液

調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 タンパク加水分解物使用（肉、
骨）調味液

調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨））たれ

調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨、皮））調味液

調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん、エキス使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））調味液

調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん、エキス使用（骨、ゼラチ
ン（骨））使用調味液

調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん（肉（皮））使用たれ 調味料 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス使用（皮）ソース ソース なし

ﾀｯｷｰﾌｰｽﾞ（株） 小牧市小牧原新田小家前１１４１ チキンステーキのたれ、手羽先唐
揚げのたれ

たれ なし

田中製麺（有） 富士市横割５－６－３０ 本生ラーメンスープ付 （スープ付め
ん）

なし － － － － －
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ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 FMてりやきのたれ-1 ソース類 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 業務用 ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ ソース類 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾐｰﾄｿｰｽ FA ソース類 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 1042 その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 5398 その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 5399 その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒ その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾋﾞｰﾌﾎﾞｰﾝｴｷｽ その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽﾍﾞｰｽ その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽ その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｵｲﾙ その他加工品 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 パーポー　６０ｇ、５００ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 （２５０入）パーポー　３０ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 粉末中華八宝菜３３ｇDisp式 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 酢ぶたの味　９０ｇ、５００ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 （２５０入）酢豚の味　45ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 粉末中華酢ぶた　45ｇ　Disp式 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 深広専用ぽんず　２０Lポリ
ナー、３６０ｍｌ

調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すし酢53　20Lポリナー 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 合わせ酢53ローリー 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すし酢IT-3 20Lポリナー 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すし酢93　20Lポリナー 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 K合わせ酢（冷凍寿司用） 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 NRすし酢500ｍｌ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すし酢昆布だし入り360ｍｌ 調味料 なし
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タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 ロイヤルフーズ　すし酢130 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すし酢480　20Lポリナー 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 焼肉のたれ辛口1.2ｋｇリンゴ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 しょうが焼き　40ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 野菜いため　40ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 マーボードーフ60ｇ、500ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 （250入）マーボードーフ　30ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すだち味付ぽんずPET2L 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 タマノイ酢味付ぽんずPET2L 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 タマノイ（生）ぽんずPET2L 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 ビーフドレッシング１L 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すし酢KT-1 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 しぼりたて生ぽん酢360ｍｌ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 調味酢40　20Lポリナー 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 ごもく寿司の素　500ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 NR　五目ちらし寿司の素（別添
すし酢）

調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 はちみつりんご酢ダイエット
125ｍｌ、LL125ｍｌ、900ｍｌ

調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 深広専用ぽんず小袋30ｍｌ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 蜂蜜りんご酢濃縮タイプ550ｍｌ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 エビチリ　56ｇ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 味付ぽんずなにわ　500ｍｌ 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 805 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 ＮＲサラダドレッシング 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 カツソース 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 ユッケのたれ 調味料 なし
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タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 Ｍ味付けぽんず 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 Ｍ和風ドレッシング 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 ステーキソース 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 ＨＡ味付けぽんず 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 ＫＡ味付けぽんず 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 酢醤油 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 味付けぽんず（九） 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すし酢 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 すし酢昆布入り 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 専用すし酢 調味料 なし

タマノイ酢株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市西町100 Ｓ780すし酢 調味料 なし

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ 調味液3179 調味料 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ローストオニオンオイル 調味料 無し

ダンフーズ株式会社 豊田市加納町下向い田３２ ニューバーグソース ソース 無し

チタカ・インターナショナル・
フーズ（株）

西春町沖３０ パステルボロネーズソース ソース なし

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 棒々鶏醤、おでん汁（籠清）、煎
餅のたれK-No3

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 納豆のたれ（N-3,N-6,N-7,N-10,N-
11,N-15,N-16,N-17,N-18,N-19,N-
21,N-27）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 納豆のたれ（N-30,N-32,N-50,N-
84,N-88,N-89、N-102,N-104）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 冷やし中華のたれ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 温泉卵のたれ（No1、B、NB、２
連)

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 冷やっこのたれ、湯豆腐のたれ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 肉エキス入りラーメン先だれ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ H-1醤油 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 和風たれ 加工食品 無
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ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ メンマ醤油 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 煮干ラーメン先だれNo1 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 揚げ出し豆腐つゆ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 揚げ出し豆腐のたれ（田内屋，一
心屋）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ ラーメン先だれ（醤油、魚貝風
味）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ つけ麺のたれ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ ラーメンスープ（醤油味） 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ そばつゆ（ストレート）いずし向 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ さらそばやのつゆ（いずし向） 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ うどんつゆ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ きしめんつゆＡ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 鰻のたれ（Ａ、K） 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 焼肉のたれ（甘口No2,本格味、に
んにく醤油味、もみたれNo２，
３、ピリ辛、和風たれ）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 焼肉のたれ（太陽フード向、BN
ｏ２）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 牛丼の素、魚用漬込みだれB、照
焼き用たれ（F、Ｎｏ２）、煮魚

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 生姜焼きのたれ、しゃぶしゃぶの
たれ（ごま風味）、あわびのた
れ、煮魚のたれＡ

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ かずのこ用調味液、煮詰のたれ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 味付かずのこ用調味液（Ｃ－Ｎｏ
１．ロ、Ｎｏ４濃縮タイプ）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ くらげのたれ、もずく用調味液、
キムチ調味液、うに用調味液、浅
漬けドレッシング

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ きんぴらごぼう用調味液、中華用
調味液Ｎｏ４、調味液「山本」、
八宝菜用たれ

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ うまかめしのたれ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 味付いくら調味液 加工食品 無
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ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 数の子のたれ 肉類加工品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ そばつゆB、めんつゆ（ストレー
ト、新、Ａ）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ そばつゆ（米屋用） 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ そばつゆ、そばつゆストレート 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 青椒肉糸用たれ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 炒めのたれ 加工食品 無

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 27-トマトソース チルドソース なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 29業務用ミートソースＷ５ チルドソース なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ うわがけナポリタンＬ１ チルドソース なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 業務用グラタンソース チルドソース なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 業務用シェフトマトソース チルドソース なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 業務用ミートソースＫ２ チルドソース なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 下味ナポリタンＬ１ チルドソース なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ おでん汁 調味料 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ おでん汁（業務用） 調味料 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ すししょうゆ 調味料 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 天つゆ、そばつゆ 調味料 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ おからのたれ たれ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ ごまだれ たれ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 新フジッコ有機納豆のたれ たれ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ つみれ汁 たれ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 納豆のたれ（フジッコ） たれ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 味噌田楽たれ たれ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 焼鳥のたれ たれ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ ユッケのたれ たれ なし
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チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ おでん汁 調味料 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ おでん汁（業務用） 調味料 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ すししょうゆ 調味料 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 天つゆ、そばつゆ 調味料 なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ キムチおでん 調味料 なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ ゴマ豆腐のたれ 調味料 なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ ニチロ餃子のたれ 調味料 なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 唐揚げ粉 調味料 なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 麻婆豆腐の素 調味料 なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 餃子のたれ（辛口、王将味） 調味料 なし

月兎ｿｰｽ(株) 東京都調布市入間町1-35-11 中華甘酢 調味料 なし

月兎ｿｰｽ(株) 東京都調布市入間町1-35-11 焼ソバソース 調味料 なし

月兎ｿｰｽ(株) 東京都調布市入間町1-35-11 ハンバーグソース 調味料 なし

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ カレールウ（３製品） 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ 沢庵漬の素　つけもと青箱 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ 沢庵漬の素　つけもと赤箱 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ 沢庵漬の素　つけもと黄箱 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ 沢庵漬の素　つけもと新２斗用 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ 沢庵漬の素　たくちゃＮ 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ 沢庵漬の素　ぬか漬けたくちゃん 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ 強力白菜漬の素 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ キムチの素 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ キュウリ大根キムチの素 調味料 なし

つけもと㈱ 奈良県北葛城郡河合町長楽８９ キムチの素業務用 調味料 なし

デイジー食品工業（株） 富良野市字中五区4245 オニオンスープ スープ なし
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デイジー食品工業（株） 富良野市字中五区4245 きのこソース ソース なし

デイジー食品工業（株） 富良野市字中五区4245 ミートソース ソース なし

デイリーパック北海道（株） 江別市工栄町5－8 日本フードカルビーのたれ たれ（牛肉エキ
ス）

なし

デイリーパック北海道（株） 江別市工栄町5－8 焼き肉のたれBＣ－40（富士食
品）

たれ（蛋白加水
分解物）

なし

デイリーフーズ㈱長野工場 埴科郡坂城町上平１４３４ リンゴ果肉入りピザソース ソース なし

デイリーフーズ㈱長野工場 埴科郡坂城町上平１４３４ 白桃FSN３５ ソース なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰｽﾍﾟｼｬﾙｶﾚｰｽﾊﾟｲｽ＆ｽﾊﾟｲｽ
(所沢工場製造)

ｽﾊﾟｲｽ なし

出口製麺㈱ 北海道函館市松風町１６－６ ウドンスープ　ペア スープ なし

出口製麺㈱ 北海道函館市松風町１６－６ 塩ラーメンスープ スープ なし

照井味噌醤油醸造元 仙北郡仙南村上深井字矢引殿５５ 味一番 たれ 無

天狗缶詰㈱三河工場 宝飯郡御津町佐脇浜二号地１－１７ ミートソース缶詰、デミグラス
ソース缶詰

ソース類 なし

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 ソースA  ３品目 調味料類（ソー
ス）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 ソースB  ４品目 調味料類（ソー
ス）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 ソースC  ３品目 調味料類（ソー
ス）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 ソースD  １品目 調味料類（ソー
ス）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 ソースE  １品目 調味料類（ソー
ス）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 たたきたれA  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 たたきたれB  ４品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 うなぎたれ４品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 焼肉のたれA  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 焼肉のたれB  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 肉だんごたれ６品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 玉子つゆA  ２０品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 玉子つゆB  ３品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 玉子つゆC  ２品目 調味料類（た
れ）

無
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天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 玉子つゆD  ２品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 玉子つゆE  ４品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 玉子つゆF  ３品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 ポン酢A  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 ポン酢B  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 ポン酢C  １０品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆA  ２品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆB  ２品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆC  ４品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆD  ２品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆE  ２品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆF  ２品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆG  ２品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆH  ７品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆI  １２品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆJ  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆK  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆL  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆM  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆN  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆO  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆP  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆQ  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 めんつゆR  １品目 調味料類（た
れ）

無

天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 焼鳥のたれA  １品目 調味料類（た
れ）

無
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天真醤油株式会社 三好郡池田町字シンマチ1376番地 焼鳥のたれB  １品目 調味料類（た
れ）

無

テンスイ醤油株式会社 山形県天童市二日町一丁目1－1 あじつゆ 調味液 なし

テンスイ醤油株式会社 山形県天童市二日町一丁目1－1 味つけたれ 調味液 なし

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 ＰＡＳＴＡ　ＤＯ　なすのトマト
ソース

ソース類 無

東海クノール食品株式会社 島田市大柳1177‐1 ＰＡＳＴＡ　ＤＯ　ボローニャ風
ミートソース

ソース類 無

東海物産株式会社 袋井市国本2391 牛すじペーストYM-1 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 コンソメスープＫＮ 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 シーズニング　ＰＴ-1 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 清湯エキスＨＭ 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 チキンエキスパウダーNT-2 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 チキンパウダーMK-1 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 チャンポンエキス 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 中華スープの素 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 調味油ＹＳ-10 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 調味パウダーＦ-1 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 調味パウダーSS 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ナルシー 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ニューアミーパウダーNo.3 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ノーグル３８ 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフエキスパウダーNT-3 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフエキスペーストＮＴ-3 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフパウダーER-6 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフパウダーHA 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフパウダーNA-2 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフパウダーNo.93 加工用原料 なし
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東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフパウダーPK-5 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフブイヨンTY-7 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフペーストFB-5 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフペーストFO-3SD 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフペーストM-2 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフペーストＮ-2 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフペーストNo.1605 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ビーフペーストNo.36 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ポークパウダー104-3 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ポークパウダーNo.28 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ポークペーストR－１０ 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 美世賜味ＫＢ 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ローストビーフペースＮＬ-9 加工用原料 なし

東海物産株式会社 袋井市国本2391 ワカメスープパウダーＨＭ 加工用原料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-19 ﾗｰﾒﾝﾍﾞｰｽJS-4 スープ なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-37 ﾗｰﾒﾝﾍﾞｰｽMu スープ なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-38 醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟSD-1 スープ なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-39 味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟYT スープ なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-21 ﾎﾀﾃｴｷｽＳ 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-23 ﾒﾝﾏ調味液Ｆ 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-24 ﾒﾝﾏ調味液MS 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-25 ｱｻﾘｴｷｽ 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-26 ｱｻﾘｴｷｽSTｰ3 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-34 ｽｰﾌﾟﾍﾞｰｽMK-1 調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-6 鰹ｴｷｽMDー１ 風味調味料 なし
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東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-8 鮭節ｴｷｽ 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-18 鰹ｴｷｽKB-2 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-20 米粉調味液 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-22 鰹ｴｷｽＫ 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-27 鰹ｴｷｽHA 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-28 にぼしｴｷｽＮ 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-29 鰹ｴｷｽKK-2 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-30 鰹ｴｷｽD-8 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-31 SHRIMP EXTRACT27 風味調味料 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-32 鰹ｴｷｽHK-2 風味調味料 なし

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 中華だし一番 調味料 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 洋風だし一番 調味料 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ おでんの素 調味料 無

道南食糧工業㈱ 北海道函館市栄町２－７ 畑の肉調味液 調味料 なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ビーフコンソメ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ビーフコンゾメスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

チキンブロス スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミネストローネスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

コーンスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

フレンチオニオンスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

パンプキンスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

アヲハタオニオンスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

粒入りコーンクリームスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

冷キノコスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

コンソメスープ スープ なし
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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

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

冷ベジタブルコンソメスープ スープ なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

パスタのための手作り用ソース
ミートソース用

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ボロネ－ズ（ミートソース）7号
缶

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

我が家のミートソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

オイスターソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

トマトソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートクリームソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ドミグラスソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

パスタ倶楽部ナポリタン ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソースフォンドヴォー仕立
て１ｋ

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソースマデイラソース仕立
て

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

イタリアントマトミートソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソースフォンドヴォー仕立
て7号缶

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ボロネ－ズ（ミートソース） ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソースマッシュルーム入り
7号缶

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

お肉たっぷりミートソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

野菜たっぷりミートソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ボロネーゼ7号缶 ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

パスタ倶楽部ミートソース ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソースマッシュルーム入り
4号缶

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソース4号缶 ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソースマッシュルーム入り
7号缶

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソースマッシュルーム入り
7号缶

ソース なし

東北アヲハタ株式会社 山形県北村山郡大石田町鷹巣４８４－
１

ミートソース7号缶 ソース なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

東北エスエスケイ食品㈱ 福島県伊達郡伊達町字中志和田町３０ 国産牛１００％ミートソース２８
５ｇ

ソース類 無

東洋水産(株) 東区箱崎ふ頭六丁目１０番１５号 ラーメンスープ類 調味料類（スー
プ）

無

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 鰹あじ　スタンド500ｇ　顆粒 調味料 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 中華だし 調味料 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ コンソメ 調味料 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ふりかけてキムチ味 調味料 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ うまみたっぷりチキンコンソメ 調味料 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ うまみたっぷりビーフコンソメ 調味料 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 一粒のこだわりコンソメ 調味料 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 木田生ラーメンスープ（肉エキ
ス）

調味料 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ みづほラーメンスープ（肉エキ
ス）

調味料 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 武藤ラーメンスープ（肉エキス） 調味料 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 梅田屋ラーメンスープ（肉エキ
ス）

調味料 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 梅沢生ラーメンスープ（肉エキ
ス）

調味料 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 佐野ラーメンスープ（肉エキス） 調味料 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 飯坂ラーメンスープ（肉エキス） 調味料 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 高橋製麺PB米沢ラーメンスープ
（肉エキス）

調味料 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 田杭ラーメンスープ（肉エキス） 調味料 なし

東洋スープ㈱　土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ ＮＧ鶏だしうどんつゆ 調味料 無

東洋スープ㈱　土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 玉子とじ鶏だしうどんスープ粉末 調味料 無

東洋スープ㈱　土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ カレーミックスＢ 調味料 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 中華風ストック 粉末調味料 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 中華スープＭ２ 粉末調味料 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 餃子の素スープストック 粉末調味料 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ うなぎのたれ たれ 無
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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

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 焼肉のたれ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 天どんのたれ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 特選天どんのたれＡＣ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 濃縮釜たれの素（釜飯用たれ） たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 特選濃縮カツどんのたれ たれ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ めんつゆＬ つゆ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 和風つゆＳＯ つゆ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ てんつゆ つゆ 無

トキハソース株式会社 東京都北区滝野川７－３９－８ 焼きそばソース ソース 無

徳島産業株式会社徳島工場 板野郡板野町川端字鶴ヶ須５３－６ ドレッシング２品目 調味料類（ソー
ス）

無

豊島屋酒造㈱ 東京都東村山市久米川町３－１４－１
０

みりん 調味料 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ そばめしの素２食入（どろソース
付）

調味料 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ トヨクニの中華スープ 調味料 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 無地うどんスープ 調味料 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ めんつゆ５食入 調味料 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 無地めんつゆ７０ｇ 調味料 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 割烹つゆ 調味料 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ フレスコ本生だし 調味料 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 本生だしうどんスープ 調味料 なし

とりごえ食品（株） 泉佐野市住吉町３０－１ 粉末スープ 調味料 無

中村醤油㈱ 榛原郡吉田町神戸３７４０ サンサス　冷麺スープ 調味料 なし

中村醤油㈱ 榛原郡吉田町神戸３７４０ ハニーカレーソース 調味料 なし

中村醤油㈱ 榛原郡吉田町神戸３７４０ ビネグレルソース液Ｂ 調味料 なし

奈良屋食品工業（株） 粟野町久野８４９－４ ラーメンスープA-9B、ラーメン
50A

調味料及びスー
プ

なし

奈良屋食品工業（株） 粟野町久野８４９－４ 味噌ラーメンC-5 調味料及びスー
プ

なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

新潟県醤油協同組合 長岡市十日町１９０１－４ 調味液 調味液 なし

新潟県醤油協同組合 長岡市十日町１９０１－１ 加工しょうゆ しょうゆ加工品 なし

新潟県醤油協同組合 長岡市十日町１９０１－３ つゆ類 つゆ なし

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㈱　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

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 「マルピー」ビーフパウダーUH 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ＮVビーフPA-3437 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 NVビーフPT-4 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ＮＶビーフパウダーＡ2241 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 エキストラート小顆粒 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 エキスパウダーKMD 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 業務用チキンコンソメクリアタイ
プ

加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 業務用ビーフコンソメクリアタイ
プ

加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 業務用ビーフコンソメクリアタイ
プ

加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 チキンSR-P 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 チキンエキスパウダーＮ966 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 チキンパウダーAS 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 チキンマヨネーズパウダー 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 中華粒 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ねり味フィッシュタイプE 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 濃縮グレイビーｿｰｽＳ9567 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 濃縮デミソースＡ-3404 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ハンバーグオイル 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ビーフエキスA-1799 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ビーフエキスA-1799 加工用原料 なし
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え

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ビーフエキスＡ-2534 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ビーフエキスパウダーＡ－3386 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ビーフオニオンＳ8202 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ビーフパウダーA2241 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ビーフボーンエキスA 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ビーフレバー脂 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 プロテイレ 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 帆立貝調味料No.3 加工用原料 なし

日研フード（株） 袋井市春岡723-1 ホット＆スイートシーズニングS-
6037

加工用原料 なし

日清ｺｽﾓﾌｰｽﾞ㈱ 横浜市磯子区新森町1 VSｻﾗﾀﾞﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ ｻﾗﾀﾞ調味料 なし

日清ｺｽﾓﾌｰｽﾞ㈱ 横浜市磯子区新森町1 ｻﾗﾀﾞﾄｯﾋﾟﾝｸﾞL ｻﾗﾀﾞ調味料 なし

日清食品(株）静岡工場 志太郡大井川町相川17-2 即席めん用スープ 調味液 無

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 日清炒めｿｰｽｷｬﾍﾞﾂ 中華調味料 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 日清炒めｿｰｽなす 中華調味料 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 日清炒めｿｰｽﾋﾟｰﾏﾝ 中華調味料 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ﾎﾞｽｺﾊﾟｽﾀｿｰｽﾄﾏﾄ ｿｰｽ類 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 味わい自然派かつおだし だしの素 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 味わい自然派野菜ﾌﾞｲﾖﾝ だしの素 なし

新田ゼラチン株式会社 八尾市二俣２－２２ ニッターｼﾞｭ　他１種 調味料 無

新田ゼラチン株式会社 八尾市二俣２－２２ エンザップＳ 調味料 無

日東アリマン（株） 新発田市大字岡田1578-4 丸美屋麻婆豆腐の素缶入り９５０
ｋｇ

たれ なし

日東アリマン（株） 新発田市大字岡田1578-4 丸美屋麻婆豆腐の素ポリ容器入り
１ｋｇ

たれ なし

日東産業株式会社 足利市伊勢町２－６－１３ 焼きそばソース ソース なし

日東醸造（株） 碧南市松江町６－７１ 白しょうゆ しょうゆ なし

日東醸造（株） 碧南市松江町６－７２ ソース（濃厚、中濃、ウスター） ソース なし
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日東醸造（株） 碧南市松江町６－７１ ドレッシング、調味液 その他の食品 なし

日東食品㈱ 桶川市加納４３９ 納豆添付からし（無添加） 調味料 なし

日東食品㈱ 桶川市加納４３９ 納豆添付からし（無添加） 調味料 なし

ニッポンソース　岡本食品工業所 西区押部谷町木幡３４２－１ ソース ソース類 なし

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 学校給食用ｳｽﾀｰｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かがやお好みｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 マルボシやきそば 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 なにわお好み和風たれ 調味料 無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 からし酢みそ 調味料 無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 からし酢みそNo.2 調味料 無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ウエストしょうが酢みそ 調味料 無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 高級白だし 調味料 無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 あらくま　ふぐ鍋つゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ラーメンNo.1 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ラーメンNo.2 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ラーメンNo.3B 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ラーメンNo.18 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ラーメンNo.27 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ラーメンNo.29 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 徳島ラーメン 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ウエストがらスープNo.2 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 小川屋とんこつ味噌ラーメン 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 小川屋とんこつ醤油ラーメン 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 小川屋とんこつラーメン 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 ストレートチャンポン 調味料類（スー
プ）

無
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ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 チャンポンNo.15 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 Aコープ味噌スープ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱古賀工場 古賀市駅東３丁目2-1 Aコープ豚骨スープ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 業務用７４３ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 特級 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 業務用２１８ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かつおしょうゆ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄしょうゆﾗｰﾒﾝ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 とんこつﾗｰﾒﾝNo.10 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 チャンポンNo.13 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ラーメンNo.28 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 チャンポンNo.5 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 博多豚骨ﾗｰﾒﾝ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 長崎チャンポン 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｽｰﾌﾟﾍﾞｰｽ ﾁｷﾝ＆ﾎﾟｰｸ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｽｰﾌﾟﾍﾞｰｽ ﾎﾟｰｸ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 No.7とんこつﾗｰﾒﾝ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 No.6ラーメン 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 味噌ﾗｰﾒﾝNo.6 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ラーメンNo.10 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ラーメンNo.３ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 チャンポンNo.11 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 No11とんこつﾗｰﾒﾝ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ﾗｰﾒﾝNo.17博多ﾍﾞｰｽ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ラーメン３号線 調味料類 無
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ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ラーメンNo.27 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 おきゅうとしょうゆ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 912あやすぎ だししょうゆ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 918古城もつ鍋のたれ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 923もろみ漬 調味液 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 933みりん干しのたれ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 936かばやきのたれ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 938ﾅｶｼﾏ4倍どんぶり 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 955あんかけの素 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 963もずくのたれ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 985ひじき調味液 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 989明太子調味液 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 994寄せ豆腐のたれ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 992焼肉もみたれ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 991焼肉つけたれ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ゴマしょうゆ 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 おでんNo.4 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 数の子のたれNo.2 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かつおだしの素 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かしわ飯の素 調味料類 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かがや秀ｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かがや やきそばﾁｭｰﾌﾞ 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 No.222ｺﾏｲやきそば 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 焼そばたれ 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 業務用焼そばｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無
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ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ﾏﾙﾎﾞｼお好みｿｰｽB 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 NO.206牛島たこ焼 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 NO.215焼そばｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 極東ﾌｧﾃﾞｨｰ ｽﾀﾐﾅｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 三宝えびﾁﾘｿｰｽNo.3 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｽﾃｰｷｿｰｽNo.9 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 焼そばｿｰｽ216 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 焼そばｿｰｽ(ﾁｭｰﾌﾞ) 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 お好みｿｰｽ（ﾁｭｰﾌﾞ） 調味料類（ソー
ス）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ﾏﾂｲｼ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｽｰﾌﾟ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄがらｽｰﾌﾟNo.2 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 NKしょうゆﾗｰﾒﾝ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 しょうゆﾗｰﾒﾝNo.9 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 特選白だし 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 Ａコープ白だし 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 料亭白だし 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ぽん酢旨口すだち 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ぽん酢旨口だいだい 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 白だしぽん酢 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 業務用だいだいぽん酢No.2 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 こんにゃくそーめんつゆ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 すやまところ天つゆﾐﾆﾊﾟｯｸ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かばやきのたれ825 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かばやきのたれ831 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 834焼鳥のたれ 調味料 無
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ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 838焼鳥のたれ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 850納豆のたれ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 炒めてみそ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 炒めま醤油 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 三宝 炒めたれNo.2 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 助六 皿うどん 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 極東ﾌｧﾃﾞｨｰ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ照り焼きのた
れ

調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 975ごま高菜調味液 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 焼うどんたれ895 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 どんぶり 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 業務用857だし巻卵のたれ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 業務用933みりん干しのたれ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 県漁連 辛しめんたい調味液B 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 県漁連 辛しめんたい調味液 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄ焼肉専用ﾁｷﾝｽｰﾌﾟの素 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄ焼飯の素970 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄかしわ飯の素 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄ麺たれ 調味料 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 特選だし一番 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 だし一番そばつゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 業務用だし一番 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ほんがへし 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 四季のつゆ しいたけ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 四季のつゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ざるそばNo.11 調味料類（スー
プ）

無
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ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 朱だし 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 天つゆﾐﾆﾊﾟｯｸ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 四季のつゆ かつお味1.8l 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 四季のつゆｽﾄﾚｰﾄ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 五木のつゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 夏のつゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 椎茸昆布つゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 島原うどんスープ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ざるそばストレート 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 小川屋ざるそば 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 冷かけそうめん 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 かろ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 うどんつゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 No4うどんつゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 No17うどんつゆ（13倍） 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ３倍そばつゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 鍋つゆ50g 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 もつ鍋しょうゆ味(4倍) 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 もつ鍋みそ味(4倍) 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 キムチ鍋 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 もつ鍋No.3 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 鶏のみそ鍋 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ちゃんこみそ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ちゃんこしょうゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 おでんつゆ80g 調味料類（スー
プ）

無
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ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 すきやき赤ワイン 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 マルイ キムチ鍋 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 マルイ ちゃんこ味噌 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄ タンタン麺 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 みそ味おでんつゆ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 おみそ汁専用だし 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄ温麺スープ 調味料類（スー
プ）

無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄ皿うどんﾁｬﾝﾎﾟﾝ兼用ｽｰﾌﾟ 調味料類（スー
プ）

無

日本化工食品株式会社　千葉工場 市原市青柳北1-6-33 ビーフパウダー（顆粒、中華風
味、ｴｷｽ）

調味料 無

日本化工食品株式会社　千葉工場 市原市青柳北1-6-33 ポークミートパウダー 調味料 無

日本化工食品株式会社　千葉工場 市原市青柳北1-6-33 ポークパウダー 調味料 無

日本化工食品株式会社　千葉工場 市原市青柳北1-6-33 チキンパウダー（ﾌﾟﾚｰﾝ、ｵｲﾙ） 調味料 無

日本化工食品株式会社　千葉工場 市原市青柳北1-6-33 ビーフブイヨン 調味料 無

日本化工食品株式会社　千葉工場 市原市青柳北1-6-33 ビーフコンソメ 調味料 無

日本化工食品株式会社　千葉工場 市原市青柳北1-6-33 ラーメンスープ（みそ味） 調味料 無

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 グレービーソース2926-B 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ｺﾛｯｹ用調味料1926 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 シーズニングオイル3127 MO-11 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 シーズニングペースト3128 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 チキンシーズニング 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 チキンストック 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフＲＢ－４　M-2290 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフエキス１７１４－Ｔ 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフエキス1730 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフコンソメ1/8濃縮 調味料 なし
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日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフシーズニング2258-R 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝ　オイルﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフブイヨンT-593 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフフレーバー 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ブイヨン２５１６－Ｒ 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ホワイトブイヨンY-2293 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ローストビーフ２３７５－Ａ 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 グレービーソース2926-B 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ｺﾛｯｹ用調味料1926 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 シーズニングオイル3127 MO-11 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 シーズニングペースト3128 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 チキンシーズニング 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 チキンストック 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフＲＢ－４　M-2290 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフエキス１７１４－Ｔ 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフエキス1730 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフコンソメ1/8濃縮 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフシーズニング2258-R 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝ　オイルﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフブイヨンT-593 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ビーフフレーバー 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ブイヨン２５１６－Ｒ 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ホワイトブイヨンY-2293 調味料 なし

日本科研㈱ 玉川村五明273-4 ローストビーフ２３７５－Ａ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 明太子マヨネーズ ソース なし
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日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ チキンブイヨン０－０５－０１
３㎏

調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ カツめしソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ピリソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 焼きそばソースＧ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ＬＳえびめしソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 追いがつお煮物調味液 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ＴＡー１６０天ぷら粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ＴＡー１７０天ぷら粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ＴＡー２０１天ぷら粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ＴＡ－１５５天ぷら粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ８０３０からあげ粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ８２６０からあげ粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ B8727からあげ粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ＬＳハヤシソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ローソン煮物かえし 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 和風野菜ソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 生姜焼き付け込みたれ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 業務用粉末ソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 焼きそばソース（カレー味） 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 焼肉のたれ上塗り用 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ８８００からあげ粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ８８６６からあげ粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ８８９９からあげ粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ８９０９からあげ粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ８９２８からあげ粉 調味料 なし
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日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ローソンからあげ粉醤油味 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｄ竜田揚げミックス 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ８９０２からあげ粉 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ２５２５バッターミックス 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ローソンマリネート醤油味 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｌにんにく味マリネート 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ９０７５マリネートミックス 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｂ９１００マリネートミックス 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ から揚げの素パリパリくん 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ３㎏スーパーバウチマル得カレー
ソース

調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ オイスターソース３６０ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｆ０２６フリッターミックス 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ デミグラスソース特選Ｊ３㎏ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 中華野菜炒めのたれＰ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ビーフブイヨン０－１５－０１
３㎏

調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ クッキングソース（ミート濃縮） 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ０５０カレーベース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ０１２キーマリーソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ０３２ハヤシソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ００２カレーベース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ０６１ハヤシソース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ PSカレーベース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ００３ハヤシベース 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ （山椒風味）焼き鳥漬込用たれ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ つくね上塗りタレ 調味料 なし
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日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ から揚げの素レンジ用 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 牛丼のたれＢ００５ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 牛丼のたれＢ０５２ 調味料 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ バターライスの素Ｂ０４５ 調味料 なし

日本ケンタッキーフライドチキン
ピザハット

大東市三箇1-2-53 ピザソース ソース類 無

日本食研株式会社　本社工場 今治市東鳥生町５丁目３５ 液体調味料 調味料 無

日本食研株式会社　本社工場 今治市東鳥生町５丁目３５ 粉体調味料 調味料 無

日本食研㈱ 栄町矢口神明３－１ 粉体調味料 調味料 無 　

日本食研㈱ 栄町矢口神明３－１ 液体調味料 調味料 無 　

日本食研㈱ 栄町矢口神明３－１ 完熟トマトソース ソース類 無

日本食研㈱ 栄町矢口神明３－１ 晩餐館ステーキソース黒胡椒２１
０ｇ

ソース類 無

日本食研㈱ 栄町矢口神明３－１ 晩餐館焼肉のたれ中辛口５００ｇ ソース類 無

日本食研㈱ 栄町矢口神明３－１ 煮込みハンバーグソース１２０ｇ ソース類 無

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ２ＧＣ－Ｇ（ＫＹ） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＢＢＱシーズニング＃１６８２８
６

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＢＦＷシーズニング（Ｊ－３・Ｊ
－３－２）

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＣＦＳＣＸ　　　　　　　　＃１
３４０８９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＪＳ４７６－Ｋ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＮＴＣ－１００　　　　　＃０６
２７０４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＰＦインジェクションハーフ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＳＭＲ２２１３８（ＫＹ） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＣシーズニング　　　＃１２３
７７０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＦ－ＭＦ　　　　　　　＃０６
３１８０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＦ－ガーリック　　　＃０３０
１４１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＦ－メンチカツＡ　　＃１０７
２１１

調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ アミノパウダー７０３８ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イカパウダー　　　　　＃０８１
３３

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ いか焼きシーズニング＃１８４８
２２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イタリアンドレッシング＃０４１
４８９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イタリアンマヨネーズシーズニン
グＳＥ－２　＃１８２５５８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ウナギカバヤキシーズニング＃１
７９２２２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ うにシーズニング＃１６４２４６ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ うめシーズニングＭＫＦ＃１７５
４９９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エスニックピラフシーズニングＣ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ えびカツシーズニング＃１８４６
６７

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ えびチリシーズニング＃１７５９
９４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビチリシーズニング＃１８０８
８１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビチリシーズニング＃１８２４
３８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビ辛キムチシーズニング＃１７
１６９０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオングラタンシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カニ玉シーズニング＃１４７３６
０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カニ風味シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カラアゲコスパイシー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カラアゲシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ からあげシーズニング＃１８２３
８２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カラアゲヨウガーリックアジ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カルビシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング＃１８１７１
７

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレースープミックス 調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーパウダー＃１８１０３３ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチチゲシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチパウダー　（２・５） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ クリスピー唐揚げ粉（ゴマ） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンクリームスープミックス
＃１７３９３３

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンスープクール　＃１８０２
１１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンポタージュミックスＭ－３
１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンポタージュ用ミックスＢ－
２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ゴボウシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コンソメシーズニング＃１３４０
９０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コンソメシーズニング＃１３８６
０２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ サフランライスシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ サフランライスシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ サラミシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ サワークリーム＆オニオンシーズ
ニング

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シナモンシュガー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ジャワカレーシーズニング　＃１
７９１９２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 醤油・マヨネーズシーズニング
＃１８３８１９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ スープベースＲ－２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ スタンゲニューペッパー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ステーキシーズニング＃１８２５
９９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ スパイスミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ タコス 調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ タコヤキシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ダッカルビシーズニングー２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ タツタアゲホットスパイシー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チーズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チーズシーズニング＃１６３２２
８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チーズ味＃１８３６３５ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チキンコンソメシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チキンブイヨン　　　　＃１１６
２０４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チキンフレーバーⅠ　＃００２７
４８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チゲ鍋用シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チャーハンシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チリシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チリソースシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チリタコシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ テリヤキハンバーガーシーズニン
グ

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ トンカツミックス７　　　＃１２
６６３９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ とんこつ醤油シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナゲット＃２ブレッダー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナゲットマリネードミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナゲットミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナッゲトバッターミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 肉だんごプレミックス　＃１４３
３５８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ネギミソシーズニング＃１７９３
０４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ノンフライチキンマリネード２倍 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ バターミックス＃１２６２７ 調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ バター醤油シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハニーＢＢＱ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハニーマスタード 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハンバーガーシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハンバーグシーズニング＃０１４
９７５

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハンバーグソースミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パンプキンスープクール　＃１７
９３８９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフコンソメシーズニング　＃
１７４３１４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフパウダー＃１８１０３２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフパウダーのＳ－１６１ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ピザＳＥ－２　　　　　　＃１８
２７９９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ピザシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ピザ味シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ プレミックスＮｏ.１Ｈ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ベーコンシーズニング（２・３） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ペパーシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ボイルーコーンシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポークペースト 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ホット＆スイートシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトパウダーＡ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ホワイトソースミックス＃１１４
３０８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マーボーライズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マイルドカレーシーズニング　＃
１５１５７６

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マグロ角煮シーズニング＃１７３
６３９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マスタードシーズニング 調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マロンシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ めんたいこシーズニング＃１８２
１７９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ めんたいこシーズニング＃１８２
６３９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ めんつゆわさびシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ モーニングソーセージシーズニン
グ

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ もみじおろしシーズニング＃１８
２３８３

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ もんじゃ焼きシーズニング　＃１
７９２８３

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ レモンハーブシーズニングＧ２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ わさびシーズニング＃１３４０９
６

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ワサビマヨネーズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 蒲焼きマリネード 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 甘辛シーズニング＃１８２３８４ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 牛タンラーメン 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 牛バラミックス（１５－２ＡＧＭ
Ｏ１、１５ー２ＡＭＯ１－Ｄ）

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 牛バラ用ミックス（焼き肉のた
れ、肉うどん）

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 黒こしょうシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 四川風シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 七味マヨネーズ＃２８３－２１
＃１７９００２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 焼きおにぎりシーズニング（しょ
うゆ味）

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 焼きモロコシシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 焼き肉シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 焼き肉味シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 辛子マヨネーズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 辛子メンタイコシーズニング＃１
６７８０６

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 辛子メンタイコシーズニング＃１
７２１２９

調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 石焼きビビンバシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 調味料ミックス＃１７４０７９ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 唐揚げ粉カレー味 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 特製スープシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 梅シーズニング＃１６０３２０ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 梅シーズニングＨ＃１３３６２３ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 梅マヨネーズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 八宝菜シーズニング＃１４４５６
７

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 竜田揚げバッター３ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ２ＧＣ－Ｇ（ＫＹ） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＢＢＱシーズニング＃１６８２８
６

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＢＦＷシーズニング（Ｊ－３・Ｊ
－３－２）

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＣＦＳＣＸ　　　　　　　　＃１
３４０８９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＪＳ４７６－Ｋ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＮＴＣ－１００　　　　　＃０６
２７０４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＰＦインジェクションハーフ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＳＭＲ２２１３８（ＫＹ） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＣシーズニング　　　＃１２３
７７０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＦ－ＭＦ　　　　　　　＃０６
３１８０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＦ－ガーリック　　　＃０３０
１４１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＦ－メンチカツＡ　　＃１０７
２１１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ アミノパウダー７０３８ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イカパウダー　　　　　＃０８１
３３

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ いか焼きシーズニング＃１８４８
２２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イタリアンドレッシング＃０４１
４８９

調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イタリアンマヨネーズシーズニン
グＳＥ－２　＃１８２５５８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ウナギカバヤキシーズニング＃１
７９２２２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ うにシーズニング＃１６４２４６ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ うめシーズニングＭＫＦ＃１７５
４９９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エスニックピラフシーズニングＣ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ えびカツシーズニング＃１８４６
６７

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ えびチリシーズニング＃１７５９
９４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビチリシーズニング＃１８０８
８１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビチリシーズニング＃１８２４
３８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビ辛キムチシーズニング＃１７
１６９０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオングラタンシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カニ玉シーズニング＃１４７３６
０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カニ風味シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カラアゲコスパイシー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カラアゲシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ からあげシーズニング＃１８２３
８２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カラアゲヨウガーリックアジ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カルビシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング＃１８１７１
７

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレースープミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーパウダー＃１８１０３３ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチチゲシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチパウダー　（２・５） 調味料 なし
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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

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ クリスピー唐揚げ粉（ゴマ） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンクリームスープミックス
＃１７３９３３

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンスープクール　＃１８０２
１１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンポタージュミックスＭ－３
１

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンポタージュ用ミックスＢ－
２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ゴボウシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コンソメシーズニング＃１３４０
９０

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コンソメシーズニング＃１３８６
０２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ サフランライスシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ サフランライスシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ サラミシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ サワークリーム＆オニオンシーズ
ニング

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シナモンシュガー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ジャワカレーシーズニング　＃１
７９１９２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 醤油・マヨネーズシーズニング
＃１８３８１９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ スープベースＲ－２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ スタンゲニューペッパー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ステーキシーズニング＃１８２５
９９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ スパイスミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ タコス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ タコヤキシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ダッカルビシーズニングー２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ タツタアゲホットスパイシー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チーズシーズニング 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チーズシーズニング＃１６３２２
８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チーズ味＃１８３６３５ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チキンコンソメシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チキンブイヨン　　　　＃１１６
２０４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チキンフレーバーⅠ　＃００２７
４８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チゲ鍋用シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チャーハンシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チリシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チリソースシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チリタコシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ テリヤキハンバーガーシーズニン
グ

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ トンカツミックス７　　　＃１２
６６３９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ とんこつ醤油シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナゲット＃２ブレッダー 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナゲットマリネードミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナゲットミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナッゲトバッターミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 肉だんごプレミックス　＃１４３
３５８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ネギミソシーズニング＃１７９３
０４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ノンフライチキンマリネード２倍 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ バターミックス＃１２６２７ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ バター醤油シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハニーＢＢＱ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハニーマスタード 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハンバーガーシーズニング 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハンバーグシーズニング＃０１４
９７５

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ハンバーグソースミックス 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パンプキンスープクール　＃１７
９３８９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフコンソメシーズニング　＃
１７４３１４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフパウダー＃１８１０３２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフパウダーのＳ－１６１ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ピザＳＥ－２　　　　　　＃１８
２７９９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ピザシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ピザ味シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ プレミックスＮｏ.１Ｈ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ベーコンシーズニング（２・３） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ペパーシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ボイルーコーンシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポークペースト 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ホット＆スイートシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトパウダーＡ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ホワイトソースミックス＃１１４
３０８

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マーボーライズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マイルドカレーシーズニング　＃
１５１５７６

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マグロ角煮シーズニング＃１７３
６３９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マスタードシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マロンシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ めんたいこシーズニング＃１８２
１７９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ めんたいこシーズニング＃１８２
６３９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ めんつゆわさびシーズニング 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ モーニングソーセージシーズニン
グ

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ もみじおろしシーズニング＃１８
２３８３

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ もんじゃ焼きシーズニング　＃１
７９２８３

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ レモンハーブシーズニングＧ２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ わさびシーズニング＃１３４０９
６

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ワサビマヨネーズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 蒲焼きマリネード 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 甘辛シーズニング＃１８２３８４ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 牛タンラーメン 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 牛バラミックス（１５－２ＡＧＭ
Ｏ１、１５ー２ＡＭＯ１－Ｄ）

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 牛バラ用ミックス（焼き肉のた
れ、肉うどん）

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 黒こしょうシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 四川風シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 七味マヨネーズ＃２８３－２１
＃１７９００２

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 焼きおにぎりシーズニング（しょ
うゆ味）

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 焼きモロコシシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 焼き肉シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 焼き肉味シーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 辛子マヨネーズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 辛子メンタイコシーズニング＃１
６７８０６

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 辛子メンタイコシーズニング＃１
７２１２９

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 石焼きビビンバシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 調味料ミックス＃１７４０７９ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 唐揚げ粉カレー味 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 特製スープシーズニング 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 梅シーズニング＃１６０３２０ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 梅シーズニングＨ＃１３３６２３ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 梅マヨネーズシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 八宝菜シーズニング＃１４４５６
７

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 竜田揚げバッター３ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＢＳ－ＭＳキムチ-２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＢＳ－ＰＣＫ（ＰＨ） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ COSベイ♯20654 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ COSホワイトペパー♯022124 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ Ｆ１マイルドチーズ♯177918 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ HNS-２シーズニング♯153786 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＩＰＦインジェクションハーフ♯
123580

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ POS♯015793 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ SB-Aシーズニング♯160653 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ SH-NSシーズニング♯151556 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＳＰＧ♯008965 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イカスミ♯174006 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イカパウダー♯08133 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イタリアンチキンマリネミックス
５♯160763

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イタリアンマヨネーズシーズニン
グ♯182558

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ インドカレー２シーズニング♯
186283

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 打ち粉（カレー）♯181336 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 枝豆シーズニング♯181763 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 枝豆シーズニング♯183456 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビシーズニング♯183637 調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビチリギョーザ♯182334 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビチリギョーザ♯182334 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ えびチリパウダー♯173932 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングオニオン＆チリト
マト♯183420

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングオニオンガーリッ
ク♯183421

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングオニオングラタン
♯183393

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングサワークリームオ
ニオン♯176369

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングサワークリームオ
ニオン♯183392

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングサワークリームオ
ニオン２♯184584

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カーネルクリスピー用マリネミッ
クス♯149689

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カツレツスパイスカレーテイスト
♯163231

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カツレツスパイスマヨネーズテイ
スト♯169286　10kg

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カツレツスパイスマヨネーズテイ
スト♯169286　500ｇ×４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カマンベール風シーズニング♯
166741

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング♯151347 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング♯158322 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング♯166571 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング２♯181446 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニングＭ♯186332 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチシーズニング♯182110 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチシーズニングＢ♯171465 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチパウダー♯175581 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンスープクール♯180211 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンボールバーベキュー♯
181254

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンポタージュ用ミックスＢ－
２♯150826

調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ こくチーズSEA-2♯183318 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コンソメパウダー♯175302 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シーズニングＫＭＳ♯019307 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シーズニングＰＦ♯017442 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シーフードＳ♯159345 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 七味唐辛子フレーバー♯030800 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ じゃがバターシーズニング♯
155644

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ジャガローニイタリアンソテー♯
1812316

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ジャガローニガーリックペパー♯
184767

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ じゃがローニミネストローネ♯
183564

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ジャワカレーシーズニング♯
179192

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 醤油・マヨネーズシーズニング♯
183819

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ たこ焼きチーズパウダー♯172112 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チーズキムチパウダー♯169424 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスチーズ＆セサミ♯
1831261

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスチーズ＆セサミ♯
1831261

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスパフカレー♯185116 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスパフハヤシ♯185115 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスパフメンタイコマヨネー
ズ♯180517

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チェダーチーズシーズニング♯
167128

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チェダーチーズシーズニング♯
169735

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チキンライスシーズニング♯
167671

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チャンキーサルサミックスＢ♯
103784

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ツイストチリビーフ♯184134 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ディノスワフウバーベキューＳ♯
179143

調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ディノス和風バーベキューＳ♯
184533

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ トマトソースシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドライカレーシーズニング♯
182224

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスガーリック＆レッドペ
パー♯183228

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスガーリックレッドペパー
♯183341

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスジャンバラヤ♯184145 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスタコスシーズニング♯
154390

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトステキサスステーキ♯
183074

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスナチョチーズ♯182637 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスピザ♯182327 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスピザ２♯182708 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスマイルドチーズ２♯
178645

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナゲット用シーズニング♯147270 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 納豆マヨネーズパウダー♯173737 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナポリタン混合香辛料Ｇ♯026721 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ニクギョーザ♯182332 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ニクギョーザ♯182332 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ バジルパウダー♯146935 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフオニオングラタンスープ♯
172437

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフキノコグラタンアジ♯179776 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフラーメントンコツスープ♯
181106

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフラーメンミソスープ♯181105 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフラーメンミソスープ♯181105 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パンプキンスープクール♯179389 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフエキスパウダー♯028450 調味料 なし

278 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフコンソメシーズニング♯
174314

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンオニオンサラダ♯
178806

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンオムライス♯180740 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンクリームシチュー♯
179050

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンサワークリームアジ♯
173739

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンサワークリームオニオ
ン♯174241

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンビーフシチュー♯
180597

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ フリーフローガーリック♯032313 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ プルコギシーズニング♯182111 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ フレンチドレッシングMIX♯
176557

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ペパーステーキヨウミックス♯
182602

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ペペロンチーノシーズニング♯
177428

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ペペロンチーノシーズニング２３
１♯167838

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポタージュスープミックス-Ｍ３
１♯155862

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ホットチリシーズニング♯176427 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトｄｅパスタエビチリ２♯
178962

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトdeパスタカルボナーラ♯
180741

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトdeパスタナポリタン♯
180739

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトdeパスタバーベキュー３♯
178963

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトdeパスタバーベキュー３♯
178963

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトDEパスタミートソースバジ
ル♯183010

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マイルドカレーシーズニング♯
151576

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マヨネーズシーズニング♯180233 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マリネードミックス１，５♯
159985

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ムニエルソースシーズニング♯
125963

調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ メープルシーズニング♯184231 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ メンタイコシーズニング♯154992 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ もんじゃ焼きシズニーング♯
179283

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ワサビ・マヨネーズシーズニング
♯179378

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＢＳ－ＭＳキムチ-２ 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＢＳ－ＰＣＫ（ＰＨ） 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ COSベイ♯20654 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ COSホワイトペパー♯022124 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ Ｆ１マイルドチーズ♯177918 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ HNS-２シーズニング♯153786 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＩＰＦインジェクションハーフ♯
123580

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ POS♯015793 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ SB-Aシーズニング♯160653 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ SH-NSシーズニング♯151556 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ＳＰＧ♯008965 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イカスミ♯174006 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イカパウダー♯08133 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イタリアンチキンマリネミックス
５♯160763

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ イタリアンマヨネーズシーズニン
グ♯182558

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ インドカレー２シーズニング♯
186283

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 打ち粉（カレー）♯181336 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 枝豆シーズニング♯181763 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 枝豆シーズニング♯183456 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビシーズニング♯183637 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビチリギョーザ♯182334 調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ エビチリギョーザ♯182334 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ えびチリパウダー♯173932 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングオニオン＆チリト
マト♯183420

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングオニオンガーリッ
ク♯183421

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングオニオングラタン
♯183393

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングサワークリームオ
ニオン♯176369

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングサワークリームオ
ニオン♯183392

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ オニオンリングサワークリームオ
ニオン２♯184584

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カーネルクリスピー用マリネミッ
クス♯149689

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カツレツスパイスカレーテイスト
♯163231

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カツレツスパイスマヨネーズテイ
スト♯169286　10kg

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カツレツスパイスマヨネーズテイ
スト♯169286　500ｇ×４

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カマンベール風シーズニング♯
166741

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング♯151347 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング♯158322 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング♯166571 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング２♯181446 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニングＭ♯186332 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチシーズニング♯182110 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチシーズニングＢ♯171465 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ キムチパウダー♯175581 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンスープクール♯180211 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンボールバーベキュー♯
181254

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コーンポタージュ用ミックスＢ－
２♯150826

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ こくチーズSEA-2♯183318 調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ コンソメパウダー♯175302 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シーズニングＫＭＳ♯019307 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シーズニングＰＦ♯017442 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ シーフードＳ♯159345 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 七味唐辛子フレーバー♯030800 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ じゃがバターシーズニング♯
155644

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ジャガローニイタリアンソテー♯
1812316

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ジャガローニガーリックペパー♯
184767

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ じゃがローニミネストローネ♯
183564

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ジャワカレーシーズニング♯
179192

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 醤油・マヨネーズシーズニング♯
183819

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ たこ焼きチーズパウダー♯172112 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チーズキムチパウダー♯169424 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスチーズ＆セサミ♯
1831261

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスチーズ＆セサミ♯
1831261

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスパフカレー♯185116 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスパフハヤシ♯185115 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チートスパフメンタイコマヨネー
ズ♯180517

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チェダーチーズシーズニング♯
167128

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チェダーチーズシーズニング♯
169735

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チキンライスシーズニング♯
167671

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ チャンキーサルサミックスＢ♯
103784

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ツイストチリビーフ♯184134 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ディノスワフウバーベキューＳ♯
179143

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ディノス和風バーベキューＳ♯
184533

調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ トマトソースシーズニング 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドライカレーシーズニング♯
182224

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスガーリック＆レッドペ
パー♯183228

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスガーリックレッドペパー
♯183341

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスジャンバラヤ♯184145 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスタコスシーズニング♯
154390

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトステキサスステーキ♯
183074

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスナチョチーズ♯182637 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスピザ♯182327 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスピザ２♯182708 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ドリトスマイルドチーズ２♯
178645

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナゲット用シーズニング♯147270 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ 納豆マヨネーズパウダー♯173737 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ナポリタン混合香辛料Ｇ♯026721 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ニクギョーザ♯182332 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ニクギョーザ♯182332 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ バジルパウダー♯146935 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフオニオングラタンスープ♯
172437

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフキノコグラタンアジ♯179776 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフラーメントンコツスープ♯
181106

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフラーメンミソスープ♯181105 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パフラーメンミソスープ♯181105 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ パンプキンスープクール♯179389 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフエキスパウダー♯028450 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフコンソメシーズニング♯
174314

調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンオニオンサラダ♯
178806

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンオムライス♯180740 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンクリームシチュー♯
179050

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンサワークリームアジ♯
173739

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンサワークリームオニオ
ン♯174241

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ファニオンビーフシチュー♯
180597

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ フリーフローガーリック♯032313 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ プルコギシーズニング♯182111 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ フレンチドレッシングMIX♯
176557

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ペパーステーキヨウミックス♯
182602

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ペペロンチーノシーズニング♯
177428

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ペペロンチーノシーズニング２３
１♯167838

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポタージュスープミックス-Ｍ３
１♯155862

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ホットチリシーズニング♯176427 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトｄｅパスタエビチリ２♯
178962

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトdeパスタカルボナーラ♯
180741

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトdeパスタナポリタン♯
180739

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトdeパスタバーベキュー３♯
178963

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトdeパスタバーベキュー３♯
178963

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ポテトDEパスタミートソースバジ
ル♯183010

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マイルドカレーシーズニング♯
151576

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マヨネーズシーズニング♯180233 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ マリネードミックス１，５♯
159985

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ムニエルソースシーズニング♯
125963

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ メープルシーズニング♯184231 調味料 なし
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日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ メンタイコシーズニング♯154992 調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ もんじゃ焼きシズニーング♯
179283

調味料 なし

日本スタンゲ（株）川越工場 川越市竹野１４－５ ワサビ・マヨネーズシーズニング
♯179378

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ イチゴミルクシーズニング＃１８
３１６７

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ガーリックバターシーズニング
＃１７９１３４

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ガーリックペパーシーズニング＃
１８２２９２

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング　　　　　＃
１５６９３０

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ 喜多方ラーメンシーズニング　＃
１８０５４４

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ キムチシーズニング　　　　＃１
４５２６０

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ たこやきシーズニング　　　＃１
７３３０６

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ トマトソースシーズニング＃１８
０７０９

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ 博多ラーメンシーズニング＃１８
０５４５

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ハンバーグシーズニング　ＮＦ－
３＃１８１１１７

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフ　シーズニング　　＃０６
７１３６

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフシチュー　シーズニング＃
１７８６３３

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ イチゴミルクシーズニング＃１８
３１６７

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ガーリックバターシーズニング
＃１７９１３４

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ガーリックペパーシーズニング＃
１８２２９２

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ カレーシーズニング　　　　　＃
１５６９３０

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ 喜多方ラーメンシーズニング　＃
１８０５４４

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ キムチシーズニング　　　　＃１
４５２６０

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ たこやきシーズニング　　　＃１
７３３０６

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ トマトソースシーズニング＃１８
０７０９

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ 博多ラーメンシーズニング＃１８
０５４５

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ハンバーグシーズニング　ＮＦ－
３＃１８１１１７

調味料 なし
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日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフ　シーズニング　　＃０６
７１３６

調味料 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフシチュー　シーズニング＃
１７８６３３

調味料 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 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 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 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 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 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 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・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 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 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 パンナソース 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 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 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 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 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 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 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）群馬工場 群馬県沼田市清水町３７４８ タンパク加水分解物（肉、骨）使
用ソース

ソース なし

日本デルモンテ（株）群馬工場 群馬県沼田市清水町３７４８ エキス（肉、骨）使用ソース ソース なし
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日本デルモンテ（株）群馬工場 群馬県沼田市清水町３７４８ タンパク加水分解物、エキス使用
（骨）ソース

ソース なし

日本デルモンテ（株）群馬工場 群馬県沼田市清水町３７４８ タンパク加水分解物（骨）使用
ソース

ソース なし

日本デルモンテ（株）群馬工場 群馬県沼田市清水町３７４８ タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨）ソース

ソース なし

日本丸天醤油㈱ 龍野市揖保川町 おでんつゆ なし

日本丸天醤油㈱ 龍野市揖保川町 すき焼きのたれ なし

日本丸天醤油㈱ 龍野市揖保川町 なべつゆ なし

日本丸天醤油㈱ 龍野市揖保川町 ポン酢 なし

日本丸天醤油㈱ 龍野市揖保川町 めんつゆ なし

日本味噌株式会社 横浜市神奈川区三枚町３６４ みそラーメンの素 調味料類 なし

日本味噌株式会社 横浜市神奈川区三枚町３６４ みそラーメンの素 調味料類 なし

日本味噌株式会社 横浜市神奈川区三枚町３６４ ホルモン味噌タレ 調味料類 なし

ﾈｽﾚｼﾞｬﾊﾟﾝ 飾磨郡香寺町 ブイヨンベース１０種 調味料（ﾌﾞｲﾖﾝ
ﾍﾞｰｽ）

なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ 和風だれ 調味料 なし

農業生産法人　㈲アレフ牧場 伊達市乾町２０１－４６ カレーソース 調味料 なし

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486 味処味付け玉子首都圏味付用汁の
素濃口18Ｌ缶

調味料 無

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486 新カップ大根実演ＫＢ濃縮だし18
Ｌ缶

調味料 無

農事組合法人みどり園芸組合 真壁郡大和村高久486 味処なべぞこ大根首都圏味付用汁
の素濃口18Ｌ缶

調味料 無

能勢醸造合資会社 鹿角市十和田毛馬内字下小路１ めんつゆ めんつゆ 無

野村醤油（株） 福井県大野市日吉町１０－3 そばつゆ360ml めんつゆ なし

野村醤油（株） 福井県大野市日吉町１０－4 そばつゆ40ml めんつゆ なし

野村醤油（株） 福井県大野市日吉町１０－１ めんつゆ360ml めんつゆ なし

ハイフーズアマタケ株式会社滝の
里工場

陸前高田市竹駒町字滝の里 国産合鴨鍋セット つゆ 無

ハイフーズアマタケ株式会社滝の
里工場

陸前高田市竹駒町字滝の里 国産合鴨鍋セットつくね入り つゆ 無

ハイフーズアマタケ㈱神坂工場 大船渡市末崎町神坂17-1 ｷﾞﾌﾄＪ-18きりたんぽ鍋 つゆ 無

ハイフーズアマタケ㈱神坂工場 大船渡市末崎町神坂17-1 ｷﾞﾌﾄＮ-9岩手がも鴨鍋 つゆ 無
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ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 ﾛｰｽﾄレッ久のたれ たれ 無

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 体にやさしい鍋つゆ つゆ 無

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 日生協 ガーリックライスの素 調味料 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ COOP チキンライスの素 調味料 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ COOP ドライカレーの素 調味料 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１デミグラスソース特用Ｗ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１デミグラスソースＷ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１デミグラスソース特製Ｗ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ナポリタンソースＷ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１スパゲティミートソースＷ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１トマトソースＷ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ホワイトソースＷ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ あらびきミートソース１号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２デミグラスソースR.T.S. W ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２デミグラスソース W ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ デミグラスソース ｷｰｺｰﾋｰ２号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２トマトソースW ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２スパゲティミートソースW ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ナポリタンソースW ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽ ｷｰｺｰﾋｰ ２号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ホワイトソースW ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ あらびきミートソース２号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ビーフグレービーW ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２フォン・ド・ボーW ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3Kgﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽﾚｷﾞｭﾗｰ ソース類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3Kgｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁﾐｰﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ベシャメルＲ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ベシャメルＵＣ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ デミグラスソースどん１号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７デミグラスソースＷ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７デミグラスソース特選Ｗ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ホワイトソース特選Ｗ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７グラタンソースＷ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ﾁｰｽﾞの入ったｸﾞﾗﾀﾝｿｰｽＷ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ニチリウ ミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ニチリウ ミートソース マッ
シュルーム入り

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾋﾞｰﾌたっぷりﾐｰﾄｿｰｽ ７号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾋﾞｰﾌたっぷりﾐｰﾄｿｰｽ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ入
り ７号缶

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾃｯﾄﾞ ﾌﾞｲﾖﾝ 無塩 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾃｯﾄﾞ ﾌﾞｲﾖﾝ 無塩 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ かけて本格デミグラスソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ちょっとだけデミグラスソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ちょっとだけホワイトソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７コープこうべ ホワイトソー
ス

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ コープこうべ デミグラスソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７CGCミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ミートソースVマーク八社会 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ならコープ ミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７いずみ市民生協 ﾐｰﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７コープとうきょうﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｿｰ
ｽ

ソース類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７コープとうきょうﾐｰﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７コープネットﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７コープネットミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７生活良好 ミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７BEST TASTE ﾋﾞｰﾌたっぷり
ﾐｰﾄｿｰｽ

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７くらしモア ミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７くらしモア ミートソース
マッシュルーム入り

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７西友ミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７西友ミートソース マッシュ
ルーム入り

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７日生協 ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ﾉﾝｸﾞﾙ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ｼｪﾌｿｼｴ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７フュメ・ド・ポアソン ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ マル得ミートソース１ｋｇ W ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ｼｪﾌｸﾞﾗﾝﾃﾞ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 学校給食用 １号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１カレーソース ヨーロッパ風 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 照り焼きソース てりやき ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ステーキソース カルビ焼き ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ３ｋｇ ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁ ﾏﾙ得ｶﾚｰｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ステーキソース ごまみそ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ステーキソース シャリアピン ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ステーキソース しょうが焼き ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ステーキソース 和風おろし ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷凍フォンドヴォー（ﾌｫﾝﾄﾞ
ｳﾞｫｰ）

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3kg ホワイトソース W ソース類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１サルサポモドーロ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１あらびきﾐｰﾄｿｰｽｺﾞｰﾙﾄﾞ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ダイナックミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１東亜商事ミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２あらびきﾐｰﾄｿｰｽｺﾞｰﾙﾄﾞ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 東急 デミグラスソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ｱｰﾄｺｰﾋｰﾐｰﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 東急 カレーソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ３ｋｇ バーベキューソース U ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽ ｷｰｺｰﾋｰ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ｷｰｺｰﾋｰ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3kg サルサポモドーロM ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ホークスベイミートソース３ｋｇ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷凍１ｋｇ ﾊｲｼｪﾌﾎﾜｲﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１メヒコ商事 ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１東急ミートソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１手作りﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(ﾌﾞﾗｰﾑｽ) ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ﾛｲﾔﾙｼｪﾌ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ ﾛｲﾔﾙｼｪﾌ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ ﾛｲﾔﾙｼｪﾌ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ﾛｲﾔﾙｼｪﾌ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3kg 三万石ｻﾙｻﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｸﾞﾙﾒﾗﾍﾞﾙ ｶﾚｰｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽｼｪﾌｿｼｴ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ちょっとだけｶﾚｰｿｰｽ ソース類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ デミグラスソース 120g ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ホワイトソース 120g ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3kg デミグラスソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ RP3kg デミグラスソース特選 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ ホワイトソースW ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ グラス・ド・ビアン ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 9kg デミグラスソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ ｳｨﾝｻﾞｰ亭 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ デミグラスソース特選Ｊ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg デミグラスソース ノングル ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ ｼｪﾌｸﾞﾗﾝﾃﾞ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ｼｪﾌｸﾞﾗﾝﾃﾞ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ｼﾞｮﾘｰｼｮｯﾌﾟ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷凍1kgﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ ﾎﾜｲﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 500g バジルソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 120g ｸｵｰｷﾎﾞｰﾉ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾐｰﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｵｰﾃﾞｨﾝﾌｰｽﾞ ﾋﾟｻﾞｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁ ｶﾚｰｿｰｽEXﾌﾞﾚﾝﾄﾞ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ カレーソース インド風 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 9kg 大阪食品カレーソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 9kg ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｰﾂﾞ特製ｶﾚｰﾍﾞｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｽｰﾊﾟｰﾊﾟｳﾁ ｶﾚｰｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kgｱﾄﾚｯｸｽﾍﾟｼｬﾙｶﾚｰｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kgｶﾚｰｿｰｽﾉﾝｸﾞﾙ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ カレーソース こく仕込み ソース類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg 大洋産業特選ｶﾚｰｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾌﾟﾘﾏﾍﾞｰﾗ ｻﾙｻﾎﾟﾄﾞﾓｰﾛ１号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ サルサポモドーロ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ 和風ソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｵｰﾃﾞｨﾝﾌｰｽﾞ ﾓﾙﾈｰｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ｱｯﾌﾟﾙﾂﾘｰ ﾊﾔｼｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ ｱｯﾌﾟﾙﾂﾘｰ ﾄﾏﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ トマトソースA ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg トマトソースノングル ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg ソースアメリケーヌ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｵｰﾃﾞｨﾝﾌｰｽﾞ ﾁﾘﾄﾏﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg ハヤシライスソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 150g ジェノバペースト 冷凍 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kgﾚｲﾝﾌｫﾚｽﾄｶﾌｪ ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ いずみ市民生協ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｽﾀｿｰｽ ﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｽﾀｿｰｽなすとｵﾘｰﾌﾞのﾄﾏﾄ
ｿｰｽ

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｽﾀｿｰｽ ｱﾗﾋﾞｱｰﾀ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｽﾀｿｰｽ 伊勢えびのｸﾘｰﾑ
ｿｰｽ

ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ なすたっぷりﾄﾏﾄｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾌｫﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｫｰ ｼｪﾌｿｼｴ 7号缶 ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ ハッシュドビーフソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ﾏﾙ得ﾐｰﾄｿｰｽ 3kg W ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 20g バーベキューソース Ｕ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ グルメラベル カレーソース ソース類 なし
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ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg ホワイトソース レギュラー ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃７ アメリカンソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃２ アメリカンソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ＃１ アメリカンソース ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｽﾀｿｰｽ ﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ ソース類 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 3kg トマトソースＭ ソース類 なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

１０ｋｇ炒飯の素EE 調味料 なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

９０ｇスパゲッティシーズニング
バジリコ

調味料 なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

１４５ｇスパシーズニングペペロ
ンチーノ

調味料 なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

４２ｇ炒飯の素Ｎ 調味料 なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

５６ｇ炒飯の素Ｎ  UＧ 調味料 なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

５６ｇ炒飯の素Ｎ  UＧチャーハン
の素  １袋増量

調味料 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kgベシャメルソース　フレーク ソースルウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １0kgホワイトルー　TDL ソースルウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 ふらんす厨房　ビーフシチューNP ソースルウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 ふらんす厨房　ブイヤベースNP ソースルウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 135gハッシュドビーフ ソースルウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 96g本中華 醤 N 調味料 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 60g炒めたまねぎ 調味料 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 60gビーフブイヨン 調味料 なし

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 料理人 調味料(つゆ) 無

羽島顆粒工業（株） 羽島市桑原町東方650 調味料顆粒Ｂ-CＡ 加工食品 なし

羽島顆粒工業（株） 羽島市桑原町東方648 調味料顆粒S-CK 加工食品 なし

羽島顆粒工業（株） 羽島市桑原町東方649 調味料顆粒Ｚ-K 加工食品 なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレーソース ソース なし
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ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 あさりと完熟ﾄﾏﾄのﾎﾞﾝｺﾞﾚｿ-ｽ ソース なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 真赤な完熟ﾄﾏﾄのﾐ-ﾄｿ-ｽ ソース なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 鶏肉ときのこのﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑｿｰｽ ソース なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 鮭ときのこのﾄﾏﾄｸﾘｰﾑｿｰｽ ソース なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ボンゴレのﾄﾏﾄｿｰｽ ソース なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カルボナーラ ソース なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カニと舞茸のｸﾘｰﾑｿｰｽ ソース なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 かぼちゃのﾊﾟｽﾀｿｰｽ ソース なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ローストビーフベース 調味料 なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 調味料RC 調味料 なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ キムチの素 調味料 なし

早川食品㈱ 佐野市田島町１６８－１ 焼きそばビーフソース ソース類 なし

ばら食品㈱ 長田区庄田町２－５－１９ トンカツソース（甘口，辛口） ソース類 なし

ばら食品㈱ 長田区庄田町２－５－１９ 中濃ソース ソース類 なし

ばら食品㈱ 長田区庄田町２－５－１９ どべソース ソース類 なし

ハリマ食品株式会社 尼崎市食満２―１２―１５ 味プロソース ソース類 なし

バレンシア（有） 東京都東村山市恩多町1-40-4 タキートス ソース類 なし

バレンシア（有） 東京都東村山市恩多町1-40-4 タキートス ソース類 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 浜焼き用調味液「ケンチャン」 たれ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ プロエキス　ＫＷＡ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ プロエキス　ＷＡ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ ビーフブイヨン「Ｔ」 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ プロエキス　ＨＡＰ－Ｏ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ テイフル　ＨＷ－１０ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ テイフル　ＨＷ－７ 調味料 なし
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播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ テイフル　Ｓ－ＨＯ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ テイフル　ＨＡ－１ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ テイフル　ＮＡ－５ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ ＨＡＰ（Ａ） 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ ＨＡＰ（Ｉ） 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ プロエキス　Ｅ－１２ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ プロエキス　Ｅ－１２Ｐ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ ニッタージュ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ ＨＡＰ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ ＨＡＰ－Ｍ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 調味液　ＩＴ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号７２００ポン酢ベース 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号７２１３味付細もずく調
味液

調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号７２１４味付土佐酢もず
く調味液

調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号７５００温泉玉子のたれ 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４３粉末おでんの素 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４９粉末おでんの素 調味料 なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 浅漬調味液 調味料 なし

阪神フーズ㈱ 東灘区深江浜町１４２ デミグラスソース ソース類 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

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ カニスープ 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ かに味噌汁 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 中華のタレＷ（醤油ベース） 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 中華のタレＷ（麻婆豆腐） 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ピザソース（ガーリックタイプ） 調味液 なし
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東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ネギソース 調味液 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ チキンカレー（シャンテ） 調味液 なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 エキス なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 すき焼きのたれ なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 ステーキソース なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 調味料 なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 つゆ類 なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 てりやきたれ なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 丼のたれ なし

ヒガシマル食品㈱ 龍野市龍野町 納豆たれ なし

光食品（株） 板野郡上板町高瀬字宮ノ本127番3号 ウスターソース（本格ソース・
オーロラソース）、トンカツソー

調味料類（ソー
ス）

無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ フォンドボーエキス５００ 調味料 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ボンゴレトマトソース パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ボンゴレクリームソース パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ 鴨川シーワールド専用　ハヤシ
ソース

ソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ヒューマックス　ボロネーズ用
ソース

ソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ 和風きのこソース パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ボンゴレホワイトクリーム パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ パスタソース（ミート入り） パスタソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ マッシュルームソース ソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ カレーソース ソース 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ＣＯＱＤ’ＯＲ　デミグラスソー
ス

ソース 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ めんつゆ２３０５５ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３１４ 調味料 無
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ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３６０ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３６３ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３６４ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３０５ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３１２ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３１７ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３４８ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３７１ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ 昆布しょうゆ２３６２６ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ポン酢しょうゆ２３６２９ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ うどんつゆ２３０２０ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ うどんつゆ２３０４３ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ めんつゆ２３０３１ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ めんつゆ２３０４０ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ２３３１３ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ かえし２３０５３ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ うどんつゆ２３０５２ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ うどんつゆ２３１５６ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ めんつゆ２３２０２ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ めんつゆ２３２１２ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ そばつゆ２３２１５ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ めんつゆ２３２３６ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ めんつゆ２３２３７ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ うどんつゆ２３２５６ 調味料 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンのもと２３３２２ 調味料 無
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ひげた食品㈱ 土浦市田中２－９－８ 黒大豆納豆のたれ 調味料 無

ひげた食品㈱ 土浦市田中２－９－８ 納豆のたれ 調味料 無

菱三フーズ㈱ 東灘区深江浜町３８ ハンバーグ用ソース ソース類 なし

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ アメリカンチリソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ イタリアントマトソース 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ガーリクバーグソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ガーリックバーグソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ カルボナーラＲ 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ きのこクリーム 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ グルメデミソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ グレービーソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ クレオールソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ コンソメピラフ 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ サルサトマトソース 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ しゃぶ用ごまだれ 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ジャンバラヤベース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ 醤醤ソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ デミソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ デリカイタリアントマトソース 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ デリカきのこクリームソース 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ トマトペペロンソース 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ドライカレーベース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ナポリタンソース 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ホーレン草クリーム 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ボロネーズソース 調味料(パスタ
ソース)

無
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ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ ボンゴレビアンコ 調味料(パスタ
ソース)

無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ マデラソース 調味料 無

ビッグシェフ株式会社　板橋工場 東京都板橋区若木１－１８－２ 和風ドレッシング(小田急） 調味料
(分離液状ドレッ

無

ヒナタフーズ（株） 夕張郡由仁町古川７3-1 おかめ納豆添付たれ「北海道た
れ」

たれ なし

ひので肝要の里 日の出町大久野４０８９ ソース 調味料 なし

広瀬醤油株式会社 高松市一宮町1819-3 だし醤油 調味料 無

広瀬醤油株式会社 高松市一宮町1819-3 ぽん酢醤油 調味料 無

ファインフーズ㈱ 大阪府堺市鳳北町９－６ トマトペースト他 ソース類 無

ファインフーズ㈱ 大阪府堺市鳳北町９－６ ＸＯ醤パウダー 調味料 無

フードサービス(有) 名古屋市中川区玉船町２－１ ミートソース ソース なし

フェニックスリゾート㈱ 宮崎市大字塩路３０８３ フォンド・ヴォー 調味料類（ソー
ス）

無

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 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 蕎麦つゆ 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 柳津つゆ 加工用原料 なし

福武　弥太郎 伊予市灘町171 うまみエキス 調味料 無

福徳長酒類（株） 久留米市荒木町荒木
１２００－１

バイオコンクヌカズケ 発酵調味料 なし

福徳長酒類（株） 久留米市荒木町荒木
１２００－１

バイオコンクペースト 発酵調味料 なし

福徳長酒類（株） 久留米市荒木町荒木
１２００－１

バイオコンクペースト－８ 発酵調味料 なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ DEMIソース 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 洋風ハンバーグソースデミグラタ
イプ

調味料等 なし なし
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福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ TOMATOソース 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ テリヤキソース 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ トマトハンバーグソース 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 和風ハンバーグソース大根おろし
入

調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 特製とんかつソース 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ おでんセット用特製スープ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 鍋セット用寄せ鍋スープ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 鴨すき鍋スープ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ めんつゆ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 天つゆ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ そばの割下 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 寄せ鍋のつゆ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 炊き込みごはんの素 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 餃子の焼き水 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ えび餃子のたれ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 温泉たまごのたれ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 玉子豆腐のたれ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 餃子のたれ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ ソースかつ丼のたれ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ すき焼の割下 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ ナムルのたれ 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 青しそﾄﾞレッシング 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ パリパリﾄﾞレッシング 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ イタリアンドレッシング 調味料等 なし なし

福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ カルパッチョドレッシング 調味料等 なし なし
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福南食品工業株式会社 東京都 飾区西新小岩４－１６－１３ 醤油マヨネーズドレッシング 調味料等 なし なし

福来醤油㈱ 川崎市中原区井田1-16-20 フクライ中華そばスープの素 調味料 なし

福来醤油㈱ 川崎市中原区井田1-16-20 サッポロ中華スープの素 調味料 なし

福来醤油㈱ 川崎市中原区井田1-16-20 中華スープの素 調味料 なし

福来醤油㈱ 川崎市中原区井田1-16-20 冷し中華スープの素 調味料 なし

福来醤油㈱ 川崎市中原区井田1-16-20 照焼のたれ 調味料 なし

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 シーズニングオイルC-2(0408476) 香味油 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 シーズニングオイルPC-
2(0408478)

香味油 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Ｇ８７２７２(0408874) 調味油 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 L-ラーメンオイル(0306350) 調味油 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 (s)白湯ラーメンスープの素2kg×
６パウチ(0306685)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 991479(中国）(0408100) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 A-50フンドーキン醤油冷麺
(0511607)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Aji-Q冷し中華タレ(0306236) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 A麺茶家醤油スープ(0510289) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 BEEF　EXTRACT　ＤＦ(0408216) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　BW-600（0408142） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FC-101（0408007） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FC-102（0408008） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FD-13（0408072） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FD-13A（0408050） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FD-13RB12kg
（0408029）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FD-15RB（0408180） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FD-16RB（0408196） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FD-3046（0408002） 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FD-3046（0408003） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FD-84（0408123） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-11（0408017） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-11（0408191） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-11N（0408246） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 BEEFEX　FW-11輸出用
（0408247）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-13（0408018） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW300-40A（0408091） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-3885（0408079） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-3B（0408015） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-4L（0408009）20Kロ
イヤルカン

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-4L（0408011）8Kロ
イヤルカン

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-5252（408087） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-5760（0408157） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-60（0408168） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-84（0408137） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-8BG（0408089） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-8BG-C（0408105） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Beefex　FW-9（0408014） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＣＡ－００１(保税）(0408115) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＣＡ－００２(保税）(0408178) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＣＡ－００3(保税）(0408077) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 COOP中華調味料味華(0204814) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Copmpound　Seasoning　SA-
07(0408229)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 C海醤450g(0306262) 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 DC背脂とんこつ醤油(0306135) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 FA尾道ラーメンスープ(0306875) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＦＡごま味噌タンメンスープ
(0306423)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 FA醤油ラーメンスタパン
(0306429)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 FA冷かけラーメンスープ新
1.8L(0306427)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 FD-13RB-NGM(0408175） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 FW-11(保税）(0408192) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 FW-11NA(0408177) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 FW-300-40A輸出用（0408078） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＨＣ－０１０(保税）(0408789) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 HW-3C輸出用タイプ２(0408059) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 Iタイプ富士正油ラーメン3連
(0510130)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 KYコムタンスープ(0306557) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 LF　ＮＥＷ博多ラーメンスープ
(0306139)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 LF(改）正油(白河タイプ）
(0306145)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 L-ラーメンオイル2(0306213) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 No.100ストレート冷し中華
(0510153)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 No.50涼味冷し中華スープ3連50g
×3　100入り(0510157)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 No.50涼味冷し中華スープ50g300
入り(0510156)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 OK　USHINABEのたれ(0306381) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 PORK　EX，FP-10（0408515） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 RHラーメン醤油(0306217) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－０３(0408119) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－０６(0408816) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－０８(0408791) 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－０９（0408125） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－１１(保税）(0408272) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－１４(保税）(0408273) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－１６（0408200） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－１８(保税）(0408270) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＡ－１９（0408231） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 SA-20（0408232） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 SF-FD-17R-B-P(0408207) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ＳＵ－００１(0408104) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 TENNEXオイスターOH(0408836) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 XO調味料(0408891) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 YGCユッケジャンスープ(0306100) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 アオキユッケジャンスープ(1L）
(0306576)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麻婆豆腐の素B036(0702068) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 あさり飯調味液Ｂ37(0702069) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 味千正油ラーメンスープ
（0306740）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 あっさり荻窪スープ2×
125(0510482)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 あっさり荻窪スープ250入り
(0510481)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 あっさり荻窪ミニタイプ(0510239) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 一如社新めんつゆ(0306555) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 市原SAミソラーメンスープの素
(0306136)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 一品香印冷し中華スープ
（0306150）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 一品香特製醤油ラーメンスープ
（0306149）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 井上製麺めんつゆ（1L） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 井上製麺めんつゆ（500ml） 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 うどんソース(0408057) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 海醤(0306646) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 海醤サンプル(0399057) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料CB-P2（0407204） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料TA-1（0407033） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料中華エキスMF-
7(0407226)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBC-40
（0407121）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBN106
（0407086）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBO-93
（0407005）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBR-04L
（0407038）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBR-08L
（0407044）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBR-3
（0407040）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBR-6
（0407043）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBR-6K
（0407054）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBR-
6NGM(0407095)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフBY-1
（0407039）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフ
No.10(0407228)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフNO-1
（0407032）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフY（0407030） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ビーフエキス
GK(0407227)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エキス調味料ポークC-
911023(0408731)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 液体がらあじ（450g缶）
（0306003）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 液体そばつゆ2連 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 液体そばつゆ3連 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 越前そばつゆ(0511099) 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 えびめしの素炊込用
B039(0702071)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 エンゼルフード醤油ラーメン
(0306499)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 オイスターエキスNO.3000
（0408823）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 オイスターエキス
No.3100(0408707)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 オイスターエキスOH輸出用
(0408911)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 黄金そば正油A4連(0510564) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 奥州郡山とんこつラーメンスープ
(0306705)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 大入屋焼肉のたれ特選ごま入り 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 オーバンスペシャル正油スープ
（0306129）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 大森印つゆの素（1.8L）
（0306379）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 大森印つゆの素（1L）
（0306378）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 荻窪ラーメンスープAタイプ
(0510489)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 尾道ラーメンスープ(オイ
ル)(0306195)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 尾道ラーメンスープ液部(0306883) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ガーリックライスの素F-
021(0761026)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 柿安老吉祥ラーメンスープ正油
(0306659)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 鹿児島経済連チャンポンスープ
(0306475)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 風祭味噌ラーメンスープ
（0306735）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 株式会社中野製麺印醤油ラーメン
(0306802)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 がらスープ（Ｔ）(0306039) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 カルトール(0408700) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 河京喜多方醤油ラーメンボトル
(0511715)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 河京新生油ボトル1.8L×6ボトル
(0510248)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 関東企画醤油ラーメンスープ 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 関東酵素印博多ラーメンスープ
850ｇ×12カン（0306767)

調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 喜多方麺茶家正油スープ
20K(0511651)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 キムチ炒飯調味液S-009(0705011) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 九州白湯（0306546） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 九州白湯ラーメンスープ(036497) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 牛丼のたれB-005(702051) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 牛丼のたれB052(0702085) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 京都生協用かけそばつゆ(0510318) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 京都生協用ザルそばつゆ(0510319) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 金箔入りそばつゆ(0510262) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 金箔入りそばつゆ薄口タイプ
(0510259)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 くまごろうがらラーメン(0306281) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 グラスビアン（0306030） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 グラスビアン（0499190） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 グラスビアンGNA-04(0408091) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 グリルドチキンミートソースエキ
ス(0408225)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 鐡匠　白湯スープ(0306464) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 鐡匠正油ラーメンスープ(0306471) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 コープこうべオイスター
140g(0204801)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 コープこうべオイスター
140g(0204802)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 コープ生ラーメン醤油(5
連)(0510036)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 コープ生ラーメン正油スープ
(0511035)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 コープまろやかオイスター
140(0200002)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 コープまろやかオイスター
250(0200003)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 寿ラーメン醤油たれ（0306259) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 寿ラーメンとんこつ3K×４
(0306260)

調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 小山製麺印　めんつゆ
（0306131）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 コンソメブイヨンD-5240
（0408897）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 さくら牛元スープ(0306712) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 皿うどんのたれB042(0702075) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 燦宝夢醤油ラーメンスタパン3K×
4パウチ(0307049)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 燦宝夢正油ラーメンサンプル500G
×20パウチ(0307058)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 さんまちラーメンスープの素
(0306860)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 さんわ高山ラーメンスープ
(0510155)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 シーソース(0306055) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 シーフードエキスHW-3C(0408475) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 自然芋そばそばつゆ20K 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 自然芋そばつゆ（1L） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 自然芋そばつゆ黄ラベル
（500ml）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 自然芋めんつゆ(0510852) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 自然芋めんつゆ200ml(0599212) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 四川風ごま味（0306650） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 四川風ごま味ラーメンスープ
(0306496)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 四川風ごま味ラーメンスープ
（0306651）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 修坊醤油ラーメンスープ(0306258) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 熟成風味ミートエキスFW-
19(0408269)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 醤油ラーメンスープの素(0306012) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 醤油ラーメンスープの素(0306013) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 醤油ラーメンスープの素輸出用
(0408136)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 白湯18㎏TL(0509040) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 新FA正油ラーメンスープ
(0306433)

調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 新FA味噌ラーメンスープ
(0306211)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 新あいあい和風正油ラーメンスー
プ(0306011)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 信越明星Tタイプ醤油スープ
(0510241)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 信越明星正油ラーメンスープ3連
(0510875)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 新川屋印　つゆ源 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 新伯養軒醤油ラーメンスープ
(0306322)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 新橋亭印　醤油ラーメン
（0306201）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ステーキソース和風おろし
（0306793)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ステーキのどん　ぽん酢(0306566) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 正油ラーメンスープスタパン
(0306609)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 高田製麺とんこつスープ3連
(0510940)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 筍御飯調味液B028(0702059) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 タンポポ亭正油スープ(0510127) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 チキンエキスＣ-500(0408821) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 チキンエキスRC-5(0408006) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 チキンエキス調味料C-
6107(0408163)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 チキンエキス調味料PKC(0408131) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 チキンエキス調味料PKC(0408185) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 チキンブイヨンN002(0701248) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 チキンミートエキス
C501NA(0408833)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 千登勢醤油ラーメンスープ
(0306255)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 中華ピラフの素B032(0702063) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 チョウショクユッケジャンスープ
(0306829)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 調味液KD-1(0408182) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 つゆの素（0306025） 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 つゆの素（0306026） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 つゆ祭り九州1.8L(0306079) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 つゆ祭り九州9L(0306076) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 鉄人こってり味噌ラーメンスープ
(0306977)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 鉄人とりがら正油ラーメン
(0306751)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 鉄人とんこつ正油ラーメン
(0306754)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 鉄人博多とんこつラーメン
(0306753)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 デミグラス調味料(0408054) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 照焼ソーセージのたれ
B031(0702062)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 唐辛子炒めソースB043(0702076) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 特製めんつゆ(0306267) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 特選醤油ラーメンスープ(0306692) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 徳山韓国冷麺牛肉ダシスープ
(0510246)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富多屋　つゆの素 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富多屋つゆの素(20kg）(0306622) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 とりがら醤油（油抜きタイプ）
（0306261)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 どんぐり村バーベキューのたれ
(0306808)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 とんこつ正油味ラーメンスープ
(0306660)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 とんこつベース(0509047) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 丼たれ 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 長岡No.1-NGM(0408171) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 なにわラーメン(醤油味）
(0306498)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 日京クリエイト新醤油ラーメン
スープ(0306981)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 日京クリエイトめんつゆ（つけ
用）（0306223）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ニュートーキョー味付y醤油
(0306572)

調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 濃厚正油ラーメンスープ(0510945) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 野本商事尾道ラーメンスープ
(0306836)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 パイタンベース（0306335） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 博多長浜生ラーメンスープ
(0510637)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 伯養軒担々麺スープ(0306323) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 バターライスの素B045(0702078) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 八宝菜のたれ（醤油）
B050(0702083)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフBS-93E(0408044) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフBS-93E(0408045) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフFD-13RB-SP(0408102) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフFD-3046-NGM(0408159) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフFL-27886-NGM(0408167) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフFW-11-NGM(0408143) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフFW-13-NGM(0408145) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフFW-3690BNGM(0408158) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフFW-5252輸出用
（0408172）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフエキスFB(0408268) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフエキスRBSS(0408301) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフエキスＳＭ(0408248) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスBD-600（0408186) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスBW-160
（0408199）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFB-1（0408118） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェっクスFB-1(S)(0408914) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFD-13NGM
（0408170)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFD-13RB
（0408193）

調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFD-13RBC
（0408219）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFＤ-15RB
（0408149）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFD-17RB
（0408132）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFＤ-3046
（0408130）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFＤ-3046K
（0408129）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFU（0408101) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-10
（0408128）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-11NA
（0408190）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-11NAS
（0408189)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-12NA
（0408262)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-40L
（0408126）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-4RN
（0408256）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-600L
（0408124）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-60L
（0408261）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW6Lコンテナ
（0408096）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-7F
（0408097）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-900
（0408154）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-901
（0408108）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフェックスFW-96
（0408151）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ビーフン用調味液A29(0703031) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 日立京商・正油ラーメンスープ
(0306710)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 日立京商めんつゆ（つけ用）
（0306718）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ファミールパイタンスープ豚骨
850ｇ×6カン（0306424）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士海醤(0288408) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士液体そばつゆ（25g） 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士液体タンメンスープアルミ
(0510125)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士印うどんつゆ(0306845) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士印うどんつゆ(20Kg）
(0306846)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士印冷し中華スープ(甘口）
(0306159)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士白味噌ラーメンスープの素
(0306515)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士白味噌ラーメンスープの素
20Kテンギリカン（0306516）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士白味噌ラーメンスタパン3K×
4パウチ（0306519）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士白湯スープペットボトル
(0306041)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士白湯ラーメンスープ850ｇ×
12カン（0306679）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士チャンポンスープの素3.1K×
6カン（0306511）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士チャンポンスープの素850ｇ
×12カン（0306510）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士通リフレ生油ラーメンスープ
(0306191)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士通リフレめんつゆ(かけ用）
(0306192)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士通リフレめんつゆ(つけ用）
(0306193)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士冷かけラーメンスープ
(0306083)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士焼肉のたれ(ゴマ入り）
(0306038）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士ラーメンしょうゆR(0306522) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 太公がらスープ(0306415) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ふるさと印液体冷やし中華スープ
(0306103)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ベーコン風味ミートエキス
(0408083)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 包(パオ)新みそラーメンスープ
(0306183)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 包(パオ)担担麺スープベース
(0306185)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ポークエキスFP-10（0408415） 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ポークエキスFP-81(0408067) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ポークエキスFP-CH(0408039） 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ポークエキス調味料C-6312
（0408068）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ポークエキス調味料FP-9L
（0408010）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ポークチキンエキスM(0408459) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ホタテ貝醤(0408732) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ホンダ開発醤油ラーメンスープ
(0306257)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ホンダ開発とんこつラーメン
(0306750)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 桝田屋液体そばつゆ(0510692) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 丸紀とりがら正油ラーメン
(0510544)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 マルナカ醤油ラーメンの素
(0306328)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 マルナカ中華そばの素(0306242) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 マルナカ豚骨ラーメンの素
(0306329)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 丸紅冷し中華スープ60g(0510527) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 満留美ラーメンスープの素
(0306468)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ミートエキストラクトEタイプ
（0408230）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ミートエキストラクトRM-
16(0408201)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ミートペーストFW-20(0408211) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 無敵屋本舗特製のうこく味
(0306180)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜醤油ラーメンスープ
(0306581)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜醤油ラーメンスープ20Kロ
イヤルカン(0306590)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜白湯ラーメンスープ
(0306580)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜白湯ラーメンスープ
(0306583)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜正油1㎏スタパン(0306091) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜正油ラーメンスタパン
(0306611)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜たんめんスープ(0306202) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜タンメンスープ(0306584) 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜味噌1Kスタパン1K×10パウ
チ(0306090)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜味噌ラーメンスープ20Kテ
ンギリカン(0306591)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜みそラーメンスープ3.3K×
6カン(0306582)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 麺菜譜みそラーメンスタパン3K×
4パウチ(0306612)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 めんつうラーメンのたれ(0306275) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 森永エンゼル醤油ラーメン
(0306980)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 森永エンゼル白湯スープ
（0306420）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 森永エンゼル白湯冷しスープ
(03064514)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 焼豚炒飯調味液S-010(0705012) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 焼豚用和えだれF017(0761022) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 屋台とりがら正油100×5(0510312) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 屋台とりがら正油5連(0510730) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 屋台ラーメンとりがら醤油3連
(0510194)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 屋台ラーメンとりがら正油味
(0510072)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 やまやラーメンスープ2連
(0510231)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 やまやラーメンスープ3連
(0510232)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ヤマヨ特製みそスープ(0510205) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ヤンセン醤油ラーメン(0306850) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 有薫酒倉博多とんこつスープ
(0306337)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 雪村こだわり味噌ラーメン
(0306799)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ユニコン特製めんつゆ(0306661) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 横浜中華拉麺(20kg缶）(0306801) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 横濱ハイハイ棲味噌ラーメンスー
プ(0306286)

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 横浜楼　がらスープの素(0306204) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 冷麺スープ(0306962) 調味料 無
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富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 レストラン森永塩ベース(0306746) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 若大将醤油ラーメン(0306221) 調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 若大将印ワンタッチ味噌スープ
（0306231）

調味料 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 SWオイスターソース(コンテ
ナ)(706520006)

ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 あんかけソースB054(0702087) ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 海醤炒めソースB048(0702081) ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 オイスターソース360(0306032) ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 オイスターソースA（0408819） ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 オイスターソースAコンテナ
（0408095）

ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ステーキソース和風みぞれ
(0306560)

ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 ニチレイ特製ハンバーグソース
(0510560)

ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 日生協オイスターソース
140g(0204803)

ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 日生協オイスターソース
250g(0204804)

ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 日生協パルオイスターソース
250g(0288456)

ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士辛子みそ炒めソース(0306640) ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士シーソース３６０(0306534) ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 富士とんかつソース（0306190） ソース類 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 マーボーソースB047(0702080) ソース類 無

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 富士粉末中華スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 富士中華三点スープ　粉末 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 関西風うどんつゆ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｂｅｅｆｅｘ　№２００４ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 中華調味料　№２００４ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ おすまし 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ がらあじ　Ｋ 調味スープ なし
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富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ エキス調味料　ＧＰ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　№３２４４ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 斎藤食品冷麺スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 東亜　沖縄そばスープ　４連 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 東亜　あっさりスープ　２連 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ サッポロ一番ごま味スープＧＲ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 富士ワンタンスープ（２連） 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ジェントリー　トマトスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　Ｃ－５０３８ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｇスープ　オニオンスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ジェントリー　オニオンスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 田中　生ちゃんぽんスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ホワイトソース 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ エキス調味料　チキンＣＯ－２０ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＨＡＰ ＣＯ－２０ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　Ｃ－２１２輸出用 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　Ｃ－２１２ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　Ｃ－２１２ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ジェントリー　マッシュルーム 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ エキス調味料　ポークＰＯ－９３ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ポークエキス　ＦＰ－３９ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 富士　九州ラーメンスープ　粉末 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 東亜　とんこつスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｔ－ＫＵＲ　Ａ５２７６ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ エキス調味料　ビーフＢ－ＰＢ 調味スープ なし
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富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｂｅｅｆｅｘ　ＦＤ－１１ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｂｅｅｆｅｘ　ＦＤ－２９ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ビーフェックス　ＦＤ－４０ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ビーフェックス洋風調味料 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 馬車道　スープパウダー 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ミートパウダー　ＦＤ－１９４７ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＡ－１５ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ はくばく　ゴマみそスーブ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ポークエキス　Ｃ－５３９３ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ミートパウダー　ＦＤ－５３９５ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ たるたや　みそラーメンスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ グルメ　ビーフブイヨン 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ブイヨン　Ｍ－１ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 武生　うどんつゆ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ポークエキス　ＦＰ－３０Ｈ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　Ｃ－８２０４２ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ホテー　粉末めんつゆ　連続 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ホテー　粉末めんつゆ（単） 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ポテトクリームスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　Ｃ－５９０６ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ポークパウダー　Ｆ－１０００ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 井上製麺ちゃんぽんスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＡ－０４ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｂｅｅｆｅｘ　ＦＤ－３０４６ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ステーキどん　ランチスープ 調味スープ なし
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富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ エキス調味料　ＢＲ－６Ｍ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 三徳　あさり調味料３ｇ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンパウダー　Ｆ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ シーフード　Ａ－９１１５５ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　№２８８１ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　№２８８１－ＯＳ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　№２８８１クラフ
ト

調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ きしめん亭めんつゆネギ入り連続 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ きしめん亭めんつゆネギ入り　単 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンコンソメ　Ｃ－７５０ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 生協ひろしま１５ｇ４連スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 東海コープ味たれ１０ｇ３連 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 国産ひとくちさん用味だし 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 包装　生協１０ｇ×３連スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ はくばく　とんこつスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ エキス調味料　ビーフエキスＰ 調味スープ あり 有（１３３℃以上，２
０分３気圧）

脊髄 牛骨エキ
ス

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ スズキ麺工　味噌味粉末スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ スズキ麺工　正油味粉末スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ シマヤ　ビーフ調味料 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンパウダー　№１５００ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ガラスープＰ　Ｃ－９３１０３７ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 野菜ブイヨン調味料 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス調味料　Ｃ－１９９
５

調味スープ なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス調味料Ｃ－４３Ｓ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＫ・ＧＴランチスープ　わかめ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＫ・ＧＴランチスープ　オニオ
ン

調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＫＡＰ－Ｃ７２５２ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンパウダー　Ｃ７２６５ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＡ－１３（保税） 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＡ－１７（保税） 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ きしめん亭　味みそ（４５０入） 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 日生協玉子とじ用味だし５００ 調味スープ あり 有（１３３℃以上，２
０分３気圧）

脊髄 牛骨エキ
ス

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 素食用調味料チキン 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ビーフブイヨン 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ビーフブイヨンＣ１５１ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｂｅｅｆ　ＳＢ－１５０ＡＪ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンブイヨン№１ 調味スープ あり 有（１３３℃以上，２
０分３気圧）

脊髄 牛骨エキ
ス

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンブイヨン　ＣＮＡ－０２ 調味スープ あり 有（１３３℃以上，２
０分３気圧）

脊髄 牛骨エキ
ス

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ビーフブイヨン　ＢＮＡ－０１ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ナチュラルコラーゲンビーフＧＦ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ サガミ　長崎皿うどんスープ 調味スープ なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ シマヤ　野菜ブイヨン 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 横浜倶楽部　シーフードスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＡ－０５ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ パスタ館　原料　ペペロンチーノ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ オイスターソース　０２ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｇスープ　パンプキンクリーム 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ビーフェックス　ＦＤ－１３３Ｎ
Ａ

調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ がらあじ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ふるさと印がらあじ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ がらあじ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ｃがらあじ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ オーバンファーストがらあじ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 小川長崎ちゃんぽんスープ１３ｇ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ キムチパウダーＫ１６２４ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 東亜 神戸らーめん あんかけスー
プ

調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 新トーコー焼そばソース４連 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 新トーコー焼そばソース 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 新蜂屋ワンタンスープＡ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ オリゴですーぷコンソメ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ オリゴですーぷ中華わかめ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ユーコープひとくちこうやスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ハイフレックス　ミート 調味スープ あり 有（１３３℃以上，２
０分３気圧）

脊髄 牛骨エキ
ス

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　№３２４４ＮＧＭ 調味スープ なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキスＣ－８１７３ＮＧＭ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキスＣ－５４４０ＮＧＭ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ポークエキス　ＦＰ－３０ＮＧＭ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 東亜オイスター皿うどんスープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 樽政スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＫＧＴランチスープカレー 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＫ－００３ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 高湯粉Ａ－８０５１ＰＰＭ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ Ａ８０５１ＮＰＭ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＫ－００１ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＡ－１２ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 修坊白湯用調味料 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンブイヨンＮＯ．１－ＮＧＭ 調味スープ あり 有（１３３℃以上，２
０分３気圧）

脊髄 牛骨エキ
ス

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ビーフブイヨン－ＮＧＭ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 日生協６個ポリ１０ｇ３連スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 日生協ひとくち１０ｇ連続スープ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ランチスープ中華風 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ランチスープ和風 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ チキンエキス　Ｃ－６３９ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 彌満仁　だしの素４ｇ×２連 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ 彌満仁　だしの素１０ｇ×２連 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＫＧＴランチスープワカメ 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＫＧＴランチスープカレー 調味スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ みすず料亭のこうや味だし５連 調味スープ なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

富士食品工業㈱ 横浜市港北区大豆戸町９４ ＳＫ－００５ 調味スープ なし

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 そばつゆ 調味料 無       

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 うどんだし　他１品目 調味料 無       

フジフーズ株式会社　船橋工場 船橋市高瀬町２４番地３ 別売ドレッシング 調味料 無

藤原和彦 泉佐野市日根野３３００ 焼肉のタレ　　２品目 ソース 無

布田愛子 岩沼市小川字昭和177 ソース類 ソース類 なし 該当なし

プリマハム（株）秋田工場 本荘市石脇字赤冗１ 野菜コンソメスープ スープ 無

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ＦＭメンチカツソース ソース なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ＭＭカツソース ソース なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ＮＲハンバーグソース ソース なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ＳＪＥフライソース０１０１ ソース なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ お肉のソースハンバーグソース ソース類 なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ カレーのソース１３０ｇ ソース類 なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ 神戸そばめしソースチューブ３１
０ｇ

ソース類 なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ごまったぷりとんかつソース３０
０ｇ

ソース類 なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ごまったぷりとんかつソース４０
０ｇ

ソース類 なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ジョナサンＨＢとんかつソース ソース なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ たっぷり煮込んだデミグラスソー
ス３００ｇ

ソース類 なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ミートピアサイボクソテーキソー
ス（シャリアピン）

ソース なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ミートピアサイボクハンバーグ
ソース

ソース なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ 洋風とんかつソースＹー１ ソース なし

ブルドックソース㈱鳩ヶ谷工場 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ミートピアサイボク焼き肉のたれ
（韓国風・味噌風味）

焼き肉のたれ なし

ブンセン（株） 揖保郡新宮町 ドレッシング なし

ブンセン（株） 揖保郡新宮町 調味料 なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰノンオイル和風ドレッシ
ング３００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ノンオイル和風ドレッシング１９
０ｍｌ、３００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 サニーノンオイル和風ドレッシン
グ１９０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛ノンオイル和風ドレッシング
１ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 プレミアムノンオイル和風ドレッ
シング３００ml

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 赤マルソウノンオイル和風ドレッ
シング１ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 おろしゆずぽん酢１９０ＭＬ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ジョイフル和風ドレッシング１ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ビブレ和風ドレッシング３００Ｍ
Ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰ野菜たっぷりドレッシン
グ２０ｇ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰ野菜たっぷりドレッシン
グ１５ｇ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ポーション醤油ドレッシング２０
ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 無印良品醤油ドレッシング１９５
ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰ野菜たっぷりドレッシン
グ１９５ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ソング韓国風ドレッシング１９０
ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 コリヤン風ドレッシング１９０ｍ
ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 和風ドレッシング１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 味千ドレッシング１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ドレッシング醤油１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本醤油ドレッシング１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 赤マルソウ和風ドレッシング１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｙジャポネドレッシング１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 和風ドレッシング１８Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 マルトモ醤油ドレッシング３０ｇ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 和風ドレッシング３０ｇ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 都井岬しょうゆドレッシング３０
０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 和風ドレッシング５００ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰ野菜たっぷりドレッシン
グ５００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 しょうゆドレッシング１９０ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 サニー無添加醤油ドレッシング１
９０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 福若水産しょうゆドレッシング１
９０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 キティードレッシングしょうゆ味
１９０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＭＣ野菜たっぷりドレッシング
３００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 和風ドレッシング３００ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰ野菜たっぷりドレッシン
グ３００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 しょうゆドレッシング３００ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 赤マルソウ和風ドレッシング３０
０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＤＭＳ醤油ドレッシング３００ｍ
ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 久住高原ドレッシングしょうゆ３
００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ひろせ醤油ドレッシング３００ｍ
ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本醤油ドレッシング３００ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 高千穂ゴマドレッシング３２０ｇ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 高千穂ゴマドレッシング１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 高千穂しょうゆドレッシング３２
０ｇ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛和風ドレッシング１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＡＳＡドレッシング１Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 味千サラダ麺ドレッシング４Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 プレミアムしょうゆドレッシング
３００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ごちそう青じそドレッシング３０
０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 推奨品和風青じそドレッシング 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰ和風ドレッシング（冷
蔵）３００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

326 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰ山口和風ドレッシング３
００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 あっさり味和風ドレッシング３０
０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 かぼすドレッシング３００ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＤＭＳ香母酢ドレッシング３００
ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＪＡみどりかぼすドレッシング３
００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 無印良品かぼすドレッシング 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 高千穂しそドレッシング３４０ｇ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛ごま入りしょうゆドレッシン
グ１Ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ごま入りしょうゆドレッシング３
０ｇ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 宮崎ＣＯＯＰゆずのかほりドレッ
シング１９０ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 うめじそドレッシング３００ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 うめじそドレッシング１９０ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本梅しそドレッシング３００ｍ
ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 赤マルソウ梅しそドレッシング３
００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 赤マルソウ梅しそドレッシング１
Ｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＤＭＳ梅紫蘇ドレッシング３００
ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 うめドレッシング１８Ｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 無印良品梅しそドレッシング１９
５ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 プレミアム梅しそドレッシング３
００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 アメニティノンオイル和風ドレッ
シング５００ｍｌ

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 料亭の味かぼすぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 無印良品かぼすぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 おいしいかぼすぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 四万十ゆずぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛お好みソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 鶏肉ジャーキーのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｎ．ごまソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＵＣＯ－ＯＰゆず果汁たっぷりぽ
ん酢

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 料亭の味ゆずぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 おいしいゆずぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 とみやまぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 無印良品ゆずぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 エルカンドールゆずぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 三和酒類焼肉のたれ（甘口） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｎてりやきソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本もつ鍋スープ（醤油味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ちゃんこ鍋スープ（醤油味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 中川もつ鍋スープ（醤油味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 森のビール園バーベキューのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 阿蘇焼肉のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ジョイフルとんかつソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 海藻ドレッシング（ゆず風味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 丸だし中華のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 浦島海苔ピリッ辛調味液 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 風来軒しょうゆだれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＫＣＶＳごま入りとんかつソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ちゃんこ鍋スープ（みそ味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 中川もつ鍋スープ（みそ味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 木田キムチ鍋スープ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 鍋島ぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！白だし 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 あずま納豆のたれ（無添加） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 龍馬の里梅しそ調味液 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 もつ鍋味噌調味液 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 牛肉用スーパーレッド 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 あすか味噌煮込みうどんのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｙラーメンのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 南国焼きそばソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 南国ぎょうざのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｈ野菜炒めのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！パリ麺のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 シーガイアピタソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 インクスもみたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 南日本ハムバーガーソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＣＯＯＰ鹿児島焼肉のたれたれぞ
うくん

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ザぽん酢さしみ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 林兼とんかつソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 三股水産さしみぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 赤マルソウローストチキンのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本もつ鍋スープ（みそ味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！チキン南蛮ソース（フルー
ツ味）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！照焼ソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 シーガイア照焼ソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本焼鳥のたれ（濃口） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 煮物調味液 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！かぼす味ぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 照焼焼鳥のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 豆腐つゆ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ちりめんだし入り焼きそばソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！焼きそばソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 こだわり焼きそばソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 フンドーキン豆板醤 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 フンドーキン甜麺醤 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 富士食甜麺醤 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 お肉やさんの焼肉のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 尾曲焼肉のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 松坂屋焼肉のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｎ田舎ソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｊてりやきソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 のぼるプルコギのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｓ．焼肉のたれ（みそ味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 豚みそＭ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ほにほ食品鶏肉漬込みたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 赤マルソウ焼肉のたれ（仕上用） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 漬込みたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 サニー竜田揚げのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 とんかつ亭ソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本本田焼肉のたれ（醤油味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 高千穂焼肉のたれ（醤油味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 高千穂焼肉のたれ（みそ味） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 後楽園バーベキューのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！焼肉つけたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！豆腐ステーキのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｕ－ＣＯ－ＯＰ味付けぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 かぼす生ぽん酢醤油 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 唐辛子生ぽん酢醤油 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 かぼしゃぶぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 坂元醸造黒酢ぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 フンドーキン黒酢ぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 あづま納豆のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 あづま有機醤油使用納豆のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 納豆のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 浦島海苔梅しそ調味液 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！梅しそドレッシング 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 宮崎県民生協ゆずのかほり 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 紙ふうせん橙ぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 米村ところ天たれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 囲ところ天たれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 菅ところ天たれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｍチキン南蛮のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 かみ風船あわせ酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 Ｓお好み焼きソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ヤマヒコ南蛮酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 キムチ鍋スープみそ味（ストレー
ト）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 中川もつ鍋キムチ味 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！ぎょうざのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！焼鳥のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！焼肉のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！焼肉のたれ特選 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 繁盛！レモン醤油 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ＳＦＳ焼肉のたれ（中辛） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 米酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 醸造酢（赤） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 とりてんスープ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本シャブタレ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 ヤマヒコ甘酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本焼肉のたれ（中辛） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 神奈川カボス味ぽん酢 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 福鳥焼鳥のたれＮｏ３ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本焼肉のたれ甘口 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本焼肉のたれ辛口 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 醸造酢赤うすくち 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 さつまぎょうざのたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本カツレツハンバーグソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市大字臼杵５０１番地 西本ステーキソース 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町972 濃い口だし醤油 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町974 ちりめん亭醤油たれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町975 特選ラーメン醤油 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町976 特選ラーメンＡＣ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町977 ﾌﾗﾝｿﾜ煮物調味液 調味料 無
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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

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町978 日洋煮物 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町979 すきやき 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 特選ラーメンＳＫ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ヒライおでん 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 坂西焼き鳥たれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 おでんつゆ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 わかめ調味液 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 担々麺用醤油たれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 からし高菜 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 煮魚一番 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ヒライ濃口調味液 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 淡口出し醤油 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 惣菜調味液 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 淡口だし醤油 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 濃口だし醤油 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ロータリーうどん 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 合せすり 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 特選合わせ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 菊南ステーキソース 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 中華あんかけ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 焼き肉のたれ（ｻﾝﾄﾘｰ） 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 すぐとける 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 数の子のたれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 うなぎたれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 かぼすポン酢 調味料 無
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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

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 海老漬け込みみそ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ＳＤエキス 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 めんちゃんこ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 料理番 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 めんちゃんこおでん 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 肉団子 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 シャリアピンソース 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 豆腐サラダ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 池田パンごまみそ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ユーリンチーソース 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ノンオイル胡麻ドレ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町981 坂本本だれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 焼き肉のたれ（醤油味） 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 焼き肉のたれ（甘口） 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 かしわ飯のたれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 今夜は焼肉 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 焼肉醤油味 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 平成ファーム焼鳥 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 からし酢味噌 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 かしわ炊き込み飯 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ハンバーグのたれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 焼き肉のたれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 鳥上ぬりたれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 和風ソース 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 みりん干し上塗りたれ 調味料 無
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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

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ザーサイ調味液 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 本格惣菜調味液 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 西商事おでんつゆ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 西商事おでんつゆ味噌 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ヒライ和風ソース 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 海鮮丼 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 鰹野沢菜漬け 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ＧＣ和風ドレッシング 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 にきり醤油 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 麻婆茄子のたれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 レバーたれ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 チンジャオロース 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 豚汁調味液 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 らっきょう酢 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 酢の物酢 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ばんばん合わせ酢 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 東洋食品合わせ酢 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 めかぶ調味液 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 めんつゆかつお 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 ヒライうどんつゆ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 うどんつゆ（８倍） 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 浅漬けの素 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 北京航空そばつゆ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 パナフーズそばつゆ 調味料 無

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 永楽食品 調味料 無
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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

フンドーダイ㈱ 熊本市楠野町980 中国かつおつゆ 調味料 無

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

貿上醤油店 長井市横町１９－２７ たれ たれ なし

貿上醤油店 長井市横町１９－２７ つゆ 麺つゆ なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ RｵﾆｵﾝS.O.　NW-2832 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ RｵﾆｵﾝS.O.　NW-6246 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ RﾋﾞｰﾌP　NW-6152 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾓｴｷｽ　NW-5745W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾓｵｲﾙ　NW-5746W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｴｷｽ　NW-5257 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｴｷｽ　NW-5462 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｴｷｽ　NW-6417W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｴｷｽＰ　NW-6530 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ　NW-5621 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｷﾑﾁﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-5442 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｺﾝｿﾒP　NW-1449 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｽｰﾌﾟﾍﾞｰｽ(ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ) 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｽｷﾔｷｵｲﾙ　NW-1894 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｽｷﾔｷﾍﾟｰｽﾄ　NW-1894 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｿｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4791 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｿﾘﾌﾞﾙﾁｷﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾌﾞｲﾖﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　3381 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝP　NW-1711 調味料 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

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝP　NW-5484W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｴｷｽ　NW-6260W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｴｷｽ　NW-6392 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｴｷｽ　№5-6 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｴｷｽ　R-147 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｺﾝｿﾒEX　NW-6029 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　BS-957 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　K-2 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　N-32 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-1550 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-2131 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-6567 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-740 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-836 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4074 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰｻｻﾐ　3543 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ　K-58 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ　№1111 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　3381 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾌﾞﾛｽｴｷｽ　№3089 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｬｰｼｭｰＰ　NW-5357 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｬｰｼｭｰPE　NW-5353 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁﾝﾀﾝｴｷｽ　NW-5801W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ　NW-2858 調味料 なし
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ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾄﾝｺﾂｽｰﾌﾟ　NW-5593 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾆﾎﾞｼｴｷｽ　NW-5450 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾆﾎﾞｼｴｷｽp　NW-001 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾆﾎﾞｼｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ　N-1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾆﾎﾞｼｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ　№1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　HZ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　NW-6106W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　NW-876 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　№5 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　№773 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｵｲﾙ　A 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｵｲﾙ　NW-6107W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒＥＸ　NW-5988 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒﾊﾟｳﾀﾞｰ　　　　BS-948 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　K-20 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　N-39 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　№1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　№２ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　SB 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰSB 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　M-15 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　N-46 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-1333 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-2099 調味料 なし
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ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-253 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-5248 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№1230 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№23-10 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№33 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№429 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№7 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　R-17 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ№1230 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌ風味K-3634 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4173 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　NW-2682 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　NW-5952 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　NW-5979 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　№4603 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　W-5 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　3543 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　K-2 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-2121 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-2688 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№15-S 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№244 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№3-1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4427 調味料 なし
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ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4427 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-2037 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-2686 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-2982 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-5273 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-5610 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-5702 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾐｰﾄｿｰｽP　NW-2033 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾔｷｿﾊﾞﾍﾞｰｽ　№311 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾔｷﾆｸﾍﾟｰｽﾄ　BS-280 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾔｷﾆｸﾍﾟｰｽﾄ　R-10 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　　　　　　№
4360

調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ№4425 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄNW-630 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　　　　№4445 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌP　NW-2144 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌP　NW-5357 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　NF-2144 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　　　　　№4051 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-6663 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 混合ｴｷｽ　R-27 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 混合香辛料 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 調味ﾍﾟｰｽﾄ　R-173 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 調味料　NW-1592 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 調味料　NW-1592 調味料 なし
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ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 調味料ﾍﾟｰｽﾄ　NW-1593 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 配合調味料　K-1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 配合調味料A-25 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 粉末ｿｰｽ　K-167 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 粉末ｿｰｽ　NW-6206 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ RｵﾆｵﾝS.O.　NW-2832 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ RｵﾆｵﾝS.O.　NW-6246 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ RﾋﾞｰﾌP　NW-6152 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾓｴｷｽ　NW-5745W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾓｵｲﾙ　NW-5746W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｴｷｽ　NW-5257 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｴｷｽ　NW-5462 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｴｷｽ　NW-6417W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｴｷｽＰ　NW-6530 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ　NW-5621 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｷﾑﾁﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-5442 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｺﾝｿﾒP　NW-1449 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｽｰﾌﾟﾍﾞｰｽ(ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ) 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｽｷﾔｷｵｲﾙ　NW-1894 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｽｷﾔｷﾍﾟｰｽﾄ　NW-1894 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｿｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4791 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ｿﾘﾌﾞﾙﾁｷﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾌﾞｲﾖﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　3381 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝP　NW-1711 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝP　NW-5484W 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｴｷｽ　NW-6260W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｴｷｽ　NW-6392 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｴｷｽ　№5-6 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｴｷｽ　R-147 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝｺﾝｿﾒEX　NW-6029 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　BS-957 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　K-2 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　N-32 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-1550 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-2131 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-6567 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-740 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-836 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4074 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰｻｻﾐ　3543 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ　K-58 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ　№1111 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　3381 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｷﾝﾌﾞﾛｽｴｷｽ　№3089 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｬｰｼｭｰＰ　NW-5357 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁｬｰｼｭｰPE　NW-5353 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾁﾝﾀﾝｴｷｽ　NW-5801W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾄﾘｶﾞﾗｽｰﾌﾟ　NW-2858 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾄﾝｺﾂｽｰﾌﾟ　NW-5593 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾆﾎﾞｼｴｷｽ　NW-5450 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾆﾎﾞｼｴｷｽp　NW-001 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾆﾎﾞｼｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ　N-1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾆﾎﾞｼｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ　№1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　HZ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　NW-6106W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　NW-876 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　№5 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ　№773 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｵｲﾙ　A 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｵｲﾙ　NW-6107W 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒＥＸ　NW-5988 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒﾊﾟｳﾀﾞｰ　　　　BS-948 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　K-20 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　N-39 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　№1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　№２ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　SB 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰSB 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　M-15 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　N-46 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-1333 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-2099 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-253 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-5248 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№1230 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№23-10 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№33 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№429 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　№7 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　R-17 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ№1230 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾋﾞｰﾌ風味K-3634 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4173 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　NW-2682 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　NW-5952 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　NW-5979 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　№4603 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸｴｷｽ　W-5 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　3543 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　K-2 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-2121 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　NW-2688 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№15-S 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№244 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№3-1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4427 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　№4427 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-2037 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-2686 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-2982 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-5273 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-5610 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄ　NW-5702 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾐｰﾄｿｰｽP　NW-2033 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾔｷｿﾊﾞﾍﾞｰｽ　№311 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾔｷﾆｸﾍﾟｰｽﾄ　BS-280 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾔｷﾆｸﾍﾟｰｽﾄ　R-10 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ　　　　　　№
4360

調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ№4425 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄNW-630 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ　　　　№4445 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌP　NW-2144 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌP　NW-5357 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　NF-2144 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　　　　　№4051 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ　NW-6663 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 混合ｴｷｽ　R-27 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 混合香辛料 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 調味ﾍﾟｰｽﾄ　R-173 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 調味料　NW-1592 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 調味料　NW-1592 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 調味料ﾍﾟｰｽﾄ　NW-1593 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 配合調味料　K-1 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 配合調味料A-25 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 粉末ｿｰｽ　K-167 調味料 なし

ボーエン化成㈱ 和光市新倉１６６１－１ 粉末ｿｰｽ　NW-6206 調味料 なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーホタテ 調味料（牛骨） なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリー鮭 調味料（牛骨） なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーうに 調味料（牛骨） なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーかに 調味料（牛骨） なし

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 明太調味料ＳＤＬーＫ２ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 明太調味料ＨＴ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 明太調味料ＳＤＬーＫ２ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 調味液ＫＢ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 ＫＦ－１ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 Ｇ－ＭＹ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 Ｇ－３７ＮＧ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 ＮＭ－ＳＫ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 ＧＰＢ－３０ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 Ｎ－ＤＳＡ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 ＴＤＯＭ－４１０ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 野菜餃子ミックスNo.1 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 ＮＩＫ－Ｍ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 キャラしぐれ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 ところてん調味液シソ風味ＦＵ 調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 ところてん調味液ＦＵ夏みかん風
味

調味料 無

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 ミックスＡＳＧ 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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
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使用・混
入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ホシナケミカル株式会社 長野市川中島町今里字上西1493 調味料No.3夏用・冬用 調味料 無

北海道クノール食品㈱ 北海道常呂郡訓子府町東町４２３ 味の素ＫＫコンソメ粉末 調味料 なし

北海道クノール食品㈱ 北海道常呂郡訓子府町東町４２３ クノールフォン・ド・ボー 調味料 なし

北海道クノール食品㈱ 北海道常呂郡訓子府町東町４２３ コンソメＣＰＮ 調味料 なし

北海道クノール食品㈱ 北海道常呂郡訓子府町東町４２３ コンソメＳＶ 調味料 なし

北海道クノール食品㈱ 北海道常呂郡訓子府町東町４２３ ビーフブイヨンＣＰＫ 調味料 なし

北海道クノール食品㈱ 北海道常呂郡訓子府町東町４２３ チキンブイヨンＣＰＫ 調味料 なし

北海道クノール食品㈱ 北海道常呂郡訓子府町東町４２３ ブイヨンキューブ 調味料 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 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

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ 油そば正油たれ 調味料
（ラーメンのた
れ)

無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ 喜多方の素 調味料
（ラーメンのた
れ)

無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ ちゃんぽんの素 調味料
（ラーメンのた
れ)

無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ 中華丼の素 調味料 無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ つけそばの素 調味料
（ラーメンのた
れ)

無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ デラックス正油 調味料
（ラーメンのた
れ)

無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ デラックスみそ 調味料
（ラーメンのた
れ)

無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ 麻婆の素 調味料 無

347 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料
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え

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ 和歌山しょうゆ 調味料
（ラーメンのた
れ)

無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ 和歌山みそ 調味料
（ラーメンのた
れ)

無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ 永楽やきそばソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ キムチやきそばソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ 特やきそばソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ どさん娘焼そばソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ エビチリソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ チリソース（エビ利用）甘口 ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ チリソース（エビ利用）辛口 ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ コチュ醤ソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ たっぷりソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ サンドーレ焼きそばソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ 塩焼きそばソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ サンドーレハンバーグソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ とんかつソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ 中濃ソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ ウスターソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ ソースかつ丼 ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ くにステーキ甘口 ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ 牛丼たれ ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ 焼肉のたれＴ－８ ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ 生姜焼肉のたれＦ ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ みそかつソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ ドビーソース ソース類 無
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ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ ローストビーフソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ クック焼きそばソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ クックナポリタンソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ クックハンバーグソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ チーズバーガーソース ソース類 無

ポパイ食品工業株式会社 東京都品川区荏原３－５－３ 牛丼のたれ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ミノだれＦ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 焼き肉のたれＮｏ．３ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ホルモンだれＦ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 カルビ牛丼のたれ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 焼き肉のたれマリナード ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 焼き肉のたれマリナードＺ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ＯＰ調理パンソース ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 焼肉のたれＮｏ．１ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 バーガーソースＮｏ．２ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 オイスターソース ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 エバラ熟撰味噌ラーメンスープの
素　３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 エバラ焼きそばのたれ　１．６ｋ
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ＳAＮＹＵ味噌ラーメンスープ
３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 鳳城酒家　ラーメンスープ　３０
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 九十九とんこつラーメン特製味噌
３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 むつみ屋　特製赤味噌　６．６ｋ
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 業務用「みそラーメンのたれＡ」
３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 芋煮用調味液 ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 カレーソース ソース類 無
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ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 サンドーレソース ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 キムチラーメンの素　２１ｋｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 宝産業極上みそ３．３ｋｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 将軍らーめん味噌らーめんの素
３．３ｋｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ラーメンスープ醤油味４０ｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ハンバーグソースデミグラスＮ２
０ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 中華のそうさんしょうゆ３６ｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 キンレイキムチラーメンの素４４
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 中華のそうさん担々麺４５ｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 台菜味噌ラーメン３．３ｋｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 エバラ焼肉塩だれ１Ｌ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 珍来焼きそばソース１６００ｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ラーメン工房「あ」みそらー麺の
素３．３ｋ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ばり屋辛味噌だれ３．３ｋｇ ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 陽気味噌ラーメンスープ３．３ｋ
ｇ

ソース類 無

ポパイ食品工業㈱明野工場 真壁郡明野町宮後駒込19-16 ホルモン用味噌だれ ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ローストビーフスープ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ すしたれ（関西） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ キムチ風調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 天つゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ エビ味付調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 玉子スープＮ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液KM 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ぬれせん調味液 調味料 無

350 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ めんつゆ（ストレート） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆずかつおしょうゆ（うどん市） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 焼肉のたれＡ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 新納豆のたれ（柴沼） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ たまり漬№２ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ いか漬調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ともえ商事様専用　　　　　茶碗
蒸し調味液

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ　新カップ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 関西風納豆のたれ　　　　Ｗ－４
－１

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ だるま納豆様専用　　　　納豆の
たれ

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ（柴沼醤油） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 焼き鳥のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 三宝産業様専用　　　　　湯豆腐
のたれ（生姜）

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 牛丼のたれＫ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 中華風みそだれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ フライドソース 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ イタリアンドレッシング 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 鍋つゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つけつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ おでんのつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 全糖味付蛸Ｓ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 冷し中華スープ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ぽん酢ゆず風味 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ＮＷてん丼のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 中華ドレッシング 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ヒレカツ丼のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ てん丼のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液ＳＴ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ セパレートドレッシング 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆず唐辛子調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 紫峰うす塩 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ しょうゆ漬の素 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味ぽん酢 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ざる 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 冷し中華（甘酢） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ あなごのたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 全糖味付糖ＮＲ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ めんつゆストレート　　　　関西
風①ＣＰ

調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 中華わかめ調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 数の子昆布調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液淡口 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ みりん干しのたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆで玉子のつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆばのたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 鍋つゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味付蛸調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 青柳調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 黒大豆納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液濃口 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液ＴＢ－１ 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 全糖味付蛸ＡＴ－２ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味付蛸Ｎ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つぶ貝調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 沖漬のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 酢蛸調味液Ａ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味付蛸Ｋ－２ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 豆腐のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つくねのたれＡ－３ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ホルモン焼のたれ№２ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ジンギスカンたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ うどんつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つくねたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液Ｋ－１こいくち 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 冷し中華スープストレート 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つくねのたれＡ－３ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 機内食用めんつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ところてんのたれＮＧ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 貝調味液Ｋ－１うすくち 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ところてんのたれＴ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆず調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ そばひろ様専用めんつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 牛もつ煮込みのたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 味付け油あげ用調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ マレーシア航空専用めんつゆ 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 沈菜館様用冷麺スープ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ キムチ鍋の素 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 赤いキムチの素 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 魚用調味液 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ つぶ貝調味液ストレート 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 納豆のたれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ みちのくそばつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 麺つゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 白だし醤油（無添加） 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 醤油たれ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 新　うどんつゆ 調味料 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ＮＷひれかつ丼のたれ ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 冷麺スープ ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ シェフのデミソース ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ごぼうサラダの素 ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 和風おろしソース ソース類 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ あわ漬 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ ゆずかつおしょうゆ 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 紫峰 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 健骨醤油 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 紫峰 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ あわ漬（ノングルタイプ） 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 茨城県魚連用白醤油 醤油 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ 中華ドレッシング ドレッシング 無

ポプラ食品㈱ 土浦市虫掛３７４ マイルドペパードレッシング ドレッシング 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

政岡食品株式会社 豊田市若林東町棚田８５－７ 政岡仙台小粒納豆 たれ 無し

政岡食品株式会社 豊田市若林東町棚田８５－７ メグリア国産小粒納豆 たれ 無し

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ スパゲッティソース ソース類 なし

松栄食品 株式会社 台東区台東４－７－１０ ハンバーグソース ソース類 なし

松原食品(株) 東区箱崎二丁目４７番８号 中華スープ類 調味料類（スー
プ）

無

松原食品(株) 東区箱崎二丁目４７番８号 和風スープ類 調味料類（スー
プ）

無

松原食品(株) 東区箱崎二丁目４７番８号 洋風スープ類 調味料類（スー
プ）

無

的埜醤油有限会社 姫路市豊富町御蔭１６６８ だしつゆ 調味料 なし

マリン･サイエンス㈱ 八王子市美山町１８３８ Ａ－ＬＡＣ２ 調味料 なし

マリン･サイエンス㈱ 八王子市美山町１８３８ グルメバーグ 調味料 なし

マリン･サイエンス㈱ 八王子市美山町１８３８ ｿﾌﾄ･ｵｰﾙﾋﾞｰﾌﾃｷｻｽ用 調味料 なし

マリン･サイエンス㈱ 八王子市美山町１８３８ NICKﾊﾞｰｸﾞＧ用 調味料 なし

マルイチフーズ株式会社 江戸川区松江２－３４－７ ソース調味料類 調味料 なし

マルイ食品（株）調味料工場 出水郡高尾野町下水流1245 ニッタージュチキン 調味料 無

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ イクラ調味液 その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ ドレッシング（青じそ） その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ ドレッシング（イタリアン，フレ
ンチ，プロヴァンス，中華，和風

その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ 酢のもの酢　Ｃａ入り その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ 酢のもの酢　三杯酢 その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ 料亭すし酢，合わせ酢（ＫＹＯ－
１，ＫＳＦ－３，ＳＵＨ）

その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ 合わせ酢（ＳＫ，甘酢Ｕ，新ネク
タリン）

その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ 関西風昆布入りすし酢，合わせ酢
（ＳＡＦ，ＫＩＢ，ＭＢＳ）

その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ 玄人の味　ゆず（味付けぽん酢） その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ ぽん酢エース その他調味料 なし

マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ 高級すだちぽん酢，香りさわやか
味わいぽん酢

その他調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料
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マルカン酢㈱ 東灘区向洋町西５丁目６ 味まろやかぽん酢　ゆずの薫 その他調味料 なし

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 濃口醤油（保存料無添加） 調味料類 無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 淡口醤油 調味料類 無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ デラックスマルキン醤油 調味料類 無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ しゃぶしゃぶのたれ 調味料類（ソー
ス）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ すきやきのたれ 調味料類（ソー
ス）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ チゲ鍋のたれ 調味料類（ソー
ス）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 焼肉のたれ（甘口） 調味料類（ソー
ス）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ デラックスつゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 本節けずりそうめんつゆストレー
ト

調味料類（つ
ゆ）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 本節けずりそばつゆストレート 調味料類（つ
ゆ）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ よせ鍋だし 調味料類（つ
ゆ）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 讃岐ざるうどんつゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 上野藪そばつゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 樽仕込みさしみ醤油 調味料 無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 白だし 調味料加工品 無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ コープ神戸さしみ醤油 調味料類 無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ しぼりたて生しょうゆ 調味料類 無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ 煮魚のたれ 調味料類（ソー
ス）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ てりやきのたれ（上塗り用） 調味料類（ソー
ス）

無

マルキン忠勇株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲１８５０ てりやきのたれ（漬込み用） 調味料類（ソー
ス）

無

丸寿食品工業株式会社 東京都世田谷区代沢３－１－１１ ハンバーグソース 調味料類 なし

丸寿食品工業株式会社 東京都世田谷区代沢３－１－１１ 焼きそばソース 調味料類 なし

丸寿食品工業株式会社 東京都世田谷区代沢３－１－１１ カレー（フレーク） 調味料類 なし

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 即席みそ汁（フリーズドライ豆腐
含む）

調味料 無

356 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 即席みそ汁（レトルト豚汁具材含
む）

調味料 無

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 即席みそ汁（フリーズドライブ
ロック商品）

調味料 無

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 ＳＥＪしじみ汁 調味料 無

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 わかめスープ 調味料 無

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 大昌（赤） 調味料 無

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 即席スープ(ｶｯﾌﾟたまごｽｰﾌﾟ) 調味料 無

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 乾燥ｽｰﾌﾟ(ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲたまごｽｰﾌﾟ) 調味料 無

マルコメ株式会社 長野市安茂里883 お吸い物の素 調味料 無

まるさ醤油合資会社 中村市本町５丁目 こいくちしょうゆ 調味料類 無

まるさ醤油合資会社 中村市本町５丁目 うすくちしょうゆ 調味料類 無

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 豆腐サラダ等 ドレッシング なし

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ マルサン　すき焼き風味蒟蒻炒め 調味液 なし

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ マルサン　キンピラ蒟蒻炒め ソース なし

マルサン醤油醸造店 米沢市東町一丁目７－４５ 味つゆ つゆ なし

マルサン醤油醸造店 米沢市東町一丁目７－４５ 白つゆ つゆ なし

丸三食品株式会社 大野城市御笠川１丁目１６－１ だしの素 調味料 無

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ しょうゆ加工品 調味料加工品 無

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ つゆ（希釈用） 調味料類（つ
ゆ）

無

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ 味醤油 調味料類 無

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ガラスープ スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ガラスープ類 スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 クラムチャウダー スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ﾀﾝﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 とんこつの素 スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 豚骨ラーメンスープ スープ なし
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丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ビーフコンソメ スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 フォンドボー スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ミネストローネ スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ラーメンスープ類 スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ラーメンスープ類 スープ なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 カレーソース ソース なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ類 ソース なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 業務用パスタソースミートソス１
２０ｇ

ソース なし

マルタ 龍野市龍野町 本づくり醤油 なし

丸大食品㈱ 宇都宮市東今泉2-1-12 ハンバーグ別添ソース ソース類 なし

丸大食品㈱関東工場 石橋町下石橋545 ウインナー別添スープ 調味料 なし

丸大食品㈱静岡工場 掛川市高御所1006-1 ソーセージ類(3) 牛ｴｷｽ 無

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３３９６ 味じまん 調味料 なし

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３３９９ 西京風加工みそ等 調味料 なし

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３４００ タレ等 調味料 なし

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３３９５ こいくち醤油等 醤油 なし

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３３９６ 日高昆布しょうゆ 醤油加工調味料 なし

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３３９７ 味わい等 醤油風調味料 なし

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３３９５ Ａ－ｃｏｏｐつゆ つゆ なし

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３３９８ 本つゆ等 つゆ（希釈用） なし

マルトモ株式会社 伊予市米湊1696 かつおだし 調味料 無

マルトモ株式会社 伊予市米湊1696 ビーフ調味料 調味料 無

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ 日食冷麺スープ液体 液体スープ なし

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ 日食液体うどんスープ 液体スープ なし

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ 生そばスープ液体 液体スープ なし
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マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ ﾊﾔｼＮＧ釜めしｽｰﾌﾟ 液体ｽｰﾌﾟ なし

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ 日食液体だし 液体だし なし

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ だししょうゆ 液体だし なし

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ もずく酢調味液 液体調味液 なし

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ 液体だし 液体調味料 なし

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ チキンしょうが味たれ 液体調味料 なし

マルハマ食品　株式会社 島根県浜田市周布町ｲ１００ かばやきのたれ 液体調味料 なし

マルハマ食品㈱ 島根県浜田市周布町イ１００ 太陽のリストランテ卵黄と生ク
リームのカルボナーラ１３０ｇ

ソース類 無

マルハマ食品㈱ 島根県浜田市周布町イ１００ からめるそーす　お出汁３０ｇ ソース類 無

マルハマ食品㈱ 島根県浜田市周布町イ１００ からめるそーす　お味噌３０ｇ ソース類 無

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 竹輪調味料Ｋ-1パウダー 食品添加物調味
料製剤

なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ビーフエキスGM ビーフエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ビーフエキス№３ ビーフエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地８－１ 味かげん（ビーフＤ） ビーフエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 干しえびエキスパウダー エビエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ビーフユニエース，ビーフユニ
エースＳ

複合エキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ホタテエキス ホタテエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 海鮮ポークエキス ポークエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 コンブエキス コンブエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 カツオエキスＫＨ5Ｙ カツオエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 カキエキス 複合エキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 アサリエキスＫ-3 アサリエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 アジベストカニパウダー カニエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 エビエキスパウダーＳ エビエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 カキエキスＯＹＪＴ カキエキス なし
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マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 カキエキスＹＭ，オイスター
ジュース

カキエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 かつお節エキス№５ カツオエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 カツオ節パウダーＨ カツオ節エキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 カツオ節パウダーL12 複合エキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 カニエキスＳＴ カニエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 コンブエキスパウダーＳ コンブエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ハイポーク ポークエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ねりミックスＦＳ-1 複合エキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ＢＫエキス 複合エキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 竹輪調味料Ｎ－4Ｂ 複合エキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地８－１ カニエキス カニエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地８－１ 味かげん（カツオＤ） カツオエキス なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地８－１ 味かげん（コンブＧ，Ａ） コンブエキス なし

丸福醤油(有) 香川県三豊郡大野原町福田原97番地 炊込三合・炊込三合松茸入（だし
醤油）

調味料類 無

丸福醤油(有) 香川県三豊郡大野原町福田原97番地 醤油加工品（だし醤油）・ぽん酢
しょうゆ

調味料類 無

マルマン（株） 飯田市大通２－２１７ 味しょうゆ しょうゆ なし

マルマン（株） 飯田市大通２－２１７ 天然だし しょうゆ なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ NB -30混合アミノ酸（CM協和B） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ NBー３０混合アミノ酸（ガン
マーグルコンク）

調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ インドカレールウ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ うどんスープＶ（ガンマーグルコ
ンク）

調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウ　サンコト（調製ラー
ド）

調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウＤＸ（アジビーフ） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウＤＸ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウＧ（アジビーフ） 調味料 なし
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マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウＧ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウ№０３（食用牛脂） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウＲ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウＳ（アジビーフ） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウＳ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウ原料用（アジビーフ） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ カレールウ原料用（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ スープストック（CM協和B) 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ スープストック（ガンマーグルコ
ンク）

調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ スープストック原料用（CM協和
Ｂ）

調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ スープストック原料用（ガンマー
グルコンク）

調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ だしの素（CM協和B） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ だしの素（ガンマーグルコンク） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ トマトソースミックス（調製ラー
ド）

調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ ハヤシルウＨ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ ホワイトルウＬ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ ホワイトルウＬ－Ｎ（調製ラー
ド）

調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ ホワイトルウＳ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ レトルトA（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ レトルトＨ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ 特ホワイトルウ（調製ラード） 調味料 なし

マルミフーズ㈱ 亀岡市大井町並河２丁目２３－５ 味無しカレールウ（調製ラード） 調味料 なし

マルヰ醤油（株） 長野県中野市西1-5-5 調味液（野沢菜たまり漬用） 調味液 なし

マルヰ醤油（株） 長野県中野市西1-5-5 調味液（煮豚用） 調味液 なし

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町193 マルエ天然だし入醤油 調味料類 無
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三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町196 マルエかけ醤油他 調味料類 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町203 マルエかつおだし入醤油 調味料類 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町201 マルエ 白だし他 調味料類 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町204 マルエかつお一番だし入りつゆ他 調味料類 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町198 マルエすきやきのたれ 調味料類（た
れ）

無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町199 マルエどんぶりのたれ 調味料類（た
れ）

無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町206 マルエウナギのたれ 調味料類（た
れ）

無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町195 マルエつゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町197 マルエ炊き込みご飯つゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町200 マルエよせなべつゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町202 マルエかつお味液 調味料 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 燻しかつおうどんだし 調味料類（つ
ゆ）

無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 めんつゆ（2倍濃縮） 調味料類（つ
ゆ）

無

三國リビングサービス株式会社給
食センター菊川

小笠郡菊川町本所1634-9 中華風だし 加工用原料 なし

三國リビングサービス株式会社給
食センター菊川

小笠郡菊川町本所1634-9 ビーフコンソメ 加工用原料 なし

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ キンレイ向け湯麺の素 調味料等 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ 栄食品冷し中華スープ 調味料等 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ極上ハオ味醤　　　520
ｇ，1690ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ　キムチラーメン
1580ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ　キムチ鍋の素　　　1500
ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ　韓国風チゲの素　　1500
ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ　ステーキソース　和風お
ろし　1510ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ　おろしのたれ　　1490ｇ ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ 塩焼きそばのたれ　　　　1470ｇ ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ中華炒調味料　　麻姿豆腐
用　　1490ｇ

ソース類 無
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ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ カルビ焼肉のたれ ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ　焼きそばのたれ　フルー
ツマイルド　1.59Ｋ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ エバラ中華炒調味料　　酢豚用
1490ｇ

ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ 大学生協おろしのたれ ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ 塩焼きそばのたれ ソース類 無

ミツウロコ味噌㈱ 石岡市大字柏原７－３ ヨウスイフーズ特製塩だれ ソース類 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ドレッシング 調味料 無

三桃食品株式会社 焼津市大覚寺６９５ ぎょうざたれ(COOP商品用） 調味料 無

宮城県農業実践大学 名取市高舘川上字東金剛寺１ ソース類 ソース類 なし 該当なし

宮城シマダヤ㈱ 古川市塚目字北原56 包装麺のつゆ めんつゆ  なし 該当なし

宮城シマダヤ㈱ 古川市塚目字北原56 包装麺のつゆ めんつゆ  なし 該当なし

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ほうれん草スープ 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ とろろ昆布みそ汁 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ポタージュタイム 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ キムチ鍋・なんでもキムチ鍋 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ 胡麻みそドレッシング 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＴＹ木の芽みそ 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＭＴ緑田楽 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＲＨＣダッカルビソース 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＴＦミソラーメンスープ 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＳＮルーみそにぼし 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＳＮルーみそココス 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＳＥＪ絹さやともやし汁 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＳＥＪほうれん草汁 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ＴＢ青汁スープ 調味料 無 無
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宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ さばの味噌煮用たれ 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社 中野区野方２－４－５ ほたてみそ汁 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社東京工場 中野区野方２－４－５ あったかうどん 調味料 無 無

宮坂醸造株式会社東京工場 中野区野方２－４－５ あったかラーメン 調味料 無 無

みやさん食品㈱　都城事業所 宮崎県都城市南横市町８８２１番地 南蛮丼のたれ 調味料類（ソー
ス）

無

みやさん食品㈱　都城事業所 宮崎県都城市南横市町８８２１番地 鶏そぼろ　Ｓ 調味料類（ソー
ス）

無

宮島醤油株式会社　本社工場 唐津市船宮町２３１８ かつおしょうゆ 調味料 無

宮島醤油株式会社　本社工場 唐津市船宮町２３１８ かけしょうゆ 調味料 無

宮島醤油株式会社　本社工場 唐津市船宮町２３１８ 甘塩米みそ 調味料 無

宮島醤油株式会社　本社工場 唐津市船宮町２３１８ 白だし 調味料 無

宮島醤油株式会社　本社工場 唐津市船宮町２３１８ かつおつゆ 調味料 無

宮島醤油株式会社　本社工場 唐津市船宮町２３１８ 昆布つゆ 調味料 無

宮島醤油株式会社　本社工場 唐津市船宮町２３１８ 食酢 調味料 無

宮島醤油株式会社　本社工場 唐津市船宮町２３１８ ｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 宮島焼肉のたれ中辛 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 焼肉ﾃﾞﾗｯｸｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 焼肉醤油味 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 焼肉のたれ味衣醤油 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 関西風焼そばｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 焼そばAｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 関西風焼そばｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 長崎ちゃんぽんｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ﾁｷﾝｶﾚｰ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰ 調味料 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 焼肉のたれ甘口 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 焼肉のたれ辛口 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 焼肉のたれ中辛 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 焼肉のたれ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ｶﾚｰ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 宮島ｷﾑﾁ鍋ｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ うどんｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ もつ鍋ｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ﾁﾘｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 冷し中華ｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ すじ入りおでんだし 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 皿うどんｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ やきそばｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ちゃんぽんｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ うなぎたれ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 蒲焼たれ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ﾊﾟｽﾀｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ｶﾚｰｿｰｽ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ たれ自慢甘口 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ たれ自慢中辛 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝ 調味料 無

宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 粉末豚骨ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ 調味料 無
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宮島醤油株式会社　妙見工場 唐津市中瀬通１－１８ 粉末ちゃんぽんｽｰﾌﾟ 調味料 無

宮商事株式会社 豊田市田籾町広久手６１７番地 きしめんおすまし味 調味料 無し

宮商事株式会社 豊田市田籾町広久手６１７番地 カレーざるきしめん つゆ 無し

宮商事株式会社 豊田市田籾町広久手６１７番地 ざるきしめん希釈タイプ（希釈め
んつゆ）

つゆ 無し

宮商事株式会社 豊田市田籾町広久手６１７番地 ざるきしめんストレートタイプ つゆ 無し

宮商事株式会社 豊田市田籾町広久手６１７番地 宮そば つゆ 無し

ムアー食品（株） 名古屋市北区西味鋺１－２０４ 各種香辛料 香辛料 なし

武藤合名会社 塩川町字新町１８５８ めんつゆ 調味料 なし

明治食品（株） 小県郡丸子町腰越１５５４ 粉末スープ 調味味噌 なし

明治食品（株） 小県郡丸子町腰越１５５４ おでんの素 調味味噌 なし

明利酒類（株） 水戸市元吉田町３３８ 発酵調味料 Ｄ＆Ｍ－Ｋ 調味料 無

明利酒類（株） 水戸市元吉田町３３８ 発酵調味料 Ｄ＆Ｍ－Ｓ 調味料 無

明和食品（株） 横浜市金沢区谷津町　　３５ 食酢（調合酢） 調味液 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 焼肉タレ（450cc） 調味料 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 焼肉のタレ  みそ味  17５ｇ 調味料 なし

メイワ食品株式会社 大阪府東大阪市楠根２丁目６番１８号 焼肉のタレ  しょうゆ味 調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 調味液 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 調味液 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ カレー 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ ごまだれ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ たこの塩辛Ｎｏ8 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 赤ラベル 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ うどんだし 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 冷やし中華スープ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 梅ドレッシング 加工用調味料 なし
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麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 梅ポン酢 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 天つゆ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ たこの塩辛 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ レトルト用おでんだし 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ ローストビーフソース 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 海老入りラーメン 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 鴨鍋のだしPET用 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 金ラベル 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 金ラベルＤＸ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 焼肉のたれゆず風味 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 焼肉のたれ醤油風味 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 鉄板焼きのたれ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ めんつゆ２倍濃縮 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ めんつゆストレート 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ めんつゆ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ ざるそば用ＤＸ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 冬のつゆ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 無添加めんつゆ２倍濃縮 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 和風ドレッシング（からし入り） 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ そうめんつゆストレート（缶） 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ そうめんつゆＳＭ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 釜揚げめんつゆ 加工用調味料 なし

麺素株式会社 尼崎市南武庫之荘９－１１―２０ 焼肉のたれ甘口 加工用調味料 なし

最上醤油株式会社 真室川町大字新町139 しょうゆ風調味料（1/3塩分カッ
トしょうゆ）

調味料 なし

最上醤油株式会社 真室川町大字新町139 めんつゆ（希釈用） めんつゆ なし
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最上醤油株式会社 真室川町大字新町139 つゆ（ だし）希釈用 めんつゆ なし

最上醤油株式会社 真室川町大字新町139 こいくちしょうゆ（本醸造）吟醸
金星印

調味料 なし

最上醤油株式会社 真室川町大字新町139 こいくちしょうゆ（新式醸造）
マイルド

調味料 なし

最上醤油株式会社 真室川町大字新町139 しょうゆ風調味料（錦印） 調味料 なし

最上醤油株式会社 真室川町大字新町139 しょうゆ風調味料（だし） 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ネオブレンド 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 熟成黒牛用焼肉のたれ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ もみだれ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ プルコギのたれ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 韓国焼肉のたれﾌﾟﾙｺｷﾞ用 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 韓国焼肉のたれﾀｯｶﾙﾋﾞ用 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 特選すきやきのたれ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 鍋ｽｰﾌﾟｺﾞﾏ味噌ﾁｹﾞ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 鍋ｽｰﾌﾟ韓国もつ鍋 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 鍋ｽｰﾌﾟｷﾑﾁﾁｹﾞ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 鍋ｽｰﾌﾟｷﾑﾁﾁｹﾞﾏｲﾙﾄﾞ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ だし鍋肉だんご鍋用 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 南道沈菜入りｷﾑﾁﾁｹﾞ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｻﾗﾀﾞｿｰｽ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ用ｸｯｷﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｿｰｽ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｿｰｽﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 海鮮ｷﾑﾁﾁｹﾞ辛口 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ﾕｯｹｼﾞｬﾝｸｯﾊﾟの素 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ｻﾑｼﾞｬﾝﾅｯﾂみそ 調味料 なし
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モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 生冷麺 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 焼肉屋の冷麺 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 焼肉屋のﾋﾟﾋﾞﾝ麺 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 韓国冷麺 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ｺﾘｱごはん焼ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ｺﾘｱごはん焼ｷﾇﾁﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ ｺﾘｱごはんﾁﾁﾞﾐの素 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 春ｷｬｯﾍﾞﾂとみそ炒めのたれ 調味料 なし

モランボン　株式会社 府中市宮西町２－５－１ 青椒肉絲のたれ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 スーパーカルビ２．１kg 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ガーリック＆バター１．９㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 プルコギのたれ２．２㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 鶏カルビのたれ２．０㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 スーパーカルビ２．１kg（2本
入）

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ガーリック＆バター１．９㎏
（NS）

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 センター加工用鶏カルビのたれ
２．０㎏

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 スーパーカルビ２．１kgS 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 スーパーカルビ２．１kgYB 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 スーパーカルビ２．1kgIY 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 スーパカルビ１０㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 プルコギのたれ１０㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ハイパーカルビ600ｇＲ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ハイパーカルビ500ｇＳ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 鶏カルビのたれ500ｇ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 プルコギのたれ500ｇ 調味料 なし
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モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 まろやかにんにくだれ600ｇ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ハイパーカルビ（炭焼風）20㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ハイパーカルビ600ｇＮ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 キット用焼肉のたれハイパーカル
ビ600ｇ

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 韓国焼肉のたれプルコギ用120ｇ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 韓国焼肉のたれプルコギ用120ｇ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 韓国焼肉のたれタッカルビ用150
ｇ

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ステーキソースあらびき黒胡椒味
225ｇＲ

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 特選すきやきのたれ315ｇ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 特選すきやきのたれ500ｇ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 しゃぶしゃぶ用スープ100ml 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 豚しゃぶしゃぶ用スープ100ml 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 だしなべ肉だんご鍋用100ml 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 鍋スープゴマ味噌チゲ175g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 鍋スープキムチチゲ175g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 鍋スープキムチチゲマイルド175g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 鍋スープキムチチゲ460g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 鍋スープキムチチゲマイルド460g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ハンバーグソースデミグラス170g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ローストビーフソース90g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 ローストビーフ用クッキングスパ
イス80g

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 シーフード鉄板焼きのたれ２．１
kg

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 海鮮キムチチゲスープ辛口濃縮
150g

調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 プルコギ丼用たれ20㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 プルコギ丼用たれ20㎏ 調味料 なし
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モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 カルビクッパのたれ20㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 カルビクッパのたれ20㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 業務用ステーキソース20㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 牛上カルビ用たれ20㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 牛バラかけご飯のたれ10㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 セサミレッド600gハンナン 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 オイスター味600g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 豚キムチ丼用のたれ20㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 チンジャオロースのたれ250g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 オイスターソース2.0㎏ 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 海鮮炒めのたれオイスター味90g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 海鮮炒めのたれオイスター味170g 調味料 なし

モランボン㈱　多摩工場 東京都多摩市永山6-20 シーフードオイスター味1.9㎏ 調味料 なし

森九商店 秋田市新屋表町９－４０ しょうゆ 調味料 なし

盛田㈱小鈴谷工場 常滑市小鈴谷字亀井戸21-1 ドレッシング、たれ、ソース、つ
ゆ等

調味料 なし

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 クッキングベースKG-７０１８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 クッキングベースKG-８００８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 チキンミンチNo.１００ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１０ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１３ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１４ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１５ 調味料 無
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焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１６ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１７ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料１９ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２０ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２３ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２４ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２５ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２６ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２７ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料２９ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３０ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３３ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３４ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３５ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３６ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３７ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３８ 調味料 無

372 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料３９ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４０ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４３ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４４ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４５ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４６ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４７ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料４９ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５０ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５３ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５４ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５５ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５６ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５７ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料５９ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６０ 調味料 無
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焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６３ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６４ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６５ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６６ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６７ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料６９ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７０ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７３ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７４ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７５ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７６ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７７ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料７９ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料８ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料８０ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料８１ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料８２ 調味料 無

焼津水産化学工業株式会社 焼津市小川新町8‐5‐13 調味料９ 調味料 無
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焼津養鰻漁業協同組合 焼津市道原６５１－１ 蒲焼のたれ 調味液 無

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町４４３ チリコンカンキット　チリソース
シーズニング

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町４４３ キノコリゾット　キノコスープ
（シーズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 ライスキット　ジャンバラヤ
（シーズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 調理キット　ナシゴレン（シーズ
ニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 ライスキット　コリアン炒飯
（シーズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 パスタソース　醤油きのこ（シー
ズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 パスタソース　たらこ（シーズニ
ングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 パスタソース　バジルソース
（シーズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 パスタソース　カルボナーラ
（シーズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 パスタソース　サーモンクリーム
（シーズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 カレーキット（イエロー，グリー
ン，レッド）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 バジリコミックス（袋／瓶）
（シーズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 パエリヤミックス（袋／瓶）
（シーズニングパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 炒飯の素（袋／瓶）（シーズニン
グパウダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 塩コショー　G-18 調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 フライドポテト味付調味料　のり
塩シーズニング　KG-445　プロ
カン200

調味料類 なし

375 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 醤油コンソメ（シーズニングパウ
ダー）

調味料類 なし

ヤスマ株式会社 横浜市都筑区佐江戸町443 ごはん味付用調味料　ピラフミッ
クス

調味料類 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 イカシーズニング88 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 ウニシーズニング　74-70288 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 海味宝　ホタテエビソース 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 梅シソシーズニング　18-10169 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 エスニカンシーズニング　ＫＥ-
359

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 ガーリック＆バターＮo.121 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カツオシーズニング　Ｅ-029 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カニシーズニング　31-20079 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カレーシーズニング　ＫＡ-318 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カレーシーズニング　ＫＧ-520 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カレーシーズニング KY３２６ 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カレーシーズニング93-00338 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カレーシーズニングＡＢ 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カレーラーメンシーズニング　Ｋ
Ｋ053

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 カレールウ　83-70298 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 キムチ＆ガーリックシーズニング
ＫＹ009

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 キムチシーズニング　KY531 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 キムチシーズニング65-30038 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 キムチシーズニングKE-134 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 キムチシーズニングＫＦ-352 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 キムチの素シーズニング　32-
90058

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 キムチパウダーＶ 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 ギョウザシーズニングKK148 加工用原料 なし
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ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コーンクリームスープＧ567 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コーンポタージュシーズニング
31-00199

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コーンポタージュシーズニング
ＫＹ436

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コーンラーメンスープの素 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コーンラーメンスープミックス 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 ごぼうシーズニングＫＡ-357 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コンソメシーズニング　11-61118
（シーズニングパウダー）

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コンソメシーズニング　56-50048 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コンソメシーズニング　Ｅ-3 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コンソメシーズニングKM163 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 コンビーフシーズニング91-00377 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 シーズニング　ＰＴ-1 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 シーズニングビーフ　ＨＢ 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 シーフードカレーシーズニング
ＫＹ430

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 塩ラーメンスープ 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 醤油コンソメ KA-194 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 醤油ラーメンスープ 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 タコヤキシーズニング　ＫＢ-323 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 タコヤキシーズニング51-50278 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 タコヤキシーズニング82-60078 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 チーズフレーバーベース　1420-
Ｐ

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 チキン調味料　ＫＡ-492 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 チキンナゲット用シーズニング
89-01318

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 チキンパウダー　Ｓ 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 トマトケチャップシーズニング
02-40159

加工用原料 なし
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ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 肉まんシーズニング12-10168 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 練りマスタード 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 のり塩シーズニングＫＥ222 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 バーベキューシーズニング　ＫＹ
191

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 バーベキューシーズニング26-
11209

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 バーベキューシーズニングKK102 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 バジリコシーズニング　77-21128 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 バター醤油シーズニング 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 ハンバーグシーズニング　ＫＥ-
354

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 ビーフエキスパウダー 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 ピザシーズニング　Ｔ-2 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 プロテインドリンク 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 マスコット日本の味ハヤシｿｰｽ 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 明太子シーズニング　ＳＥ-2417
ＣＰ

加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 メンチカツミックス　ＫＡ-257 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 焼肉シーズニング71-01228 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 焼肉シーズニング71-01228 加工用原料 なし

ヤスマ株式会社　静岡工場 周智郡森町中川2100 和風シーズニング　ＫＡ-316 加工用原料 なし

ヤマイ醤油（株） 揖保郡揖保川町 すきやきのタレ なし

ヤマイ醤油（株） 揖保郡揖保川町 たまり醤油 なし

山内製粉（株） 泉佐野市りんくう往来南５－４ 千房ホワイトソース ソース 無

山内製粉（株） 泉佐野市りんくう往来南５－４ 千房たこ焼きソース ソース 無

山内製粉（株） 泉佐野市りんくう往来南５－４ 壷一用お好みソース ソース 無

ヤマエ久野（株） 甘木市馬田下原３７２９－１ お好みｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－９３ 調味料類（ソー
ス）

無
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ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 豚骨ラーメン スープ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 醤油ラーメン　スープ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 麻婆豆腐　たれ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 八宝菜用　たれ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 青淑肉絲　たれ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ゆずドレッシング 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＴＲ－７１ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－６９ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 チャンポンスープ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＪＡ青淑肉絲　たれ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＪＡ麻婆豆腐　たれ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＪＡ酢豚　たれ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－５５ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 もつ鍋味噌 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 もつ鍋醤油 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 酢豚用№２ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－８８ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 すし具のタレ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 天丼つゆ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 カツ丼つゆ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－９２ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－４ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－８６ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＴＲ－５１ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＴＲ－６５ 調味料類（ソー
ス）

無
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ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＴＲ－６８ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 みたらし団子のたれ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－１ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－６７ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－７４ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－９ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 茶碗蒸しのタレ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 おでんの素 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＫＡ－１３ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＫＡ－１６ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＫＡ－３８ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＮＢ－７ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 塩ラーメン　スープ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 麻婆豆腐用　たれ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＭＴ－９７ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ＹＭ－１３ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 カルビたれＡ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 カルビたれＳＰ 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６番地 ノンオイルたまねぎドレッシング 調味料類（ソー
ス）

無

ヤマカノ醸造㈱ 登米町九日町１ 焼肉のたれ ソース類 なし 該当なし

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 うどんスープ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 キムチチゲスープ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 スープ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 チャンポンスープ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 鍋スープ 調味料 無
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ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 棒棒鶏スープ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ラーメンスープ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 冷麺スープ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 うどんソース 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 焼きぞばソーズ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 牛丼たれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ごまだれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ごまめ用たれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ソースかつ丼のたれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 たたきのたれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 たまごとうふたれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 丼たれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 水餃子のたれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 追い鰹エキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 鰹節エキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 削り節エキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 昆布エキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 さば節エキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 チキンエキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 煮干エキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 花かつおエキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ハモエキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ビーフエキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ビーフボーンエキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ポークエキス 調味料 無
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ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ほたてエキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ロースト鯛エキス 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 だし酢 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ぽん酢 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 いりこだし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 うどんだし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 おだし煮干と昆布 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 かつおだし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 キムチだし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 白だし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 タイだし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 だしパック 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 濃縮だし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 和風だし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 かきあげたれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 かた焼きそばたれ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 かつお節コンク 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 さば節コンク 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 あげだし豆腐つゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 うす塩つゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 うどんつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 おでんつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 かけつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 釜飯つゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 具入りつゆ 調味料 無
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ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 小袋めんつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ごまだれつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ごまつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 サラスパつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 そうめんつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 そばつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 だしつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 つゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 つゆカレー 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 天つゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 鍋つゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 煮物つゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 ぶっかけつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 めんつゆ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 鰹節エキスパウダー 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 煮干エキスパウダー 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 フィッシュブイヨン 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 浅漬けの素 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 お茶漬け 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 キムチの素 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 だしの素 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 だしの素牛だし 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 だしの素エビ・カニ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 だしの素顆粒 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 だしの素鶏だし 調味料 無
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ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 漬物ベース 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 炒飯の素 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 お好み焼き用キムチ 調味料 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 中華風銀あん 調味料 無

ヤマキチ味噌醤油醸造元　佐藤昌
人

本荘市石脇字石脇８番地 味つゆ めんつゆ 無

ヤマキチ味噌醤油醸造元　佐藤昌
人

本荘市石脇字石脇８番地 つゆむらさき めんつゆ 無

ヤマキン（株） 静岡県焼津市小屋敷４７７ 焼きうどんソースＮ ソース なし

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 あっさり煮のたれ2倍 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 うなぎのタレ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 液中華 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 おでんつゆ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 温泉玉子のたれ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 海鮮丼のたれ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 加工しょうゆ(類) 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 蒲焼のたれ　松 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 蒲焼のたれ(類) 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 坂利　京風特撰麺つゆ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 坂利　京風麺つゆ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 サンジルシ蒲焼のたれ（Ｄ．Ｐ） 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 するがや　丼のたれ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 たたきのたれ(類) 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 たまごつゆ（０１０９） 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 中華たれ(類）１／２ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 中華たれ(類）２／２ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 てり焼のたれ(類） 調味液 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 丼たれ(類) 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 鍋つゆ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 肉だんごのたれ(類) 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 ねぎ塩焼きのたれ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 めんつゆ(類） 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 焼鳥のたれ(類) 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 焼肉のたれ(類)１／２ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 焼肉のたれ(類)２／２ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 ヤマカ松前漬のたれ 調味液 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 DonDon牛丼のたれ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 DonDon焼肉のたれ辛口 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 DonDon焼肉のたれ生姜味 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 いかぽっぽのたれ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 蒲焼のたれ仕上 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 蒲焼のたれ優撰 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷４７７ スマイルかつおのたれ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 調味液(類）Ａ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 調味液(類）B 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 天つゆストレート 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 どんどんピリ辛牛丼のたれ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城あなご 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城蒲焼のたれB 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城蒲焼のたれBシルバー 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城蒲焼のたれＣ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城蒲焼のたれ桜 調味料 無
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原料切換
え

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城蒲焼のたれ仕上 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城関西さしみしょうゆ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城さしみしょうゆ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城たたきのたれDP 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城たたきのたれＳ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城ぬりだれ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城松原さしみしょうゆ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 万城マルコーさしみしょうゆ 調味料 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 アーバンフーズピリ辛鳥炒めソー
ス

ソース類 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 青じそノンオイルドレッシング ソース類 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 たこ焼きソース（類） ソース類 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 原田海藻　海藻サラダドレッシン
グ

ソース類 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 焼きそばソースＫ ソース類 無

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 山政カツオのたたきたれ ソース類 無

山口化研株式会社 東京都北区栄町３５－９ 牛骨エキス 調味料等 無

山口化研株式会社 東京都北区栄町３５－９ 食用牛骨粉 調味料等 無

山口化研株式会社 東京都北区栄町３５－９ 牛骨油 調味料等 無

山口醤油㈲ 香川県土庄町大部甲３２６０ 醤油加工品 調味料加工品 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ ステーキソース（大丸興業） 調味料 無

ヤマゴ㈱ 会津若松市新横町１－１７ めんつゆ 調味料 なし

山路晴子 名取市愛島塩手字岩沢4-2 ソース類 ソース類 なし 該当なし

ヤマシン株式会社 碧南市西山町３－３６ 白だし しょうゆ なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 オイスターソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 そばつゆ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951679カツ丼カツ鍋タレ 調味料 なし
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え

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951681天だしの素 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951677天丼のたれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 しょうゆ加工品（だしわり醤油） 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951646たれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951751煮つめ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951707ダッカルビ調味液 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951761ダッカルビ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 釜揚ウドンスープ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 琉球そばだし 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 粉末鍋焼ＮＷ－１ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 塩焼きそばソースペッパー 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ビーフンソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951639つゆ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951028　5倍つゆ、951056　5倍つ
ゆ

調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951032煮豚タレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951096ソバタレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951151ラーメンスープ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951116肉じゃがのたれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951081丼たれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951709ラーメンスープ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951757焼豚飯ノタレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951625寄せ鍋ノタレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951747すきやきのたれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951642とろろ汁　ダシ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 S951716鰻タレ 調味料 なし
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え

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951718鰻タレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951727調味液 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951755焼ウドン　ミホン 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951784調味料 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951785調味料 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951624タレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951689チョウミエキ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ＳＸＰうどんつゆ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｋホイコーロー 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｋマーボーのタレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｋ冷しスープラーメン 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 950950カエシ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 横浜豚骨ラーメン 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951412ミソラーメン 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951174アンカケノタレ､951175ア
ンカケノタレ

調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 琉球クワッチー 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951795鍋焼ウドンツユ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 天丼たれどぶ漬 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 天丼たれどぶ漬ＮＯ２ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 焼オニギリ調味液 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ＮＥＷ焼オニギリ調味液 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ＮＥＷ焼オニギリ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 焼オニギリタレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 焼おにぎりたれＹ２ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 磯辺焼きたれ 調味料 なし
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え

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｋ天ぷら用たれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 牛丼ノタレ　スキヤキ風 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 甘酢アンカケノタレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 上海風ヤキソバ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｍ煮物用調味液 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 家伝つゆ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951377カエシショウユ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ピリ辛焼うどん 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951439親子丼 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951385ダシツユ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951344カルビのたれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951427メンツユ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951361トンコツスープ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 シナソバスープ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｄヤキトリ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951355調味液 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951165ミソラーメン 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951243ミソラーメン 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951337ちらし寿司調味液 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951336うどんだし 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 炊き込み調味液Ｙ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951330ラーメンスープ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951328タレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 U牛丼のタレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951318調味液 調味料 なし
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販売中止 製品回収
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え

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 チャントンスープ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951301タレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 広東風焼きそば 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｋ炒めのタレ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｋチリソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 Ｋ酢豚のたれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 カツオショウユ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951241つゆ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951239蒲焼のたれ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ＜正＞おでん丸鳥 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951205そばつゆ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 ＴＴＢおでんつゆ 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951277ソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951489ソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951487ソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 971415ソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951452ソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951456ソース 調味料 なし

ヤマト産業㈱ 岩舟町下津原418-7 951458ナポリタン 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（肉、タンパク加水分
解物（皮、骨）、ゼラチン
（骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（ゼラチン（肉、骨））使
用たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（ゼラチン（肉、骨））使
用調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（ゼラチン（骨））使用調
味液

調味料 なし
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入部位
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販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（タンパク加水分解物
（肉、骨））使用調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（肉、骨）使用たれ 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（骨）使用たれ 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（骨）使用調味液 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、香辛料使用（肉（可食
部、脂、皮））たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、清酒（ゼラチン）使用
（骨、皮）たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、タンパク加水分解物使用
（ゼラチン（骨）、ゼラチン）調
味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、タンパク加水分解物使用
（骨）調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、タンパク加水分解物使用
（骨、皮）調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料、ワイン使用
（肉、ゼラチン（皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（皮））たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（皮））調味液

調味料 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
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の有無

適切な防止措置の有無
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、ルー使用（肉、骨、ゼラ
チン（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス、ワイン使用（肉、骨、ゼ
ラチン（皮、骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（ゼラチン（骨））調
味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（ゼラチン（骨、
皮））たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（ゼラチン（骨、
皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（ゼラチン（骨、皮）
タンパク加水分解物（肉、骨））
たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（ゼラチン（骨、皮）
タンパク加水分解物（骨））つゆ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（ゼラチン（骨、皮、
肉）調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（ゼラチン（骨、タン
パク加水分解物、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（肉、ゼラチン
（骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（肉、ゼラチン（骨、
皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（肉、ゼラチン）調味
液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（肉、骨、ゼラチン、
皮）調味液

調味料 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
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使用・混入
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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

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（骨、ゼラチン（骨、
皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（骨、ゼラチン（骨、
タンパク加水分解物））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（骨、ゼラチン（骨、
タンパク加水分解物、皮））調味
液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（骨、ゼラチン、タン
パク加水分解物）調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス使用（骨、ゼラチン、タン
パク加水分解物、エキス）調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

香辛料（肉（牛脂））使用たれ 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

香辛料（肉（牛脂））使用調味液 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

香辛料、エキス使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

香辛料使用（脂）たれ 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

清酒、エキス、みりん使用（肉、
骨、ゼラチン（皮、骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

清酒、エキス、ワイン使用（肉、
骨、皮、ゼラチン（皮、骨））調
味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

清酒、エキス使用（肉、骨、皮）
調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

清酒、調味料使用（肉、ゼラチン
（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

清酒、肉、調味料使用（肉、ゼラ
チン（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

ゼラチン（骨）使用のみりん使用
たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

ゼラチン（骨）使用のみりん使用
調味液

調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

ゼラチンエキス（骨）、調味料
（ゼラチン（皮））使用調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

タンパク加水分解物、エキス、香
辛料使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

タンパク加水分解物使用（ゼラチ
ン（骨、皮））調味料

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

タンパク加水分解物使用（肉、
皮）ルウ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料（ゼラチン）、エキス（ゼ
ラチン）使用（肉、骨）たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料、エキス、香料使用（肉、
ゼラチン（皮）、角、蹄）たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料、エキス使用（肉、骨）調
味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料＜ゼラチン（肉（皮））＞
使用たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（ゼラチン（皮））た
れ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（ゼラチン（肉、
骨））たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（ゼラチン（肉、
骨））調味料

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））調味料

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（肉、ゼラチン
（皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（肉、ゼラチン（骨、
皮））調味液

調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん（ゼラチン）、エキス（タ
ンパク加水分解物、ゼラチン）使
用（肉、骨）たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん（ゼラチン）、調味料（ゼ
ラチン）使用（肉、骨）たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん（骨）使用調味液 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（肉、ゼラチ
ン（骨））たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（肉、骨）た
れ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮、脂））たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（骨）たれ 調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（骨、皮）調
味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（骨、ゼラチ
ン（骨））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、エキス使用（骨、ゼラチ
ン（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、調味料使用（ゼラチン
（骨、皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、調味料使用（骨、ゼラチ
ン、皮）たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、ワイン使用（ゼラチン
（骨、皮））たれ

調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

みりん、ワイン使用（骨、ゼラチ
ン（皮））調味液

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

ワイン、エキス、調味料使用
（肉、ゼラチン（皮）、脂）たれ

調味料 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（ゼラチン（肉、骨））使
用ソース

ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス（肉）使用ソース ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

エキス＜タンパク加水分解物、ゼ
ラチン＞（肉、骨）使用ソース

ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

ゼラチン（骨）使用のタンパク加
水分解物使用ソース

ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

ゼラチン（骨）使用のみりん使用
ソース

ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

ソース使用（肉、タンパク加水分
解物（皮、骨）、ゼラチン（骨、
皮））たれ

ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

タンパク加水分解物、マーガリン
使用（肉、骨）ソース

ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

調味料使用（ゼラチン（骨）タン
パク加水分解物（皮））ソース

ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

肉、ソース使用（可食部）ソース ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

肉、ルウ使用（可食部）ソース ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

肉使用（可食部）ソース ソース なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-
7

ワイン、みりん、調味料使用
（骨、ゼラチン、皮）ソース

ソース なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 (新)Nﾊﾟﾙｺｰﾌﾟ だしぽん酢 びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 CO･OP ３倍つゆ 300ml びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 CO･OP よせ鍋つゆ 400ml びん詰 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 CO･OP 白だし ４００ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 Ｍ ２倍つゆ４００ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 Ｍそうめんつゆ　Ｎ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 N CO･OP そうめんつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 N CO･OP そばつゆ 300ml びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 NCO･OP ひやむぎつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 クオリティめんつゆ２倍 びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 サンワバリュー つゆの素 びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 サンワバリュープラスつゆの素 びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 そのままそうめんつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 そのままひやむぎつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 だしたっぷりそうめんつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 つゆの素　360ml びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 つゆの素５００ＭＬ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 ﾊﾟﾙｺｰﾌﾟ だししょうゆ 400ml びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 ﾊﾟﾙｺｰﾌﾟ だしぽん酢(旧） びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 吟御膳そばつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 生活良好２倍つゆ関西 びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 生活良好２倍つゆ関東 びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 生活良好そうめんつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 大阪いずみ そばつゆ300ml 1P,3P びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 得選生活そうめんつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 得選生活ひやむぎつゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 本場両国ちゃんこ鍋つゆ びん詰 なし

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 大須めんつゆ 缶詰 なし

397 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 名代そうめんつゆ 缶詰･びん詰 なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＦＥＥＬかばやきのたれ５０、Ｆ
ＥＥＬかばやきのたれ１２０

たれ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サンワやきとりのたれ１００ｇ、
さんわ焼きとりのたれ（Ｎ）

たれ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナフコ蒲焼のたれ５０（Ｎ）、ナ
フコ蒲焼のたれ１２０（Ｎ）

たれ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 伊勢うどんつゆ（白） めんつゆ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菊水知床めんつゆ３バイ めんつゆ なし

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ミートフィリングＶ 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤミートソース 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 サルサソース№２ 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ビーフカレー用ソース　他４品目 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤチリソース 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤテリヤキソースＤ　他１品
目

調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤテリヤキソースＹ 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ビリーザキッド　ハンバーグソー
ス　他９品目

調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 明治サンテオレサルサソース　他
３品目

調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤ　味噌カツソース 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 フォーシーズンバーグソース　他
２品目

調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ＦＭ焼肉漬け込みのたれ 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ＫＧＵハヤシビーフ　他３品目 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 丼八うどんつゆ 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 レモン風味ソースＭ　他２品目 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 とんよし　とんかつソース　他２
品目

調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ふらんす亭デミグラスソース 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ピザーラミート　他３品目 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤ改良カレーソースＭ　他７
品目

調味料 無
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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
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販売中止 製品回収
原料切換
え

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ピザソースマイルド 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤサルサソース　他２品目 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 Ｍマリナラソース 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ピザーラピザソース 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ヤマヤカレー通カレーソース 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 ＭＡ　ＭＡＩＳＯＮカレーソース 調味料 無

山屋食品株式会社 鎌ヶ谷市南初富３丁目１７番１６号 すぺっつぃぇ　トマトソース　他
９品目

調味料 無

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ 竿燈味祭りラーメン小若スープ スープ なし

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ 秋田流ミソラーメン スープ なし

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ 竿燈味祭りラーメン大若スープ スープ なし

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ ３食しょうゆラーメンスープ スープ なし

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ 屋台の味ラーメンスープ スープ なし

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ 特製味噌スープ スープ なし

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ ストレートそばつゆ つゆ なし

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ ヤマヨつゆ400ml つゆ なし

ヤマヨ株式会社 秋田市泉中央一丁目３－５６ きりたんぽ入り鍋焼うどん つゆ なし

ユーアールエー 津名郡東浦町 たれ 調味料 なし

(有)茨城食品ガーリック工業 結城市結城6391 麻婆豆腐の素 調味料 無

(有)大蔵 行方郡北浦町内宿417 煮物のたれ ソース類 無

(有)大蔵 行方郡北浦町内宿417 あんかけのたれ ソース類 無

（有）小野食品工業 亘理町長瀞字下新丁45-2 ソース類 ソース類 なし 該当なし

（有）カネオ醤油製造元 福岡市博多区吉塚７－２－１３ めんつゆ 調味料 無

ユウキ食品工業（有） 茅野市玉川原山11400-1008 ガラスープ 調味料 なし

ユウキ食品工業（有） 茅野市玉川原山11400-1008 プルコギの素 調味料 なし

ユウキ食品工業（有） 茅野市玉川原山11400-1008 焼飯、焼きそばの素 調味料 なし
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原料切換
え

ユウキ食品工業（有） 茅野市玉川原山11400-1008 冷麺のたれ 調味料 なし

有限会社　鳥寛 横浜市都筑区佐江戸町６７８－６ もみだれ(味エキス　Ｂ－１，Ｂ
－３　使用）

調味料類 なし

有限会社　マルモ食品工業 富士宮市弓沢町２３５ スープ付三､五食味噌ラーメン （スープ付め
ん）

なし － － － － －

有限会社　マルモ食品工業 富士宮市弓沢町２３５ スープ付三食塩ラーメン （スープ付め
ん）

なし － － － － －

有限会社　マルモ食品工業 富士宮市弓沢町２３５ スープ付三食とんこつラーメン （スープ付め
ん）

なし － － － － －

有限会社　マルモ食品工業 富士宮市弓沢町２３５ スープ付冷し中華 （スープ付め
ん）

なし － － － － －

有限会社　マルモ食品工業 富士宮市弓沢町２３５ スープ付味噌煮込みうどん （スープ付め
ん）

なし － － － － －

有限会社　マルモ食品工業 富士宮市弓沢町２３５ ソース付マルモ焼きそば （スープ付め
ん）

なし － － － － －

有限会社　マルモ食品工業 富士宮市弓沢町２３５ ニューカップ冷しラーメン （スープ付め
ん）

なし － － － － －

有限会社　ミワコーポレーション 御殿場市神場７３７－９ 蟹エキスパウダー 調味料 なし

有限会社　ミワコーポレーション 御殿場市神場７３７－９ 中華コンソメ 調味料 なし

有限会社　ミワコーポレーション 御殿場市神場７３７－９ 鶏エキスパウダー 調味料 なし

有限会社　ミワコーポレーション 御殿場市神場７３７－９ ビーフエキスパウダー 調味料 なし

有限会社　ミワコーポレーション 御殿場市神場７３７－９ ほたてエキスパウダー 調味料 なし

有限会社青涛社　盛岡工場 盛岡市八幡町7-22 ストレートスープ スープ 無

有限会社青涛社　盛岡工場 盛岡市八幡町7-22 濃縮スープ(40g) 　冷麺用 スープ 無

有限会社青涛社　盛岡工場 盛岡市八幡町7-22 特製みそ スープ 無

有限会社青涛社　盛岡工場 盛岡市八幡町7-22 濃縮スープ(40g)　ラーメン用 スープ 無

有限会社青涛社　盛岡工場 盛岡市八幡町7-22 濃縮スープ(50g) スープ 無

有限会社青涛社　盛岡工場 盛岡市八幡町7-22 濃縮スープ(38g) スープ 無

有限会社入船醤油醸造場 高松市西宝町3-12-18 だし醤油　味っこ　濃口、淡口 調味料 無

有限会社カネマス醤油 山形県東根市大字長瀞1310 カネマス味付一番 めんつゆ なし

有限会社カネマス醤油 山形県東根市大字長瀞1310 カネマスつゆ めんつゆ なし

有限会社叶醤油味噌醸造元 前原市大字加布里９０９ かむり味 調味料 無

有限会社北村食品 香美郡吉川村吉原410-1 北村の焼き肉のたれ 調味料類（た
れ）

無
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有限会社信濃屋食品 長野市大字高田字藤倉沖1519 ＳＥ冷奴のつゆ 調味料 無

有限会社自由が丘ブラン 東京都世田谷区用賀３－３－２１ キスコカレーソースSP 調味料類 なし

有限会社自由が丘ブラン 東京都世田谷区用賀３－３－２２ KNドミグラスソース 調味料類 なし

有限会社鈴木長兵衛 山形県酒田市相生町二丁目2-8 つゆ めんつゆ なし

有限会社大千醤油店 長井市成田１６３２ 味つゆ 麺つゆ なし

有限会社丹野醤油店 上山市楢下40 しょうゆ風調味料 調味料 なし

有限会社畠中醤油醸造場 香美郡香我美町岸本157-1 明神水産株式会社たたきのたれ 調味料類（た
れ）

無

有限会社フクビシ 福岡市西区周船寺３－２４－６ のり佃煮調味液 調味料 無

有限会社丸常醤油店 山形県酒田市大字宮内字六ツ新田49-1 だししょうゆ めんつゆ なし

有限会社丸常醤油店 山形県酒田市大字宮内字六ツ新田49-1 だししょうゆ めんつゆ なし

有限会社みのお商会 池田市豊島南2-763 蒲焼のタレ 蒲焼のタレ 無

有限会社吉田製麺 江刺市愛宕字朴ノ木220-1 各種スープ・たれ類 スープ・たれ 無

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 牛丼用カルビ（タレ付） タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛ヒレ肉ＸＯ醤焼 タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肉オイスターソース タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 黒豚スペアリブ角煮用 タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛ガーリックﾛｽﾃｰｷ タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肉なす味噌炒め タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 アメリカ産牛スタミナ焼き肉 タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚ロースガーリック味噌ステーキ タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肩ロースブロック煮豚用 タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚カラシ肉の味噌焼き用 タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肉カタロースイタリアンソース タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 牛プルコギ用 タレ（調味料） なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚肉とポテトの炒めもの 調味液 なし
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（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚オイスターソース味（野菜入
り）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛スタミナ焼き 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚バラポパイキムチ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 すこやかポークヒレみそづけ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚スペアリブソースのたれ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 中華とろみのたれ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚カタロースもろみ味噌づけ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚じゃが炒め用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ牛プルコギ（韓国式焼き肉） 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ牛ガーリック一口ステーキ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ牛バラカルビXO醤焼肉 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ牛モモ細切中華炒め用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ牛モモ肉と中華野菜のXO醤炒
め

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 カマンベールチーズインカツ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 オニオンたっぷりカツ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 田舎メンチカツ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産和牛風味焼肉 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚スペアリブ煮込み用（タレ付） 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛肉のにんにく野菜炒め 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚スタミナ漬（しょうゆ味） 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚オイスターソース味（野菜入
り）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚スタミナ漬（キムチ味） 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肉とほうれん草の炒めもの 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚モモ肉とニンニクの芽の炒めも
の

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 八千代牛モモガーリックステーキ 調味液 なし
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（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛スタミナ漬け 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 国産牛肉の野菜炒めの素（にんに
く味）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚モモ一口みそづけ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚オイスターソース味（野菜入
り）

調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚ロースガーリックみそステーキ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚肉とポテトの炒め物 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 牛カルビ焼き肉中おち 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚カタロース山賊焼き 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚バラ肉ポパイキムチ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚スタミナ漬け（キムチ味） 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 八千代牛モモ細切中華炒め用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚じゃが炒め用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 豚バラ肉七味焼き用 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚モモ一口みそづけ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚で作るポトフスープセット 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚ガーリックみそステーキ 調味液 なし

（有）境食肉センター 猿島郡境町2170-2 Ｓ豚スペアリブ煮込用（タレ付） 調味液 なし

（有）サカエフーズ 猿島郡境町若林140-2 牛ホホ肉の赤ワイン煮込み 調味料 なし

（有）サカエフーズ 猿島郡境町若林140-2 仔牛ホホ肉のプロシュート 調味料 なし

（有）サカエフーズ 猿島郡境町若林140-2 コンソメ　ナチュール 調味料 なし

（有）デリカサポートシステム 福岡市博多区博多駅南５－６－１３ MORミートソース 調味料類（ソー
ス）類

無

（有）丸清製麺 三浦市栄町18-4 ﾗｰﾒﾝ１食分 調味料（添付す
る）

なし

（有）丸清製麺 三浦市栄町18-4 冷やし中華１食分 調味料（添付す
る）

なし

（有）三木食品工業 奈良県大和郡山市馬司町792-1 揚だしとうふのたれ 調味料 なし

豊創フーズ（株） 文京区関口１－１３－９ あんかけ用 味ベース 調味料 無 有
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ユタカフーズ㈱ 知多郡武豊町字川脇３４－１ ＣＯＯＰコンソメ、うなぎ蒲焼き
のタレ添付用、細うち中華めん
しょうゆ味等

調味料 なし

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 ＴＷＩつと納豆たれ 調味料 無       

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 ＢたれＲＳNo.ＫＮ 調味料 無       

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 万能焼肉のたれ　他３品目 調味料 無

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 チャーシューのたれ 調味料 無

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 Ｐ納豆のたれＷ（たれ部） 調味料 無

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 ぎょうざのたれ　他１品目 調味料 無

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 八宝菜のたれ 調味料 無

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 Ｔ焼肉のたれ 調味料 無

ユニ・フード株式会社 船橋市中野木１丁目２番３７号 ＹＳニンニクソース　他７品目 調味料 無

ユニオンソース（株） 今市市木和田島３１０９ ユニオン　焼肉のたれフルーツ
味、フルーツ味（辛口）

調味料及びスー
プ

なし

ユニオンソース（株） 今市市木和田島３１０９ 東葛市民生協　焼肉のたれ　フ
ルーツ味

調味料及びスー
プ

なし

ユニオンソース（株） 今市市木和田島３１０９ ピザソース 調味料及びスー
プ

なし

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ 関東酵素焼そばソース 調味料 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ 東葛市民生協焼肉のたれフルーツ
味

調味料 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ ピザソース 調味料 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ 焼肉のたれフルーツ味（辛口）ユ
ニオン

調味料 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ ユニオン焼肉のたれフルーツ味 調味料 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ キノエネかつたれ ソース類 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ ほっかほっか大将ハンバーグソー
ス

ソース類 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ まい泉サンドソース ソース類 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ まい泉とんかつソース ソース類 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ ユニオンハンバーグソース ソース類 無

ユニオンソース株式会社 東京都板橋区坂下２－９－７ ユニオン焼そばソース ソース類 無

ゆりデイリー 川崎市麻生区千代ヶ丘６－１４－２ 惣菜 筋肉
調味料

なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

横井醸造工業（株） 江東区新木場４－１２－２１ 調味酢 調味料 無

ヨコノ食品株式会社 西区水谷３丁目８－１１ タマリック特選 調味料 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６７０５３ローストポークソース ソース類 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６７０８４ローストビーフソース
１８ｇ

ソース類 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 味の素肉だんごのたれ ソース類 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ テンメンジャンソース ソース類 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 特製ドミソース ソース類 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ネギチャーシューのタレ ソース類 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ローストビーフソース ソース類 なし

米久株式会社 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ローストポークソース ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６５６９２　酢豚のたれ　２２０
ｇ

ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６５６９５　和風オニオンソース ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６６４０４　チャイニーズドレッ
シング

ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６６５０１　マザーシェフデミグ
ラスソース

ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６６５０２　マザーシェフトマト
ソース

ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６６５０４　マザーシェフ和風
ソース

ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６７０１１　つくね串のたれ ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６７０１２　酢豚のたれ ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６７０３１　ロールキャベツスー
プ

ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ６７０８５　和風煮込みハンバー
グソース

ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 四川ピリカラネギチャーシューの
タレ

ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ シャスールソース ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 生姜焼きのたれ ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ 天神屋　冷やし中華のたれ ソース類 なし

米久株式会社　富士工場 駿東郡長泉町東野八分平５０－１５ ヨシケイ用ネギチャーシューのた
れ

ソース類 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 アジューミックス 加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 インゲン　ゴマ和えの素 加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 くいしんぼう　ステーキA 加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 くいしんぼう　ステーキGSP 加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 日本化工食品　メンタイコシーズ
ニングNK13

加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マクドナルド　ポテトシーズニン
グ　アメリカンバーベキュー

加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　がらスープ 加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　スパイス21 加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　チリミックス 加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　ベーコンビッツ 加工用原料 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 ＷＤ ベーコンランチｿｰｽ ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 ＷＤゴマｿｰｽ ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 ＷＤチキンナゲット用　ハニーカ
レーｿｰｽ

ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 ドレッシングタイプ調味料 ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 日本化工食品　ペペロンチーノ
シーズニング　ＮＫ3

ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 ヒラオ　ビネグレルソース液B ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　黒ごまドレッシン
グ

ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　ごまドレッシング ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　しょうゆドレッシ
ング、勝どきドレッシング

ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　スパイスイタリア
ンドレッシング

ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　中華ドレッシング ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 マコーミック　丸大豆しょうゆド
レッシング

ｿｰｽ類 なし

ライオンマコーミック（株）東海
工場

磐田市千手堂2190 万世　イタリアンオニオンドレッ
シング

ｿｰｽ類 なし

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 あんかけ焼きそばたれ たれ 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 焼きなす用肉みそ たれ 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 てんつゆ つゆ 無

ライフフーズ株式会社 郡山市富久山町久保田字古町48－1 めんつゆ つゆ 無

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ えび入り肉餃子（たれ） たれ なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ 肉餃子ふかひれ入り（たれ） たれ なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ チルド野菜餃子（たれ） たれ なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ チルド黒豚餃子（たれ） たれ なし

楽陽食品株式会社　姫路工場 姫路市実法寺前田２９８－３ チルド肉餃子（たれ） たれ なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 BP-1P
（調味料）

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 RKﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ
#100-P

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 RKﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ
NP

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 RK-850P-N
（調味料）

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 DDﾋﾞｰﾌﾌﾚｰｸF-1 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 DDﾋﾞｰﾌﾌﾚｰｸF-2 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽ
（S-987)

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽ
（S-987-2)

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 NAFAﾋﾞｰﾌ 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾍﾞﾚｯｸｽ-303 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾍﾞﾚｯｸｽ-306
（ﾋﾞｰﾌ系）

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾍﾞﾚｯｸｽ-1000
（ﾍﾟｰｽﾄ）

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾍﾞﾚｯｸｽ-1500
（ﾍﾟｰｽﾄ）

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾍﾞﾚｯｸｽ-5080
（ﾍﾟｰｽﾄ）

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾍﾞﾚｯｸｽ-7000
（ﾍﾟｰｽﾄ）

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾍﾞﾚｯｸｽBﾍﾟｰｽﾄ 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾍﾞﾚｯｸｽ-RO-90
（ﾋﾞｰﾌ系）

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾛｰｽﾄﾎﾟｰｸｴｷｽ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾗｰﾒﾝﾍﾞｰｽ 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾛｰｽﾄﾁｷﾝｴｷｽ
（S-963)

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾁｬｰｼｭｰﾍﾟｰｽﾄ 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 VDDﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽR-1 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 VDDﾋﾞｰﾌﾐｰﾄ
B-1

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 VDDﾋﾞｰﾌﾐｰﾄ
B-2

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 VDDﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒ
S-1

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 VDDｶﾚｰｿｰｽ
S-1

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 VDDｵｲｽﾀｰｿｰｽ
S-1

調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 VDDﾋﾞｰﾌ S-1 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 VDDﾋﾞｰﾌ S-2 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 かつお合わせだし醤油 調味料 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
青じそ

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
和風ごま

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
おろし

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞこく仕立てすりお
ろしﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 サラダベース 加工用副原料
（乳化調味油）

なし なし

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 ピザソース 調味料 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 マッシュルームソース 調味料 無

ローズテクノ（株） 猿島郡境町内門653 チキンエキスCM（調味料） 調味料 なし

和弘食品㈱ 小樽市銭函３－５０４－１ 各種スープ ソース類 無

和弘食品㈱ 小樽市銭函３－５０４－１ 各種たれ ソース類 無

和弘食品㈱関東工場 岩井市幸田１２８２－１ 業務用「天つゆN] 液体調味料 無

和弘食品㈱関東工場 岩井市幸田１２８２－１ 業務用「AFJ」担々麺のたれ 液体調味料 無

和弘食品㈱関東工場 岩井市幸田１２８２－１ 業務用「担々麺」 液体調味料 無
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和光堂㈱氏家工場 氏家町富野岡舟代３８７ コンソメ 固形コンソメ なし

ワダカン(株) 十和田市大字相坂字高清水１１６３ フルーツ甘口たれ ソース類 なし

ワダカン(株) 十和田市大字相坂字高清水１１６３ さくらんぼ山焼肉のたれ ソース類 なし

ワダカン(株) 十和田市大字相坂字高清水１１６３ ジンギスカンのたれ（辛口、中甘
口）

ソース類 なし

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半　老舗本仕込みしゃぶしゃぶ
ごまだれ

調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半　焼き肉みそたれ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半極上しゃぶしゃぶぽん酢　他
１品目

調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半極上すき焼き割り下 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半本仕込すき焼き割り下 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半　焼肉しょうゆ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半　焼肉しょうゆ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半　しゃぶしゃぶごまぽん 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半　和風ステーキ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半しゃぶしゃぶポンス 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 今半しゃぶしゃぶごまたれ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 料亭秘伝の味　しゃぶしゃぶぽん
酢

調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 料亭秘伝の味　しゃぶしゃぶごま
たれ

調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 料亭秘伝の味　すき焼き割り下 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 テマサ中華ドレッシング 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 青じそドレッシング 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 餃子ソース 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 焼きだんごのたれ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 寿司しょうゆ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 もずくのたれ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 和風ドレッシング 調味料 無
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私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 中華ドレッシング 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 ゆず入り味付ぽん酢 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 土佐酢 調味料 無  

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 冷し中華のスープ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 野菜のうまいたれ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 中華ドレッシング 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 すし酢　昆布だし入り　360ｍｌ 調味料 無

私市醸造株式会社 鎌ヶ谷市東道野辺６丁目７番４５号 合わせ酢（加工酢） 調味料 無

ワタナベ食品株式会社 東京都 飾区立石四丁目１５番3号 旭カレールウ 調味料等 なし なし

ワタナベ食品株式会社 東京都 飾区立石四丁目１５番3号 旭カレーセレクト 調味料等 なし なし

旭醤油味噌株式会社 小矢部市水島８６３ かき山調味液(業務用）18㍑ 調味料 なし

旭醤油味噌株式会社 小矢部市水島８６３ 松茸トッピング用タレ（業務用）
１８㍑

調味料 なし

旭醤油味噌株式会社 小矢部市水島８６３ うどんだし（業務用）１８㍑ めんつゆ なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ｼｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞA 調味料・保存料
製剤

なし

綾部共同作業所 綾部市青野町東馬場下２１の３ しょうゆ しょうゆ なし

伊藤英子 亘理町吉田字宮前58-1 ソース類 ソース類 なし 該当なし

井谷食品工業㈱ 大阪市東住吉区北田辺6-1-15 ウスターソース ソース類 なし

井本豆菓㈱ 氷上郡山南町奥1021 豆菓子 醤油 無

印南養鶏農業協同組合食品セン
ター

兵庫県加古郡稲美町六分一1362-43 やきとり串 たれ なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾜｶﾔﾏﾗｰﾒﾝｵｲﾙ81595 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ パウダー56131 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ｶﾂｵﾌﾞｼｴｷｽ56121 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ45545 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ45547 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ｱｻﾘｶﾞｲｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰTM12647 調味料 なし
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塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾎﾀﾃｶﾞｲｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ45205 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ80999 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾋﾞｰﾌｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ81331 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ｶﾆｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ81524 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ｶﾙﾋﾞｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ81537 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾜﾌｳﾎﾟｰｸｵｲﾙ87271 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ホタテｶﾞｲｴｷｽ90472 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ カニペースト90859 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾋﾞｰﾌﾆｺﾐﾍﾟｰｽﾄ90860 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ91109 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ｶﾂｵﾌﾞｼﾍﾟｰｽﾄ91128 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ｶﾂｵﾌﾞｼﾍﾟｰｽﾄ91129 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ビターペースト91139 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾁｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ53220 調味料 なし

塩野香料㈱大阪工場 大阪市淀川区新高５－１７－７５ ﾎﾟｰｸｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ53250 調味料 なし

階上キユーピー（株） 三戸郡階上町大字角柄折字新沼館９－
１５９

マヨネーズ（和風、タマゴスプ
レッド用）、カルボナーラソース
（M２、No３、LA８）、サンマル
ク米酢ソース、サンマルクフリ
カッセソース耐冷耐熱タルタル
ソース、固形マヨネーズ、耐冷耐
熱マヨネーズ、マリンフーズ耐冷
耐熱マヨネーズ

ソース類 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町438番地

NQ－３ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町439番地

ウメミロン 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町440番地

ＫＢ－１ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町441番地

京自慢 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町442番地

NQ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町443番地

アサシバ－Ａ 調味液 なし
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株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町444番地

柚子味ＡＳ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町445番地

ＮＱ－ＫＮ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町446番地

ハイスィ－トＲ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町447番地

ＫＢ－１－４ＡＳ，Ｋ－４ＡＧ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町448番地

シバ－ＷＴ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町449番地

ＡＫ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町450番地

嘉兵衛の漬物味液 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町451番地

濃縮若竹味液Ａ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町452番地

ＴＫ味液 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町453番地

本格レッドキムチ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町454番地

ＴＳ－１味液（Ａ） 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町455番地

刻みすぐき味液 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町456番地

ＨＳ 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町457番地

昆布大根味液 調味液 なし

株式会社  今井嘉兵衛 京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字
町458番地

大根調味液 調味液 なし

株式会社　オジカソース工業 京都市山科区勧修寺東出町9 特級ウスターソース ソース類 なし

株式会社　オジカソース工業 京都市山科区勧修寺東出町9 カレーソース ソース類 なし

株式会社　オジカソース工業 京都市山科区勧修寺東出町9 キーマカレー ソース類 なし

株式会社　オジカソース工業 京都市山科区勧修寺東出町9 ハヤシソース ソース類 なし

株式会社　カワカミ 大阪市西淀川区５－１０－１２ 味蘭Ｒ他４５品 ソース類 なし

株式会社　カワカミ 大阪市西淀川区５－１０－１２ 味蘭キング他１４品 ソース類 なし

株式会社　カワカミ 大阪市西淀川区５－１０－１２ こんぶ漬液他１２品 ソース類 なし

株式会社　カワカミ 大阪市西淀川区５－１０－１２ 千枚漬液他１３品 ソース類 なし

株式会社　ダイイチフーズ 京都市山科区川田土仏10 ハンバーグソース ソース類 なし

株式会社　ダイイチフーズ 京都市山科区川田土仏10 トマトソース ソース類 なし

412 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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　ダイイチフーズ 京都市山科区川田土仏10 ローストビーフソース ソース類 なし

株式会社　ダイイチフーズ 京都市山科区川田土仏10 キムチたれ ソース類 なし

株式会社　ダイイチフーズ 京都市山科区川田土仏10 焼鳥たれ ソース類 なし

株式会社　ダイイチフーズ 京都市山科区川田土仏10 焼肉たれ ソース類 なし

株式会社　ハチバンｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１－９９－１ オイスタータレ 調味料 なし

株式会社　ハチバンｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１－９９－１ ピリ辛炒めタレ 調味料 なし

株式会社　ハチバンｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１－９９－１ マーボーどうふタレ 調味料 なし

株式会社　ハチバンｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 金沢市森戸１－９９－１ 回鍋肉タレ 調味料 なし

株式会社　王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 粉末調味料 調味料 なし

株式会社　王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 冷麺用スープ 調味料 なし

株式会社　岡直三郎商店 町田市旭町１－２３－２１ ホンタマ醤油
こいくちしょうゆ（新式醸造）

しょう油 なし

株式会社　岡直三郎商店 町田市旭町１－２３－２１ ホンタマ醤油 上級 しょう油 なし

株式会社　岡直三郎商店 町田市旭町１－２３－２１ 多摩溜醤油
たまりしょうゆ（本醸造）

しょう油 なし

株式会社　岡直三郎商店 町田市旭町１－２３－２１ 日本一二段仕込醤油
さいしこみしょうゆ（本醸造）

しょう油 なし

株式会社　岡直三郎商店 町田市旭町１－２３－２１ 河内屋忠兵衛純米仕込醤油　こい
くちしょうゆ（本醸造）

しょう油 なし

株式会社　岡直三郎商店 町田市旭町１－２３－２１ ホンタマ醤油　上級
こいくちしょうゆ（本醸造）

しょう油 なし

株式会社　岡直三郎商店 町田市旭町１－２３－２１ ホンタマ国産丸大豆醤油特級こい
くちしょうゆ（本醸造）

しょう油 なし

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ しゃぶしゃぶのたれ 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社　丸正フーズ えびの市大字大河平４６３３ 冷しゃぶのたれ 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社　唐船峡食品 揖宿郡開聞町十町5955-1 めんつゆ めん調味料類
（つゆ）

無

株式会社　立山酒店 魚津市北鬼江７４０－２ ヤマイチ醤油　甘口 しょうゆ なし

株式会社　立山酒店 魚津市北鬼江７４０－２ ヤマイチ醤油　松 しょうゆ なし
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株式会社　立山酒店 魚津市北鬼江７４０－２ ヤマイチ醤油　辛口 しょうゆ なし

株式会社　立山酒店 魚津市北鬼江７４０－２ ヤマイチ醤油　竹 しょうゆ なし

株式会社　立山酒店 魚津市北鬼江７４０－２ ヤマイチ醤油　梅 しょうゆ なし

株式会社あさひパック 松原市三宅西4-745-1 旭印ソース ソース 無

株式会社あさひパック 松原市三宅西4-745-1 とんかつソースＡＨ ソース 無

株式会社あさひパック 松原市三宅西4-745-1 寿司醤油10 醤油 無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 炒めのたれ　T(0019) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 炒めのたれ（高粘度)(0097) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 炒めのたれ(甘口)(0150) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 回鍋肉のたれ(0089) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 八宝菜のタレ(PB-1)(0028) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースA(0001) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソース(辛口)(0074) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースC(0053) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースY(0005) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソース(王将)(0162) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ミートソースA(2026) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 味噌焼きうどん(3074) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼きそばソースA(3046) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼きうどんのたれ(3089) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼きうどんソースM(3029) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼きそばソースM(3027) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼きそばソースS(3021) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 冷麺のたれ(レモン風味)(3087) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 冷麺のタレＮＯ(3014) 調味料類（ソー
ス）

無
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株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 冷麺のタレ(ゴマ)P(3018) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 冷麺のタレ(醤）(3070) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 冷麺のたれPB-1(3058) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 冷麺のタレM（３０１７） 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 冷麺のタレS(3013) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 油そば用(醤油ダレ)(3072) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ あんかけスパゲティーソース
(3086)

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ あんかけ(焼きそば用)(3077) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ スパゲティ(イタリアンソー
ス)(3023)

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ スパゲティ(ミートソース)(3024) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ タンタン麺用ゴマミソパック
(3088)

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 東京ラーメンスープ(3064) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ミートソースSW(2019) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ カレーミートソース(2056) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ミートソースM(2055) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ミートソースNO(3084) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ デミグラスソース(SM)(2029) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ デミグラスソースD(1451) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ デミグラスソース(オムライス
用)(2042)

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ デミソース(タンシチュー用)(2038) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ デミグラソースベース(2015） 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ トマトソース(2016) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ トマトソース２０(2064) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ トマトソース(M)(2062) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ トマトソース(アピタ)(2044) 調味料類（ソー
ス）

無
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株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ トマトソース(ハンバーグ用)(2059) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ オムハヤシソース(マッシュ入）
(2061）

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ オニオンソースNO-1(2034) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ クラムチャウダー(2030) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ジャポネギソースSM(2032) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ スコッチエッグ用ソース(2039) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 照り焼きハンバーグソース(2058) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ デミグラスソースSM-2(2033) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ デミグラスソース(M-1)(2057) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 煮込用デミソース(2037) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ハンバーグソース(SM)(2063) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ハンバーグソースS(2013) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ハンバーグソース(2007) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ハンバーグ用デミソース(2045) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ハンバーグソースNT(2040) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ハンバーグソースM(2043) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ブイヤベーススープ(2050) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ホワイト(グラタン）(2017) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ホワイトソースSM(2003) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ホワイトソース(玉葱入)(2035) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ホワイトスープ(2036) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ホワイトソースM(2054) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 鳥皮ロールのたれ(1220) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 鳥ﾚﾊﾞｰ甘露煮のたれ(1175) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 鳥ﾚﾊﾞｰ煮付けSM(1203) 調味料類（ソー
ス）

無
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株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ どて煮込みのタレ(NT)(1276) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 鳥ﾚﾊﾞｰのたれNO(1133) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 照り焼きチキンのタレ(1127) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 照り焼きチキンのタレBT(1229) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 炊き込み飯のたれ(淡)(1132) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 炊き込み飯のたれT(1298) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ だし汁(タコ焼き用)(1285) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 生姜焼きのたれAD(1279) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ きも煮付けのたれ(1126) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 唐揚げ(にんにく醤油味)(1264) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ かつ重ソース(1148) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ おでん返し(濃)S(1016) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ おでんだしNO(1015) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ おでんだしNO－２(1210) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ おでんだしKK-3(1302) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ おでん返し(食惣)(1159) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ おでん返し(甘口)(1227) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ イカ漬け込みダレ(1213) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ローストチキン上だれ(1253) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼肉のたれAS-1(1313) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼肉のたれ（ＣＯ－ＯＰ）(1312) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼き鳥のたれS(1108) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼き鳥のたれＮＯ(1060) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼き鳥仕上(高粘度)(1218) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼き鳥のタレTT(1261) 調味料類（ソー
ス）

無
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株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼き鳥上ダレ(旭)(1215) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼き鳥上ダレ(旭)NO-2(1290) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ もつ鍋のたれ(味噌味)(1137) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 味噌だれ(トンカツ用)(1208) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ みそ煮込みのタレ(1273) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 平肝煮付けのタレ(1272) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ トンカツソース(1085) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ どて煮込み(BJ)(1323) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 八宝菜のたれD-1(0114) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 八宝菜のたれDＮ－５(0146) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 八宝菜のたれTF(0158) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 八宝菜(高粘度ヒカリ)(0105) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ニラ玉炒めのたれ(0141) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ナムル用調味液(0122) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 鶏そぼろあん(中華風)(0087) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ テンメンジャン(高粘度)(0096) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ テンメンジャン(0045) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 中華風酢物(0013) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 中華炒めソース(XO醤)(0125) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 中華スープ(0012) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 中華風とろみ(0155) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 中華飯のたれ(希釈用)(0161) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースF(0070) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆豆腐HS(0185) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 焼きビーフンのタレ(0112) 調味料類（ソー
ス）

無
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株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 味噌ダレC(0137) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 味噌ダレ(淡口)(0073) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 味噌ダレ(濃口)(0072) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆茄子用ソース(0179) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆ソースQP(0174) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆ソースY-1(0157) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆ソースNO(ミンチナシ)(0147) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆ソース(NT)(0136) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆ソースM(0100) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆豆腐のたれD(0076) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 麻婆ソースDT-1(0139) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ホットソースSM(0083) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ビーフン炒めのたれ(淡口)(0110) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ビーフン炒めのたれ(濃口)(0111) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ビーフン炒め(希釈用）(0128) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ピリカラチキンAT-2(0173) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ピリ辛チキン（手羽元)(0145) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ ピリカラチキンのたれ(0094) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ バンバンジー(0018) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 八宝菜のたれNO-7(0307) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースD(スイート)(0121) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースNS-3(0165) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースS(0086) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースD-1(0093) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースD-2(0095) 調味料類（ソー
ス）

無
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株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースZ-1(0098) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソース(NO-1)(0064) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースNO-7(0091) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チリソースM(0101) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チンジャオロースTK(0075) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チャーシューダレ(0178) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ チキンスープ(0119) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ スイートチリソース(0109) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ スイートチリAT(0116) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ スイートチリソース(赤）(0118) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 白炒めのたれ(0113) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 菜炒のたれ(牛＆豚）(0067) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 五目用麻婆ソース(0182) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 香草煮豚用上だれ(0143) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 餃子のタレM-1(0156) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 牛豚菜炒のたれNO-2(0069) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 韓国チキンのタレ(0138) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 韓国風味噌だれ(0040) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 唐揚用麻婆ソース(0181) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ うま煮ソース(M)(0102) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 炒めダレ(味噌味)(0176) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 炒めのタレ(白)NO(0113) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ 炒めダレ(オイスターソース入）
(0177)

調味料類（ソー
ス）

無

株式会社アピタ 高知市弘化台６－２０ APピリ辛タレ250DN(0187) 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社石井大一商店 市川市塩浜３－２７－４ ローストビーフソース ソース類 無
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株式会社エフ・エフ・シー 東京都八王子市石川町913番地の１ デミソース 調味料 なし

株式会社エフ・エフ・シー 東京都八王子市石川町913番地の１ カリーソース 調味料 なし

株式会社エフ・エフ・シー 東京都八王子市石川町913番地の１ ミートソース 調味料 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ハンバーグソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソースＤ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＣＤ和風ソースＭ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 昔亭ハンバーグソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＣＤ中華ソースＭ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソースＭ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 柚庵焼きのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 炒飯の素 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＮＡ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＭＫ－１ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＭＫ－２ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＭＣ－１ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＭＣ－２ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ カレーソース（エスニック） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ハッシュドビーフソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 中華ラーメンスープ（あっさり） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ そばつゆ（ゼラチン入り） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ カルビ肉うどんつゆ（ゼラチン入
り）

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ うどんつゆ（ゼラチン入り） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ホクレンうどんつゆ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 讃岐うどんつゆ無添加品 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 菜園トマトソース ソース類 なし
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原料切換
え

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＴＨＢソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＮＴ黒酢ソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 旬の魚のあんかけたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 焼き豚Ｃ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ オリジナル塩焼きのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ COOPタルタルソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｎうなぎのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＮＡうなぎのたれ山椒付き ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＭＤ汁そばスープ③ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 魚用みそバターソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ COOPいくらのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＴＱＣ汁の素（カラメル２％） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 東部給食センターレトルト用カ
レーソース

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 東部給食センターマーボーソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 彩香楼焼豚のたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 彩香楼焼豚漬け込みたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 彩香楼焼豚別添たれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 絞り豆腐ハンバーグソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 鎌倉山デミグラスソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソースＭ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ライスバーガー用パティ味付液 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 牛レバー立田揚げのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソースＡ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ダイエー用牛レバー甘辛揚げのた
れ

ソース類 なし
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原料切換
え

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＨＢソース（ピリカラ甘酢）№０
１－ＴＨ

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 中華味付液 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ かつめし用ソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 和風ドレッシング ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 和風肉だんごソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＰＢデミソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミソースＳＵ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソース（B)②№０２－
ＫＳ２

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ かつめしのたれ№０４－Ｈ① ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ カツレツソース№０４－Ｈ② ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ トマトソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 鎌倉山ハンバーグソース２０ｇ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 和風ＨＢソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソース６０ｇ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ローストビーフソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソース№３０－Ｆ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソース（Ａ） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 甘味半分鎌倉山デミグラスソース
№５２－Ｆ①

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＢたれＹＢ№２・Ｋ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＢたれH№８・Ｋ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ たれＭＨ№３９－ＣＯ・Ｋ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ たれＭＨ№１７・Ｋ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ たれＭＨ№４０・Ｋ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 甘酢あんかけのたれ ソース類 なし
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入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 神戸デミソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ビーフシチューソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ピザソースＡ－５ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ チルドドレッシング（シーザー） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ シーザーソース別添用 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ わさびしょうゆ風味ローストビー
フソース

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 本生仕込み鍋用スープキムチ味 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 本生仕込み鍋用スープしょうゆ味 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 本生仕込み鍋用スープみそ味 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 豆腐ハンバーグソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 焼肉のたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 角煮のたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ テリヤキソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ テリヤキハンバーガーソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ プチボールトマトソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ホルモンみそのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 鎌倉山ハンバーグソース１５ｇ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ かに玉のソースＦ－２１ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 焼ビーフンのたれ３０ｇ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ おろしソース改良 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ カマンブルードレッシング別添用 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ シーザードレッシング陳列用 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 和風おろしソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ローストビーフソースーＯ（わさ
び風味）

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミグラスソース⑥－Ａ ソース類 なし
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株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＢたれＨ№１３・Ｋ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＢたれＨ№１５・Ｋ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ チルドドレッシング（中華） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ チルドドレッシング（しそしょう
ゆ）

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 和風ハンバーグソースＢ無添加 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 神戸和風ソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ デミソース陳列用 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＴＨＳミートボールデミグラス
ソース

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ パック用鎌倉山ローストビーフ
ソース

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 辛口ネギチャーシューのたれ２ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ネギチャーシューのたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｆデミソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｂ１９１１シーザードレッシング
別添用

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ヨシカミデミグラスソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ チキンハンバーグソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ クイーンズ伊勢丹デミグラスソー
ス

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ＹＢ２個デミソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｂ１７８５ＣＯＯＰなべつゆ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｂ１７８６ＣＯＯＰなべつゆ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 菜の花辛し和えの素 ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ラーメンスープＮ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 松茸お吸い物Ａ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｂ１７８１COOPなべつゆ（白
しょうゆ）

ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ Ｂ１７８２ＣＯＯＰキムチ鍋つゆ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 焼豚のたれ ソース類 なし
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株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ もも焼のたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 豊橋チリソース ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 無添加鍋のつゆ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 天丼のたれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ うなぎのたれＮＰ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 甘酢あんかけのたれ（２ｋｇ） ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ 夏用甘酢たれ ソース類 なし

株式会社カザミ 栃木県足利市助戸１－２６ ちゃんこ鍋用たれ ソース類 なし

株式会社かね徳篠山工場 篠山市泉字脇谷２－１０ 無着色薄味いかうに 発酵調味料（塩
みりん）

なし

株式会社ケンショー 高知市南久保67番地 キング焼肉のたれ1.8L 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社ケンショー 高知市南久保67番地 はこべホットソース 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社ケンショー 高知市南久保67番地 はこべマイルドソース 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社ケンショー 高知市南久保67番地 はこべソース360ml 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社ケンショー 高知市南久保67番地 和風だし10希釈1.8L 調味料類（ソー
ス）

無

株式会社サンカツ 黒石市元町99 チリコンカルネソース ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 白湯火鍋スープの素 ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 麻婆ソース ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 ヤキソバソース ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 坦々麺の素 ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 ジャージャー麺の素 ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 和風スパゲティーソース ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 ハンバーグソース ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 きのこデミグラスソース ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 ボロニアソース ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 ボストンカレー ソース類 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社サンカツ 黒石市元町99 ドライカレーソース ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 キーマーカレー ソース類 なし

株式会社サンカツ 黒石市元町99 ミートソース ソース類 なし

株式会社ジーエスフード 大阪府東大阪市鴻池徳庵町４番４９号 ＧＳカレーピラフベース 調味料 なし

株式会社ジーエスフード 大阪府東大阪市鴻池徳庵町４番４９号 ＧＳピラフベース 調味料 なし

株式会社ジャパック 大分県下毛郡本耶馬渓町多志田 すまし汁 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ ビーフカレー 調味料類（ソー
ス）

無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ カレールー 調味料類（ソー
ス）

無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ ミートソース 調味料類（ソー
ス）

無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ 和風スパゲティー 調味料類（ソー
ス）

無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ ゴマソース 調味料類（ソー
ス）

無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ ホワイトソース 調味料類（ソー
ス）

無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ ガーリックソース 調味料類（ソー
ス）

無し 　

株式会社ジョイフル 熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ デミソース 調味料類（ソー
ス）

無し 　

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ドレッシングごま 調味料 なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ドレッシング和風醤油 調味料 なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ドレッシング梅肉入青じそ 調味料 なし

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ カルビエキス 調味料 なし

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ ﾋﾞｰﾌｴｷｽNO.１E 調味料 なし

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ ﾋﾞｰﾌｴｷｽNO.２ 調味料 なし

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ ﾋﾞｰﾌｴｷｽNO.２E 調味料 なし

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ ﾋﾞｰﾌｴｷｽV－４E 調味料 なし

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ ﾋﾞｰﾌｵｲﾙBV－０１ 調味料 なし

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ ﾁｷﾝｴｷｽME 調味料 なし

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ ﾁｷﾝｴｷｽB－３E 調味料 なし
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え

株式会社パルシーズン 赤穂市高野１番地１７ ﾎﾟｰｸｴｷｽV－２ 調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 うどんだし３００ｇ 調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 おだし三昧３００ｇ 調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 セット用うどん・そば280g（スー
プ）

調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 そばだし３００ｇ 調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 めんつゆ５０ｇエンドレスタイプ 調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 めんつゆ６０ｇ 調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 めんつゆ６０ｇエンドレスタイプ 調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 ラーメンスープ（希釈用） 調味料 なし

株式会社マルマタ 滋賀県愛知郡愛知川町愛知川186 濃縮めんつゆ３５ｇ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 コチュジャンベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 サンラミーＦＲ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ソウルキムチのたれ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ビーフエース１ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ビーフエース２ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ボニトップ１００ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 マイルドキムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 メンタイ調味液 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 海鮮キムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 浅漬キムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 粉末キムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 粉末メンタイ調味料 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 本格キムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 味付梅肉 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 コチュジャンベース 調味料 なし
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株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 サンラミーＦＲ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ソウルキムチのたれ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ビーフエース１ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ビーフエース２ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ボニトップ１００ 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 マイルドキムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 メンタイ調味液 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 海鮮キムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 浅漬キムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 粉末キムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 粉末メンタイ調味料 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 本格キムチベース 調味料 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 味付梅肉 調味料 なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 アジアドレッシング ドレッシング なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 クリーミータラゴンドレッシング ドレッシング なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 シーザードレッシング２ ドレッシング なし

株式会社関西ダイエットクック 綾部市城山町５番地 ロックフォルドドレッシング ドレッシング なし

株式会社丸美屋　菊水工場 熊本県玉名郡菊水町内田２２１１ 田舎蒸し（茶碗蒸し） 調味料類（タ
レ）

無し 　

株式会社丸美屋　菊水工場 熊本県玉名郡菊水町内田２２１１ たまっこ（たまご豆腐・たれ） 調味料類（タ
レ）

不明 有，脂肪酸・ｸﾞﾘｾﾘﾝ製
造の加水分解条件（最
低２００℃及び適切に
相応の圧力で２０分
間）、加圧加熱処理
（155℃、3.5時間、5気
圧）、塩酸分解処理
（105℃、48時間）、
アルカリ処理(pH8.7、
60℃、10時間）、ろ過
及び沈殿によるオリの
除去

脊髄 消泡剤・
エキス

今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定
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え

株式会社丸美屋　菊水工場 熊本県玉名郡菊水町内田２２１１ 熊本コープカップ丸３ヶ組・熊本
コープカップ引割３ヶ組

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧、140℃×１時
間、3.7気圧以上）塩酸
分解処理（１０５℃、
４８時間、pH1.0以
下、110℃×20～24時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間、pH9.0、85℃×５
時間）ろ過及び沈殿物
によるオリの除去、ｵﾘ
等不溶物のろ過による

脊髄 エキス・
蛋白加水
分解物

今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ 健康の糸・健康の糸ひきわり納豆
たれ

調味料類（タ
レ）

無し 　

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ ロマン・マミ・マミ２ヶ組・マミ
３ヶ組・マミ４ヶ組・マミカップ
３ヶ組納豆たれ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）塩酸分解処理
（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス 今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ ひきわり（小）・（大）・ひきわ
り３ヶ組納豆たれ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）塩酸分解処理
（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス 今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定
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名

販売中止 製品回収
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え

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ マルショク納豆３ヶ組・マルショ
ク引き割３ヶ組たれ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）塩酸分解処理
（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス 今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ 昆布納豆３ヶ組 調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）塩酸分解処理
（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス 今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ お城納豆　キムチ２ヶ組　たれ 調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）塩酸分解処理
（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス 今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定
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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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ 有機無農薬納豆３Ｐ・有機無農薬
引割２Ｐ・有機無農薬カップ納
豆・パワーズキッズ有機　たれ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）塩酸分解処理
（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス 今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ ＣＧＣ無農薬納豆３ヶ組・ＣＧＣ
無農薬引割３ヶ組　たれ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）塩酸分解処理
（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス 今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ 宮崎生協有機納豆３ヶ組　たれ 調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）塩酸分解処理
（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス 今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ しそ海苔タレ付きカップ納豆　た
れ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧）加水分解条件
（250℃、50ﾊﾞｰﾙ、４
時間以上）塩酸分解処
理（１０５℃、４８時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間）ろ過及び沈殿物に
よるオリの除去

脊髄 エキス・
香料

今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ ふれあい納豆・ふれあいひきわり
納豆　たれ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧、140℃×１時
間、3.7気圧以上）塩酸
分解処理（１０５℃、
４８時間、pH1.0以
下、110℃×20～24時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間、pH9.0、85℃×５
時間）ろ過及び沈殿物
によるオリの除去、ｵﾘ
等不溶物のろ過による

脊髄 エキス・
蛋白加水
分解物

今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ コープ丸大豆３ヶ組・コープひき
わり３ヶ組　たれ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧、140℃×１時
間、3.7気圧以上）塩酸
分解処理（１０５℃、
４８時間、pH1.0以
下、110℃×20～24時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間、pH9.0、85℃×５
時間）ろ過及び沈殿物
によるオリの除去、ｵﾘ
等不溶物のろ過による

脊髄 エキス・
蛋白加水
分解物

今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ コープカップ丸３ヶ組・コープ
カップ引割３ヶ組　たれ

調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧、140℃×１時
間、3.7気圧以上）塩酸
分解処理（１０５℃、
４８時間、pH1.0以
下、110℃×20～24時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間、pH9.0、85℃×５
時間）ろ過及び沈殿物
によるオリの除去、ｵﾘ
等不溶物のろ過による

脊髄 エキス・
蛋白加水
分解物

今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ ミニミニなっとう３　たれ 調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧、140℃×１時
間、3.7気圧以上）塩酸
分解処理（１０５℃、
４８時間、pH1.0以
下、110℃×20～24時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間、pH9.0、85℃×５
時間）ろ過及び沈殿物
によるオリの除去、ｵﾘ
等不溶物のろ過による

脊髄 エキス・
蛋白加水
分解物

今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ ＪＡ国産納豆２ヶ組　たれ 調味料類（タ
レ）

不明 有，加圧加熱処理（１
５５℃、３．５時間、
５気圧、140℃×１時
間、3.7気圧以上）塩酸
分解処理（１０５℃、
４８時間、pH1.0以
下、110℃×20～24時
間）アルカリ処理（ｐ
H8.7，６０℃，１０時
間、pH9.0、85℃×５
時間）ろ過及び沈殿物
によるオリの除去、ｵﾘ
等不溶物のろ過による

脊髄 エキス・
蛋白加水
分解物

今後、牛
由来原料
を含まな
い材料に
変更する
予定

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ お寿司屋さん極小粒鰹風味・挽割
鰹風味（納豆）たれ

調味料類（タ
レ）

無し 　

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ・ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞひきわり・ﾊﾟ
ﾜｰｷｯｽﾞ２Ｐ（たれ）

調味料類（牛ｴｷ
ｽ）

無し 　

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ だるまラーメンスープ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ チャンポンスープＴＲ－90913 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ﾁｷﾝコンソメスープ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料1021 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ コンブ調味料 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ビーフ調味料02 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カツオ調味料Ｎ－1 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料1061Ａ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ シーズニングＤ０１ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ クラブシーズニング０１ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ そばつゆ（関西風） 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ コンブ調味料０１ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ シーズニングＮｏ９ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ホタテ調味料205 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ハモ調味料 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニミソ調味料1069 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 生協チャンポンスープ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 市販チャンポンスープ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料１０６８Ａ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料１２０ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料１０４Ｋ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料１０４２ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料１０４ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料１０８ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニＥＦオイルＳ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料１０４８ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ クラブエキスーＡ 調味料 なし

株式会社共和テクノス 東京都八王子市北野町５５９番地の６ カニ調味料102 調味料 なし

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ ビーフエキス使用製品 細切鶏肉と野菜
のソース炒め

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ ビーフエキス使用製品 若鶏ぷりぷりス
テーキ

無

株式会社鹿児島マルイ商事 鹿児島市平川町５８６番地２ ビーフエキス使用製品 手羽中スペアリ
ブスパイス

無

株式会社西野物産 中津市永添 料理の素 調味乾燥具材 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 料理の素 調味乾燥具材 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 料理の素 調味乾燥具材 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 チャーハンの素 調味乾燥具材 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 チャーハンの素 調味乾燥具材 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用粉末スープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 長崎皿うどんスープ 粉末スープ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ ビーフエキス使用製品 無

株式会社蓬莱551蓬莱稲荷工場 大阪市浪速区稲荷1-4-20 ラーメンスープ 顆粒スープ 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
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牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱　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

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 上海風焼きそばの素 調味料 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 新甜面醤 調味料 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 米粉の素、油飯の素 調味料 無

㈱　美ノ久 一宮市萩原町戸苅字本郷前２４－１ 調味液T-25 加工用原料 なし

㈱　美ノ久 一宮市萩原町戸苅字本郷前２４－１ ブラウンマスタードBMH-1134、
BMH-1326

香辛料 なし

㈱　美ノ久 一宮市萩原町戸苅字本郷前２４－１ からしマヨネーズ、バーベキュー
ソース１５P

調味料 なし

㈱　マルヨネ 一宮市浅井町黒岩番外９ 焼うどんしょうゆ味（ソース） 調味料 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

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ミートソース２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ミートソースマッシュルーム入２
９５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ 無添加ミートソース２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ミートソース（イラスト缶）２９
５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ボンゴレソース（イラスト缶）２
９５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ナポリ風ボンゴレロッソ２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ボローニャ風ミートソース２９５
ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ 太陽のリストランテ生パスタセッ
ト用ミートソース１４０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ NSPミートソース２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ GGRミートソース２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ 太陽のリストランテ　アマトリ
チャーナ１４０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ GRSTアマトリチャーナ１４０ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ 太陽のリストランテ　ボロネーゼ
１４０ｇ

ソース類 無
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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

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ GRSTボロネーゼ１４０ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ 生パスタギフト用太陽のリストラ
ンテ　ミートソース１４０ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ GRSTなすのトマトソース１２０
ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ RIワギュウミートソース１２０ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ きのこソース（イラスト缶）２８
５ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ RIマツタケソース１２０ｇ×２ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ＩＦミートソース２９５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ＩＦなすのトマトソース２８０ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ NSPカルボナーラソース２８５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ＧＲカルボナーラソース２８５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ＩＦカルボナーラソース２８５ｇ ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ＲＩカルボナーラソース１２０ｇ
×２

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ ＲＳＴカルボナーラソース１２０
ｇ

ソース類 無

㈱アーデン 長野県小諸市森山６６－１ 生パスタギフトセット用カルボ
ナーラ１４０ｇ×２

ソース類 無

㈱朝一番 土浦市乙戸字上野番外１－７７ 納豆のたれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 蜂屋ワンタンスープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 地獄からしとんこつラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 徳島とんこつラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 喜多方醤油ラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ とんこつラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 醤油ラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 盛岡冷麺 スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 本場盛岡冷麺 スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 藤根　冷麺スープＷ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 丸勘　冷麺スープＷ スープ 無

438 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ おでん スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ めんつゆストレート スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ うどん スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 鍋焼うどん スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 特製みそ70ｇ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 丸勘　温麺 スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ネバーランドつゆ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ みそ煮込み スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷しつゆ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 酒麺 スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 特製みそ70ｇ２連 スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 留美庵そば スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 遠野めん スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷たいラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 地獄みそラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 醤油とんこつラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ バリバリ冷麺濃縮Ｗ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 塩ラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ みたけ　醤油ラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ みたけ　味噌ラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 舞茸ラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 中華スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 地鶏醤油ラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 地鶏味噌ラーメン スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷麺スープＷオレンジ スープ 無
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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

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷麺スープＷパート２ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷麺スープＷ生協用 スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 生活クラブ冷麺Ｗ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ひっつみスープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ビビン麺 スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 盛岡冷麺スープＷ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷麺エクセレント スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 戸田久　温麺 スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ カルビ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ バリバリ冷麺ストレート スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 盛岡冷麺ストレート スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷麺ストレートスープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷やがけのつゆ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ A冷麺スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ B冷麺スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 特製キムチ冷麺スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ T冷麺スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ バリバリ冷麺スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 本場盛岡冷麺スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ かもラーメンスープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ タンメンスープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 秘伝の味つゆ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 大杉そばつゆボトル スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷麺スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 地獄ラーメンスープ スープ 無
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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

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ラーメンスープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテック　冷麺スープＷ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 冷やし中華スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ チゲ鍋スープ スープ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 焼そばソース ソース 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ハンバーグソース ソース 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ﾊｲﾎﾟｰﾐｰﾄ焼そばソース ソース 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ トータルフーズ餃子のたれラー油
なし

たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテックたこ焼きのたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 尾坪メカブ納豆たれノングル たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ マルダイノングルメカブ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 高浜和風あんかけのたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 黒川豆腐のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 黒川豆腐ステーキソース たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ トーチク特製たれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ウエノところてんつゆ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ネバーランドこだわり豆富 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ たまご豆腐 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 温泉たまご たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ たまご たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 芋の子汁 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ つゆさんさ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 白菜キムチ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ つゆさんさ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ かつ丼たれ たれ 無
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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

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 天丼たれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 牛とろ肉のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 味付玉こんのたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 牛カルビ98 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 牛カルビ関西 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 牛カルビ2000 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 牛たん用醤油ガーリック たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 生姜焼のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 焼肉のたれ生姜 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 焼肉のたれみそ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 調味醤油濃口 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 調味醤油淡口 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ﾉﾝｸﾞﾙE-1有機メカブたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ﾉﾝｸﾞﾙE-1メカブたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 有機醤油使用メカブたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 千葉コープメカブたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞこだわり豆富ﾎﾞﾄﾙ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテック餃子のたれラー油なし たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテックシューマイのたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテック餃子のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アキオ餃子のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 東給餃子のたれラー油なし無地 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ サトーシューマイのたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 大黒酢醤油 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ カヨー餃子のたれ たれ 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 交易餃子のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 宮城餃子のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 宮城みやちゃん餃子のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 宮城堀川餃子のたれW たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 大東餃子のたれD たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ サトー栄進餃子のたれW たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 蜂屋餃子のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 珍々亭餃子のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテック蒲焼のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテック焼鳥のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 水谷焼鳥のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ウジエ照焼のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 岩商かつおのたたきゆず風味たれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヨシオカ共冷鰹のたたきたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 盛岡冷麺用キムチ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ キムチの素 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 焼肉のたれ１L詰 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 炭火焼風蒲焼のたれ下ぬり たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 餃子のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ めんつゆ１合たれビン詰 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 君乃家焼鳥のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 生ホルモンのたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 十和田蒲焼のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 調味液No3 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ カネタ特上減塩めかぶたれ たれ 無
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原料切換
え

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 焼肉のたれPK用 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ どんたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 炭火焼風蒲焼のたれ上ぬり たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ キムチの素 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 辛きち たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 本場盛岡冷麺用キムチの素 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 焼肉のたれ甘口 たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテック焼鳥のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ABC焼鳥のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテック蒲焼のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 酢豚のたれ たれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ベルシューマイのたれＷ たれ・からし 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 須藤刺身こんにゃくＷ たれ・わさび 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ アジテック納豆のたれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 納豆たれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 萬歳納豆のたれＷ 納豆のたれ・わ
さび

無

㈱味の素ファインテクノ 川崎市川崎区鈴木町１－２ アジエキス　ローストビーフＡ 調味料 なし

㈱味の素ファインテクノ 川崎市川崎区鈴木町１－２ ＢＳ－ＮＫ 調味料 なし

㈱味の素ファインテクノ 川崎市川崎区鈴木町１－２ ローストビーフＡ 調味料 なし

㈱天草屋 川崎市中原区宮内1-4-13 焼豚のタレ ソース類 なし

㈱ｲｰｸﾞﾙﾃﾞﾘｶ関西大阪工場 八尾市山賀町５－１９ 弁当、調理パン（焼そばソース） 調味料 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 焼きそばセット２食 ソース 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ ちゃんぽん麺 タレ 無

㈱稲食 石橋町下古山2946 冷や奴のつゆ 調味料 なし

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 暮らしの８８マカロニ
グラタンホワイトソース

ソース なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ウジエスーパー 迫町佐沼字江１－７－１ ソース 調味料 なし なし

㈱ウジエスーパー 迫町佐沼字江１－７－１ 液体調味料（日本食研㈱） 調味料 なし 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

㈱遠藤商会 石巻市松並２－１４－４ 加工用調味液 調味液 なし 該当なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-63 上掛ナポリタン 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-64 トマトソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-65 下味ナポリタン 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-66 シェフトマトソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-67 ミートソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-68 カルボナーラ 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-68 ビーフンソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-69 焼きそばソースペッパー 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-70 D-3特性ソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-71 味付けきざみあげ 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-72 うどん揚げ 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-74 鍋つゆ 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-75 そばつゆ 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-76 焼きそばソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-77 ボンゴレソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-78 しそ風味ソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-79 サンキララ 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-81 お好みソース 調味料 なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-82 焼きそばソース 調味料 なし

㈱大阪ﾐﾂｶﾝ大阪工場 枚方市春日北町5-1-2 調味液（7） 無

㈱大阪ﾐﾂｶﾝ大阪工場 枚方市春日北町5-1-3 みりん（6） 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 カレーフレークファミリー 調味料 無

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 カレーラーメン(フレーク) 調味料 無

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 カレーフレークDX.辛口SD 調味料 無

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 減塩カレー 調味料 無

㈱オールスパイス商会 鹿島郡鉾田町当間2509-8 ハンバーグスパイスR。SK-1.W-
33

調味料 無

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ 青じそドレッシング ドレッシング なし

㈱カナエ 大阪市旭区高殿４-１６-１１ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾊﾞｼﾞﾘｺ 調味料 なし

㈱カナエ 大阪市旭区高殿４-１６-１１ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｼｰｽﾞﾆﾝｸﾍﾟﾍﾟﾟﾛﾝﾁｰﾉ 調味料 なし

㈱カナエ 大阪市旭区高殿４-１６-１１ シェフにおまかせﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ３ 調味料 なし

㈱カナエ 大阪市旭区高殿４-１６-１１ ｼｪﾌにおまかせバジリコ９ 調味料 なし

㈱カナエ 大阪市旭区高殿４-１６-１１ ｼｪﾌにおまかせﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ10 調味料 なし

㈱カナエ 大阪市旭区高殿４-１６-１１ ｼｪﾌにおまかせｶﾞｰﾘｯｸﾗｲｽ11 調味料 なし

㈱カナエ 大阪市旭区高殿４-１６-１１ ｼｪﾌにおまかせｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ12 調味料 なし

㈱カナエ 大阪市旭区高殿４-１６-１１ ｼｪﾌにおまかせｷﾑﾁ味ﾁｬｰﾊﾝ14 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ＳＤ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ＨＴＩ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ＫＮ３ﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク Ｊﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ＳＵＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 熟成ブレンドカレーフレーク 中
辛

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ＣＯＳﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ﾊﾟｳﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ＢＯＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ｷﾝﾀﾞｰ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  ＢＯＮ－ＭＤ 調味料 なし
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販売中止 製品回収
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え

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＮＫ２ﾍﾞｰｽカラメル抜
き

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレーフレーク  無添加 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 カレールゥ ＮＫ－４ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ  ＣＡＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ  ＣＡＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸパウダー  ＦＫＹ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＮＫ５Ｍﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ４７５ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＢＤＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ＮＲｶﾚｰﾌﾚｰｸ 中辛 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ＮＲｶﾚｰﾌﾚｰｸ 甘口 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  Ｋﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＩＨ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  Ｊﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＡＤ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＳＵＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＢＤＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  タイ風ﾚｯﾄﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  Ｊﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ルゥフレーク  Ｗ60 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  №１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  Ｎﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  Ｍ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＳＤ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  Ｈﾍﾞｰｽ 調味料 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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ＢＳ－１  ＣＦ６０ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＪＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＨＲ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾎﾜｲﾄルゥ  Ｗ６０ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＨＫﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ＫＫ-22 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 熟成ブレンドｶﾚｰ  大人の甘口 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 熟成ブレンドｶﾚｰ  中辛 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰフレーク  ＭＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰフレーク  ＲＦ－Ｂ６ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰフレーク  朝日 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾎﾜｲﾄルゥ  ＧＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰフレーク  ＲＦ－Ｓ４ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰフレーク ＡＤ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰフレーク   ＲＦ-Ａ2 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰフレーク  ラーメン一番 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ブラウンルゥ  ＮＫﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ﾏｲﾙﾄﾞ－１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  Ｎ－ＷＸ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  ﾏｲﾙﾄﾞﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ   ＫＡﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 リンゴｶﾚｰﾌﾚｰｸ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 薬膳ｶﾚｰﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ  和風 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾍﾞｰｽ  ＹＣ 調味料 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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰペースト  ＮＨ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰペースト  ＮＨ－Ｃ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 フレーク用シーズニング   №１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾎﾜｲﾄルゥ  ＦＳ－１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ＢＳ－１  ＣＦ－５０ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ＢＳ－１  ＣＦ－６０ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ＷＳ－１  ＣＦ－５０ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ＷＳ－１  ＣＦ－６０ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ナイルインターｶﾚｰﾌﾚｰｸ  中辛 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 特製レシピｶﾚｰ  甘口 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 特製レシピｶﾚｰ  中辛 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 オールドｶﾚｰ 180ｇ  甘口 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 オールドｶﾚｰ １８１ｇ  中辛 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ローストカレーフレーク  辛口 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ローストカレーフレーク  中辛 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ローストカレーフレーク  甘口 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｱﾏｸﾁｶﾚｰｺｰﾝﾊﾁﾐﾂｲﾘ  ＡＣＲＣＨ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｱﾏｸﾁｶﾚｰｺｰﾝﾊﾁﾐﾂｲﾘ Ｆ10 ＡＣＲ
ＣＨＦ10

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｱﾏｸﾁｶﾚｰｺｰﾝｲﾘ  ＡＣＲＣＩ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｱﾏｸﾁｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞ  ＡＣＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｱﾗﾋﾞｷｲﾝﾄﾞｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞＡＩＮＣＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ＡＬＦｶﾚｰ  ＡＬＦＣＲ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ700ＩＮ  ＢＦＣＲ700Ｉ
Ｎ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾋﾞｰﾌｶﾚｰＦ700  ＢＦＣＲ700 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾋﾞｰﾌﾀｯﾌﾟﾘｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞ  ＢＦＴＰＣ
Ｆ

調味料 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
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使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾁｷﾝｶﾚｰｲﾝﾄﾞﾌｳ  ＣＣＲＩＮＤＹ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾁｰｽﾞｲﾝｶﾚｰ  ＣＨＩＮＣＲ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰＦ100ＳＣ  ＣＲＦ100ＳＣ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞﾏｰｽ  ＣＲＦＭＡＲＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰＦﾏｰｽＨ   ＣＲＦＭＡＲＳＨ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾍﾟｰｽﾄｵｳﾌｳ  ＣＲＰＯＦＵ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｿｰｽｳﾄﾞﾝﾖｳ100  ＣＲＳＵ100 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｹﾞｷｶﾗｶﾚｰＦﾏｰｽ  ＧＣＲＦＭＡＲ
Ｓ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｹﾞｷｶﾗｶﾚｰＮＷ  ＧＣＲＮＷ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｹﾞｷｶﾗｶﾚｰＵＢ  ＧＣＵＢ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｹﾞｷｶﾗｶﾚｰＵＢ100  ＧＣＵＢ100 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｹﾞｷｶﾗｶﾚｰＵＢＳ  ＧＣＵＢＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｸﾞﾀﾞｸｻﾝﾔｻｲｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞ  ＧＤＹＣ
Ｆ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾊﾔｼﾌｨﾘﾝｸﾞﾏｰｽ  ＨＳＦＭＡＲＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾊﾔｼＦﾏｰｽＨ  ＨＳＦＭＡＲＳＨ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｲﾝﾄﾞﾌｳﾔｻｲｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞ  ＩＮＤＹＣ
ＲＦ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼﾞｯｸﾘﾆｺﾐﾋﾞｰﾌｶﾚｰ  ＪＮＭＢ２ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼﾞｯｸﾘﾆｺﾐﾋﾞｰﾌｶﾚｰ  ＪＮＭＢ２Ｄ
Ｏ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼﾞｯｸﾘﾆｺﾐｶﾚｰﾋﾞｰﾌｱｼﾞ3   ＪＮＭＢ3 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼﾞｭｰｼｰｶﾚｰ  ＪＵＣＲ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼﾞｭｰｼｰｶﾚｰｶｼﾐｰﾙ  ＪＵＣＲＣＡ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼﾞｬﾜﾌｳﾋﾞｰﾌｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞ  ＪＷＢＣ
ＲＦ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼﾞｬﾜﾌｳﾎﾟｰｸｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞ  ＪＷＰＣ
ＲＦ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾈｶﾋﾞｰﾌｶﾚｰＦ500  ＫＢＣＦ500 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾈｶﾋﾞｰﾌｶﾚｰＦ500Ｈ  ＫＢＣＦ500
Ｈ

調味料 なし
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の有無
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾈｶｶﾚｰＦ300Ｓ  ＫＣＦ300Ｓ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾗｸﾁｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞ  ＫＣＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾈｶｶﾚｰＦ400  ＫＣＲＦ400 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾗｸﾁｶﾚｰＦ400Ｋ  ＫＣＲＦ400Ｋ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾗｸﾁｶﾚｰＫＳ  ＫＣＲＦＫＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾈｶﾃﾞﾘｶﾒﾆｭｰｶﾚｰＦ  ＫＤＭＣＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｷﾉｺﾄﾔｻｲﾉｶﾚｰﾌｨﾘﾝｸﾞ  ＫＩＹＡＣ
Ｆ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾝｼﾞｭｸﾄﾏﾄｶﾚｰＦ  ＫＪＴＣＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｺｳﾍﾞﾜｲﾝｶﾚｰＳ  ＫＷＣＲＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾏﾂｻﾞｶｶﾚｰ   ＭＣＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾏﾂｻﾞｶﾜｷﾞｭｳｶﾚｰ  ＭＷＣＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾑｶｼﾅｶﾞﾗﾉﾖｳｼｮｸﾔｻﾝﾉｶﾚｰ ＭＹＯ
ＣＲＦ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｵｳﾌｳｺｳﾍﾞｶﾚｰ  ＯＫＣＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｵｳﾌｳｺｳﾍﾞｶﾚｰｾﾚｸﾄ  ＯＫＣＲＦＳ
Ｅ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾚｯﾄﾞｶﾚｰ  ＲＥＤＣＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｻﾝｻｲｶﾚｰ  ＳＡＮＣＲ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｻﾝｻｲｶﾚｰｾﾚｸﾄ  ＳＡＮＣＲＦＳＥ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｽｸﾞｿｺｶﾚｰＧＤ  ＳＳＣＲＧＤ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｽｸﾞｿｺｶﾚｰﾁｭｳｶﾗ  ＳＳＣＲＴＹＵ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ WKBﾐｯｸｽﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ② 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 焼きそばスパイスTS 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 粉末ソースK-18 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソースミックスK 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｿｰｽ用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞNH 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾄﾝｶﾂｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞKP 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｳｽﾀｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞKP 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 粉末ソースミックスKP 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 焼イカシーズニング 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾁｰｽﾞｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用TSﾏﾖﾈｰｽﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾏﾖﾈｰｽﾞﾏｽﾀｰﾄﾞ味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ バーベキュー味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 調味料香辛料ﾏﾖﾈｰｽﾞ醤油 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 調味料香辛料たこ焼き 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ポップコーン用ココア 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ポップコーン用ｷｬﾗﾒﾙ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 調味料香辛料ｶﾚｰ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 調味料香辛料豚ｷﾑﾁ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 調味料香辛料ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾋﾞｰﾌ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スナック用ﾏﾖﾈｰｽﾞ醤油 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｹﾞｷｶﾗ味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ辛子明太子味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ おやつｽﾊﾟｲｼｰｶﾚｰ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾊｰﾌﾞﾌﾞﾚｯﾄﾞｽﾊﾟｲｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ お好み用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞIC 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ FES-A 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ FES-A60 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ カレーシーズニングA 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 明太子調味料M 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾄﾞﾗｲｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞDSS 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｿｰｽｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞKP 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ビーフコンソメ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ フライドガーリック醤油 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾌﾗｲﾄﾞｶﾞｰﾘｯｸｽﾊﾟｲｽｿﾙﾄ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾌﾗｲﾄﾞｶﾞｰﾘｯｸｽﾊﾟｲｽﾊｰﾌﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｲﾀﾘｱﾝｶﾂﾚﾂｽﾊﾟｲｽﾐﾗﾉ風 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 鉄板焼163 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 香草スパイスM3 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｱｰﾓﾝﾄﾞｽﾊﾟｲｽM 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チーズスパイスM 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾌﾗｲﾄﾞｶﾞｰﾘｯｸ&ﾍﾟﾊﾟｰ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 鉄板ミックスカレー 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ トッピングスパイスIC 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽﾊｰﾌﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽｶﾞｰﾘｯｸ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞﾄﾛﾋﾟｶﾙN-500 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ICスパイス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チキンシーズニングHM 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ とりから用スパイシー 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ピックル粉P-200 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 竜田揚げ粉 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ なんこつ唐揚げ用 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ピックル粉P-250 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チキンミックスNo.2 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 唐揚げの素AB 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 唐揚げの素FKK 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チキンミックスNo.7 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チキンミックスさんわ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ カワバタミックスNo.1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 粉末焼ｿﾊﾞｿｰｽNo.518 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 焼きそば用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞKS 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 中濃シーズニング 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 焼きそば用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞK 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用野菜味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 韓国練込みｽﾊﾟｲｼｰ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾋﾟｻﾞ味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ﾄﾘｺﾞﾎﾞｳ味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾛｰｽﾄｶﾞｰﾘｯｸ末 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 唐辛子＆ガーリック 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 練り込みｽﾊﾟｲｼｰⅡ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 練り込みｽﾊﾟｲｼｰⅢ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 練り込みｽﾊﾟｲｼｰ3 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 麻婆豆腐ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイシー4 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ｺﾝｿﾒ味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ エビチリミックスHC 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 練り込みｽﾊﾟｲｼｰ5 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｴﾋﾞｾﾝｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞK-2 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾗｰﾒﾝ丸用ﾋﾟｻﾞﾐｯｸｽ 調味料 なし

454 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ﾍﾞｰｺﾝP 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ビーフ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用チリ味SS 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用カルボナーラ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ハーブK-1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ コンソメパウダーUN 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｳﾒ風味ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞME 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾊﾑｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ#3001 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用塩味K 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用カレーK-2 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用チーズ味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用カレー 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用野菜味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用カレー風味KS 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾃｰｷｿｰｽ味ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用ステーキ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽﾁｰｽﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ﾋﾟﾘｶﾗｽﾊﾟｲｽﾁｰｽﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽﾍﾟﾊﾟｰﾋﾞｰﾌﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ エスニック用KM 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用わさび味MO 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ さっぱり梅味ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ もんじゃ焼味ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｽﾅｯｸ用CK 調味料 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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽわさび 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 辛子明太子ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞMF 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チキンベーコン味T 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスチリ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 沙茶醤ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞSE-95 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チリパウダーミックス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスＨＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスＰＨＴ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックス１２Ｅ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ドライソーセージ用№１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスたこ焼味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスＨＭ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用ＧＵ－３８ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ドライソーセージ用№１Ａ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスＭＺ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用ＳＰＴ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスＢ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 荒びきウィンナー用Ｇ１３３ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ポークソーセージ用Ｆ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用スパイスＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用ホットチリ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ フルタミックス＃Ｓ－１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスＡＲ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ＡＬＰＳシーズニング 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイス№２Ｋ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ＧＵＭ－３ＭＩＸ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用ＫＨ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスＨＭ（Ｂ８３０３３６） 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスＨＭ（Ｂ８３０３３７） 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスＳＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハーブウィンナー用ＭＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソース味シーズニング１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグシーズニングＢＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグシーズニングＧＨＢ－
０１

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグシーズニングＥ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ツクネシーズニングＦＶ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグミックスＮＴＲ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグの素Ｍ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ニューハンバーグの素Ｍ２ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグシーズニングＫＤ－Ｂ
Ｐ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハーブハンバーグスパイス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ わかめスープ粉末 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ギョウザシーズニング 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ＳＰスパイス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 春巻き用シーズニングチキン―１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスシーズニング８６－１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ギョウザ用スパイスＨ－１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ローストビーフ用№１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ステーキ＆ソテーＫＫＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスカルボナー
ラＭ

調味料 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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ グルメシーズニングＫ－１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 肉マン用シーズニングスパイスＣ
－１

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングＧＡ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ＦＰシーズニング 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ バーベキュー味ＩＣ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 焼ソバ用ＭＡ－１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソースミックスＫ（Ｂ８７０２１
１）

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソースミックスＫ（Ｂ８７０２２
１）

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ バーガーミックスレッド 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ コンソメスパイスＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ コンソメスパイスＮＴ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 別添スパイス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チャーハンの素２ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソース焼シーズニング 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 明太子焼シーズニング改良 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シューマイ用スパイス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 中華みそシーズニング 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 肉まん用ぴざ３A455 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスカルボナー
ラ

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスマイルドＧ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスコープＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスメキシカン 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソテーキャベツ用シーズニングカ
レー味

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスソルトＢＢ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソース焼シーズニング 調味料 なし
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販売中止 製品回収
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え

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シューマイ用ＭＧ－２ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ エスニックシーズニングA 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスPO 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ エスニックシーズニングＢ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ カレーシーズニング 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスUTMA 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスチーズＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 粉末ソースＫ－４６ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 粉末焼ソバソース№５１８ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ タージマハールカレーＴＪＣＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ タイフウレッドビーフカレー
TREDBCRF

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ チュウカラクチカレーフィリング
TYUCRF

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハム用スパイスプレスＫＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハム用スパイス№９ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 魚肉スパイスＭ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ パストラミ用№１ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングスパイスお好み焼き
風

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用スパイスＰ２ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ シーズニングＴＨＫ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用マグロミックス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用スパイスＭＫＳ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ かまぼこ用サラミ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ソーセージ用ＷＴ－２ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ピックル液用調味料 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスＲＦ 調味料 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
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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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ 魚肉ソーセージ用IK№２ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックスＲＦ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ スパイスミックス837 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグ用スパイス西食（Ｂ８
４０３０２）

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグ用スパイス西食（Ｂ８
４０３０８）

調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ Ｆハンバーグスパイス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ バーガーミックス 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ バーガーマイルド 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ バーガーミックスＭ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東１－１０－１９ ハンバーグミックスＣ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ　ﾊﾟｳﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ　P２ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ　PJN 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽ　ﾏｲﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　JU-1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　KT-2 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　IY-1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　NKﾍﾞｰｽ用 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　AI-1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　M 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　NK-2ﾍﾞｰｽ用 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ用ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　WX 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾙゥ　U-2148 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　特 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　No.1（B800002） 調味料 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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　No.1（B800003） 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　辛味抜き 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾛｰｽﾄｶﾚｰ　ｶｼﾐｰﾙ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾛｰｽﾄｶﾚｰ　D-16　NITEC 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　６－CB 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　L 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　ﾗｰﾒﾝ用 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾛｰｽﾄｶﾚｰ　D-17 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｷｰﾏｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　SK-1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　STK 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾛｰｽﾄｶﾚｰ　D-16 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　NKS 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾊﾔｼｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾛｰｽﾄｶﾚｰ　D-16 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　GL 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾛｰｽﾄｶﾚｰ　南ｲﾝﾄﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　PJN 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｽﾅｯｸ用ｶﾚｰ　SS 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　PT 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　NB 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　No.37 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　NR-S 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　NR-H 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　DE 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　BC-2 調味料 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
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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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　FKY 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　激辛ﾏｰｽ用 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　NGC 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰNo.1 ｳｺﾝ抜 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　NK-4 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　394K99 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　ｶﾗﾐﾇｷ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　No.1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ　NKﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ　NK2ﾍﾞｰｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾌﾚｰｸ　WX 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｷﾑﾁ用　KNS 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｷﾑﾁﾃｲｽﾄ　（B990366) 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｷﾑﾁﾃｲｽﾄ　（B990380） 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｷﾑﾁﾃｲｽﾄ　(B990381) 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｲﾀﾘｱﾝﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾋﾟｻﾞ用　K 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾁﾘｿｰｽｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　S 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾀｺｽｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　Z 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｲｶ天ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ　MA 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 激辛ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ　A 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｲｶ天ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ　MAR 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾋﾟﾘｶﾗｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｽﾊﾟｲｽ　I 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾐｯｸｽ　No.2 調味料 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
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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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 香草ｽﾊﾟｲｽ　M2 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾞｰﾘｯｸｽﾊﾟｲｽ　M 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾐｰﾄｶﾗｰﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｽﾊﾟｲｽﾐｯｸｽ　No.2-NH 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾊｰﾌﾞｽﾊﾟｲｽ　No.1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽ　S 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｽﾊﾟｲｽ　MN 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾊｰﾌﾞｽﾊﾟｲｽ　No.1(B880358) 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾊｰﾌﾞｽﾊﾟｲｽ　No.1(B880430) 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 パリッと　ｶﾂ風 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 パリッと　ﾋﾞｰﾌｶﾂ風 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾊﾟﾘｯと　ｶﾂ風　ｶﾚｰ味 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｽﾊﾟｲｽﾐｯｸｽ　ｴﾋﾞﾁﾘ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 (ﾁｷﾝｽﾊﾟｲｽ） 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｽﾊﾟｲｽﾏﾘﾈｰﾄﾞ　K-1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 唐揚げ用　ｸﾘｽﾋﾟｰK 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 唐揚げ用　BC-1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾃﾝﾀﾞｰﾐｯｸｽ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ND-3 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ醤油味　KWH 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾙゥ　NB(C800106) 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾙゥ　NB(C800323) 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰﾙゥ　NB(C801350) 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　FS-008NK 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰｽﾊﾟｲｽ　GY 調味料 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

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　TO 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　FS-008NK 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾁｷﾝｶﾚｰｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞ　ESM 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰうどん用ﾐｯｸｽ　S 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 純ｶﾚｰ　BCN 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰ粉　No.1 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ｶﾚｰ粉　ＫＮ 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾊﾑ用ｽﾊﾟｲｽ　No.10 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾋﾟｯｸﾙﾊﾑ用 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾋﾟｯｸﾙﾍﾞｰｺﾝ用 調味料 なし

㈱カネカサンスパイス 大阪市淀川区十三東1-10-19 ﾎﾟｰｸﾁｮｯﾌﾟﾊﾑ用 調味料 なし

㈱かね治 八尾市上尾町４－１１－１７ デミグラスソース 調味料 無

㈱カネダ食品 川崎市川崎区桜本１－７－２ 冷メンスープ 調味料 なし

㈱カネダ食品 川崎市川崎区桜本１－７－２ 冷メンスープパック 調味料 なし

㈱カネダ食品 川崎市川崎区桜本１－７－２ キムチ冷メンスープ 調味料 なし

㈱河京 喜多方市松山町村松字常磐町２６８１ 中華つけ麺つゆ 調味料 なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ ソース類 ソース なし

㈱紀文食品デリカ工場 船橋市高瀬町４４番地 おでんの季節（添付おでん汁）
他１品目

調味料 無

㈱木村醤油店 高畠町石岡９４８ やまいちのつゆ つゆ なし

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ オニオンスープ スープ なし

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ ベジタブルスープ スープ なし

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ ｸﾗﾑﾁｬｳﾀﾞｰｽｰﾌﾟ スープ なし

㈱グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ フォン 調味料 なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-103 チキンコンソメ ﾁｷﾝｺﾝｿﾒｾﾞﾘｰ なし

㈱ぐりむ食品研究所千葉工場 市原市千種1-10-6 カレールー 調味料 無
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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
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ｹｰ･ｼｰ･ｴｽ枚方工場 枚方市出屋敷西町1-30-1 ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ 無

㈱ｹｰ･ｼｰ･ｴｽ枚方工場 枚方市出屋敷西町1-30-1 液体調味料（33） 無

㈱ｹｰ･ｼｰ･ｴｽ枚方工場 枚方市出屋敷西町1-30-1 粉体調味料（23） 無

㈱神戸ベル 東灘区住吉浜町１５－１ 焼肉タレ，ビーフコンソメ，デミ
グラスソース，焼鳥タレ

ソース類，その
他調味料

なし

㈱コープフーズ　加古川センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
75

松茸かまめしの素 調味料 なし

㈱コープフーズ　加工センター 加古郡稲美町六分一百丁歩1362-60・
68

ちらし寿司の素 調味料 なし

㈱小杉食品 三重県桑名市能部字花貝戸４０１ 納豆（添付たれ）「安心宣言」
「納豆のタレ（ボトル）」

納豆（たれ） なし

㈱小杉食品 三重県桑名市能部字花貝戸４０１ 納豆（添付たれ）「お茶づけ納
豆」

納豆（たれ） なし

㈱小杉食品 三重県桑名市能部字花貝戸４０１ 納豆（添付たれ）「カレー納豆」 納豆（たれ） なし

㈱小杉食品 三重県桑名市能部字花貝戸４０１ 納豆（添付たれ）「キムチ納豆」 納豆（たれ） なし

㈱小杉食品 三重県桑名市能部字花貝戸４０１ 納豆（添付たれ）「サンシ北海道
小粒納豆３Ｐ」

納豆（たれ） なし

㈱小杉食品 三重県桑名市能部字花貝戸４０１ 納豆（添付たれ）「日本の大粒」
「日本の小粒」「日本のひきわ
り」「有機栽培カップ３Ｐ」「や
まかけ納豆」「ＴＣ糸引納豆小
粒」「ＴＣひきわり納豆」「農協
小粒納豆」

納豆（たれ） なし

㈱小杉食品 三重県桑名市能部字花貝戸４０１ 納豆（添付たれ）「本造りわら納
豆」「めかぶ納豆」

納豆（たれ） なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ヨシケイシャスールソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ホウレンソウ、ボロネーゼソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ AMミートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 新サンレークデミソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ グルメライフミートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンレーク完熟トマト ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ピザソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンレークピザソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ JCピザソース ソース なし
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販売中止 製品回収
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え

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ボロネーゼソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Sペスカレートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ガーリックソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ レパコカレーソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ オニオンソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Rミートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ミートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ コックボーイトマトソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ イタリアンパスタソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Nビーフカレー ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ケイジャンソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Sケイジャンソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Rカレーソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 正油ソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ デミソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ AGデミソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ グルメライフデミソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ シェフハットデミソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ デミグラス3Pセット ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ヨシケイシャスールソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ホウレンソウ、ボロネーゼソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ AMミートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 新サンレークデミソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ グルメライフミートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンレーク完熟トマト ソース なし
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㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ピザソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ サンレークピザソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ JCピザソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ボロネーゼソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Sペスカレートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ガーリックソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ レパコカレーソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ オニオンソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ Rミートソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ バーベキューソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ しょうゆソース ソース なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ バーベキューソース ソース なし

㈱コトジョー 名古屋市中川区富川町１－１－２８ エビエキスパウダー 調味料 なし

㈱コトジョー 名古屋市中川区富川町１－１－２８ エビエキスパウダー 調味料 なし

㈱コトジョー 名古屋市中川区富川町１－１－２８ エビセン　Ａ 調味料 なし

㈱コトジョー 名古屋市中川区富川町１－１－２８ しそ昆布浸漬複合調味料 調味料 なし

㈱コトジョー 名古屋市中川区富川町１－１－２８ ヒリヒリこんにゃく調味料 調味料 なし

㈱コトジョー 名古屋市中川区富川町１－１－２８ レンコン炒め調味料 調味料 なし

㈱小菱屋 稲沢市日下部北町４－１－１ おぼろ豆腐のたれ、揚げ出し豆腐
のつゆ

調味料 なし

㈱さくらカラメル 八尾市上尾町４－１－１０ 焼きそばソース ソース類 無

㈱サンドール新潟 三条市東三条１－１９－１５ 焼肉のタレ 調味料 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ B.B.Jガーリックトマトソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ B.B.Jトリュフのソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ MIオムライス用トマトソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ MIデミグラスソース ソース類 なし
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㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ MIトマトソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ MIハヤシソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ MIミートソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ MOSフレッシュソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VKステーキ用ポン酢 ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VKてりやきソース５００ｇ ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VK新てり焼きソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ WSデミグラスソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ WSテリヤキソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ ポムケチャップソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ ポムトマトソース ソース類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ ライフオムライスソース ソース類 なし

㈱サンフレックス いわき市常磐下船尾町杭出作２３－１
０

チャーハンの素 調味料 なし 　

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ブルドック
ソース㈱鳩ヶ谷工場内

和風調味Ｂ－１ 調味料 なし

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ブルドック
ソース㈱鳩ヶ谷工場内

チキンカツソース ソース なし

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ブルドック
ソース㈱鳩ヶ谷工場内

ホットドックソースＮ ソース なし

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ブルドック
ソース㈱鳩ヶ谷工場内

焼きそばソース（ＮＦ・Ｙー２） ソース なし

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ブルドック
ソース㈱鳩ヶ谷工場内

カツ丼のたれＳＫ－４ たれ なし

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ブルドック
ソース㈱鳩ヶ谷工場内

和風調味Ｂ－１ 調味料 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ トマトソース ソース なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ カレーソース ソース なし

㈱志太榛原給食 榛原郡吉田町神戸２４９８－１ 牛テールスープ 調味料 なし

㈱志太榛原給食 榛原郡吉田町神戸２４９８－１ カルビクッパスープ 調味料 なし

㈱ジャパンエコロジーシンキング 宇都宮市下川俣町２１１ 食用オイル，牛エキス 食用オイル，牛
エキス

なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ エビエキスパウダー 調味料 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

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ カニエキスパウダー 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ からしあえの素 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ ごまあえの素 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ ピーナッツあえの素 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ ビーフシーズニングオイル１００
０

調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ ほたてエキスパウダー 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ エビエキスパウダー 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ カニエキスパウダー 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ からしあえの素 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ ごまあえの素 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ ピーナッツあえの素 調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ ビーフシーズニングオイル１００
０

調味料 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ ほたてエキスパウダー 調味料 なし

㈱シンシア 五所川原市字一ツ谷48-10 焼肉のたれ ソース類 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｶｻﾌｨｴｽﾀﾀｺｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾐｸｽ35g 調味料 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ﾀｺｻﾗﾀﾞｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾐｯｸｽ35g 調味料 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｶｻﾌｨｴｽﾀﾀｺﾃﾞｨﾅｰ275ｇ 調味料 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ "ﾆｭｰﾏﾝｽﾞｵｳﾝ"ドレッシング 調味料 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｲﾀﾘｱｲﾝﾎﾞｰﾗﾍﾟｰｽﾄｿｰｽ ソース類 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ﾗｸﾞｰｽﾊﾟｹﾞﾃｨｿｰｽ ソース類 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ﾋｰﾛｰﾎﾞﾛﾈｰｾﾞｿｰｽ ソース類 なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目４ 家庭商品のたれ（ビーフエキス液
体調味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目４ 家庭商品のたれ（ビーフエキス粉
末調味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（蛋白加水分解物
液体調味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（蛋白加水分解物
粉末調味料）

ソース なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（ゼラチンみり
ん）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（ゼラチン発酵調
味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（牛肉液体調味
料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 家庭商品のたれ（牛肉粉末調味
料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目5 家庭商品のたれ（牛脂） ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目6 業務用商品のたれ（ビーフエキス
液体調味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目7 業務用商品のたれ（ビーフエキス
粉末調味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（蛋白加水分解
物液体調味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（蛋白加水分解
物粉末調味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（ゼラチンみり
ん）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（ゼラチン発酵
調味料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（牛肉液体原
料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（牛肉粉末原
料）

ソース なし

㈱ソラチ 芦別市北７条西４丁目4 業務用商品のたれ（牛脂） ソース なし

㈱大一珍味    岡山工場 岡山県苫田郡鏡野町市場１５ 調味料（牛エキス） 調味料類 なし

㈱大一珍味    岡山工場 岡山県苫田郡鏡野町市場１５ 調味料（乳糖） 調味料類 なし

㈱大一珍味   富田林工場 大阪府富田林市中野町東2-3-14 調味料（牛エキス） 調味料類 なし

㈱大一珍味   富田林工場 大阪府富田林市中野町東2-3-14 調味料（乳糖） 調味料類 なし

㈱ダイエーセントラル水産神戸事
業所

東灘区深江浜町３６－５ ドレッシング ドレッシング類 なし

㈱ダイエーセントラル水産神戸事
業所

東灘区深江浜町３６－５ 三杯酢 ドレッシング類 なし

㈱だい久製麺 仙台市青葉区折立二丁目３－１ そばつゆ（小袋，４００ｍＬ，１
Ｌ，１．８Ｌ，１０Ｌ）,お湯かけ
天ぷらそば,そばやの味,ざるつゆ,
うどんつゆ,すきやきつゆ,ぽんつ
ゆ

つゆ類 なし

㈱だい久製麺 仙台市青葉区折立二丁目３－１ 中華スープ，焼きうどんソース，
ソース味焼そばソース

つゆ類 なし

㈱たかはたファーム 高畠町大字入生田１００ バーﾍﾞキューソース ソース なし

㈱たかはたファーム 高畠町大字入生田１００ ドレッシング ソース なし
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え

㈱たかはたファーム 高畠町大字入生田１００ 焼肉のたれ ソース なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前ざるそばつゆ そばつゆ なし

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 粉末おでん 調味料 無

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 粉末チャンポンスープ 調味料 無

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 粉末豚骨ラーメン 調味料 無

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 粉末みそラーメン 調味料 無

㈱樽政本店 西加茂郡三好町大字三好字西荒田39 カレーうどん、生ラーメン等 麺つゆ なし

㈱調味 半田市亀崎町１０－１４３－１ 生協用シーズニングＴ２、とんこ
つラーメンもとだれ

調味料 なし

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ JRデミソース 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ JRラザニアソース 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ 特選ソースかつのたれ 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ チビッコハンバーグソース 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ ハンバーグソースB 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ JRミートソース 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ そぼろあん 液体調味料 無

㈱つくば食品 八千代町蕗田８１０－１ ソース焼そば 液体調味料 無

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ ボロネーゼソース ソース類 無 ― ― ― ― ― ―

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ ドミソース ソース類 無 ― ― ― ― ― ―

㈱つばめ 東京都港区港南３－２－９ フォンドボー ソース類 無 ― ― ― ― ― ―

㈱デリカ 小樽市銭函３－５１４－１５ 各種スープ ソース類 無

㈱デリカ 小樽市銭函３－５１４－１５ 各種たれ ソース類 無

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-16 SETﾌﾗｲｿｰｽ0101 ｿｰｽ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-23 鶏照のたれ たれ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-24 肉団子のたれNo.3 たれ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-27 No.4和風ｼｰﾁｷﾝのたれ たれ なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱トキワ 兵庫県城崎郡香住町森４０５の２ かにすきのだし 調味液 無

㈱トキワ 兵庫県城崎郡香住町森４０５の２ なべぽん 調味液 無

㈱常盤植物化学研究所 佐倉市木野子１５８ 牛・羊肉抽出物 調味料 無 　

㈱栃木ミツカン 栃木市大塚町2436 和風ドレッシング　からししょう
ゆ

調味料 なし

㈱栃木ミツカン 栃木市大塚町2436 和風ドレッシング　ゆず 調味料 なし

㈱栃木ミツカン 栃木市大塚町2436 冷やし中華のつゆ　しょうゆ 調味料 なし

㈱栃木ミツカン 栃木市大塚町2436 からししょうゆドレッシング 調味料 なし

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 ｿｰｽ・タレ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 ドレッシング ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 ｿｰｽ・タレ ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝ 無

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 焼肉のたれ ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝ 無

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 ドレッシング ﾋﾞｰﾌﾌﾞｲﾖﾝ 無

㈱トリコロール 仙台市宮城野区日の出町2-3-5 ビーフコンソメスープ スープ なし

㈱ナイキフーズ さいたま市桜木町４－９９７ ハンバーグソースＺＮ ソース なし

㈱ナイキフーズ さいたま市桜木町４－９９７ ビーフエキス ローストビーフ
ソース

なし

㈱ナイキフーズ さいたま市桜木町４－９９７ ローストビーフソース ソース なし

㈱ナイキフーズ さいたま市桜木町４－９９７ ローストビーフ用ソースＮ ソース なし

㈱ナイキフーズ さいたま市桜木町４－９９７ ローストビーフ用特製洋風ソース ソース なし

㈱ナイキフーズ さいたま市桜木町４－９９７ ハンバーグソースＺＮ ビーフエキス なし

㈱ナイキフーズ さいたま市桜木町４－９９７ ローストビーフソース ビーフエキス なし

㈱ナイキフーズ さいたま市桜木町４－９９７ ローストビーフソースＮ ビーフエキス なし

㈱中石食品工業 小松市日末町い７８ お湯かけHOTスープ 調味料 なし - - -

㈱中石食品工業 小松市日末町い７８ 焼きそばソース 調味料 なし - - -

㈱中石食品工業 小松市日末町い７８ 焼きそばソース 調味料 なし - - -

㈱中石食品工業 小松市日末町い７８ 焼きそばソース 調味料 なし - - -
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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

㈱中石食品工業 小松市日末町い７８ 焼きそばソース 調味料 なし - - -

㈱ナカシン冷食 日置郡市来町湊町2700-1 南蛮ﾀﾚ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱永谷園茨城工場 茨城県高萩市赤浜松久保６０３－２ そばめしチャーハンの素 調味料 無

㈱二幸 千葉県船橋市高瀬町２０ 海と山のパスタ　イカスミソース
１２０ｇ

ソース類 無

㈱二幸 千葉県船橋市高瀬町２０ 海と山のパスタ　ベーコントマト
ソース１２０ｇ

ソース類 無

㈱二幸 千葉県船橋市高瀬町２０ 海と山のパスタ　あさりしめじ
ソース１２０ｇ

ソース類 無

㈱二幸 千葉県船橋市高瀬町２０ 海と山のパスタ　ミートソース１
２０ｇ

ソース類 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ 旨味だしの素 風味調味料 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ 旨味だし 風味調味料 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ コンソメ５ｇＸ２０ 洋風だし 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ チキンコンソメ６ｇＸ１０ 洋風だし 無

㈱日麺 江南市河野町菅竹１３ ソース類 調味料 なし

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 SE焼きうどん調味液 調味液 無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 ゼラチンSE-1 調味液 無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 SE焼きうどん調味液 調味液 無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 ダッカルビのたれ 調味液 無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 SEO1コク旨焼きうどん 調味液 無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 ＭＹ－Ｆざるそばつゆ そばつゆ 無

㈱日東商会 仙台市宮城野区福室字境四番65 中華スープ スープ なし

㈱日東商会 仙台市宮城野区福室字境四番65 味噌スープ スープ なし

㈱日東商会 仙台市若林区卸町一丁目２－１ 液体スープ(生そばの汁,中華ｽｰﾌﾟ,
みそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ,味付ﾒﾝﾏ,金平ﾜｶﾒ)

調味料 なし

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 おでんの素 香料 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 うどんつゆ 香料 無

㈱日本フーズデリカ関西工場 枚方市出屋敷西町1-23-4 タレ（5） 無

㈱日本フーズデリカ関西工場 枚方市出屋敷西町1-23-6 しょうゆ（2） 無
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㈱日本フーズデリカ関西工場 枚方市出屋敷西町1-23-8 液体調味液（5） なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ アサリスープベース 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ウニシーズニングB　H-8898 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ エビスープベース 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ カニスープベース 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ カニチャーハンシーズニングH
H-8856

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ カレーシーズニングFP　H-9418 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ グリルドステーキHR
CODE:865231

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ シーフードブイヨン 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ スパイシーカリーシーズニング
H-10970

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ そぼろ調味料　H-10818 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ タラコシーズニング　H-6906 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ チキンコンソメ　H-6050 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ チキンコンソメシーズニング　H-
11026

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ チキンシーズニング 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ チキンライスベース　WH-9696 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ チャーハンシーズニングFL-3　H-
11176

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ チリシーズニング 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ トムヤムクンシーズニング　H-
5387

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ドライカレー（Beef）　H-9929 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ナシゴレンシーズニング　H-
10124

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ のり塩シーズニング　H-10703 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ハーブミックス（マリネ） 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ パエリアシーズニングN　H-9917 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ バッターミックスケイジャン
（ファイン）H-10646

調味料 なし
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㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ バッター粉（＃11-74）　H-9000 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ バッファロー　ウィングミックス
H-9849

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ パンチェッタシーズニング 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビアシンケンシーズニング　B-80
JA56785　CODE:865053

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビアシンケンシーズニング　B-80
JA56786　CODE:865054

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフコンソメパウダー 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフシーズニング　H-7404 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフシーズニングJF-11672
CODE:865060

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフシズニング 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフパウダーJA-56324
CODE:865034

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフフレーバー94417　CODE：
852119

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフフレーバードシーズニング
JA-56361　CODE:865035

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフフレーバーﾄﾞシーズニング
ＪA-56652　CODE：865623

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフフレーバードシーズニング
JA-56662　CODE:865078

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフフレーバーパウダー96186
CODE：852894

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ビーフン用調味料　H-11083 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ フュメドポワソン　H-9851 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ブレディング21P　H-11190 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ブレディングA　H-4735 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ブレディングケイジャン（ファイ
ン）　H-10645

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ベーコンシーズニング 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ベーコンシーズニング95255/JF-
10774　CODE:865044

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ベーコンピラフシーズニング 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ベジタブルブイヨン 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ペペロンチーノ　シーズニング
H-6976

調味料 なし
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㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ポークフレーバーﾄﾞシーズニング
JA-56602　CODE:865058

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ポークフレーバーパウダー96187
CODE：852895

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ホタテスープベース 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ホワイトソースベース 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ マヨネーズシーズニング　H-2145 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ マリネLFタイプ　H-5315 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ヨーロピアンコンソメ　H-10967 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ レッドサルサシーズニング　H-
6818

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ レッドスパイスシーズニングK3
H-10273

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ ローストオニオンパウダー　JA-
56302　CODE:865033

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新JFコーン顆粒　H-10991 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新JFチーズ顆粒　H-10997 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新JFトマト顆粒　H-10995 調味料 なし 　

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新JFパンプキン顆粒　H-10993 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新コーンプレミックス　H-10990 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新チーズプレミックス　H-10996 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新トマトプレミックス　H-10994 調味料 なし 　 　

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新パンプキンプレミックス　H-
10992

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 新青ジソシーズニング　H-10334 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 辛子マヨネーズ正油味H-5138 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 辛子和えの素（胡麻抜き）　H-
7524

調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 辛子和えの素GD-2　H-10845 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 中華ブイヨン　H-10770 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 調味料ミックスF　H-10062 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 長崎あんかけベース　H-10842 調味料 なし
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㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 梅ジソシーズニングH-7518 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 明太子風味シーズニング　H-5380 調味料 なし

㈱ハーヴィインターナショナル 所沢市寿町２９－１０ 和風シーズニングH　H-9817 調味料 なし

㈱函館カールレイモン 北海道函館市鈴蘭丘町３－９２ コーンビーフたれ ソース なし

㈱ハチバン 能美郡川北町字田子島308-1 とんこつたれ 調味料 なし - - -

㈱ハチバン 能美郡川北町字田子島308-1 らーめんスープ 調味料 なし - - -

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ あんかけ焼きそば 焼そばソース なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 中華風焼そば液体ソース 焼そばソース なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 焼きそばソースＴ－２０２ 焼きそばソース なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 焼きそばソースＷ－６５１ 焼きそばソース なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ お切り込みうどんつゆ うどんつゆ なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 焼きうどんソース（液体）Ｕ－６
０５

焼きうどんソー
ス

なし

㈱ハヤチネフーズ東和工場 東和町安俵9区323 醤油麺たれ 調味料 無

㈱ハヤチネフーズ東和工場 東和町安俵9区323 ミートソース 調味料 無

㈱原信 南蒲原郡中之島町中興野１８－２ 焼肉のタレ他（６種） 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾆｯﾀｰｼﾞｭＢ－４０６ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾆｯﾀｰｼﾞｭＢ－４０７ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾆｯﾀｰｼﾞｭＢ－４０９ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾆｯﾀｰｼﾞｭＢ－８０７ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ペースト 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸＳー５１１２ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸＳー５１１４ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸＳー５２１８ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸﾍﾟｰｽﾄＺｰ5110 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸＳー５００５ 調味料 なし
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え

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸＳー５０３３ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸＳー５０６３ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸＳー５０６８ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾎﾟｰｸｴｷｽG-1 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾋﾞｰﾌEｰ102 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾋﾞｰﾌｴｷｽG-1 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾋﾞｰﾌＳ４００４ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾋﾞｰﾌＳ４００５Ｒ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾋﾞｰﾌＳ４０１１ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾋﾞｰﾌＳ４０３３ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾋﾞｰﾌＳ４０４７ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾋﾞｰﾌＳ４１０８ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝｴｷｽＦＷ１Ｗ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝｴｷｽＦＷ２２ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝｴｷｽＦＷ４４ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝｴｷｽＧー１００ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝｴｷｽＧー１ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝNF３００８Ｒ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾆｯﾀｰｼﾞｭNS-3201R 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝE３００１ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６００１ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６００７ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６１１１ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６１１５ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６１１６ 調味料 なし
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え

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６２０６ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６２６２ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６２６３ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS６３１８ 調味料 なし

㈱ﾊﾟﾙｼｰｽﾞﾝ 赤穂市高野 ﾁｷﾝS４０４５ 調味料 なし

㈱半田ミツカン 半田市中村町２－６ ぽん酢、和風ドレッシング等 調味料 なし

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛﾊﾟｽﾀｿｰｽﾐｰﾄｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛﾊﾟｽﾀｿｰｽなすとひき肉辛味
ｿｰｽ

調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛﾊﾟｽﾀｿｰｽﾄﾏﾄの実だくさん 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛﾊﾟｽﾀｿｰｽ木の子いろいろしょ
うゆｸﾘｰﾑ味

調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛﾊﾟｽﾀｿｰｽｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛｽｰﾌﾟ牛ﾊﾞﾗと野菜のｽｰﾌﾟ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛｽｰﾌﾟきのこのｽｰﾌﾟ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛｽｰﾌﾟｺｰﾝﾁｬｳﾀﾞｰ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛｽｰﾌﾟﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ﾋﾟｴﾄﾛｽｰﾌﾟｺﾝｿﾒﾐﾙﾌｨｰﾕ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈｽｰﾌﾟ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾗﾀﾄｩﾕｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾄﾏﾄｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾐｰﾄｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ｺｰﾝｸﾘｰﾑ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾋﾟｻﾞｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ 調味料類（ソー
ス）

無
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㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ｼｰﾌｰﾄﾞｸﾘｰﾑ 調味料類（ソー
ス）

無

㈱ヒガシマル 日置郡伊集院町猪鹿倉20 チャンポンスープ（粉末） 調味料 無

㈱日立ライフ 茨城県日立市諏訪町２－８－１ めんつゆ 調味料 無

㈱ピックルスコーポレーション所
沢工場

三芳町上富１０３１－１ 業務用調味浅漬 調味液 なし

㈱ピックルスコーポレーション所
沢工場

三芳町上富１０３１－１ 業務用調味浅漬（ｷﾑﾁ） 調味液 なし

㈱ピックルスコーポレーション所
沢工場

三芳町上富１０３１－１ 業務用調味浅漬（茄子用） 調味液 なし

㈱ピックルスコーポレーション所
沢工場

三芳町上富１０３１－１ 宅配用食材（ｼｰｻﾞｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ） 調味料 なし

㈱ピックルスコーポレーション所
沢工場

三芳町上富１０３１－１ 宅配用食材（青じそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ） 調味料 なし

㈱ピックルスコーポレーション所
沢工場

三芳町上富１０３１－１ 宅配用食材（和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ） 調味料 なし

㈱平山孫兵衛商店 米沢市大町二丁目２－２２ 業務用すき焼きのたれ 麺つゆ なし

㈱飛竜 東灘区深江浜町１１０－１ 焼きそばソース ソース類 なし

㈱福岡ミツカン 糟屋郡新宮町緑ヶ浜４丁目11-1 S-362 20Lキュービ 調味料 無

㈱フタバ 三条市西本成寺２－２４－２６ 顆粒だし(５種） 調味料 なし

㈱フタバ 三条市西本成寺２－２４－２６ だしパック(３３種） 調味料 なし

㈱フタバ 三条市西本成寺２－２４－２６ 麺つゆ(１１種） 調味料 なし

㈱プラス・ワン 焼津市焼津１－１４－３ 五味八珍ラーメンスープ 調味料 なし

㈱プラス・ワン 焼津市焼津１－１４－３ 支那そばスープ 調味料 なし

㈱プラス・ワン 焼津市焼津１－１４－３ 醤油ラーメンスープ 調味料 なし

㈱プラス・ワン 焼津市焼津１－１４－３ 調味料Ｈ1-2 調味料 なし

㈱プラス・ワン 焼津市焼津１－１４－３ 調味料Ｓ－6 調味料 なし

㈱プラス・ワン 焼津市焼津１－１４－３ 焼うどんスープ 調味料 なし

㈱プラス・ワン 焼津市焼津１－１４－３ ラーメンスープＨ－3Ａ 調味料 なし

㈱フレッシュシステム 川崎市川崎区扇町１３－１ 和風ゆず風味ドレッシング（ゼラ
チン）

調味料 なし

㈱フレッシュシステム 川崎市川崎区扇町１３－１ ノンオイル青じそ（ゼラチン） 調味料 なし

㈱フレッシュシステム 川崎市川崎区扇町１３－１ 焼肉屋さんのサラダ用 調味料 なし
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㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3-28-2 もろみ漬けのたれ 調味料 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3-28-2 きざみ昆布のたれNOGS 調味料 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3-28-2 スタミナたれ 調味料 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3-28-2 ﾎｲｺｰﾛｰのたれ 調味料 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3-28-2 ｳｽﾀｰｿｰｽ ソース類 なし

㈱ホンチク 登米郡迫町森３４－８６ ロースとビーフソース ソース類 なし 該当なし

㈱斑尾高原農場 上水内郡三水村芋川１２６０ チリペッパー ソース なし

㈱松屋栄食品本舗 犬山市字落添２０－１ スパイス 香辛料 なし

㈱松屋栄食品本舗 犬山市字落添２０－１ タレ・ソース 調味料 なし 　

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ 中華だし（中華料理用調味料） 中華料理用調味
料

なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ 和風スパゲティソース　たらこ 調味料 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ 和風スパゲティソース　明太子 調味料 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ いりこだし（風味調味料） 風味調味料 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ 鰹だし（風味調味料） 風味調味料 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ 昆布だし（風味調味料） 風味調味料 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ あんかけたれ(１７種） 調味料 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ ソース(４種） 調味料 なし

㈱マルイ 見附市今町３－１１－６ タレ(６種） 調味料 なし

㈱マルサンフーズ 半田市瑞穂町１－９－１ ポン酢、だしつゆ、中華調味液等 調味料 なし

㈱丸紅商会 大阪府堺市寺地町東３－２－２ リベラルソース ソース類 無

㈱まるよし 三条市本町３－７－６ タレ  ２社より仕入 調味料 なし

㈱三井酢店 知多郡阿久比町大字卯坂字下同志鐘１
－１０

ラーメンスープ（みそ、しょう
ゆ、とんこつ）、ところ天スープ
等

調味料 なし

㈱三越 東京都多摩市落合1-46-1三越Ｂ１ ミネストロスープ 調味料 なし

㈱港食品 半田市中午町６８ 味付け用粉末食品、スープ類、ふ
りかけ類

調味料 なし

㈱メイショク 加古川市野口町 神戸たれ一番辛口 たれ なし
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㈱メイショク 加古川市野口町 神戸たれ一番中辛 たれ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 オリバー焼肉甘口 焼肉のたれ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 オリバー焼肉中辛 焼肉のたれ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 神戸菊水牛焼肉のたれ 焼肉のたれ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 新高級焼肉のたれ 焼肉のたれ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 焼肉のたれ辛口 焼肉のたれ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 焼肉のたれ甘口 焼肉のたれ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 焼肉のたれ 焼肉のたれ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 甘口業務用たれ 焼肉のたれ なし

㈱ヤマダフーズ茨城工場 茨城県牛久市奥原町塙台１７５３ 風味だし 納豆たれ なし

㈱ヤマミ醸造 半田市港町３－１０６ 米菓用綜合調味液、粉末調味料、
スープ、焼肉たれ等

調味料 なし

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ 黒オイスターソース
　　(餃子・しゅうまい・ワンタ

調味料 無

㈱米澤紀伊国屋 米沢市丸の内一丁目６－２ デミグラソース ソース なし

㈱ロック・フィールド　神戸ファ
クトリー

東灘区魚崎浜町２７－４０ ソース類（ハンバーグ用リヨネー
ズソース）

ソース類 なし

㈱ロック・フィールド　神戸ファ
クトリー

東灘区魚崎浜町２７－４０ ソース類（ハンバーグ・ロール
キャベツ・フライ用５種）

ソース類 なし

㈱一心亭 五所川原市字一ツ谷128-17 焼肉のたれ ソース類 なし

㈱一冷　所沢食品工場 所沢市林１－３０５ チキンナゲット類 調味加工品類 なし

㈱一冷　所沢食品工場 所沢市林１－３０５ 鶏唐揚 調味加工品類 なし

㈱一冷　所沢食品工場 所沢市林１－３０５ 照る焼きチキン 調味加工品類 なし

㈱一冷　所沢食品工場 所沢市林１－３０５ 調味加工品類 調味加工品類 なし

㈱遠藤商会 石巻市松並２－１４－４ 加工用調味液 調味液 なし 該当なし

㈱丸万食品 船井郡丹波町下山上藤ケ瀬３－３ コチジャン 調味料 なし

㈱丸万食品 船井郡丹波町下山上藤ケ瀬３－３ テンメンジャン 調味料 なし

㈱丸万食品 船井郡丹波町下山上藤ケ瀬３－３ ヤンニンジャン 調味料 なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ ちぢれ麺鶏ガラ醤油２食スープ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ ちぢれ麺味噌中華醤油２食スープ 調味料 なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ ちぢれ麺鶏ガラ醤油２食スープ 調味料 なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ ちぢれ麺味噌中華醤油２食スープ 調味料 なし

㈱原信 南蒲原郡中之島町中興野１８－２ チリソース 調味料 なし

㈱阪神百貨店（柿安ダイニング） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 青汁ドレッシング 調味料 なし

㈱狩野食品 長崎県南高来郡西有家町須川3２０３
－９

長崎皿うどん 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 長崎生ちゃんぽん 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 特製生ちゃんぽん 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 長崎揚げちゃーめん 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 長崎ちゃんぽん５人前 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 長崎ちゃんぽん３人前 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 五食生ちゃんぽん 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 長崎の麺 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 九州麺紀行 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 長崎皿うどん 添付スープ 無

㈱小林甚製麺 長崎県南高来郡西有家町須川388 味ラーメン 添付スープ 無

㈱大黒屋 大阪市福島区玉川２－９－２６ 焼肉たれ 調味液 なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ 焼肉たれ（辛口唐辛子） たれ なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ 焼肉たれ（味噌味） たれ なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ 焼肉たれ（醤油味） たれ なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ ソウル冷麺スープ 液体スープ なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ キムチの素 液体調味料 なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ クッパの素 液体調味料 なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ クッパのたれ 液体調味料 なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ キムチ鍋の素 液体調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ ナムルの素 液体調味料 なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ ダシダ 粉末調味料 なし

㈱日華商会 大阪市東住吉区公園南矢田4-11-1 焼豚たれ汁 ソース類 なし

㈱野村佃煮　京都工場 京都市南区上鳥羽川端町５５ 料理松茸の素 調味料 なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマステーキソースデミグラ
スタイプ

ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ焼そばソース ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマお好みたこやきソース ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ道頓堀焼きそばソース ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 セルヴィス焼肉のたれ ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 グリッド焼そばソース ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 グリッドお好み焼ソース ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 なら生協お好みソース ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 いずみ生協お好みソース ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマステーキソース（しょう
ゆ）

ソース なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ焼肉家族 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 いずみ生協焼肉のたれ甘口 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 いずみ生協焼肉のたれ中辛 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ焼肉のたれごまみそ風味 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州ゆず極 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 キト味工房和歌山の香ゆずぽん酢 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州の香特選ゆずぽん酢 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州の香ゆずぽん酢 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 紀州の香完熟ゆずぽん酢 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州の里ゆずぽん酢 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ完熟香りのゆずぽん酢 たれ なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州の里じゃばらぽん酢 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマじゃばらぽん酢 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ北山村じゃばらぽん酢 たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 京風ごまだれ たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 玉置ごまだれ たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 キト味工房ごまだれ たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州の香ごまだれ たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 職人の味紀行ごまだれ たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州ごまだれ たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州の里ごまだれ たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマごまだれ たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 マルヨシごまだれ（ねりごま） たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマごまだれ（ねりごま） たれ なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州ごまドレッシング ドレッシング なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 ハグルマ紀州赤じそドレッシング ドレッシング なし

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷717 泉州たまねぎドレッシング ドレッシング なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ オニオンソース ソース類 なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ デミグラスソース ソース類 なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ 森林ソース ソース類 なし

丸島醤油株式会社 香川県小豆郡内海町神懸通甲８８１ 割烹だしつゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ Ｌ＆Ｍ　タルタルハーフ ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ Ｌ＆Ｍ　マヨネーズタイプ ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ Ｌ＆Ｍ　粒入りマスタードハーフ ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ αスライス　マヨネーズ風味 ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ αダイス　マヨネーズ風味 ソース なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ αブロック　マヨネーズ風味 ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ アルハ中華ドレッシング（ごま・
しょうゆ風味）

ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ アルハ和風ドレッシング（梅かつ
お風味）

ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ｱﾚﾌﾌﾚﾝﾁﾏﾖﾈｰｽﾞ　びっくりﾄﾞﾝｷｰ
ﾏﾖﾈｰｽﾞﾀｲﾌﾟ

ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ガーリックドレッシング ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ガンベロ・ロッソイタリアンド
レッシング

ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ コートオイル ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ コンサイドドレッシング ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ダイスマヨネーズ・ツナ味 ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ トマトドレッシング ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ なだ万和風サウザンドレシング ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ハイロールスーパー（チョコレー
ト風味）

ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ プラセベーキングマヨネーズ（ｵﾆ
ｵﾝガーリック風味）

ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ムニエルソース ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ラッキー№６５１（カレー風味） ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ラッキー№７０５ ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ラッキー№７０８ ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ラッキーマヨネーズ ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ ラッキーマヨネーズ（米脂） ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ 厳選素材使用中華ドレッシングＮ
（ゴマ・醤油風味）

ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ 中華ドレッシング（ごま・しょう
ゆ風味）

ソース なし

丸和油脂㈱ 東京都品川区西五反田３－９－２３ 梅ドレッシング ソース なし

吉村醸造㈱ 日置郡市来町大里3868 やきそばｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

吉村醸造㈱ 日置郡市来町大里3868 ﾄﾝｶﾂｿｰｽ 調味料類（ソー
ス）

無

桔梗長蔵 山元町山寺字牛橋１９ ソース類 ソース類 なし 該当なし
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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
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使用・混入
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適切な防止措置の有無
使用・混
入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

宮城県農業実践大学 名取市高舘川上字東金剛寺１ ソース類 ソース類 なし 該当なし

協業組合パナフーズ 熊本県菊池郡泗水町田島２１４１－１ 醍醐ラーメンスープ 調味料類（ラー
メンスープ）

無し 　

協和化工株式会社埼玉工場 妻沼町原井字上２２ 粉末調味料 調味料 なし

協和加工㈱ 東京都港区愛宕１－２－２ シマダヤの３食焼きそばソース ソース なし

協和加工㈱ 東京都港区愛宕１－２－２ 焼きそばソース ソース なし

協和加工㈱ 東京都港区愛宕１－２－２ うどんつゆ つゆ なし

協和加工㈱ 東京都港区愛宕１－２－２ 全農かけうどんスープ つゆ なし

協和加工㈱ 東京都港区愛宕１－２－２ 全農たぬきうどんスープ つゆ なし

協和食品工業㈱ 日置郡郡山町油須木210 めんつゆ めん調味料類
（つゆ）

無

協和醗酵工業㈱東京支社 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ ﾊｲｸｯｸこんぶｴｷｽ液 調味料 なし

協和醗酵工業㈱東京支社 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ ハイクックポークＡ 調味料 なし

協和醗酵工業㈱東京支社 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ フィッシュエイドほたて 調味料 なし

協和醗酵工業㈱東京支社 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ ﾊｲｸｯｸこんぶｴｷｽ液 調味料 なし

協和醗酵工業㈱東京支社 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ ハイクックポークＡ 調味料 なし

協和醗酵工業㈱東京支社 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ フィッシュエイドほたて 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 コクプラスRC 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ビーフコンソメUB 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 PMG 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 コクミックＧＳ 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 コクミックＧ 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 コクメイト中華 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 丸紅かつおだし 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ふじかつおだしA 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 FS-S 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ふじかつおだし 調味料 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
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使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 かつおだし＃3 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 不溶性塩類粒 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ＣＦタイプＣa粒 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ヌクレオプロテイン粒 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 カレーピラフ顆粒 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ビーフエキス末S 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ビーフ11（K） 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 調味料ベースMK-2（K) 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 調味料ベースMK-1（K) 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 粉末調味料ATS 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 サンライクアジビーフNo.1（K) 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 だしの素顆粒 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ビーフエキス末 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 アジビーフ 調味料 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ビーフ33（K) 調味料 なし

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

古澤醸造合名会社 宮崎県日南市大堂津4丁目10番1号 かつお醤油 調味料類 無

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ 火の国熊本とんこつラーメン用
スープ

調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ ラーメン一番店とんこつ味 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ 熊本ラーメンスープ 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ 火の国熊本しょうゆラーメンスー
プ

調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ アベックラーメンとんこつ味 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

488 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ ラーメン一番店みそ味 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ 火の国熊本みそラーメン 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ ラーメン一番店しょうゆ味 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ ２コチャンポン 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ 火の国熊本チャンポン 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ ３食チャンポン 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ スープ付ちゃんぽん 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ 鍋焼きつねうどん 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

五木食品株式会社 熊本県下益城郡城南町坂野９４５ ミートスパゲテイ 調味料類（牛エ
キス）

無し 　

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ ビーフエキス使用製品 若鶏甘酢あんか
け

無

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１丁目１番１９号 タカハシハンバーグソース 調味料 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１丁目１番１９号 タカハシ焼肉 調味料 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１丁目１番１９号 全糖焼きそばソース 調味料 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ ＦＭハンバーグソース９９ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ ＴＴＢ焼そば ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ ＴＴＢ焼そば ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ ＴＴＢ焼そば ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ イカスミソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ イカスミソース（ノングルソー） ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ いし本関西風焼そば ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ いし本焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ オリジナルソース（ナゲット） ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ カントリーハーヴェストお好み
ソース

ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ カントリーハーヴェストお好み
ソース

ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ カントリーハーヴェストお好み
ソース

ソース類 なし

489 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ カントリーハーヴェスト焼きそば
ソース

ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ カントリーハーヴェスト焼きそば
ソース

ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ カントリーハーヴェスト焼きそば
ソース

ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ カントリーハーヴェスト焼きそば
ソース

ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ キタカタ焼そばソース（新処方） ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ げんきの素 ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ げんき家ステーキソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ スーパーフルーティー焼そば ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ スーパーフルーティー焼そば ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ チキンカツソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ デミ風ソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ デミ風ソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ デミ風ハンバーグソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ デミ風ハンバーグソースＲ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ とん兵衛甘口ソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ ナポリタンソースＴ・新 ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ ナポリタンソースＴ・新 ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ ハナマサ焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ マルモ焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ わいずお好みソース辛口 ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ わいず焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 越佐たこ丸ソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 華屋和風ステーキソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼きそばソース３ＴＡ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばＦ ソース類 なし
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高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばＦ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばソースＣＬ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばソースＣＮ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばソースＣＰ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばソースＤＦ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばソースＲ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばソースＲ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 焼そばソースＲ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 正直村焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 正直村焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 正田Ｓ焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 入澤製麺焼きそばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 入澤製麺焼きそばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 濃厚ソースＴ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 別添ソースＤ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 味彦焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 味彦焼そばソース ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 冷凍調理用焼そばＡー１３ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 冷凍調理用焼そばＡー１３ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 冷凍調理用焼そばＡー１３Ｐ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１－１－１９ 冷凍調理用焼そばＡー１８ ソース類 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１丁目１番１９号 タカハシハンバーグソース 調味料 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１丁目１番１９号 タカハシ焼肉 調味料 なし

高橋ソース㈱ 本庄市駅南１丁目１番１９号 全糖焼きそばソース 調味料 なし

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ レンジスパゲテｨたれ 調味料類（タ
レ）

無し 　
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販売中止 製品回収
原料切換
え

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 輸出用ナポリタンたれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ レンジ焼うどん（醤油味）たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ だんご汁たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 博多うどんたれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 天鍋うどん（きつね）関西味たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 天鍋うどん（えび）関西味たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 焼きうどん（醤油味）たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 天鍋うどん（きつね）たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 天鍋うどん（えび）たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 天ぷらうどんたれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ かつおだしうどんたれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 冷し中華たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ ところてん（青じそドレシッシン
グ）

調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ ところてん（しょうが味）たれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ ところてんたれ 調味料類（タ
レ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ 外販用麺つゆ 調味料類（つ
ゆ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ ざるそばたれ 調味料類（つ
ゆ）

無し 　

高森興産株式会社 熊本県荒尾市増永字君郷２８００－２ ビーフエキスパウダー 粉末スープ 無し 　

高木商店 熊本県宇土市笹原町１５４４ ＦＤ料亭の味茶碗むし 調味料類（スー
プ）

無し 　

高木商店 熊本県宇土市笹原町１５４４ ＦＤごぼうの根菜スープ 調味料類（スー
プ）

無し 　

合資会社徳岡商会
(製造委託者　株式会社大地)

荒川区町屋5-22-1（製造委託者：千葉
県市川市塩浜2-15-3）

株式会社大地向け　牛骨エキス
(委託品･使用原材料株式会社大地
持込)

調味料 有 なし  脊髄 牛骨 販売中止 10月16日
現在、製
品自主回
収中（自
主回収等
について
は、株式
会社大地
が実施）

特定危険
部位を取
り除いた
原料使用
予定
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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

合名会社　立川醤油店 常陸太田市西二町2177 醤油 醤油 無

今川(株) 大分市古国府1186-2 調味料 調味料 無

佐藤醸造（株） 海部郡七宝町安松２７４３ 丼たれ、麺つゆ、調味液、鳥てり
等

その他の食品 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ BS-IC-7 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ BS-KM(MK) 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ BS-MKO(MS) 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ BS-ＮＳ 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ ＢＳーＹＭ 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ BS-YM 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ BS-かつお調味料S-100 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ かつお調味料S-100 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 粉末マヨネーズ（全卵タイプ） 調味料 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ 粉末マヨネーズタイプ 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 田楽味噌 調味味噌 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 田楽味噌セット 調味味噌 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 鉄板焼き味噌 調味味噌 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ からし味噌 調味味噌 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ マリネドレッシング 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 煮込みおでんつゆの素 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ カレービーフン 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 薬膳ぞうすいの素 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ きりたんぽ鍋の素（きりたんぽ・
たれセット）

調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ サラダつけ麺つゆ 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ カレーチャーハンの素 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ キムチチャーハンの素 調味料 なし
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え

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 麻婆春雨 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ ごまソース 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 洋風魚介スープの素 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ チンジャオロウスーのたれ 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 酢豚の素 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ ビーフンのオイスター焼き 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ ごまたっぷり麺つゆ 調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ 梅ドレッシングサラダ（昆布入
り）

調味料 なし

山印醸造（株）丸子工場 小県郡丸子町腰越１５４４ お好み春雨 調味料 なし

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ 味付けぽん酢Ｈ（ひぜんや） 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ 橙味ぽん酢（下関ﾏﾘﾝﾎﾃﾙ） 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ もずくぽん酢（和楽路屋） 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ 特選ぽん酢（八幡屋旅館） 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ かぼす醤油 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ ゆずぽん（北伊醤油） 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ 白だしぽん酢（ＧＦＣ） 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ ﾎﾃﾙﾆｭｰﾀﾅｶぽん酢 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ しゅうまいのたれ 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ ふくしょうゆ（なかお） 調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ 水の都のドレッシング（水前寺観
光センター）

調味料類 無

山口食品工業（株） 糸島郡志摩町吉田１０８４－２ ｻﾗﾀﾞぽん酢ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（ﾄﾘｾﾞﾝ） 調味料類 無

山崎エミ 揖宿郡喜入町喜入6094-8 焼き肉のたれ 調味料類（ソー
ス）

無

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ しば漬調味液 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－野沢菜 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－２１９ 調味料 なし
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山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－４６０（喬宝） 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－４７０（大鹿） 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ 大王たまり調味液 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－たまり 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－４００（Ｍ） 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ワサビ野沢菜ＪＡ 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ 野沢菜本格調味（丸大） 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－２００ 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＤＮ－ワサビ 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－茄子山葵 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ 丸中藤屋山葵調味液 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ 調味液ベース（増澤） 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－野沢菜（野口屋） 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ わさびの花調味液 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ 梅かつおＡＢ 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－坂口 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－Ｆ野沢菜 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ＮＳ－なす調味 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ ワンタッチ・白キムチ 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ 白キムチ（信濃） 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ 白キムチ－Ｔ 調味料 なし

山八醤油味噌（有） 長野県松本市島立２２３５ 長いも調味液Ｍ 調味料 なし

山路晴子 名取市愛島塩手字岩沢4-2 ソース類 ソース類 なし 該当なし

鹿児島プロフーズ㈱谷山工場 鹿児島市谷山港３－２－６ ゼラチン使用製品 調味料類（ポー
クエキスＭ）

無

鹿児島プロフーズ㈱谷山工場 鹿児島市谷山港３－２－６ 牛脂使用製品 調味料類（ポー
クエキスＭＫ）

無
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使用・混入
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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

鹿児島プロフーズ㈱谷山工場 鹿児島市谷山港３－２－６ ゼラチン使用製品 調味料類（ポー
クエキスＳ）

無

七星ソース株式会社丹波工場 篠山市今田町本荘字西光寺２－１ ハンバーグソース ビーフエキス なし

七星ソース株式会社丹波工場 篠山市今田町本荘字西光寺２－２ 焼きそばソース ビーフエキス
ペーストＮＴ－

なし

七星ソース株式会社丹波工場 篠山市今田町本荘字西光寺２－３ ローストビーフソース ビーフエキス
ペーストＮＴ－

なし

七星ソース株式会社丹波工場 篠山市今田町本荘字西光寺２－４ ローストビーフソース ビーフエキス
ペーストＮＴ－

なし

住友物産㈱ 大阪市中央区本町3-6-2 うなぎちまき タレ なし

重光産業㈱ 熊本市戸島町46 粉末ラーメンスープ 調味料 無

小倉食品株式会社　本社工場３ 大和市下鶴間２５７６－１ 冷奴のつゆ 調味料 なし

小林　とせ 七戸町字影津内６６－２５ ミートソース ソース類 なし

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ 食用油脂 コウカユＫＲ 無

新栄食品（株） 足利市福居町１０７９－１ 無添加液体焼きそばソース ソース類 なし

新栄食品（株） 足利市福居町１０７９－１ しんちゃん焼きそば ソース類 なし

諏訪農村工業農業協同組合連合会 茅野市ちの１４５ 藤紫 醤油 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ みそ漬のたれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ みそ漬のたれ（赤） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 肉店ｶﾚｰﾙｳ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌのたれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ から揚粉（85ｇ・１ｋｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾌﾞﾛﾝﾄﾞｶﾚｰ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾊﾞﾀｰｶﾚｰ（1.5ｋｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 餃子のたれ（200ｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ たたきのたれ（20ｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｿｰｽ（230ｇ・2ｋｇ）） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ｽﾃｰｷｿｰｽ（200ｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 和風ｽﾃｰｷｿｰｽ（190ｇ） 調味料 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

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ しゃぶしゃぶ酢だれ（2ｋｇ・200
ｇ）

調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 肉ｼﾞｬﾝ（160ｇ・10ｋｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ すき焼わりした（200ｇ・10ｋ
ｇ・2ｋｇ・1.1ｋｇ）

調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 塩たれ（2ｋｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 生姜焼のたれ（10ｋｇ・2ｋｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 牛丼のたれ（60ｇ・2ｋｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 焼豚のたれA(2kg） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 焼豚のたれ（10ｋｇ・2ｋｇ・10
ｇ）

調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 焼肉のたれ（200ｇ・10kg・2kg） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾛｰｽﾄﾁｷﾝのたれ（20kg・10ｋｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 焼鳥のたれ（甘口） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 焼鳥のたれ（200ｇ・50ml・10g） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 焼鳥のたれ（21kg・10kg・2kg） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾊﾟｴﾘｱの素（ｽｰﾌﾟ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾄﾑ･ﾔﾑ･ｸﾝの素（ｽｰﾌﾟ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾊﾟｴﾘｱの素（ｽｰﾌﾟ）G－150 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾊﾟｴﾘｱの素（ｽｰﾌﾟ）Ｎ－150 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 中華ｽｰﾌﾟ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 小えびから揚げ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾌﾟﾘﾏﾊﾑｽﾃｰｷ弁当のたれ（10kg） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾌﾟﾘﾏﾊﾑ洋風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｿｰｽ（3kg） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ｷﾉｴﾈ焼鳥のたれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ （有）ﾄﾝﾃﾞﾝﾌｧｰﾑ用みそ漬のたれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ｺｰﾙﾏｰﾙﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌのたれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ｾﾝﾄﾗﾙﾌｰｽﾞﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌのたれ 調味料 なし
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原料切換
え

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 相模ﾊﾑﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌのたれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 相模ﾊﾑしゃぶしゃぶごまだれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 相模ﾊﾑ梅干しぽん酢 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ｻｲﾎﾞｸみそだれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ｻｲﾎﾞｸ串とんのたれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ｻｲﾎﾞｸすきやきわりした 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ はせ甚しゃぶしゃぶ酢だれ（200
ｇ）

調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ はせ甚焼肉のたれ（200ｇ） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 竹弥すき焼わりした（10kg） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ﾊｾｶﾞﾜﾃﾞﾘｶ焼鳥のたれ（21kg） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 道南食肉特焼肉のたれ（20kg） 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 道南食肉すきやきわりした 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ｸｯﾊﾟﾍﾞｰｽ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ 白湯ｽｰﾌﾟ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ＭＭﾎﾟｰｸｷﾑﾁ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ＭＭｶﾙﾋﾞ焼のたれ 調味料 なし

水牛食品（株） 大田区池上８－２０－１５ ＭＭ肉ｼﾞｬﾝのたれ 調味料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ グラスビアン 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ チキンエキスＳＴ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエイドペースト 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキス１０２２ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキス３０５ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキス５０１０ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキス６００１ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキスＢＣ 加工用原料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキスＤＢ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキスＤＨＢ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキスＨＷ-２１７ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキスＨＷ-２９５ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキスＹＳ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフエキスＺＵ-１０ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフオイル 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフオイル 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフオイルＨＷ-８２６ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフオイルＷ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフオイルＺ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフストック 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフテールスープ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフブイヨンＨ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフペースト１０６０ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフペースト１２３０ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ビーフミートペースト 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ フォンドボーＴＳＩ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ フォンブラン 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ベーコンエキス 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ベースデミ 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ポークエキスかしらにく 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ ローストビーフペースト 加工用原料 なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ビーフエキス使用製品 国産豚の肉じゃ
が

無
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生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ビーフエキス使用製品 産直牛（豪州
産）野菜炒め用

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ビーフエキス使用製品 産直牛肩ロース
味付け（豪州
産）

無

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＴＫ－１． ８調味液（Ｓ） 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 大畑漬調味液 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ すじこ漬込液（ブレンド） 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ サキイカキムチ調味液 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ホタテ調味液ＫＴ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 松前漬けの素（低塩タイプ） 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 松前漬調味液Ｅ(改良②) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ スーパーＪＫ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 朝鮮漬ＨＳ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ いくらのたれＢ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 子持ちメカブ調味液 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 調味液ＷＴ－Ａ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ たらこ調味料ＡＢＣ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 明太調味液ＴＫＬ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＴＫ－１． ８ＩＫ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＡＫ－ＭＨＫ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ スモークＳＫ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ イクラ漬け込み液ＫＷ－Ｍ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ イクラ漬け込み液ＫＷ－ＫＺ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ イクラ漬け込み液ＫＷ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＡＫイクラ調味液Ｎ(２倍コン
ク）

調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＡＫイクラ調味液Ｎ 調味料 なし
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青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＡＫすじこ漬込液NO.2 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＡＫすじこ漬込液NO.7 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ Ｂ－Ｅ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ いくら調味液ＨＭ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ いも煮調味液 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ いくら調味液３ 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ おでん用調味液ＳＵＤ 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ おでんたれＫ 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＯＤ－Ｔ 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ししゃも明太 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ホタテ調味液Ｎ－８ 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ケジャンベース 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 土佐酢 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 牛タン煮調味液 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ＡＫ－ＭＩ 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 配合調味料MF(粉末) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ マルゼンおでんのたれ（改良②） 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ みりん干し調味液 調味料 なし
青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 筋子A#S(改良) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 数の子調味液(イエロー２倍) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ AKすじこ調味液MSK(白) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ かずのこTK(白醤油２倍) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ホタテ酒蒸し調味液 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 味つけイクラ用調味液(醤油味) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 味つけ玉こん調味液 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 明太子調味液T-2 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ チャンジャ(液体) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ ホタテ水煮用たれ#7 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 鮭とば用調味料 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ イカ用調味料(イカ用) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 佃煮OF 調味料 なし
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青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ クイック明太 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 配合調味料MF（液体) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 数の子調味液YS(こんぶ濃口) 調味料 なし

青葉化成（株） 仙台市若林区卸町一丁目５－６ 三升漬けのもと(濃口)S 調味料 なし

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ミートソース ソース類 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ミートソース ソース類 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ デミグラスソース ソース類 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ソース（3） ソース類 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ソース（4） ソース類 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ ソース（2） ソース類 無

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ ミートソース ソース類 無

石川醤油株式会社 金沢市示野町イ２２番地 味つきぽん酢 調味料 なし

石川醤油株式会社 金沢市示野町イ２２番地 青しそドレッシング ドレッシング なし

石川醤油株式会社 金沢市示野町イ２２番地 野菜ドレッシング ドレッシング なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ マコーミック　スパゲティソース
ミックス　バジリコ用

調味料 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ マコーミック　スパゲティソース
ミックス　唐辛子とガーリック用

調味料 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ インゲン　ゴマ和えの素　明乳５
０ｇ

調味料 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ ＳＯスパイスポテト　ピザ 調味料 なし

仙波包装株式会社 栃木県真岡市熊倉町２－１７－２ ＳＯスパイスポテト　サワーク
リーム＆オニオン

調味料 なし

前島食品株式会社 加古川市米田町平津６５５ かつめしのたれ たれ なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 液中華　Nタイプ 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 創味　醤油ラーメンスープNタイ
プ

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
８品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし
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創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
４品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
２品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
４品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１５品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
２品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
３品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
２品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
５品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１０品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１５品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１３品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
４品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
３品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
２品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
２品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし
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創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ ラーメンスープ・中華調味液等
１品

調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１２品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１７品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１５品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　４品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　３品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　２品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　２品 調味料 なし
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創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

創味食品工業㈱ 京都市伏見区横大路芝生２４－３ 和風だし・和風調味液等　１品 調味料 なし

双和食品工業㈱ 熊本市八分字町51 添付タレ、スープ、ソース類 調味料 無

相生産業（株） 毛呂山町川角664-1 ねぎ塩たれ その他の調味料 なし

相生産業（株） 毛呂山町川角664-1 ねぎ塩たれ その他の調味料 なし

大元産業株式会社　太良工場 藤津郡太良町竹崎４１９－４ 　　牛すじエキス 調味料原料 無

大阪食品化学㈱ 大阪市淀川区三津屋北３－３－７１ 調味料 調味料 なし

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ こだわりポン酢 調味料 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 味白ごまマヨネーズ 調味料 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 手作りカレー(５皿､10皿) 調味料 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ チキンスープ 調味料類（スー
プの素）

無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ モロヘイヤ玉子スープ 調味料類（スー
プの素）

無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ とろろ昆布汁 調味料類（スー
プの素）

無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 昆布茶 調味料類（スー
プの素）

無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 梅昆布茶 調味料類（スー
プの素）

無
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大村醤油㈱ 榛原郡吉田町住吉２１９８ 蒲焼たれ 調味料 なし

大村醤油㈱ 榛原郡吉田町住吉２１９８ 蒲焼たれ　仕上用 調味料 なし

大村醤油㈱ 榛原郡吉田町住吉２１９８ 蒲焼たれ甘口 調味料 なし

大村醤油㈱ 榛原郡吉田町住吉２１９８ 蒲焼たれ辛口 調味料 なし

大村醤油㈱ 榛原郡吉田町住吉２１９８ こいくち醤油 調味料 なし

大村醤油㈱ 榛原郡吉田町住吉２１９８ まぐろ丼のたれ 調味料 なし

大村醤油㈱ 榛原郡吉田町住吉２１９８ 焼肉のたれ 調味料 なし

大村醤油㈱ 榛原郡吉田町住吉２１９８ 中濃ソース 調味料 なし

大塚薬品工業㈱ 川越市下小坂１６８ 液体かつおだし 調味料 なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ チャーシューＡ－ＨＤ 調味液 なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾁｬｰｼｭｰA-HD 調味液 なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ 赤だしみそ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ 風来軒みそだれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ うまかだし入りみそ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ めちゃうまかみそ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ リンガーハットピリッ辛みそだれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ 赤だし 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ マルイ米 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ マルイ麦ハードタイプ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ マルイ麦 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ ほっかほっか亭豚汁 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ だし入りみそ米タイプ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ マルイ農協薩摩みそだれ（とり
ちゃんこ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ わかめ入りだし味噌（白タイプ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ わかめ入りだし味噌（赤タイプ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ 赤マルソウみそラーメンスープ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ 豚みそＮ（本田食品） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ 寄せ鍋ちゃんこ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ かつおだし入りみそ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ 西本豚みそ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ みそラーメンスープ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ 寿屋あわせだし入りみそ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分みそ協同組合 大分県臼杵市大字市浜７８３ ＭＭＦ肉みそ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 わさび漬け醤油（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 椎茸めんつゆ（２００mlビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛！惣菜調味料（１．８ＬＨ
Ｂ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛！惣菜調味料（１８Ｌキュー
ビテナー）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛！惣菜調味料（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 Ｋみりん干のたれ（１８Ｌキュー
ビテナー）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 鳥平焼鳥漬込みたれ（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 あなごのたれ（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 あなごのたれ（１８Ｌブリキ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ヤマヒコ煮魚のたれ（１８Ｌ
キュービテナー）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ヤマヒコ煮魚のたれ（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 八商うどん（２５ｇミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 穴子のたれ（１８Ｌブリキ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 どんどんうどんだし（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛うどんだしイリコ（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛うどんだしイリコ（１．８Ｌ
ＨＢ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 特製うどんだし（１．８ＬＨＢ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつおしょうゆ甘口（３００ｍｌ
ビン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつお醤油（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつお醤油（１００ｍｌＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつお醤油（１．８Ｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつお醤油（３００ｍｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつお醤油（５００ｍｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつお醤油（７２０ｍｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ザめしやさしみ醤油（１．８ＬＨ
Ｂ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 宗かつお（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 宗かつお（３００ｍｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かみ風船さしみ（１．８Ｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 マルキかつお（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 南かつおしょうゆ（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 南かつおしょうゆ（１．８Ｌビ
ン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつお弁のたれ（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 煮物のたれ淡口（１８ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 こんぶしょうゆ（３００ｍｌビ
ン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛！丼だし（１８Ｌキュービテ
ナー）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛！丼だし（１．８ＬＨＢ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 赤マルソウ丼だし（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 丼だし（１８Ｌブリキ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 煮物のたれ濃口（１８ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛！うどんだし（１．８ＬＨ
Ｂ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 住友うどんだし１１倍（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 菊陽うどんつゆ（１８ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 うどんだし（２５ｇミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 紀の国屋かつ重（１．８Ｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 おでんの素５倍（４ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かばやきのたれ（１８ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かば焼きのたれ（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かば焼きのたれ（４ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かば焼きのたれ（１．８ＬＨＢ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かば焼きのたれ（８０ｍｌポリ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 浅漬けの素（５００ｍｌＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＳＦＳ１０倍うどん（１ＬＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 白だしかつお風味 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 紀文おでんの素２１倍（１ＬＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 紀文おでんの素２１倍（４ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 料亭の味鍋のつゆ（４０ｇミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 みたらしのたれ（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 焼魚のたれ（１．８ＬＨＢ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 煮物のたれ（１．８ＬＨＢ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 煮物のたれ（３５ｇミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 丼のたれ（６０ｍｌピロ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 神みりん干したれ濃口（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯうまくち醤油（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯうまくち醤油（５００ｍｌＰ
ＥＴ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯうまくち醤油（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯうまくち醤油（１００ｍｌＰ
ＥＴ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 防津こいくち（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 防津こいくち（１００ｍｌＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 濃縮卵焼きスープ（４ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ２１倍おでんの素濃口（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ２１倍おでんの素濃口（４ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 おでんの素１５倍（１８ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 おでんの素１５倍（４ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 おでんの素１５倍（１８０ｇＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ヤマサキおでんのつゆ新（１ＬＰ
ＥＴ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 四国おでん（４ＬＰ缶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＳＰＡＲおでんの素（１ＬＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 繁盛！おでんだし（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 西商事おでんの素（１８０ｇＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 オダハラおでんの素（１ＬＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 長崎おでんの素（１８０ｇＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 そばつゆストレート（２６０ｍｌ
ピロ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 丸山つゆ２倍（３６０ｍｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ２倍つゆ（麻生）（３６０ｍｌビ
ン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 山松めんつゆ（３６０ｍｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 マルヤマ上級こいくち（１．８Ｌ
ＨＢ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 マルヤマ上級こいくち（１ＬＰＥ
Ｔ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 特選さしみ（３００ｍｌビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 宗さしみ（３００mlビン） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯ鹿児島特選さしみ（３００ｍ
ｌビン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 無印良品本樽醤油（３００ｍｌビ
ン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 国産丸大豆醤油（５００ｍｌビ
ン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯ濃口マイルド（１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯ濃口マイルド（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯ濃口マイルド（１０００Ｌダ
イライトタンク）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 宗無添加もずく（２０ｍｌミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 料亭の味だし醤油１ＬＰＥＴ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 丼のたれストレート７０ｇピロ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつおプレミアム（７２０ｍｌ
瓶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かつおプレミアム（５００ｌ瓶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 白だしプレミアム（７２０ｍｌ
瓶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 白だしプレミアム（５００ｍｌ
瓶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 だしの素７２０ｍｌペット 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 白雪そばつゆ２８０ｍｌピロ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 白雪そばつゆ年越し用（２８０ｍ
ｌピロ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 白雪かえし液１８Ｌポリ缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 うどんの秘密３１０ｍｌペット 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 無印良品うどんだし３００ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 みそチャンコの秘密３１０ｍｌ
ペット

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 日の出つゆ１８Ｌポリ缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 浅漬の素ぬか漬風味５００ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 浅漬の素ぬかかつお昆布５００ｍ
ｌ瓶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 うわぬりのたれ１．８Ｌハンドボ
トル

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 大丸そうめんつゆ３００ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 Ｐおでん業務用１８Ｌキュービテ
ナー

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 そうめんつゆ２６０ｍｌピロ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 三愛そばだし１８Ｌポリ缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 三愛うどんだし１８Ｌポリ缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 うんまかしょうゆ（５００ｍｌ
ペット）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 うんまかしょうゆ（１Ｌペット） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯ昆布つゆ（５００ｍｌペッ
ト）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＣＯ昆布つゆ（７２０ｍｌペッ
ト）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 天つゆの秘密３１０ｍｌペット 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 煮魚の秘密３１０ｍｌペット 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 魚屋さんの煮魚つゆ３１０ｍｌ
ペット

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 無印良品煮魚用だし３００ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 丼の秘密３１０ｍｌペット 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 丼だし（生協仕様）１．８Ｌハン
ドボトル

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 無印良品どんぶりだし３００ｍｌ
瓶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ナンプラー１００ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ヤマサキおでんつゆ１Ｌペット 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 おでんの素（こい色）１８Ｌポリ
缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 濃縮おでんつゆ５００ｍｌペット 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かけしょうゆ３００ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 コープ九州白だし（５００ｍｌ
ペット）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 コープ白だし（１Ｌペット） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 筑前煮の調味液（１８Ｌブリキ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＦＣＯＯＰ浅漬の素（５００ｍｌ
ＰＥＴ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 濃縮ちりめんまるだし（３６０ｍ
ｌビン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 濃縮ちりめんまるだし（２５ｇピ
ロ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 みりん漬けこいくち（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 茎わかめ調味液調味液（１８ＬＰ
缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 茎わかめ調味液純正（１８Ｌブリ
キ缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 酢じょうゆ（４ｇミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 かずのこ醤油Ｎｏ３（１８Ｌブリ
キ缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 デリオン照焼のたれ（１８Ｌブリ
キ缶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ちりめんストレート（３６０ｍｌ
ビン）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 あすかうどかえし液１８Ｌキュー
ビテナー

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 宗かつおだし（１３ｇミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ぎょうざのたれ（１６ｇミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ぎょうざのたれ（１１ｇミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 宗もずくのたれ（２０ｍｌミニ） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 １０倍うどんつゆ関西風１．８Ｌ
ハンドボトル

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ムーミンそうめんつゆ３６０ｍｌ
瓶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ムーミンそばつゆ３６０ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＯＫＭ無添加３倍つゆ１８Ｌ
キュービテナー

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 京風仕込み白だし３６０ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＶＳ京風仕込み白だし３６０ｍｌ
瓶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 減塩つゆ２倍５００ｍｌ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 直火ストレート（５００ｍｌ瓶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 直火ストレート（３６０ｍｌ瓶） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 タカラかつお醤油３６０ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 シャディーかつお３６０ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 マルトモもずく１０００Ｌダイラ
イト

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 直火焼本かつお５００ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 うどんつゆ１．８Ｌハンドボトル 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 輸出用そば３６０ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＡＦＣそばつゆ７０ｍｌピロ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＮＩＪＩＹＡそばつゆ３６０ｍｌ
瓶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 Ｍ白菊印そうめんつゆ３６０ｍｌ
瓶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＮＩＪＩＹＡそうめん３６０ｍｌ
瓶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 無添加３６０ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 マルトモ２倍つゆ２００ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 マルトモストレート（３６０ｍｌ
瓶）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 マルトモストレート（１５ｍｌミ
ニ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 マルトモストレート（２５ｇミ
ニ）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 無添加白だし３６０ｍｌ瓶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 丸大豆かつおしょうゆ３００ｍｌ
瓶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 南日本牛丼のたれ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ＡＢＣめんつゆ２倍 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 永楽食品そばつゆ４倍１８Ｌブリ
キ缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ザめしやざるつゆ３倍 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ザめしや白身魚のたれ１．８Ｌハ
ンドボトル

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 宗ちゃんぷるゴーヤ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 山田水産白焼たれ１８Ｌブリキ缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 ザめしや親子丼のたれ１．８Ｌハ
ンドボトル

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 永楽万能つゆ１８Ｌブリキ缶 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 濃縮ちりめんまるだし（１．８Ｌ
ハンドボトル）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 Ｐおでんだし２００１ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分醤油協同組合 大分県臼杵市大字望月１５００番地 Ｔおでんの素２１倍１８Ｌブリキ
缶

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

大分食品物産(株) 大分市大道6-1-2-1F 調味料 調味料 無

大分惣菜(株) 大分市原新町6番30号 調味料 調味料 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ カレーソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ しょうゆドレッシング ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ トマトドレッシング ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　Ｍ　オムハヤシソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　NEWお好み焼ソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　NEW焼そばソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　お好みソース　２００
０′ｓ

ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　ステーキソース　醤油風
味

ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　たこ焼ソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　デミソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　パスタ＆サラダ　トマト
ドレッシング

ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　パスタでサラダ ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　ハンバーグソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　広島風お好みソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　焼きそばソース　２００
０′ｓ

ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　焼き肉のたれ　コチュ
ジャン風味

ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　焼き肉のたれ　もろみ風
味

ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　焼そばソース　８号 ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　焼そばソース　Ｍ ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　焼そばソース　デリシャ
ス

ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ パパヤ　木の実亭焼そばソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ 綾　とんかつソース ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ 幸福ドレッシング ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ 幸福麺ドレッシング　トマト ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ 幸福麺ドレッシング　和風 ソース類 なし
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大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ 醤油ドレッシング ソース類 なし

大洋産業㈱ 宇治市大久保町平盛７１－１ 土のめぐみ　黒大豆ドレッシング ソース類 なし

大洋食品株式会社 長崎県大村市松並２－６０－１ ほうれん草スープ 粉末濃縮スープ 無

大洋食品株式会社 長崎県大村市松並２－６０－１ 小僧寿し生海苔お吸物 粉末濃縮スープ 無

谷口醸造株式会社 宮崎県大堂津2丁目2番18号 つゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

谷口醸造株式会社 宮崎県大堂津2丁目2番18号 味付ぽん酢 調味料類（つ
ゆ）

無

竹井醸造合名会社 宮崎県日南市大堂津4丁目4-10 白だし 調味料類 無

竹井醸造合名会社 宮崎県日南市大堂津4丁目4-10 つゆ 調味料類（つ
ゆ）

無

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ビーフＭＭ－1 ビーフエキス 無

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ビーフＭＦ－3 ビーフエキス 無

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 相生焼肉のたれごま味 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 相生焼肉のたれみそ味 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 アポロキムチのたれ 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 アポロ焼き鳥のたれ（濃口） 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ハンバーグソース（特用） 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ハンバーグベースソース 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ハンバーグソース（デミグラスタ
イプ）

調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 大東食研焼きそばソースＴ 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 大東食研焼きそばソースＰ-5 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 大東食研焼きそばソースＷ 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ファンシーフーズ焼きそばソース 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ファンシーフーズレギュラーたこ
焼きソース

調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ウエスコめんつゆ 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ピーターパンコモコたこ焼ソース 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 アポロ焼きそばソース 調味料 なし
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竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 アポロめんつゆ一番 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 コヅチめんつゆ 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ユミ印めんつゆ 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 アポロたこ焼きソース 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 アポロお好みソース 調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 ピーターパンコモコたこ焼ソース
1.8Ｌ

調味料 なし

竹田食品㈱ 東京都東村山市恩多町3-28-19 コンソメ     ベース 調味料 なし

中川食品㈱ 群馬県新田郡薮塚本町字六千石 漬物用調味液（牛脂使用） 調味液 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯ・ＯＰおでんの素　80ｇ、
160ｇ

調味料 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 オーエムツーネットワークとりが
らスープ　70ｇ

調味料 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 オーエムツーネットワークとんこ
つスープ　70ｇ

調味料 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 がんも用調味料　12ｋｇ 調味料 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ジーエスフードカレーピラフ　13
ｋｇ

調味料 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 マルセイとん骨スープ１Ｋｇ、１
２０ｇ、６０ｇ

調味料 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 マルセイ鳥ガラスープ1kg、
350g、250g、120g、60g

調味料 なし

長工醤油味噌協同組合 長崎県大村市溝陸町８１５ ドレッシング類 調味料類（ソー
ス）

　無

長工醤油味噌協同組合 長崎県大村市溝陸町８１５ 調味液類 調味料 　無

長工醤油味噌協同組合 長崎県大村市溝陸町８１５ スープの素類 濃縮スープ 　無

長工醤油味噌協同組合 長崎県大村市溝陸町８１５ みそベース 濃縮スープ 　無

長崎日本ハム株式会社 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９ ＰＢロフ（シチュー（V0.14)) 濃縮スープ 　無

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ ミートスパゲティ　ミートソース
付

調味料 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 焼きそば3人前（ソース付）（Ｎ
Ｂ）

調味料 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 生ラーメンしょうゆ味　３食入
スープ付

調味料 なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ チャーシューめん めんつゆ なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ なま醤油、味噌、塩らーめん２食
入スープ付

めんつゆ なし
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長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ ファミリーマート湯かけきしめん めんつゆ なし

長七製麺株式会社 小矢部市津沢８０ 中華鍋 めんつゆ なし

長谷川香料㈱ 深谷市幡羅町1-13-2 シーズニングオイル、シーズニン
グパウダー

調味料 なし

長谷川香料㈱ 深谷市幡羅町1-13-2 シーズニングパウダー 調味料 なし

長谷川香料㈱ 深谷市幡羅町1-13-2 シーズニングパウダー 調味料 なし

長谷川香料㈱ 深谷市幡羅町1-13-2 ビーフペースト他 調味料 なし

津軽味噌醤油株式会社 大鰐町大字大鰐字湯野川原56 本つゆ 醤油類 なし

津軽味噌醤油株式会社 大鰐町大字大鰐字湯野川原56 浅漬けの素 醤油類 なし

坪田醤油醸造所 龍野市揖保町 かんろ醤油 なし

島久薬品㈱ 大阪市淀川区三国本町２－１３－５９ N-1(カニ風味） 調味料 なし

東京製粉株式会社 東京都江東区扇橋２－１０－３ 味噌ラーメンスープ 調味料 無

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 キムチの素 調味料 なし - - -

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ 焼肉のたれグッド 調味料類（醤
油）加工品

無

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ 天つゆ 調味料類（醤
油）加工品

無

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ 寿司たれ 調味料類（醤
油）加工品

無

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ ぽん太郎 調味料類（醤
油）加工品

無

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ つけやったもんせ 調味料類（醤
油）加工品

無

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ Ａcoopうどん・そばつゆ 調味料類（醤
油）加工品

無

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ ヒシクざるそばつゆ 調味料類（醤
油）加工品

無

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ ヒシクめんつゆ　かつおだし 調味料類（醤
油）加工品

無

藤安醸造株式会社 鹿児島市谷山港２丁目１番１０ うどん・そばつゆ　濃縮 調味料類（醤
油）加工品

無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 53蛋白加水分解物及びその配合品
①(ｴｷｽﾄﾗｰﾄY､ｴｷｽﾄﾗｰﾄY(N)､ｴｷｽﾄ
ﾗｰﾄW､ｴｷｽﾄﾗｰﾄW(N)､ｴｷｽﾄﾗｰﾄZ､ｴ
ｷｽﾄﾗｰﾄC､ｴｷｽﾄﾗｰﾄOC､AP-L､ｴｷｽ
ﾄﾗｰﾄM､ｴｷｽﾄﾗｰﾄMc-1､旭HAP､
HAP(N)､LP-2､HP-Y､HAP調味料､ｴ
ｷｽﾄﾗｰﾄH)

調味料・たれ類 無
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南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 54蛋白加水分解物及びその配合品
②(ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽ､ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽN､
ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽNA.MN､ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷ
ｽHO､ﾋﾞｰﾌｴｷｽE-1)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 55蛋白加水分解物及びその配合品
③(ｸｯｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾌｴｷｽ､ｸｯｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾌｴｷ
ｽH)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 56蛋白加水分解物及びその配合品
④(ﾋﾞｰﾌｴｷｽY､ﾋﾞｰﾌｴｷｽYM)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 57蛋白加水分解物及びその配合品
⑤(ｾｲﾊﾞﾘｯﾁﾋﾞｰﾌ､ｾｲﾊﾞﾘｯﾁﾋﾞｰﾌSR)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 58蛋白加水分解物及びその配合品
⑥(LP-1)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 59蛋白加水分解物及びその配合品
⑦(ｺｸﾐｴｷｽB-40S)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 60蛋白加水分解物及びその配合品
⑧(ｵｰｽﾄRB､ｵｰｽﾄY､ｵｰｽﾄAP､ﾗｰﾒﾝ
ﾍﾞｰｽ)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 61国産ﾋﾞｰﾌｴｷｽ(ﾋﾞｰﾌｴｷｽEX-1､ﾋﾞｰ
ﾌｴｷｽEX-3､ﾋﾞｰﾌｴｷｽEX-F､ﾋﾞｰﾌｴｷ
ｽBL-3)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 62海外ﾋﾞｰﾌｴｷｽ(ﾋﾞｰﾌｴｷｽAS､ﾋﾞｰﾌ
ｴｷｽKAE､ﾋﾞｰﾌｴｷｽNX)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 63ﾋﾞｰﾌｴｷｽ配合品①(ﾐｰﾄﾌﾙｴｷｽ
(ﾋﾞｰﾌ))

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 64ﾋﾞｰﾌｴｷｽ配合品②(ﾋﾞｰﾌｴｷｽN-1) 調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 65ﾋﾞｰﾌｴｷｽ配合品③(ﾋﾞｰﾌｴｷｽG-2) 調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 66牛肉配合ｴｷｽ①(ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽ､
ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽNA､ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽMT､
ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽMK)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 67牛肉配合ｴｷｽ②(ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽ(ｵｰ
ｽﾄ)､ﾋﾞｰﾌﾐｰﾄｴｷｽNA(ｵｰｽﾄ))

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 68牛肉配合ｴｷｽ③(ﾋﾞｰﾌｴｷｽNT) 調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 69ﾎﾟｰｸ･ﾁｷﾝｴｷｽ配合品①(ﾐｰﾄﾌﾙｴ
ｷｽ(ﾁｷﾝ)､ﾐｰﾄﾌﾙｴｷｽ(ﾎﾟｰｸ)､ﾎﾟｰｸｴｷ
ｽT)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 70ﾎﾟｰｸ･ﾁｷﾝｴｷｽ配合品②(ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖ
ﾝ･中華向けB)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 71酵素分解鰹節ｴｷｽ 調味料・たれ類 無
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え

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 72タレ類配合品①(ﾊﾞｰｶﾞｰｿｰｽ､焼
き肉のﾀﾚ柿内､焼き肉のﾀﾚ上高原､
ﾁｷﾝﾚﾊﾞｰのﾀﾚ､ﾎﾟｰｸﾚﾊﾞｰのﾀﾚ､新生
姜焼きのﾀﾚ､生姜焼きのﾀﾚZ､牛丼
のﾀﾚ､ﾚﾊﾞｰしぐれ煮のﾀﾚ､焼き肉の
ﾀﾚPF-T)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 73タレ類配合品②(ﾃﾘﾔｷﾊﾝﾊﾞｰｸﾞの
ﾀﾚ､直火焼きﾚﾊﾞｰのﾀﾚ､元気焼きﾚ
ﾊﾞｰのﾀﾚ)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 74タレ類配合品③(DDﾚﾊﾞｰのﾀﾚ) 調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 75タレ類配合品④(唐辛子のﾀﾚ､網
焼きｶﾙﾋﾞのﾀﾚ)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 76タレ類配合品⑤(ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ丼のた
れ)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 77タレ類配合品⑥(直火焼きﾊﾝﾊﾞｰ
ｸﾞのﾀﾚ)

調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 78タレ類配合品⑦(ﾀﾞ･ｶﾙﾋﾞのﾀﾚ) 調味料・たれ類 無

南日本ハム株式会社 日向市大字財光寺1193 79タレ類配合品⑧(焼き肉のﾀﾚPF-
M)

調味料・たれ類 無

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

あわせ・赤（調合味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

天然醸造・合わせ（調合味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

あわせ・白（調合味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

米白すり・粒（米味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

米こうじ（米味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

米すりＹ（米味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

割烹赤だし（米味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

麦白すり・粒（麦味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

麦白こうじ（麦味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

麦赤粒（麦味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

麦赤すり（麦味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

長熟麦（麦味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

あわせ・白だし入り（調合味噌） 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

あわせ・赤だし入り①（調合味
噌）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

五木村もろみ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし
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二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

生もろみ 調味料 無 なし 該当なし 該当なし

二豊味噌協同組合 大分県臼杵市大字末広字黒丸１６０－
１

あわせ・赤だし入り②（調合味
噌）

調味料 無 なし 該当なし 該当なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ ＣＯ・ＯＰそばめしの素ソース味 調味料 なし

日豊食品工業（株）城南工場 熊本県下益城郡城南町築地６２４－１
９

川えびと春菊のかき揚げそばのつ
ゆ

かけ調味料類
（つゆ）

無し 　

日豊食品工業（株）城南工場 熊本県下益城郡城南町築地６２４－１
９

ごぼうと春菊のかき揚げそばのつ
ゆ

かけ調味料類
（つゆ）

無し 　

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ＦＤ八穀八菜スープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 FD雑穀地鶏鍋スープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 あおさのスープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 京懐石のお吸い物 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ミルファンティスープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ふかひれスープＮＤＦ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 河豚のお吸い物ＮＤＦ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 もずくスープＮＤＦ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 どんこと白魚の
お吸い物ＮＤＦ

調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 もずくスープＹ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ユッケジャンスープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 テールスープＮＤＦ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 玉子スープＮＤＦ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ミートinチキン玉子スープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ミートinテールスープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 徳用玉子スープ5Ｐ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 べっぴん館・わかめ玉子 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 べっぴん館
・マイルドキムチ

調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 べっぴん館・きのこ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 コラーゲンスープ・あおさ 調味料類（乾燥
スープ）

無
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日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 コラーゲンスープ玉子A 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 グルコサミンスープ・
中華玉子

調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 らでぃっしゅぼーや・
たまごスープ

調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 らでぃっしゅぼーや・
ワカメスープ

調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 玉子スープMOA 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ワカメスープMOA 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 きのこスープMOA 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 きのこスープPO 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ワカメスープPO 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 キムチスープPO 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 卵スープＨＳ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 卵スープＭＮＳ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 卵スープＳＳ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 めかぶスープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ふかひれスープＭＮＳ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ワカメスープＭＮＳ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 野菜スープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 野菜スープNo.2 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 五穀大黒スープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 オニオンスープ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ドライフーズ(株) 三井郡大刀洗町山隈22 ﾄｯﾌﾟﾊﾞﾘｭｰたまごｽｰﾌﾟ 調味料類（乾燥
スープ）

無

日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ たれ，ソース類 調味料類（ソー
ス）

　無
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日本ピュアフード（株） 上北郡百石町松原２丁目１３２－１０ ＮＳポーク白湯１５、ＳＦＰ鶏
スープ、うまかもん豚骨スープ、
白湯スープＭ、豚骨スープ、チキ
ンガラスープ２０、伝承スープ、
ガラエキス１００７、スープベー
スＫＩＥ、チキンブイヨンＹＨ－
２、ビーフブイヨンＴ、テール
スープＤ、牛繁スープ、チキン白
湯丁、チキン白湯Ｂ

スープ なし

日本ピュアフード（株） 上北郡百石町松原２丁目１３２－１０ デミグラスソースＡ、デミグラス
ソースＭＰ

ソース類 なし

日本ピュアフード（株） 上北郡百石町松原２丁目１３２－１０ ピリ辛ニンニクのたれＲ、ピリ辛
ニンニクのたれJ、しょう油とん
こつの素ダレ

たれ なし

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ラ－メンベ－スＹ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ラ－メンベ－ス清湯 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 Ｐエキスクリア 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 サツマ清湯 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 濃縮豚骨ス－プ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 豚骨ス－プ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 白湯１０３ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 調味液ＭＦ２ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フエキス 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 キムチ鍋ス－プＴＧ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 焼肉もみだれＲ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フエキスＳＮ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ピュアビ－フ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－テ－ストＰ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ピュアマイルド 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－テ－ストＰ 調味料（エキ
ス）

無
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日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フ白湯AS 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フエキスNo3 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フエキスNO1 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フエキスNO2 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ポ－クエキスNP 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ポ－ストＫ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 てりやきのたれＰＦ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 煮豚のたれＣ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フブイヨンＪＳ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フエキスA 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 ビ－フエキスＣ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 チキンス－プＣ 調味料（エキ
ス）

無

日本ピュアフ－ド（株） 大口市宮人５１９番地 アロマックスＣＫ 調味料（エキ
ス）

無

日本丸天醤油（株） 揖保郡揖保川町 ドレッシング なし

日本丸天醤油（株） 揖保郡揖保川町 調味液 なし

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

日本食材加工株式会社 宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

鐵匠がらスープ 無

日本食材加工株式会社 宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

タカセ徳用ガラスープチキン 無

日本食材加工株式会社 宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

タカセ徳用ガラスープポーク＆チ
キン

無

日本食材加工株式会社 宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

豚と鶏のガラスープ 無

日本食材加工株式会社 宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

塩ラーメンのたれ（煮干しベー
ス）

無

日本食材加工株式会社 宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

カツオエキスＳＤ 無

日本食材加工株式会社 宮崎県宮崎郡佐土原町大字上那珂
11357番地7

ポーク白湯エキスＮＰ－１１０４ 無

日本新薬(株)千歳食品工場 千歳市泉沢 カニコンク 調味料 なし

日本新薬(株)千歳食品工場 千歳市泉沢 カニコンクＳ 調味料 なし
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日本新薬(株)千歳食品工場 千歳市泉沢 カニコンクＳＯ 調味料 なし

日本新薬(株)千歳食品工場 千歳市泉沢 コクメイトＦ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ フォンドヴォーＳ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ フォンブランＳ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ フォンブルン 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ マーボ豆腐の素 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ ふかひれスープ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ ブロッコリークリーム 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ ペスカトーレソース４２６ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ ボンゴレソース１２５ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ ボンゴレソース１３４ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ まいたけご飯の素（小袋） 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ マリネ調味液 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太ソース１２Ｎ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ レトルトおでんのつゆ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 下味ソース４２５ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 横浜美味探求室乾焼虫下仁（エビ
チリソース）

調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ ＮＢ広東麺スープ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 紅鮭マヨネーズ２５０ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 焼たらこブロック１１Ｔ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 横浜美味探求室麻婆豆腐（マーボ
豆腐ソース）

調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 中華炒めソース４０９ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 調味液（煮込み用）１０４ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ カツオ調味料Ｎ１ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 調味液１３８ 調味料 なし
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日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 日航ビーフシチュー 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 梅肉入り青じそドレッシング 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 霧しなめんつゆ２５ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 霧しなめんつゆ９Ｌ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太ソース１９Ｐ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太ソース４２４ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太ソース４２８ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太ソース４３０ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太子ソース２３５ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太子のたれ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太子マヨネーズ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太マヨネーズ１２Ｓ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太醤 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 和風しょうゆドレッシング２２６ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 炒めソースオイスター 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ ブロッコリークリーム 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 辛口ソース４２７ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ ＮＢ豚骨ラーメンスープ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太ソース１２Ｎ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ さばの味噌煮のたれ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ オムライス（きのこ）用ソース 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太ソース１９Ｐ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太ソース４２４ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 明太子ソース２３５ 調味料 なし

日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ トマトソース９１４ 調味料 なし
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日本水産株式会社ファインケミカ
ル部調味料工場

東京都八王子市北野町５５９-６ 辛子めんたい１０２ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ＧＴﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ＧＴビーフコンソメ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ MSフォンドボー 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ MTデミグラスソース 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ NBいか天ぷらのたれ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ NB松笠いか焼のたれ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ＹＳフォンドボー 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ アメリカンソースＮ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ いかと里芋の煮物のたれ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ エビマヨネーズＰ－１ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ 沖アミペースト 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ おにぎり用めんたい 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ｵﾑﾗｲｽ(ｷﾉｺ)用ｿｰｽ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ｵﾑﾗｲｽ(ﾄﾏﾄ)用ｿｰｽ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ｵﾑﾗｲｽ(ﾋﾞｰﾌ)用ｿｰｽ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ｶﾞｰﾘｯｸｾﾞﾗﾁﾝｿｰｽ244 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ｶﾆﾏﾖﾈｰｽﾞ413 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ カレーソース 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ221 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ さばの味噌煮のたれ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ しそ風味和風下味ソース 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾀｶﾅｼﾍﾞｼｬﾒﾙｿｰｽ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾁｷﾝｺﾝｿﾒ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ 調味料 なし
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日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽF 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽＧ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽN 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ 日航ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾋﾟﾘ辛ﾄﾏﾄｿｰｽ254 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾌｫﾝﾄﾞﾎﾞｰＧＰ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾌｫﾝﾄﾞﾎﾞｰＫ 調味料 なし

日本水産㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ部 八王子市北野町５５９－６ ﾌｫﾝﾄﾞﾎﾞｰＮ 調味料 なし

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 万能キムチの素 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 豚角煮用たれ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 牛カルビのたれ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ ビーフジャーキー液 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 豊醤（ポージャン） 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 万能キムチベース 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ トマトソース 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 赤ワインソース 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ キムチペースト 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 焼きおにぎりのたれ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 中華クラゲ調味液 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 焼きそばソースＡ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ うなぎ蒲焼のたれ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ うなぎ蒲焼のたれＹタイプ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ うなぎ蒲焼のたれＫタイプ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ ナポリタンソース 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 味どん（釜飯用調味料） 調味料 無
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白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 日本亭ハンバーグソース 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ マルサキムチ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 朝鮮漬け調味液 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 味あっぷ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 煮魚のたれ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ グレービーソース 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ ステーキソース 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ ケイキムチ 調味料 無

白鷹ソース株式会社 東京都江東区住吉１－２－２２ 粉末焼きそばソース 調味料 無

八戸東洋（株） 八戸市大字市川町字長七谷地２－６２
９

スープ（海鮮トマト、ほたて、か
ぼちゃのポタージュ、オニオン、
ビーフオニオン、中華風タマゴ、
じゅんさい、キノコとベーコンの
ポタージュ、CO－OPほうれん
草、CO-OPふかひれ入り、CO－
OPスープでワンタン、テイコク
じゅんさい、かねさたまごスー
プ、そばのみ、松茸、柚子入

スープ類 なし

布田愛子 岩沼市小川字昭和177 ソース類 ソース類 なし 該当なし

武田味噌醸造（株） 上田市中央４－１２－２１ ほうとうみそ 調味味噌 なし

武田味噌醸造（株） 上田市中央４－１２－２１ 鯉こく用みそ 調味味噌 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ＧＳビーフカレー 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 がらスープ類 複合調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 がらスープ類 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 カレー、シチュー類 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ソース、たれ類 複合調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ソース、たれ類 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフカレー（缶） 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフカレー（袋） 調味料 なし
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平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフシチュー（缶） 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフシチュー（袋） 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ラーメンスープ類 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 塩ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 九州ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 広東特撰醤油ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフカレー 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフシチュー 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフハヤシ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 醤油ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 長崎チャンポンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 棒棒鶏ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ・棒棒鶏ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
ﾊｰﾌ

調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 北京とん骨醤油ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 冷撰みそラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 和風たれ　おろし味 複合調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 和風たれ　おろし味 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 和風醤油ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉台4-4-5 テンヨ武田がらスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉台4-4-5 正直村ﾐｰﾄｿｰｽ ﾐｰﾄｿｰｽ なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ＧＳビーフカレー 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 がらスープ類 複合調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 がらスープ類 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 カレー、シチュー類 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ソース、たれ類 複合調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ソース、たれ類 調味料 なし
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平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフカレー（缶） 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフカレー（袋） 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフシチュー（缶） 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ビーフシチュー（袋） 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ラーメンスープ類 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 塩ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 九州ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 広東特撰醤油ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフカレー 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフシチュー 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 今半ビーフハヤシ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 醤油ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 長崎チャンポンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 棒棒鶏ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ・棒棒鶏ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
ﾊｰﾌ

調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 北京とん骨醤油ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 冷撰みそラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 和風たれ　おろし味 複合調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 和風たれ　おろし味 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 和風醤油ラーメンスープ 調味料 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉台4-4-5 テンヨ武田がらスープ 調味料 なし

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 01186　醤油小袋5ｇ×200×5ﾗｲﾌ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 01188　醤油小袋5ｇ×200×5原信 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 01191　旨味醤油小袋5ｇ×250×8
若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02101　鰻蒲焼たれ20Lﾎﾟﾘ缶登か
けたれ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02102　鰻蒲焼たれ20Lﾎﾟﾘ缶登A 調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02201　宝印鰻蒲焼たれ松18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02202　宝印鰻蒲焼たれ竹18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02203　宝印鰻蒲焼たれ梅18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02205　鰻蒲焼たれ18L角缶ての字 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02206　宝印鰻蒲焼たれ菊18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02207　鰻蒲焼たれ18L角缶宮川 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02208　鰻蒲焼たれ18L角缶大和田
甘口

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02210　鰻蒲焼たれ18L角缶S･A 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02211　鰻蒲焼たれ18L角缶ての字
F

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02213　宝印鰻蒲焼たれ濃口18L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02214　鰻蒲焼たれ19kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02215　鰻蒲焼たれ仕上19kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02216　鰻蒲焼たれ仕上鰻ｴｷｽ入
19kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02217　宝印鰻蒲焼たれST21kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02218　宝印鰻蒲焼たれST20kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02219　宝印鰻蒲焼たれK18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02222　鰻蒲焼たれ18L角缶栄 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02223　鰻蒲焼たれ18L角缶八つ浜 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02227　鰻蒲焼たれ1.8L×6栄濃口 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02237　宝印鰻蒲焼たれT18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02242　鰻蒲焼たれ18L角缶TK-1
赤

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02247　鰻蒲焼たれ18L角缶浜名湖
屋

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02248　鰻蒲焼たれ18L角缶MR-3
黒

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02251　鰻蒲焼たれ仕上げ用21kg
詰

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02267　宝印鰻蒲焼たれKA18L角
缶

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02269　鰻蒲焼たれ20kg角缶鰻勝 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02272　鰻蒲焼たれ20kg角缶No.10 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02275　鰻蒲焼たれ21kg角缶ての
字たまり

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02276　鰻蒲焼たれ18L角缶P-1 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02277　宝印鰻蒲焼たれNo.7甘口
18L角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02278　鰻蒲焼たれ18L角缶P-2 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02279　鰻蒲焼かけだれ18L角缶宮
川

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02280　鰻蒲焼つけだれ18L角缶宮
川

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02281　宝印鰻蒲焼たれTF-4
18L角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02283　宝印鰻蒲焼たれN20kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02286　宝印鰻たれM（無添加）
20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02295　煮鰻のたれ鰻勝20kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02299　鰻たれ21kg角缶日本一輸
出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02300　宝印煮鰻のたれST20kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02301宝印蒲焼仕上たれ20kg角缶
輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02302　宝印蒲焼たれ下漬20kg角
缶輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02303　鰻蒲焼たれ19kg角缶N1 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02304　鰻蒲焼たれ19kg角缶仕上
N2輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02306　宝印蒲焼たれ仕上ST20kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02307　鰻たれ18L角缶ての字(長
良)

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02309　鰻たれ18L角缶ての字(長
良A)

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02310　宝印鰻蒲焼たれNC21kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02431　宝印鰻蒲焼たれ小袋30ml
×50×4

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02437　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×50×10ての字A

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02438　宝印鰻蒲焼のたれ小袋
15ml×100×5山椒付若菜

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02440　宝印鰻蒲焼たれ小袋山椒
付き15ml×100×5新宮川

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02442　宝印鰻蒲焼小袋山椒15ml
×2×25×10濃口SF

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02451　宝印鰻蒲焼たれ小袋15ml
×100×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02455　宝印鰻蒲焼たれ小袋15ml
×50×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02458　鰻蒲焼たれ小袋15ml×100
×5うな忠

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02459　宝印鰻蒲焼小袋山椒15ml
×2×250×10濃口S

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02460　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×50×10鶴長

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02461　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×50×10登

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02462　宝印鰻蒲焼たれ小袋山椒
付15ml×50×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02463　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×50×10丸本

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02464　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×50×10ての字

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02465　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×50×10栄

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02466　鰻蒲焼たれ小袋15ml×50
×10山椒付鰻勝

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02467　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×50×10ひら山

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02468　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×50×10八つ浜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02471　宝印鰻蒲焼たれ濃口小袋
山椒付15ml×500

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02472　鰻蒲焼たれ小袋山椒15ml
×100×5いちまる

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02473　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×100×5日本一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02474　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×100×5宮川

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02476　宝印鰻たれ小袋山椒付531
15ml×200×2

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02482　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
10ml×50×10丸本

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02483　鰻蒲焼たれ小袋山椒10ml
×100×5いちまる

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02484　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
10ml×100×5鰻々亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02485　鰻蒲焼たれ小袋山椒10ml
×50×10いちまる秘伝

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02486　鰻蒲焼たれ小袋山椒10ml
×60×8いちまる

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02489　鰻小袋山椒付10ml×100×
5大五

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02490　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
10ml×50×10栄

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02491　宝印鰻蒲焼たれ小袋山椒
付10ml×50×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02493　宝印鰻蒲焼たれ小袋山椒
付10ml×50×10YS

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02494　宝印鰻小袋山椒付丸大豆
醤油10ml×50×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02495　宝印鰻たれ小袋山椒付
IR10ml×150×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02496　特選鰻たれ小袋山椒付
15ml×500いちやまマート

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02497　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
10ml×500丸本･七味

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02498　宝印鰻蒲焼たれ小袋山椒
付10ml×50×10ST

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02499　宝印鰻蒲焼たれ小袋山椒
付10ml×20×25

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02500　宝印鰻蒲焼たれ小袋山椒
付10ml×30×30

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02501　宝印鰻蒲焼たれ小袋10ml
×100×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02502　宝印535うな重用小袋山椒
付10ml×100×2×2

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02503　白焼うなぎのたれ小袋
10ml×30×40若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02504　うな重のたれ50ml×30×8
若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02525　魚てり焼のたれ小袋7ml×
100×10築地なが田

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02531　鰻弁当たれ小袋山椒18ml
×50×8ほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02534　鰻弁当たれ小袋18ml×20
×20ﾊｰｸｽﾚｲ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02567　宝印柳川鍋たれ小袋30ml
×50×8

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02601　鰻たれ丸大豆醤油鰻ｴｷｽ
入300g×40

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02702　鰻蒲焼たれ9L角缶日本一 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02706　宝印鰻蒲焼たれNo.3　9L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02712　宝印鰻蒲焼たれNo.2　9L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02713　鰻焼たれ9L角缶日本一ﾗｲ
ﾝ用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02753　鰻蒲焼たれ6kg×2　I・Y 調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02775　宝印鰻蒲焼たれ松1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02776　宝印鰻蒲焼たれ濃口1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02777　鰻蒲焼たれ1.8L×6ほっか
亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02779　鰻蒲焼たれ1.8L×6栄濃口 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02781　宝印鰻蒲焼たれST2ｋｇ×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02782　宝印鰻蒲焼たれNo.3　1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02784　宝印鰻蒲焼たれF-2　1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02789　宝印鰻蒲焼たれ丸大豆仕
上げ用2kg×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02791　西洋鰻たれ1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02793　鰻蒲焼たれ仕上げ2kg×6
日本一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02794　宝印鰻蒲焼たれ仕上げ用
2kg×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02798　宝印鰻蒲焼たれ仕上げ用
A2kg×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02799　宝印新鰻蒲焼たれI・Y1.8L
×4

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02901　鰻蒲焼たれ50mｌ×36宝
印

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02903　宝印鰻蒲焼たれ50mｌ×
36　531

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02904　鰻蒲焼たれ50mｌ×36宝
印

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02907　鰻たれ50mｌ×20入×5て
の字（長良）

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02908　鰻蒲きたれ50mｌ×36×6
若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02919　宝印鰻蒲焼のたれ200ml×
24

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02920　鰻重のたれ200ml×4×12
535

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02922　鰻重たれ丸大豆醤油200ml
×48

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02930　宝印鰻蒲焼たれ150ml×24 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02932　鰻蒲焼たれ150ml×24ての
字

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03001　韓国風レッグソース1kg×
12

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03002　あんかけのたれ500g×20
入ほっかほっか亭

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03003　穴子のたれF1kg平袋×12 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03004　SE焼鳥たれ500kg×24入 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03005　SE焼鳥たれ1kg×12入 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03010　中華炒めのたれ500kg×20
おはち

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03011　南蛮たれS300g×40 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03012　チキン南蛮たれ300g×40
若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03014　豚みそのたれ200g×50入
プレナス

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03015　豚キムチのたれ500g×20
ライズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03016　わかめサラダドレッシン
グ230g×40

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03021　SE焼鳥たれS1kg×12 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03022　あんかけソース（梅肉入
り）500g×20

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03023　宝印焼鳥たれ炭火焼風1kg
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03024　トマトソース600g×10若
菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03028　甘辛たれ250g×40 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03030　焼鳥たれ塩味1kg×10ハマ
ケイ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03031　オクラ野菜包みあんかけ
たれ180g×50

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03075　エビチリソース2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03077　宝印鮪漬丼のたれ1.9kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03078　宝印焼鳥たれAO200g×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03079　宝印牛丼たれｋ2.1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03081　宝印天丼のたれIR2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03082　宝印チリソースIR2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03083　ステーキソース2kg×
6HHT秋田

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03084　宝印照り焼き用たれR2kg
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03086　野菜炒めのたれ2kg×
6HHT秋田

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03087　味噌煮のたれ2kg×6おは
ち

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03088　竜田のたれ1L×15本入
ほっかほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03089　宝印天丼のたれY2.1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03091　宝印煮魚のたれ2.3kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03092　焼鳥たれアマタケ2.2kg×4 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03093　宝印焼鳥たれ塩味KB1.8kg
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03098　焼肉つけだれ2kg×6CE 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03100　焼肉のたれ2kg×6HHT秋
田

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03101　ビーフのたれ2.2kg×6ほっ
かほっか亭IB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03102　宝印辛味焼たれ2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03103　ネギ焼豚のたれ2kg×
6SMS

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03107　ソースカツ丼用ソース2kg
×6ほっかほっか亭IB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03109　宝印味噌カツソースIR2kg
×4

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03111　鮪茶漬けのたれ2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03112　おでんつゆ1.9kg×6若菜 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03113　おでんつゆ2kg×6若菜 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03114　宝印味噌だれIR2kg×4 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03115　宝印甘酢たれIR2kg×4 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03116　宝印南蛮たれIR2kg×4 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03118　希WOK龍冷やし中華スー
プ塩味1.8L×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03120　希WOK龍中飯スープ1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03121　希WOK龍酢豚スープ1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03122　希WOK龍チンジャオのた
れ1.8L×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03129　甘酢たれ2kg×6三越 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03131　宝印南蛮漬けのたれC2kg
×6

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03134　しゃぶしゃぶエスニック
たれ2kg×6FS

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03135　宝印おでんつゆKT1.9kg×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03141　丼たれ2kg×6華家名彩 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03142　甘酢たれ2kg×6華家名彩 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03144　宝印鶏重のたれ2.2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03147　宝印甘酢たれT2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03149　宝印天丼のたれ2.2kg×
6CPT

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03150　宝印カツ丼のたれ2kg×
6CPT

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03151　野菜炒めのたれ1kg×6
ほっかほっか亭IB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03152　チキンあんかけたれ200g
×30若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03154　甘酢あんかけたれS250g×
40

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03155　八宝菜のたれM1kg×
(970ml）×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03158　南蛮漬けのたれ500g×20
ライズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03161　中華ソースA250g×40アマ
タケ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03167　宝印あんかけたれ生姜味
300g×20

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03169　ステーキソーススパイ
シー1kg×6ほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03173　いも餅用たれ200g×50 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03178　塩味カルビのたれ1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03179　肉野菜炒めのたれ1kg×6
ほっかほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03181　肉じゃがのたれ400g×30
北の家族

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03190　宝印テリヤキバーガーの
たれ200g×30

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03192　宝印焼魚旨味だしたれ
200g×40

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03196　角煮のたれ1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03197　BBQタレ500g×6×3 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03198　サバ照焼仕上たれ500g×
20

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03201　宝印焼鳥たれA　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03202　宝印焼鳥たれB　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03203　宝印焼鳥たれC　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03204　宝印焼鳥たれD　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03206　宝印焼鳥たれE　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03207　宝印焼鳥たれF　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03208　宝印焼鳥たれG　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03209　宝印焼鳥たれH　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03211　焼鳥たれ18L角缶全農 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03212　焼鳥たれ18L角缶鳥福 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03215　焼鳥たれ18L角缶宮川きじ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03216　焼鳥たれ18L角缶タケムラ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03217　焼鳥たれ18L角缶クッキン
グK(TI)

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03218　焼鳥たれ18L角缶わかば 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03220　焼鳥たれ18L角缶D･K 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03221　宝印焼鳥たれT18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03222　宝印焼鳥たれTA18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03223　宝印焼鳥たれM18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03224　焼鳥たれ21ｋｇ角缶串焼
き亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03225　ローストチキン下漬けた
れ21ｋｇ角缶若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03228　宝印焼鳥たれG1　18L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03229　宝印焼鳥たれG甘口　18L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03231　焼鳥たれ20ｋｇ角缶賄い
奉行

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03232　焼鳥のたれ20ｋｇ角缶大
吉兆

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03233　ぬれ餅たれ22ｋｇ角缶 調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03234　宝印焼鳥たれG2　18L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03235　丼のたれMC　22ｋｇ角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03238　焼鳥たれ18L角缶TFB 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03247　宝印焼鳥たれ炭火焼風18L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03253　焼鳥たれ22ｋｇ角缶マル
チュウ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03255　焼鳥たれ18L角缶TFB濃口
-T

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03259　宝印焼鳥たれJ　22ｋｇ角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03261　焼鳥たれ20ｋｇ角缶内外 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03269　焼鳥たれ22ｋｇ角缶喜京
屋

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03271　焼鳥のたれ仕上用21ｋｇ
角缶さい川

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03272　SE焼鳥たれ(下漬け用）
18L角缶（20ｋｇ）

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03273　SE焼鳥たれNo.2　20ｋｇ
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03274　宝印ネギチャーシューた
れ20ｋｇ角缶SE

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03275　ぬれ餅たれ淡色21ｋｇ角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03276　ぬれ餅たれ22ｋｇ角缶N 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03277　塩カルビのたれN　18L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03278　宝印焼鳥たれG2　21ｋｇ
角缶輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03279　ローストレッグ下漬けた
れ21ｋｇ角缶若菜輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03282　焼肉洋風付けダレ19ｋｇ
角缶FD

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03285　すき焼きたれわりした
SMS　300ｇ×40

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03302　宝印ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙたれC　18L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03321　ﾁｷﾝ南蛮たれ　18L角缶
TFB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03323　宝印ﾁｷﾝ下漬たれ　18L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03324　宝印ﾁｷﾝ上ぬりたれ　18L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03325　宝印そぼろたれ　18L角缶 調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03327　鳥そぼろたれ　18L角缶
TFB-T

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 0333　宝印唐揚たれI　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03335　さんわそぼろ煮のたれ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03337　唐揚げ下漬けたれ若菜
20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03338　唐揚げ下漬けたれ20kg角
缶　若菜№２

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03339　調味液-３１２０　20kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03351　宝印焼肉たれA　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03353　焼肉のたれ20kg角缶２４
１

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03356　宝印焼肉たれ朝鮮風　18L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03358　宝印焼肉たれS　20kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03359　焼肉たれMC　22kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03360　宝印生姜焼たれ　21kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03364　SE牛ｶﾙﾋﾞあえだれ　20kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03365　宝印和風チリソース
20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03366　宝印アジベースNO　20kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03367　宝印すき焼きたれA　18L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03368　宝印すき焼たれH　18L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03370　すき焼きのたれ　18L角缶
S

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03372　SEすきやきのたれ№２
18L角缶（23kg詰）

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03373　さんわ上だれK用　21kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03378　ローストレッグ下漬たれ
炭焼風20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03380　宝印ジンギスカンたれ
18L角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03383　あまから揚げ下漬けたれ
18kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03387　焼肉のたれ20kg角缶　正
木

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03388　照り焼のたれ20kg角缶
SF

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03391　海鮮タレベース　21kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03392　生姜焼たれ　20kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03399　宝印味噌たれ　22kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03401　宝印いか用たれ　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03404　宝印いか用甘口　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03406　宝印味醂干したれ　18L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03408　宝印焼蛤たれ　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03424　宝印煮あなごのたれ
20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03430　宝印煮魚用たれ醤油味
20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03431　宝印煮魚用たれ味噌味
20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03435　香味ソース18kg角缶　若
菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03437　宝印ﾁｷﾝ仕上げたれ
21kg角缶N

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03438　宝印ﾁｷﾝﾛｰｽﾄ用たれ21kg
角缶N

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03441　宝印西京漬たれ下漬
21kg角缶輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03446　宝印照焼たれ下漬用
21kg角缶輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03447　唐揚下漬けたれ韓国風味
20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03449　ぬれ餅たれ22kg角缶NS 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03450　香味ソース18kg角缶　若
菜輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03457　宝印さばみそ煮たれHT
21kgｷｭﾋﾞﾃﾅｰ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03463　おでんつゆ20kg 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03470　焼鳥たれ　18L角缶　染谷 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03471　ピリ辛ﾁｷﾝたれ下漬用18L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03472　あぶり焼きﾁｷﾝのたれ
19kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03473　チンジャオのたれ　20kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03474　カレー風味調味液　19kg
角缶

調味料 無

543 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03476　南蛮漬けたれ若菜21kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03477　宝印中華キムチたれ
20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03478　宝印八宝菜のたれ　18kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03479　中華ソースA　20kg角缶
ｱﾏﾀｹ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03482　かに風味おでんたれ
22kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03483　かに風味おでんｽｰﾌﾟ
22kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03487　焼鳥たれ22kg角缶職人技 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03492　宝印焼鳥たれ下漬F　20kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03496　豚丼たれ仕上用　20kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03497　豚丼たれかけ用　20kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03498　煮魚のたれ　22kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03499　焼鳥たれ下漬用20kg角缶
NM輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03500　焼鳥たれ仕上用20kg角缶
NM輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03501　宝印焼鳥たれ塩味C　1.8L
×4スパイス別添

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03504　焼鳥たれ2.1kg×6　より鳥
亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03506　宝印焼鳥たれIY-S　2kg×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03507　宝印焼鳥たれ　2kg×6
MPS

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03508　焼鳥たれG　2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03515　生姜焼きのたれ　2kg×6
ﾗｲｽﾞ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03518　宝印甘酢たれE　2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03526　唐揚のたれ　2kg×6
TFB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03532　宝印焼鳥たれＯＰ　2kg×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03544　どんぶりのたれ1.8Ｌ×6
めしや丼

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03547　牛めしのたれ　1.8Ｌ×6
本入ほっかほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03548　牛煮のたれ1.8Ｌ×6 調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03550　天丼のたれＲ　1.8Ｌ×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03552　すき焼のたれ　1.8Ｌ×6
ほっか１２９

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03553　すき焼きのたれ　1.8Ｌ×
6ﾗｲｽﾞ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03555　生姜焼のたれ　1.8Ｌ×6
ほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03556　すき焼きのたれＭ　1.8Ｌ
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03557　宝印煮物つゆ　1.8Ｌ×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03559　宝印煮物つゆ№２　1.8Ｌ
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03561　牛めしのたれハークスレ
イ　1.8Ｌ×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03562　生姜焼きのたれ1.8Ｌ×6
ほっかほっか亭秋田

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03563　煮物のたれ1.8Ｌ×6ほっ
か亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03566　チンジャオのたれ1.8Ｌ×
6　ハークスレイ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03571　とんかつソース小袋ゴマ
風味30ｇ×50×6ﾎｯｶ亭ＩＢ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03572　焼豚のたれ　10ｇ×100×
10樋口屋

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03573　油淋鶏ソース15ｇ×100×
6若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03574　希ＷＯＫ龍　担々麺のた
れ40ml×50×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03575　焼TFB濃口ーＴ　20ｇ×
50×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03576　焼鳥たれ小袋30ml×50×
8TFB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03577　宝印焼鳥たれ小袋30ml×
50×8

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03589　とんかつソース小袋25g×
50×8HHT

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03591　おろしとんかつソースの
たれ30g×30×10ﾎｯｶﾎｯｶ亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03593　特製穴子のたれNT　10g×
100×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03594　宝印マグロ中おちのたれ
20ml×100×5袋

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03596　ビビンバのたれ20g×50×
8　ライズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03601　宝印焼鳥たれ小袋7ml×
100×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03603　焼鳥たれ小袋7ml×100×
10寿々木屋

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03604　焼鳥たれ小袋7ml×100×
10鳥庄

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03605　焼鳥たれ小袋7ml×100×
10稲毛屋

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03608　焼鳥たれ小袋7ml×100×
10鳥富士

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03612　焼鳥たれ小袋7ml×100×
10京浜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03614　焼鳥たれ小袋7ml×100×
10梅や

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03615　焼鳥たれ小袋7ml×100×
10日本一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03616　焼鳥たれ小袋7ml×100×
10築地なが田

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03617　宝印揚げだし豆腐のたれ
小袋30g×50×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03618　SEすき焼たれ　90g×50×
2

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03619　野菜包みあんかけたれ90g
×50×2若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03621　弁当用ﾃﾘﾔｷﾁｷﾝのたれ
100g×50×2

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03622　ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞのたれ小袋20g×50
×10HHT秋田

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03623　おろしｶﾙﾋﾞ丼のたれ小袋
30ｇ×50×6ﾗｲｽﾞ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03625　SE焼鳥小袋20g×500入 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03626　焼鳥たれ小袋9ml×100×
10ﾀﾞｲﾄｰ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03641　焼鳥たれ小袋10ml×100×
5全農

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03651　焼鳥ﾀﾚ小袋10ml×100×10
ｱｻﾋﾌﾞﾛｲﾗｰ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03652　焼鳥小袋10ml×100×10松
山

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03653　焼鳥たれ小袋10ml×100×
10樋口屋

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03654　焼鳥小袋10ml×100×10鳥
正

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03656　焼鳥たれ小袋10ml×100×
10全農

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03657　焼鳥たれ小袋10ml×100×
10D・K

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03658　焼鳥小袋10ml×1000両国
茶屋

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03660　宝印焼鳥小袋20ml×50×
10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03661　焼鳥小袋20ml×50×10鳥
近

調味料 無

546 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03662　ピリ辛チキンのたれ70g×
30×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03663　宝印海鮮ソース（XO醤入
り）70g×30×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03664　天丼のたれ　30g×50×8 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03666　焼鳥小袋15ml×50×10梅
や

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03675　ステーキS10ml×50×6
ほっかフーヅ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03679　天丼のたれ小袋　30g×50
×6M

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03696　きも焼きたれ小袋7ml×
100×10日本一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03699　天丼のたれ　30g×30×10
ほっかほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03702　なす味噌のたれ40g×50コ
×6袋プレナス0259

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03704　魚煮つけ40ml×50×5　B 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03705　餃子用たれ若菜　10ml×
100×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03712　天つゆ30g×30×15若菜 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03714　ステーキソース20ml×50
×10　斉藤

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03720　宝印天つゆ小袋20ml×50
×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03723　まぐろのたれ（ごま風
味）15g×50×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03726　鰹漬け込み用たれ40ml×
250

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03734　宝印特選たれ小袋　50g×
50×4

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03735　あまから揚げ仕上げたれ
小袋75g×24×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03740　南蛮ソース500g×20ほっ
かほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03742　南蛮たれS　250g×40 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03743　煮魚のたれ　500g×30 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03748　宝印チキンボールたれ
500g×20

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03749　宝印　甘酢たれ　500g×
20

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03752　宝印焼鳥たれ塩味　1kg×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03753　宝印和風チリソース
500g×20

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03755　宝印テリヤキソース500g
×20

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03759　宝印酢豚のたれ1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03761　宝印甘酢たれB　1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03763　焼鳥たれG2　1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03767　宝印焼鳥上たれHD　1kg×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03768　焼鳥たれ400g×40若菜
輸出用

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03771　宝印焼鳥たれKS　1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03773　宝印焼鳥たれ塩味KR　1kg
×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03774　宝印焼鳥たれ仕上用KR
1kg×10

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03775　宝印　焼鳥たれG-1　1kg
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03776　焼鳥たれ仕上用500g×12
ＮM

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03777　宝印焼鳥たえ塩味　500g
×20

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03778　焼鳥たれスタミナ1kg×6
LF

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03779　宝印焼鳥たれ塩味B500g×
20

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03781　宝印　焼鳥たれ上たれHD
500g×12

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03788　華家焼鳥のたれ1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03790　チキン南蛮のたれ　170g
×60

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03793　ピリ辛チキンたれ150g×
60

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03794　揚げだし豆腐のたれ
150ml×60ハークスレイ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03795　宝印南蛮漬たれQ　600g×
18

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03798　いかたれ　400g×30しょ
うが味　若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03801　宝印焼鳥たれB　9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03802　宝印　焼鳥たれD　9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03805　焼鳥たれ9L角缶　さんわ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03806　焼鳥たれ9L角缶ユニバー
ス淡口

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03807　焼鳥たれ9L角缶　ユニ
バース濃口

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03808　焼鳥たれ9L角缶　ヨコオ
フーズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03809　宝印焼鳥たれG　9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03812　宝印焼鳥たれS　9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03813　宝印焼鳥たれＹ　10kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03814　焼鳥たれ9Ｌ角缶　カスミ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03815　宝印チキンボールのたれB
9L角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03816　チキンボールたれ　9L角
缶　内外

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03817　天丼たれ（株）サンワ
11kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03819　串焼き亭焼鳥たれ　10kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03820　焼鳥たれ9L角缶特急印 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03821　焼鳥たれG炭火風　10kg角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03824　宝印焼鳥たれMPS　9L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03825　麻布あさひ塩味焼鳥のた
れ　9kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03826　焼鳥たれ9L 角缶　ダイ
トー

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03827　焼鳥たれN1　9L角缶日本
一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03828 焼鳥たれN2　9L角缶日本一 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03829  テリソース9L角缶さんわ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03830　宝印丼たれ9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03831　宝印南蛮風あんかけたれ
9L角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03832　宝印甘酢たれE9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03833　宝印甘酢たれ9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03834　宝印甘酢たれB9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03845　焼鳥たれ9L角缶染谷 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03846　カツ丼たれ㈱サンワ10kg
角缶

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03847　宝印サザエ調味液9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03848　宝印ぬれせん用たれ9L角
缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03849　みりん焼きたれ9L角缶D・
K

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03850　宝印いか用たれ9L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03851　宝印焼鳥たれ1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03852　焼鳥たれ1.8L×6松山 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03853　焼鳥たれ1.8L×6松山淡口 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03854　焼鳥たれ1.8L×6内田 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03855　宝印焼鳥たれB下漬け1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03856　宝印焼鳥たれAT2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03858　宝印焼鳥たれG-2　2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03860　宝印焼肉たれ1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03861　焼肉たれ1.8L×6松山 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03868　宝印甘酢たれ2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03869　宝印焼肉たれ朝鮮風1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03871　宝印天丼たれ1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03874　天つゆ1.8L×6ほっかフー
ズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03875　回鍋肉のたれHHT秋田2kg
×6本入

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03880　宝印味噌たれ2.5kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03881　味噌たれ2.5kg×6松山 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03888　鉄砲漬調味液ローリー 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03891　焼肉たれ1.8L×6ほっか亭 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03892　かき揚たれ1.8L×6ほっか
亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03895　丼たれ1.8L×6ほっか亭 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03897　煮物のたれ1.8L×6ライズ 調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03899　宝印どんぶりのたれM1.8L
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03911　焼鳥たれ香味焼6kg×2 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03915　宝印焼鳥たれG2　6kg×2 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03919　宝印照り出したれ6kg×2 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03922　上タレP　No.2　10kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03950　宝印味噌たれ10kg角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03959　漬物用調味液ローリーK 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03960　焼鳥たれ150ml×24 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03963　すき焼きのたれ300ml×36
なかやま牧場

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03964　焼鳥たれ100ml×20×3 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03965　宝印焼鳥塩だれIY1kg×10 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03967　すき焼きのたれSM300g×
40

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03968　宝印焼鳥たれG3　1L×15 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03969　宝印焼鳥仕上たれ1L×3×
4

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03974　南蛮たれS　1L×15 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03977　チンジャオのたれ1L×15 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03981　宝印煮魚のたれD500kg×
14×2

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03982　宝印南蛮漬たれK400g×28 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03983　炭火焼霧島産若鶏の仕上
げたれ210g×50

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03984　宝印南蛮漬けたれC1kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03987　フレッシュネスソース1kg
×6FB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03988　サルサソース1kg×6FB 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03990　ネギミソソース1kg×6FB 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03992　テリヤキソース1kg×6FB 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03999　宝印甘酢たれK1kg×6 調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04001　牛めしのたれ1L×10ハー
クスレ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04002　豆腐ハンバーグのたれ1L
×10ほっかほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04140　宝印煮込たれ18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04176　漬込みたれ小袋20ml×100
×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04508　濃縮つゆ18L角缶君塚 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04516　本かえし18L角缶陣太鼓 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04517　かえし18L角缶かめや 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04519　うどんつゆTSK-2　20kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04520　宝印うどんつゆ20kgキュ
ビテナー

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04521　宝印特製つゆ1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04522　宝印特製つゆ粋1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04523　職人たれ1.8L×6君塚 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04524　熟香つゆ粋1.8L×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04527　だしつゆ1.8L×6おはち 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04528　宝印そばつゆ2kg×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04529　宝印白湯ラーメンスープ
2kg×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04531　宝印熟香つゆ粋720ml×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04537　宝印ラーメンスープ1kg×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04540　宝印めんつゆ小袋30g×60
×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04541　宝醤油ラーメンたれ1kg×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04542　宝印塩ラーメンたれ1kg×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04544　宝印味噌ラーメンたれ1kg
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04545　宝印ねぎのたれ1kg×６ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04553　希WOK龍塩ラーメンたれ
900ml×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04554　希WOK龍味噌ラーメンの
たれ900ml×6

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04559　めんつゆ小袋70g×24×6
若菜

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04561　めんつゆ小袋ほっか亭70g
×30×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04562　宝印うどんつゆ30g×50×
6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04563　宝印白湯ラーメンスープ
30g×50×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04564　宝印そばつゆ30g×50×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04565　めんつゆ小袋40g×50×5 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04567　うどんだしほっか亭18ｃ
ｃ×60コ×8袋

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04568　冷やし中華スープごまだ
れ80g×10×15ハークスレイ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04569　冷やしうどんつゆ70g×30
×5ほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04570　讃岐うどんつゆ小袋50g×
50×4ライズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04571　讃岐うどんつゆ小袋100g
×50×2ライズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04572　そばつゆ小袋40g×50×5 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04573　職人たれ720ml×2入×4 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04574　うどんつゆ小袋21g×5×
100

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04575　ミニ冷やしそばのたれ小
袋45g×60×4プレナス

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04576　特製つゆ若菜25ml×50×8 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04577　宝印めんつゆ小袋30g×50
×７

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04579　冷やし中華醤油味50g×40
×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04580　冷やし中華ゴマ味噌味50g
×40×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04581　宝印めんつゆ小袋IR50g×
100×2

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04582　めんつゆTSK40g×50×6 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04583　極上めんつゆ小袋40g×50
×5

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04585　特製スープ（栗）40g×50
×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02291　鰻蒲焼たれ21kg角缶丸大
豆　一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02294　鰻蒲焼たれ21kg角缶丸大
豆　一仕上

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02435　鰻小袋山椒付25ml×50×6
丸大豆一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02439　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×500東京ストアー

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02469　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×10入×50袋YB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02470　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×28入×20丸大豆一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02477　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×30×10丸大豆一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02479　鰻蒲焼たれ小袋山椒付
15ml×30×17丸大豆一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02480　鰻蒲焼小袋山椒付15ml×
40×12丸大豆ﾏﾙｲﾁ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02488　鰻蒲焼小袋山椒付10ml×
50×10丸大豆一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02783　鰻蒲焼たれ1.8L×6仕上YB 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02785　鰻蒲焼たれ1.8L×6仕上東
京ストアー

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02786　鰻蒲焼たれ1.8L×6東京ス
トアー

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02788　鰻蒲焼たれ1.8L×6丸大豆
一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02906　鰻たれ50ml×20×5丸大豆
ﾏﾙｲﾁ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02909　鰻たれ50ml×20×5東京ス
トアー

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02923　鰻たれ100ml×20×3丸大
豆一

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02249　鰻蒲焼たれ　18L角缶
MR-３赤

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02252　鰻蒲焼たれ焼だれ用
21kg詰

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02305　宝印蒲焼たれST２　21kg
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 02560　宝印　柳川鍋たれ小袋
30ml×50×8

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03180　野菜炒めのたれ500g×20
ライズ

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03230　焼鳥たれ18L角缶　全農濃
口

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03355　宝印焼鳥たれH　18L角缶 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03361　ほうれん草キノコ和えの
たれ20kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03458　しゃぶしゃぶポン酢たれ
19kgｷｭﾋﾞﾃﾅｰFS

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03493　宝印あさり蒲焼たれ
20kg角缶

調味料 無
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宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03502　宝印　チキン上ぬりたれ
2kg×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03510　焼鳥たれアマタケ2.1kg×4
№２

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03519　焼肉のたれ2kg×6ライズ 調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03650　焼鳥たれ小袋10ml×100×
10TFB

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03690　鳥肉弁当たれ小袋30ml×
50×4ほっか亭

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03838　甘酢たれ（りんご酢入
り）10kg角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03857　とりめしのたれ　ほっか
亭1.8L×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03878　宝印　五目おこわ調味液
1.8L×6

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 03994　宝印煮魚のたれ　500g×
28

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04506　宝印　そばつゆ特選　18L
角缶

調味料 無

宝醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町６６３ 04530　讃岐うどんつゆ　1.7L×6
ライズ

調味料 無

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 調味料 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１０ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１１ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１２ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１３ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１４ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１５ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１６ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料１７ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料２ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料３ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料４ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料５ 調味料 なし
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豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料６ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料７ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料８ 調味料 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 粉末調味料９ 調味料 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 キューピーマヨ＆和風ごま ドレッシング類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 ノンオイル青じそドレッシング ドレッシング類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 青じそドレッシング ドレッシング類 なし

野村佃煮㈱ 宇治市大久保町田原２４番地 中華ドレッシング ドレッシング類 なし

矢木醤油（株） 龍野市揖保町 つゆ類 なし

矢木醤油（株） 龍野市揖保町 ドレッシング なし

矢木醤油（株） 龍野市揖保町 ポン酢 なし

矢木醤油（株） 龍野市揖保町 風味醤油 なし

有限会社　舟木屋 金沢市金石西３－７－１３ だし入り醤油 調味料 なし

有限会社　唐船峡そうめん流し鱒
乃家

揖宿郡開聞町仙田80 めんつゆ めん調味料類
（つゆ）

無

有限会社フードショップ戸村 宮崎県宮崎郡田野町乙7662 焼肉のたれ（ステーキソース和
風）

調味料類（ソー
ス）

無

有限会社フードショップ戸村 宮崎県宮崎郡田野町乙7662 焼肉のたれ（ステーキソース洋
風）

調味料類（ソー
ス）

無

有限会社フロンティア・フーズ 東京都世田谷区玉川３－４１－２５ コロッケソース 調味料類 なし

有限会社醤油屋喜代治商店 滋賀県坂田郡米原町醒井370 だしつゆ 調味料 なし

有限会社清金醤油店 滋賀県長浜市八幡東町279 めんつゆ 調味料 なし

有限会社福辰 高知市塩屋崎町1丁目6-4 深層水だしつゆ 調味料類（ソー
ス）

無

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ Ｂ－１用調味料 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ Ｚ焼売用 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ Ｚ餃子Ⅱ用 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ イワシウインナー用ミックス 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ ウインナー用ミックス 調味料 なし
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㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ エビピラフ用シーズニング 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ カレーピラフ及びサフランライス
用調味料

調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ サラミシーズニングＴＹ－２ 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ ジャッキーミックス 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ ジンギス用 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ スープストック 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ スタミナ用ミックス 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ チャーハン用調味料 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ ハム用ミックス 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ ビーフブイヨンＤＸ 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ ホルモン用 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ メンチ用Ｄ調味料 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ ロールキャベツ用 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ 塩漬用ミックス 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ 韓国キムチ用調味料 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ 荒挽用ミックス 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ 手作りカレーセット用調味料 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ 手作りビーフシチューセット用調
味料

調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ 新やきめしⅡ用調味料 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ 豚足のたれキムチ風調味料 調味料 なし

㈲グリーンスパイスシーズニング 所沢市南永井８０５－６ 明太子オールミックス調味料 調味料 なし

㈲コーシン物産 大阪市生野区鶴橋４-７-８ コーシン焼肉のたれ たれ なし

㈲コーシン物産 大阪市生野区鶴橋４-７-８ コーシンコチュジャン 調味料 なし

㈲酒麺本舗藤根食品 石鳥谷町新堀25-9 盛岡なま冷麺特製スープ 調味料 無

㈲酒麺本舗藤根食品 石鳥谷町新堀25-9 蔵打ち冷麺スープ 調味料 無
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㈲酒麺本舗藤根食品 石鳥谷町新堀25-9 本場盛岡冷麺ストレートスープ 調味料 無

㈲酒麺本舗藤根食品 石鳥谷町新堀25-9 南部杜氏ラーメンスープ 調味料 無

㈲佐藤製麺 秋田市中通六丁目２－５ 焼きうどん調味の素 スープ なし

㈲佐藤製麺 秋田市中通六丁目２－５ しょうゆラーメンスープ スープ なし

㈲佐藤製麺 秋田市中通六丁目２－５ 中華そばスープ スープ なし

㈲佐藤製麺 秋田市中通六丁目２－５ 生ラーメンスープ スープ なし

㈲佐藤製麺 秋田市中通六丁目２－５ 塩ラーメンスープ スープ なし

㈲佐藤製麺 秋田市中通六丁目２－５ コク造りしょうゆラーメンスープ スープ なし

㈲ダイヤコマ味噌醸造本舗 長岡市宮栄3丁目5番20号 おふくろじまん 調味みそ なし

㈲ダイヤコマ味噌醸造本舗 長岡市宮栄3丁目5番19号 ラーメンのたれ たれ なし

㈲タンゼンテクニカルプロダクト 小樽市銭函５－５７－３ 各種ラーメンスープ ソース類 無

㈲趙さんの味 仙台市宮城野区中野字牛小屋23-18 キムチのたれ ソース類 なし

㈲趙さんの味 仙台市宮城野区中野字牛小屋23-18 焼肉のたれ ソース類 なし

㈲春ちゃん 岐阜市安食志良古２６－２１８ 春ちゃん万能焼き肉たれ 焼き肉のたれ なし

㈲石見食品工業所 大阪市東住吉区住道矢田８-２-２１ 串カツソース ソース類 なし

㈲石見食品工業所 大阪市東住吉区住道矢田８-２-２１ 焼きそばソース ソース類 なし

㈲石見食品工業所 大阪市東住吉区住道矢田８-２-２１ とんかつソース ソース類 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＢＡＲＢＥＱＵＥ　ＣＯＲＮ　Ｎ
ｏ．４

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＢＢＱ味 W-507 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＢＰ－１ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 BP-1P　OIL 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 BP-1P（理食）オイル抜き 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 DDﾋﾞｰﾌｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞR-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 DDﾋﾞｰﾌﾌﾚｰｸF-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 DDﾋﾞｰﾌﾌﾚｰｸF-2 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 HAP-DP-18 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 HAP-DP-18 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 HAP-L（バルク）トーメン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 HAP-L（播州）白ﾃｰﾌﾟ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 HAP-L（播州）白ﾃｰﾌﾟ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 HAP-P 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 HAP-P（トーメン）袋入り１２Ｋ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 KP-15Z 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 KP-30Z 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＬＤ－９ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 N-40R 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 NAFA-20 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 NAFA-20 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 NAFA-20 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 NAFA-50 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 №３改　特納調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＰＫホタテエキス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＰＲＯＣＥＳＳ　ＭＥＥＴ　ＦＬ
ＡＶＯＲ（ＢＥＥＦ）

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 RF-B/K 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＲＫ－１ポーク白湯パウダー 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＲＫビーフパウダー♯１００Ｐ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＲＫホタテエキス（白ラベル） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＲＫ醤油ラーメン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 Ｓ－４３３原末ｿｰｾｰｼﾞ№２ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ＳＥＪ－３００（揚げ出し粉） 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 VDDﾋﾞｰﾌｺﾝｿﾒS-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 VDDﾋﾞｰﾌﾐｰﾄB-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 VDDﾋﾞｰﾌﾐｰﾄB-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 VDDﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽR-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 W-960　焼きそばのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 XL324焼きそばｿｰｽ20KG 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 アロメイトMB-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 いかごはんのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 いか用唐揚粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 いくら用調味液W-638 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 いくら用調味液W-677 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 イタリアンドレッシング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 うどんつゆ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 うどんつゆ６０Ｍ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 うどんつゆみそ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 エスパニョールソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 エビピラフの素XF554 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 エビピラフの素XF715 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 オイスターソース１００U-546 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 オイスターソースＡXL466 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 オイスターソースＫW-896 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 オイスターソースＳ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 おでんつゆW-525 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 おでんつゆXL519 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 オニオンソース 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 オニオンペッパー 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 おにぎりビビンバ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 おぼろ豆腐のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 オムライスの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 オムライス調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 おろしぽん酢 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 おろしぽん酢（生姜風味） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 お吸物カツオ風味（顆粒） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 お好み焼き風味T-836-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 お好み焼き風味W-845 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 お肉と野菜のノンオイルドレッシ
ング

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ガーリックペッパー味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ガーリック味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 かき玉スープベース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カツオエキスＳＭ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 かぼちゃ調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 かやくごはん調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ガラスープＭ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 がらスープ達人 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 がらスープ達人Ｙ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ガラプラス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カルビシーズニング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレースープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレーパウダー 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレーピラフの素 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレーピラフ調味料W852 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレーピラフ調味料W-852-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレー調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレー南蛮スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレー味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 カレー味調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 がんも用調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 がんも用調味料（ピリカラ味） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 きつねうどん 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 きつねうどんつゆ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 きのこごはん調味液XL320 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 きのこごはん調味液XL359 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 きのこごはん調味液XL783 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 キムチチャーハン調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 キムチのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 キムチラーメン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 キムチ調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 キムチ鍋ベース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ギョウザ調味料Ｒ－９７ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 クッパ調味液XL130 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 クッパ調味液XL284 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 クッパ調味液XL600 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 クリームシチュー 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 グリーンピース風味XF838 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 グリンピース風味U-683-1 調味料 なし
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氏名 住所 （食品の種類）
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コープカップコーンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンクリームスープW-587 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンクリームスープXK125 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープT-522 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースＮｏ．１９W-
387

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースＳＲW-692 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースT-998 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースＴT-376 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースU-132 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースU-170 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースU-612-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースU-974 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースW-220 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンスープベースXF361 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンバター醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンバター味噌味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンポタージュＰ－ＡU-482 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンポタージュW-561W-561 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンポタージュスープS-307 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンポタージュスープU-955 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンポタージュスープW-134 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コーンポタージュ味W-615-4 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 こくみ調味料BL 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 こくみ調味料ＢＬ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 こくみ調味料B-P 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 こくみ調味料B-P 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 こってり豚骨スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ごま塩味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コムタン調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コンソメパウダーU-572 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コンソメ風味W-999 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コンソメ粉末 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コンソメ味W-372 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コンソメ味W-630 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コンソメ味W-916 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 コンソメ味XF287 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 サフランライス調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 サラミ風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ざる中華スープ１００Ｍ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 サンバルシーズニング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 シーベストＭ（ほたて風味） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 シーベストＳ（かつお風味） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 シェルストック 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ジャーマンポテト味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ジュージュー焼肉風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スーパー焼そばのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スープベースU-442-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スープベースW-718 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 すき焼き用調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ステーキソース（小袋） 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ステーキ醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ストレートそばつゆ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングT-544 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングW-742 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングW-834 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングW-992 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングW-996 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングXF367 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングXF416 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングXF709 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スナックシーズニングXF814 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 スパイスミックス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 すみれシーズニング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ソースカレー味XF230 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ソースカレー味XF230-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ソース味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ソーセージ用調味料Ｎｏ．２ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 そばだしS-181 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 そばだしW-470 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 そばめしソースXF483 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 そばめしソースXF483-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 たこ焼き風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 だしの素Ｋ－５ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 だしの素Ｓ－１ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 だしの素Ｙ 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 だしパック　だしづくし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ダッカルビ調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 タンタンメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 タンドリーチキンの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 タンメン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チーズ風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チーズ風味クリームシチュー 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チーズ味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チーズ味S-937-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チーズ味W-607 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チーズ味W-811 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チキンオニオンコンソメスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チキンオニオンコンソメスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チキンコンソメ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チキンシーズニング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チキンパウダー　ＣＰ－１００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チキンパウダー　ＣＰ－２００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チキンライスの素Ｙ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チキンライス調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーシュ－１２－７ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーシュ－１３－８ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーシューのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハンの素U-554 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハンの素XF252 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハンの素XF508 調味料 なし
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え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハン調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハン調味液W-699 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハン調味液W-908 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハン調味液W-964 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハン調味液XL314 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハン調味液XL543 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャーハン調味液XL565 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チャプチェ用調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チリシーズニング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ﾁﾘｿｰｽFL　ZB-8050 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 チリ味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 つゆの素W-795 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 つゆの素XL244 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 つゆ合わせだし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 つゆ名人 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ドライカレーの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ドライカレー調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ドライカレー調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ドレッシングノンオイル青じそ３
０ｇ

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ドレッシングみぞれおろし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ドレッシング棒々鶏T-216 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ドレッシング棒々鶏T-246 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ドレッシング粒みそ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 とんこつ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 とんこつスープ 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ニューアミエイト 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ねぎラーメン味噌 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ノンオイルごまドレッシング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ノンオイルドレッシング　青じそ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ノンオイルドレッシング青じそ
（チルド）

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ノンオイル青じそドレッシング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ノンオイル青じそドレッシング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バーガー風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バーベキュー調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バーベキュー味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 パイタンスープベース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ハオツーチータン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ハオユートン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ハオ油湯 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バターライス調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バター醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックス（１次用） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスＭＤＲ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスＮＲ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスT-471 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスT-824 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスU-254 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスU-259 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスU-504-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスW-783 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスW-809 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスXF182 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックスXF458 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 バッターミックス改№３ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 パンプキンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 パンプキンスープミックス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフＦＬ＃８５０ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフP　No.1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフエキスＣＬ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ﾋﾞｰﾌｴｷｽP　S-4 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフエキスＳ－４ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフオイル風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフコンソメS-936改 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフコンソメT-136-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフコンソメ味W-359 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフコンソメ味XF234 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフパウダー　ＢＰ－Ｎ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフパウダーＢＰ－１ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフパウダーＢＰ－Ｎ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフパウダーＲＴ－１０ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフマヨネーズ味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフ調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビーフ調味料　ＢＰ－２ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビビンバ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ビビンバ調味液 調味料 なし
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原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ふかひれスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ブラックスパイシー味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ブラックペッパー味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ブレッダー粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 プレミックス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 プロテイン飲料XF527 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 プロテイン飲料XF528 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 プロテイン飲料XF529 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 プロテイン飲料XF530 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 プロテイン飲料XF531 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 プロテイン飲料XF532 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 プロテイン飲料XF533 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベーコン味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベシャメルソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベシャメルソース－１０ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベシャメルソースＮＳ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベシャメルソースT-244 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベシャメルソースT-244-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベシャメルソースW-624 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベシャメルソースXF402 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ペッパーライス調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ﾍﾞﾚｯｸｽ#1500 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ﾍﾞﾚｯｸｽ#2000 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ﾍﾞﾚｯｸｽ#3000 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ﾍﾞﾚｯｸｽ#4000 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベレックス♯１５００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベレックス♯３０００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベレックス♯４０００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベレックス４０００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベレックスＦ１０１ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ベレックスＦ１０２ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ほうれん草調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ポエムＪ－００８１Ｈ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ポタージュエースコーン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ホタテエキスＬ（パウダー） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ホタテエキスＭ（パウダー） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ホタテエキスパウダーＫ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ほたてソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ホワイトストック 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ホワイトルー 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 マーボーラーメン１３－７ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 マーボーラーメンＰ１３ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 まつたけおこわ調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 まぶし粉XF289 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 まぶし粉XF674 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 マリネドレッシング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ミートグッド１００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ミートグッド２００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ミートボールのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ミートボールのたれ甘口 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ミートボールのたれ中華風 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 みそたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 みそラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 みぞれおろしドレッシング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ミックスパウダーＢ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 メキシカンピラフの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 めんつゆ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 めんつゆストレート 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 やきそばソース（小袋） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 やきとりのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ゆずぽん酢 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープ#2200 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープ#2300 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープ８０Ｍ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープCTﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープCWSｴｷ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープCYS-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープEXT-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープFMOﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープGTRｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープHKM-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープHQWｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープHROｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープKBSｴｷ-1 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープKNM-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープLBOｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープLCOｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープLCSｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープLFOｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープLPSP-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープLSSｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープLSYｴｷ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープLTY-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープMLM-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープMOTｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープMRL-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープMRｴｷ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープMWS-3 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープNRGPｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープOKS-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープORKｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープORSｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープOSSｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープOWOｴｷ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープOWOｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープRASｴｷ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープRAWｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープRDSｴｷ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープRGPｺﾅ-1 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープRKSｴｷ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープRQWｺﾅ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープRRLY-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープRWS-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープS-168 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープSCSｴｷ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープSECD-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープSECT-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープSN-5 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープSRS-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープSTWﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープT-177 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープT-562 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープT-562 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープT-724 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープTJBﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープTNT-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープTOSﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープTQSﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープTQWﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープTWK-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープTWOﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープTWWSﾂﾌﾞ-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープU-960 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープVC-4 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープVT-3 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメンスープW-365-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ラーメン醤油 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ローラフレッシュ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ワカメスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ワカメスープ（Ｒ） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ワカメスープ（ＲＫ） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 わかめスープU-932 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 わかめスープW-728 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 わかめスープベース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ワカメスープ牛ねぎ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 わかめラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 わさび醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 わさび醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 ワサビ風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 磯辺焼きのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 一次用バッターミックス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 一味唐辛子味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 飲料ベース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 液体鰹だし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 液体鰹だしD-13 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 液体鰹だしD-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 液体鰹だしD-3 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 液体鰹だしD-5 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 液体鰹だしD-7 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 塩ラーメン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 塩胡椒 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 塩胡椒味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 塩焼きそば調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 回鍋肉用ソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 海鮮調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 蒲焼のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 甘辛ソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 牛カルビスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 牛キムチ１２－６ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 牛ごぼう御飯の素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 牛丼のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 牛丼のたれXL514 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 牛丼のたれXL775 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 魚みそ煮たれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 魚味噌煮たれXL502 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 魚味噌煮のたれXL420 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 玉子チャーハン調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 玉子豆腐つゆ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 玉子豆腐つゆ（連） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 九州塩胡椒味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 鶏肉つけこみたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 激辛味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 五目あんかけのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 五目あんかけのたれ（広東風） 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 五目焼そばのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 広東風アンカケのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 鮭チャーハン調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 鮭用和えたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 鮭炒飯調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 札幌みそ顆粒 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 枝豆風味U-564 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 枝豆風味XF225 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 枝豆風味XF255 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮魚のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮魚のたれ（無添加） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮魚のたれW-448 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮魚のたれW-485 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮魚のたれXL394 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮魚のたれストレート 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮込みコーンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮込みふかひれスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮込み中華かにスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮込み中華かにスープU-527 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮豚のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮豚のつけだれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 煮物用調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 若どり照焼用たれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 若どり照焼用たれ醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 小袋ステーキソース 調味料 なし
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使用・混入
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適切な防止措置の有無
使用・混
入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 松茸ごはん調味液XL358 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 松茸ごはん調味液XL766 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 松茸御飯調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼うどんソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼おにぎりのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼おにぎりのたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼きおにぎりのたれ（ＳＥ） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼きもろＮｏ．２ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼そばソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼そばソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼そばソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼そばソースＳ（粉末） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 焼鳥のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 照り焼き用のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油カップ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンS-615-H 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンW-380-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンW-469 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンXF426 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンXL484 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンゴールド 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープ（こってり
味）

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープ（まろやか
味）

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープT-394 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープU-162 調味料 なし
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入部位
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープW-450-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープW-558 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープW-963 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープW-980 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンｽｰﾌﾟXL439 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛口キムチ味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛口キムチ味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛口ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛子あえの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛子和えの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 酢ブタ用コロモミックスU-515 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 酢ブタ用コロモミックスXF598 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 酢豚用衣ミックスW-926 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 水練用調味料Ｓ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 生醤麺スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシング T-856 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシング U-983 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシング W-548 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングW-101 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングW-124 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングW-554 調味料 なし
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理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングXL593 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングXL597 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそ調味液XF657 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそ調味料XF805 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそ冷やし中華スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青菜ごはん調味液XL238 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青菜ごはん調味液XL238-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青椒牛肉絲用 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 赤だし調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 赤味噌 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 即席味噌１２－１０（粉） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 大辛味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし調味料（うすくち） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし調味料８００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし調味料XL710 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし用調味料W-553 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶飯調味液W-592 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶飯調味液XL505 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶飯調味料XL743 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶碗むし調味ベース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶碗蒸し用調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華ごまドレッシングW-555 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華ごまドレッシングXL591 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープ（Ｒ） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープ40R-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープＲ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープT-950 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華だし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華風あんかけ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華風焼きそばソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華炒めたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 調味たれ（かつお味Ｊ） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 調味たれ（和風味） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 調味料チキン風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 漬け物用調味料梅しそ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 漬込調味液ＮＲ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 漬物ゆず風味減塩 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 凍豆腐調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 唐揚粉Ｋ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 唐揚粉W-749 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 唐揚粉XF347 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 東京ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製ミックス粉－Ｄ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉W-897 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉XF160 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉スーパーT-984-7 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉スーパーT-984-7(G) 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉スーパーW-582 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特撰揚げ出し豆腐ミックス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特選いなか味噌 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特納調味料ＩＫＳ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 豚骨ネギ１２－１０ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 豚骨ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 豚骨醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 豚肉用香味粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 鍋焼きうどんつゆXL449 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 鍋焼きうどんつゆXL477 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 肉じゃが風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 肉と野菜のドレッシングレモン醤
油

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 納豆そば 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 梅かつお風味XF281 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 梅かつお風味XF281-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 梅味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 白湯スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 白湯スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 白味噌 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 八宝菜のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 帆立ごはん調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 帆立御飯調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 舞茸ごはん調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 風味一番Ｓ－５８ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 米菓用調味料　Ｈ－５ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 米飯用調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 棒々鶏スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 棒々鶏スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 棒用のり塩味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味だし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌ごはんの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌シーズニング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌だれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌バター味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌ラーメン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌煮込うどんスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 無添加いりこだし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 無添加かつおだし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 明太子風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 野菜ポタージュコーン－１６ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 野菜入りポタージュ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 揚げ出し豆腐のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 揚げ出し豆腐のたれ辛口 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 揚げ出し豆腐パウダー 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 揚げ出し豆腐調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 洋風がゆ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 洋風だしの素 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 洋風だしの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターXF121 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターミックス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターミックスW-772 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターミックスW-898 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターミックスXF107 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 竜田揚粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 冷し中華スープ７０Ｍ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 冷凍ベシャメルソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風あんかけ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風カツソースXL624 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風カツソースXL624 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風ごまドレッシングW-556 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風ごまドレッシングXL592 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風スープベースＲＷ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD3 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD4 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD5 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風バーベキュー味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風ピラフ調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風青じそ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 炒飯調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 炒飯用調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 炒飯用調味液Ｙ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープ（こってり
味）

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープ（まろやか
味）

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープT-394 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープU-162 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープW-450-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープW-558 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープW-963 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープW-980 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンｽｰﾌﾟXL439 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油ラーメンスープの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛口キムチ味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛口キムチ味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛口ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛子あえの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 辛子和えの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 酢ブタ用コロモミックスU-515 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 酢ブタ用コロモミックスXF598 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 酢豚用衣ミックスW-926 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 水練用調味料Ｓ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 生醤麺スープ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシング T-856 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシング U-983 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシング W-548 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングW-101 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングW-124 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングW-554 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングXL593 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそドレッシングXL597 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそ調味液XF657 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそ調味料XF805 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青じそ冷やし中華スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青菜ごはん調味液XL238 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青菜ごはん調味液XL238-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 青椒牛肉絲用 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 赤だし調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 赤味噌 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 即席味噌１２－１０（粉） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 大辛味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし調味料（うすくち） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし調味料８００ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし調味料XL710 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶めし用調味料W-553 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶飯調味液W-592 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶飯調味液XL505 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶飯調味料XL743 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶碗むし調味ベース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 茶碗蒸し用調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華ごまドレッシングW-555 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華ごまドレッシングXL591 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープ（Ｒ） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープ40R-2 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープＲ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華スープT-950 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華だし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華風あんかけ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華風焼きそばソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 中華炒めたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 調味たれ（かつお味Ｊ） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 調味たれ（和風味） 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 調味料チキン風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 漬け物用調味料梅しそ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 漬込調味液ＮＲ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 漬物ゆず風味減塩 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 凍豆腐調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 唐揚粉Ｋ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 唐揚粉W-749 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 唐揚粉XF347 調味料 なし

587 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 東京ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製ミックス粉－Ｄ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉W-897 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉XF160 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉スーパーT-984-7 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉スーパーT-984-7(G) 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特製打粉スーパーW-582 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特撰揚げ出し豆腐ミックス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特選いなか味噌 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 特納調味料ＩＫＳ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 豚骨ネギ１２－１０ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 豚骨ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 豚骨醤油味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 豚肉用香味粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 鍋焼きうどんつゆXL449 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 鍋焼きうどんつゆXL477 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 肉じゃが風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 肉と野菜のドレッシングレモン醤
油

調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 納豆そば 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 梅かつお風味XF281 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 梅かつお風味XF281-1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 梅味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 白湯スープ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 白湯スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 白味噌 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 八宝菜のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 帆立ごはん調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 帆立御飯調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 舞茸ごはん調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 風味一番Ｓ－５８ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 米菓用調味料　Ｈ－５ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 米飯用調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 棒々鶏スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 棒々鶏スープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 棒用のり塩味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味だし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌ごはんの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌シーズニング 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌だれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌バター味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌ラーメン 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 味噌煮込うどんスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 無添加いりこだし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 無添加かつおだし 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 明太子風味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 野菜ポタージュコーン－１６ 調味料 なし
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牛ｴｷｽ・調味料

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

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 野菜入りポタージュ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 揚げ出し豆腐のたれ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 揚げ出し豆腐のたれ辛口 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 揚げ出し豆腐パウダー 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 揚げ出し豆腐調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 洋風がゆ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 洋風だしの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 洋風だしの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターXF121 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターミックス 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターミックスW-772 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターミックスW-898 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 卵バッターミックスXF107 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 竜田揚粉 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 冷し中華スープ７０Ｍ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 冷凍ベシャメルソース 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風あんかけ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風カツソースXL624 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風カツソースXL624 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風ごまドレッシングW-556 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風ごまドレッシングXL592 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風スープベースＲＷ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD1 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD2 調味料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD3 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD4 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風だしの素WD5 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風バーベキュー味 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風ピラフ調味料 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風ラーメンスープ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 和風青じそ 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 炒飯調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 炒飯用調味液 調味料 なし

理研ビタミン㈱草加工場 草加市青柳1-3-3 炒飯用調味液Ｙ 調味料 なし

理研食品株式会社仙台新港工場 宮城県仙台市宮城野区港4-12-11 NAFAビーフ 調味料 なし

理研食品株式会社仙台新港工場 宮城県仙台市宮城野区港4-12-11 PK-850P-N 調味料 なし

理研食品株式会社仙台新港工場 宮城県仙台市宮城野区港4-12-11 R850P-N 調味料 なし

理研食品株式会社仙台新港工場 宮城県仙台市宮城野区港4-12-11 RKﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ　N-P 調味料 なし

理研食品株式会社仙台新港工場 宮城県仙台市宮城野区港4-12-11 Rﾋﾞｰﾌﾊﾟｳﾀﾞｰ#100P 調味料 なし

理研食品株式会社仙台新港工場 宮城県仙台市宮城野区港4-12-11 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｴｷｽ（S-987） 調味料 なし

理研食品株式会社仙台新港工場 宮城県仙台市宮城野区港4-12-11 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾌﾚｰﾊﾞｰｵｲﾙ（T-450) 調味料 なし

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ビーフオイル　ＷＴ 調味油脂 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

チキンエキス　ＴＳ－Ａ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

鶏ガラスープの素 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ミックスパウダー　ＫＷ－５ 調味料 無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

チキンエキス　Ｎｏ．１０ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ローストビーフペースト　Ｆ 調味料 無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ローストビーフペースト　（Ｂ） 調味料 無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ポークエキス　８６０３ 調味料 　無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ポークエキス　１０１９ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

混合エキス 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ビーフエキス　５８１ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ビーフエキス　５５３ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ガラスープ 調味料 無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ポークエキス　６９１４ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ポークエキス　１０３０Ｎ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

ポークエキス　６０５ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

パウダー　ＳＫ－３５ 調味料 　無

和幸食品株式会社　波佐見工場 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷３３
５－１

パウダー　ＳＫ－８０ 調味料 無

㈱桃屋春日部工場 春日部市赤沼堂面４１０ カレールー業務用 ソース なし

㈱桃屋春日部工場 春日部市赤沼堂面４１０ パスタＤＯ　ボロネーゼ 調味料 なし

㈱桃屋春日部工場 春日部市赤沼堂面４１０ 桃光ごましゃぶたれ ソース なし

甲南化工株式会社 高槻市中川町５－２１ 調味料（６） ゼラチン 無
甲南化工株式会社 高槻市中川町５－２１ 調味料（７） 蛋白加水分解物 無
ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店生姜焼のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店焼肉のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店蒲焼のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店焼鳥のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店うどんつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店白だしつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店冷やし中華スープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛青淑肉絲の素 調味料 無
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え

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店ラーメンスープ（しょ
うゆ味）

調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店ラーメンスープ（みそ味）調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁盛店麻婆豆腐の素 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサそうめん専科 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ お弁当作ろう　からめる甘酢あん調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサカレーうどんつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサええぽん酢 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサ炒め味 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサごまだれ専科 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサポン酢しょうゆ　ゆず 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサざるそば専科 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサひやむぎ専科 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサよせ鍋専科 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサよせ鍋つゆ昆布だし　 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ タレ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ めんつゆ（ストレート）6477 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 浅蜊ご飯ベース 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 甘酢あんかけのたれ 調味料 無
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え

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ あまったれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ いくら醤油漬のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメン醤油ラーメンの素6867 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどん専科 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどん専科Ｅ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどん専科Ｗ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ（Ｋ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ（Ｎ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ（Ｒ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ（Ｓ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うなぎのたれ（Ｏ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんだし4507 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ＳＰイカ煮たれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 釜めしの素6729 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ6382 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ5876 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ハンバーグソース6370 調味料 無
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え

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 天丼のたれ6605 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ そばつゆ4904 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ5887 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 丼のたれ5654 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ4603 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ざるラーメンの素4650 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでんつゆ（Ａ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでんつゆ（韓国風） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでんつゆ関東風 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでんつゆ濃色 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでんつゆ博多風 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 茎わかめのサラダ6850 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 白ごまあえの素6766 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ プルコギ（たれ）4783 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ かえし（Ｌ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ かずのこ調味液（Ｃ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ かずのこ調味液（ＮＡ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンしょうゆ4547 調味料 無
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氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
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使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ かに鍋スープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 蒲焼のたれ（Ｎ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 蒲焼のたれ（Ｚ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 辛味噌スープ（火鍋風味） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ カルビうどんスープ（Ｍ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ カルビ焼のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 韓国風焼肉のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 唐揚漬込み調味液6818 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ6816 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ チャーハンの素6820 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ キムチうどんつゆ（Ｆ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ キムチ鍋 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ よせ鍋4309 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ きゃらぶき調味液 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンの素6600 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ6480 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ かずのこ調味液（Ｂ）5556 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷凍うどんつゆ6444 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 和風ガーリックソース6458 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 吟製ラーメンスープしょうゆ味 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 吟選ラーメンしょうゆ（Ｓ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ バーベキューソース5799 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ6980 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ コチュジャン入り焼肉のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ごま味噌つゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 五目炒飯の素 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ こんぶしょうゆ（Ｋ－１） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサ昆布つゆ（Ｓ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ざるうどんつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ざるつゆストレート 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 山菜おこわのだし 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 山菜ちらし調味液 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ4639 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷麺スープ4633 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンしょうゆたれ5895 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンしょうゆ6977 調味料 無

597 / 606 ページ



牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ Ｊメンテめんつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 塩ラーメンスープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ しゃぶしゃぶ専科ごまだれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ しゃぶしゃぶ専科醤油味 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 生姜焼のたれ（フルーツ味） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 生姜焼のたれ（Ｙ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 生姜焼のたれ（Ｗ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 醤油味スープ（日式風味） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ しょうゆラーメンスープ（Ｋ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ しょうゆラーメンスープ（Ｐ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ピリ辛焼肉のたれ4646 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ4558 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ジンギスカンのたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ジンギスカンのたれみそ味 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ めんつゆ5728 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 新とんこつ高菜のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ステーキソース6378 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼そばソース6374 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ すだちぽん酢 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ステーキソース（Ｗ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ステーキソース和風ガーリック 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ステーキソース和風ガーリック（Ａ）調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ステーキのたれ（Ｙ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ そうめんのつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ そば専科 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ そばつゆ（Ｃ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ そばのつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 炊き込みご飯調味液（Ｆ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 筍別添調味だし 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ だしつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 丼のたれ4254 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ちゃんぽんスープ（Ｍ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 中華白湯味 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 中華よせ鍋（白湯味） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 中華よせ鍋専科（白湯味） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 朝鮮風焼肉のたれ 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ チキンラーメンシャワースープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 調味だし 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 調味だし（Ｍ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 調味だし（とり五目） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 煮魚のたれ（みそ味）6393 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープＳ5448 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 照りやき上がけ用（Ｅ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ テリヤキソース 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 照り焼のたれ（Ｈ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでんつゆ5558 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ぽん酢5830 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ぽん酢（Ｓ）4333 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 丼のたれ5686 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 天丼のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 天丼のたれ（Ｇ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 天丼のたれ（Ｒ）ネタ用 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 天丼のたれ（Ｒ）飯用 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ かつ丼のたれ6526 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 天丼のたれ6466 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 天もと6608 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 特製寿司しょうゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 特製つゆ（Ｅ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 特製つゆ（Ｅ２） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 特製ラーメン醤油（Ｓ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 特選本がえし・かけ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 特選めんつゆ（ＨＵ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 特選ラーメンスープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 寄せ鍋のつゆ6886 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 鶏ちゃんこ鍋つゆ（Ｍ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ドレッシング（Ｍ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ とんこつスープ（Ｎ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ とんこつ高菜のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ とんこつラーメンスープ（Ｔ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 寿司しょうゆ6905 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサ鍋つゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ヤマサ鍋つゆ（Ｌ） 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 鍋つゆ（Ｍ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 鍋ぽん酢 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ なべ焼うどんスープ（Ｎ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 生おろしのたれベース 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 朝鮮風焼肉のたれ5804 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 肉じゃが肉調味液 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 肉じゃが野菜調味液 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 煮魚のたれ（しょうゆ味） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 煮魚のたれ（みそ味） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ6574 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ（しょうゆ）5928調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ バーベＱのタレ6429 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 繁昌店ごまだれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ハンバーグソース 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでんつゆ5049 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷し担々麺スープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷し中華スープ（Ｍ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷し中華スープ（醤油味） 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷しラーメンスープ（塩） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷しラーメンスープ（とんこつ）調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ひやむぎのつゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷奴のたれ（Ｐ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ピリ辛たれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ピリ辛冷しラーメンスープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ たれ5640 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 醤油ラーメンの素4735 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでんのつゆ5296 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 炊き込みご飯のたれ6713 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ5106 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 蒲焼のたれ5969 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 牛どんのたれ4595 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ホルモン焼のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ぽん酢（ゆず） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ぽん酢しょうゆ（ゆず） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 昆布納豆のたれ4259 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ6691 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ うどんつゆ4216 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 味噌ラーメンスープ（Ｍ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ みそラーメンの素（Ｈ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ みぞれあん（Ｃ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ つゆ5821 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ミニ冷し中華スープ（Ｍ２） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ めんつゆ6583 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ めんつゆストレート（Ｐ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ もつ煮込のつゆ（Ｆ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 盛岡風冷麺スープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ（オリジナル）4833 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ（フルーツ味）4835 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ やきとりのたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉おろししょうゆ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉しょうゆ無臭にんにくタイプ調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉専科甘口 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉専科しょうゆ味 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉専科中辛 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ（Ｃ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ（ＫＢ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれ（Ｔ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼肉のたれしょうゆもろみ入 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 焼豚のたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ おでん6667 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ みそラーメンの素4238 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 味付海苔調味液5476 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 湯かけうどんスープ（Ａ）濃口 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ゆずあんソース（Ｃ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ さば味噌煮のたれ6946 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ざるそば専科6617C 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ そうめん専科6615C 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ よせ鍋つゆ昆布4203C 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 特製スープ6474 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ（かえし）醤油味調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ（白湯味） 調味料 無
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牛ｴｷｽ・調味料

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

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ（Ｎ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ（Ｓ）しょうゆ味調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ（Ｓ）みそ味 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ラーメンスープ（ＹＳ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 冷麺スープ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ローストチキンのたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ローストチキンのたれ（Ｆ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ローストビーフのたれ 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ ロールキャベツスープ（Ｎ） 調味料 無

ヤマサ醤油株式会社 千葉県銚子市新生町２－１０－１ 和風あんかけの素－Ｚ 調味料 無

株式会社信玄食品 塩山市藤木１８７０ 横浜美味探求室マーボ豆腐 ソース（調味料）なし

株式会社信玄食品 塩山市藤木１８７０ マーボソースの素 調味料 なし

まる勇食品工業株式会社 四日市市富士町５－１９ おでんつゆ 調味液 なし
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