
菓子類

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

　　（有）干潟ベーカリー 竹田市大字竹田１８６２－１ 食パン 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

　　（有）干潟ベーカリー 竹田市大字竹田１８６２－１ 菓子パン 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

　　（有）干潟ベーカリー 竹田市大字竹田１８６２－１ 学校給食用パン 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

 冨士製餡工業株式会社　西吉野
工場

奈良県吉野郡西吉野村立川渡　１番地 スムージーベース　Ａ 菓子原材料 なし

（株）　かしはる 焼津市大島1515 ババロア類 菓子類 無

（株）アヤベ洋菓子 川口市新堀沖田１０７０－５ ショートニング使用菓子全般３種
類

菓子 なし

（株）アヤベ洋菓子 川口市新堀沖田１０７０－５ パスキー（乳化油脂）使用菓子全
般４種類

菓子 なし

（株）アヤベ洋菓子 川口市新堀沖田１０７０－５ マーガリン使用菓子全般３０種類 菓子 なし

(株）あわしま堂 西宇和郡保内町川之石1-237-53 酒まんじゅう（赤・白） 菓子類 無

(株）あわしま堂 西宇和郡保内町川之石1-237-53 玄米蒸まんじゅう 菓子類 無

(株）あわしま堂 西宇和郡保内町川之石1-237-53 かぼちゃ蒸まんじゅう 菓子類 無

(株）あわしま堂 西宇和郡保内町川之石1-237-53 黒糖蒸まんじゅう 菓子類 無

(株）あわしま堂 西宇和郡保内町川之石1-237-53 紫いも蒸まんじゅう 菓子類 無

（株）泉屋製菓総本舗 七宝町大字遠島字十坪９０ 米菓　豆菓、珍味　豆菓子等 菓子類 なし

(株)うろこや総本店 尾花沢市大字尾花沢1487-1 レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

(株)うろこや総本店 尾花沢市大字尾花沢1487-1 スーパーモンブラン 洋生菓子 なし

(株)うろこや総本店 尾花沢市大字尾花沢1487-1 ティラミス 洋生菓子 なし

（株）エースベーカリ 小牧市三ツ渕南播州１２５０－１ バームクーヘン、カステラケーキ 菓子 なし

（株）エーデルワイス 守口市川原町8-3 焼き菓子、ケーキ 洋菓子 無

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 杏仁豆腐 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 杏仁プリン 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 ｶｽﾀｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 ﾏｸﾄﾝようかんいも 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 芋水羊かん 菓子類 なし
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菓子類

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）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 かぼちゃﾌﾟﾘﾝ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄｾﾞﾘｰ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 枝豆寄せ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 和風ﾌﾟﾘﾝ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 胡麻ﾌﾟﾘﾝ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 なめらかﾁｮｺﾚｰﾄ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 チョコムース 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 抹茶ﾐﾙｸﾌﾟﾘﾝ 菓子類 なし

(株）遠藤製餡 東京都東村山市久米川町5-36-5 芋プリン 菓子類 なし

（株）カニヤ 甲府市上阿原町２２８ 四季の花カンパンビスケット 菓子 なし

（株）木村屋本店 新潟県上越市中央」１－８－９ 洋菓子 洋菓子 なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ ﾌﾟﾁﾊﾞﾀｰ 菓子 なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 ﾐﾆたべっ子どうぶつﾒｰﾌﾟﾙﾊﾞﾀ 菓子 なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 食育ランド、幼児のおやつ、ちい
さな動物園

菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 幼児のおやつ 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 ちいさなドーナツ 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ どうぶつビスケット 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 ﾌﾟﾁﾄﾞｰﾅﾂﾊﾞﾀｰ 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつバター味 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつチョコレート味 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 くつろぎの森クッキー 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつミルク味 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつのり味 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 カラフルアニマル 菓子（ビスケッ
ト）

なし
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菓子類

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）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 スーパービスケット（シナモンバ
ター味）

菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 スーパービスケット（フレンチバ
ター味）

菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 午後のクッキーコンデンスミルク
味）

菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 Ｃ／Ｋミニドーナツ 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 午後のクッキー（コンデンスミル
ク味）

菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 Ｃ／Ｋミニミニドーナツ 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 プチドーナツバター 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 グリーンコーププチバター 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 グリーンコープどうぶつビスケッ
ト

菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 くつろぎの森クッキー（チョコ） 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 動物４７士 菓子（ビスケッ
ト）

なし

(株）ｷﾞﾝﾋﾞｽ古河工場 猿島郡総和町丘里２番 たべっ子どうぶつのり味 菓子（ビスケッ
ト）

なし

（株）小竹製菓 新潟県上越市南高土町３－１ 洋菓子 洋菓子 なし

（株）三友商会 小牧市西之島旦那畑１４０３ 潮騒便り大辛柿ピー、嵐のおつま
み等

菓子 なし

（株）サンポート 浜松市積志町８２０ プリンアラモード 菓子 無

（株）サンワールド 三笠市岡山440-12 時計台ファンタジー等サブレ8種 クッキー なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンゼリー等ゼリー11種 ゼリー なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張メロンゼリー（業務用） ゼリー 不明 200℃40バールで20分
以上の加水分解

不明 着色料中
のグリセ
リン、グ
リセリン
脂肪酸エ
ステル

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 北海道夕張メロンシャーベット、
夕張メロンシャーベット

氷菓 不明 250℃50バールで4時間
以上

不明 着色料
（カプシ
カム色素
中のグリ
セリン）

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 鹿鳴館プディング等プリン6種 プディング なし
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え

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 ショコラスウィート等洋生菓子2種 洋生菓子（ムー
ス）

なし

（株）大地 岩見沢市6条西9丁目12 ピリ辛梅キムチ昆布 菓子 なし

（株）田町梅月 浜松市坪井町４０９５ー１ もなか、どら焼き 菓子 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 カレーパン 菓子類 無

(株）デリカシェフ 習志野市東習志野７-４-３２ こしあんドーナッツ、たっぷりバ
ターサンド、ツナ包み焼きパン、
ダブルクリームサンド

菓子類 無

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ Ｆオランジェ 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ Ｆトロピカルムース 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ Ｆフランボワーズ 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ Ｆポワール 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ 苺のレアチーズケーキ 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ 柿とリンゴのムース 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ ガトー・オ・ティー 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ ガトーティーベール 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ カフェ・オ・キャラメル 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ 絹ごしプリン 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ グラサージュショコラ 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ ショコラ・パナッシュ 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ タルトショコラ 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ タルトティーベール 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ タルトパッション 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ タルトフランボワーズ 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ フルーツアイランド 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ マンゴームース 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ ムース・オ・ポワール 洋菓子 なし
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え

（株）東京ふう月堂川口第一工場 川口市川口５－１７－１０ レアチーズタルト（オレンジ・ブ
ルーベリー）

洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口店 川口市栄町３－８－１８ ショコラ・パナッシュ 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口店 川口市栄町３－８－１８ 抹茶ムース 洋菓子 なし

（株）東京ふう月堂川口店 川口市栄町３－８－１８ レアチーズ 洋菓子 なし

（株）ドンク 守口市河原町8-3 ムース 洋菓子 無

（株）新潟不二フード　不二家亀
田店

中蒲原郡亀田町旭２－２００６－１ コーヒーゼリー 洋生菓子 なし

（株）美唄農産物高度利用研究所 美唄市東6条北9丁目1-11 夕張メロンピュアゼリー等ゼリー5
種

ゼリー なし

（株）フミ 門真市野里町１－２８ ゼラチン 洋菓子 無

（株）ふる里 浜松市  豊岡町４１５ー１ じゃがいも王国 菓子 無

（株）ブルス 八尾市志紀町１－１１ 洋生菓子 菓子類 無

（株）ブルス 八尾市天王寺屋７－５４ 洋生菓子 菓子類 無

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ (30)ｴｸﾚｱ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ (30)ﾁｮｺｹｰｷ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ 1個つぶあんﾏﾌｨﾝ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ 1個カスタードマフィン 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ いもｹｰｷ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ 小倉あんｹｰｷ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ ｸｯｷｰﾌﾞﾚｲｸ ｼﾅﾓﾝ&ｱｰﾓﾝﾄﾞ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ ｸｯｷｰﾌﾞﾚｲｸ ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ ｸｯｷｰﾌﾞﾚｲｸ ﾊﾞﾅﾅﾁｯﾌﾟ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ 3個ｴｸﾚｱ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ 3個ﾁｮｺｹｰｷ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ ｼﾌｫﾝｹｰｷ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ ﾁｰｽﾞｹｰｷ 菓子 なし
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菓子類

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)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ 紫いもｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ 4個ｸﾘｰﾑｹｰｷ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ りんごｹｰｷ 菓子 なし

(株)ほてい製菓 豊橋市牟呂町字松島東１２の１ ﾚﾓﾝｹｰｷ 菓子 なし

（株）松川屋 三郷市早稲田７－３５－１ カレーピー、カレービンズ、カ
レー丸

菓子 なし

（株）松川屋 三郷市早稲田７－３５－１ デリシャスナッツチーズ味 菓子 なし

(株)都あられ田口本舗 名古屋市西区押切２－３－４ 磯の雪 菓子 なし

(株)都あられ田口本舗 名古屋市西区押切２－３－４ マヨネーズあられ 菓子 なし

（株）モンティ 八尾市青山町１－４４－１ 洋生菓子 菓子類 無

(株)ユーハイム 名古屋市中村区大秋町２－４２ モンブラン 菓子 なし

（株）リボン 小牧市小木１－４８ ソフト北海道、たっぷりおいしい
生巨峰

菓子 なし

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾍﾞﾋﾞｰﾄﾞｰﾅﾂ(8ｹ入り） 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 90ﾏﾝﾊｯﾀﾝ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 KKﾋﾞｽﾁｮｺﾄﾞｰﾅｯﾂ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾊﾞﾀｰｿﾌﾄ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾁｮｺﾘﾝｸﾞ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 Dｸﾛﾜｯｻﾝ食パン 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ｸﾘｰﾑﾘﾝｸﾞ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 Dﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 Kﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ALﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ｱｯﾌﾟﾙｻｰｸﾙ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 120ﾋﾞｰﾝｽﾞﾛｰﾙ 菓子類 無
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菓子類

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）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾏｰﾌﾞﾙﾁｮｺﾀﾞﾌﾞﾙｻﾝﾄﾞ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 炭焼ｺｰﾋｰﾀﾞﾌﾞﾙｻﾝﾄﾞ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾁｮｺｻﾞｯｸ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾁｰｽﾞｶｯﾌﾟ（５） 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ 唐津市和多田大土井4-10 ﾊﾞﾅﾅﾀﾞﾌﾞﾙｻﾝﾄﾞ 菓子類 無

（株）ルーラル大潟 秋田県南秋田郡大潟村字北１－３ フルーツババロア 菓子 無

(株)ﾚ-ﾌﾞ　ﾄﾞｳ　ｼｪﾌ 垂水区名谷町321-1 洋菓子 生菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 アーモンド一番 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 アーモンドチーズ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 アーモンドチーズ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 アーモンド豆もち 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 逢かきもち 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 あじだね 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 あじだね（どらやき） 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 あじだね餅入り（どらやき） 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 味ひとくせ・集 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 厚角 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 あなた好み 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 揚ぱすた（油菓子） 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 磯角 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 うに焼 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 海老 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 海老おぼろ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 海老チーズ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 海老ふわり 菓子 なし
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菓子類

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）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 遠州屋ミックス 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 遠州屋ミックス（大袋） 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 欧風チーズ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 かにみそあられ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 京菓堂ミックス 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 子餅あゆ（鮎菓子） 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 霜ごろも 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 集缶 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 それぞれ伍 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 チーズ一番 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 チーズ海老せんべい 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 チーズおかき 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 チーズソフト 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 チーズポンチ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 チョコットアーモンド 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 チョコットカシューナッツ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 手巻ごま 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 手巻納豆 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 手巻納豆０５５ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 手巻納豆ハーフ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 納豆あられ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 納豆あられ０５５ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 納豆あられハーフ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 納豆ふわり 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 七味あられ 菓子 なし
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菓子類

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）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 ニューチーズ｛ピーナッツチー
ズ｝

菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 年輪 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 のり太鼓 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 海苔巻チーズ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 海苔巻納豆 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 ハタダミックス 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 ピーナッツチーズ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 ピザあられ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 富士屋ミックス 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 ミニチーズあられ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 レーズンチーズ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 レーズンチーズ 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 わさび畑 菓子 なし

（株）福あられ本舗 岐阜市中西郷５丁目６４番地 わさびふわり 菓子 なし

（菊ヴェ洋菓子）平田直也 岐阜市矢島町２丁目６１番地 ムースケーキ 菓子 なし

（合）亀屋菓子店 原町市旭町３－２９ ムース 洋菓子 なし

（合）サフラン洋菓子店 あきる野市二宮１１６５ ゼリー 菓子 なし

（合資）稲川菓子店 栃木県那須郡烏山町中央１丁目１１－
１９

洋菓子（ゼリー､ムース､ババロア､
ショートケーキ）

洋生菓子（菓
子）

なし

(資)井戸田孫次製菓所 名古屋市西区栄生３－２－１８ トンガリ 菓子 なし

（資）大津商店 塩沢町塩沢1450 レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

(資）ガトーオバラ 仙台市若林区連坊小路１２８ レアチーズケーキ 菓子 なし

(資)祖父江製菓 名古屋市中村区則武２－２５－３ キャンディー 菓子 なし

（資）玉屋菓子店 大和町浦佐965 ムース類 洋生菓子 なし

（資）福寿軒 栄町9‐37 ババロア、ごまプリン 洋菓子 なし

(資)三河屋本店 名古屋市中村区栄生町２３－１４ カレーせん 菓子 なし
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菓子類

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

（資）森川飲料 海部郡美和町大字乙之子字江又義2 コーヒーゼリー 菓子類 なし

（シャルマン）神村英俊 岐阜市折立８８５－２ 洋菓子ゼリー 菓子 なし

（福徳製菓）宮川寿夫 岐阜市鶴田町２丁目１１ ゴマソフト 菓子 なし

（福徳製菓）宮川寿夫 岐阜市鶴田町２丁目１１ ソフトボウシ 菓子 なし 　

（福徳製菓）宮川寿夫 岐阜市鶴田町２丁目１１ フルーツソフト 菓子 なし

（堀製菓本舗） 堀 清見 岐阜市清本町５丁目３３番地 あめ 菓子 不明 有　（上白糖製造所に
て加工助剤として使用
する骨炭は７００から
８００℃８時間焼成加
工によりプリオンの不
活化処理を実施したも
の）

脊髄 上白糖の
加工助剤
（骨炭）

非実施 非実施 非実施

（モン レーブ）鈴木綿也 岐阜市野一色５丁目８番１７号 ババロア　ムース 菓子 なし

（有）アルルカン 文京区本郷４－１－５ ﾏﾝｺﾞｰのﾑｰｽ･巨峰のﾀﾙﾄ 菓子 無 有

（有）井桁屋製菓 高浜市豊田町1－204－14 かりんとう 菓子類 なし

(有)永和 名古屋市中村区猪之越町１－４－１０ ウェハースサンド 菓子 なし

（有）鳳月堂 香取郡多古町多古182 バウムクーヘン 洋焼菓子 無

（有）鳳月堂 香取郡多古町多古182 チーズケーキ 洋焼菓子 無

（有）鳳月堂 香取郡多古町多古182 スイートポテトケーキ 洋焼菓子 無

（有）鳳月堂 香取郡多古町多古182 ホワイトチョコケーキ 洋焼菓子 無

（有）オザワ洋菓子店 文京区本郷３－２２－９ 洋生菓子類 菓子 無 有

（有）雄新堂 志津川町廻舘前６８ ゼラチン 洋菓子 なし 該当なし

（有）香雲堂本店 足利市田中町 ムース 洋菓子 なし

（有）香雲堂本店 足利市田中町 ババロア 洋菓子 なし

（有）香雲堂本店 足利市田中町 ゼリー 洋菓子 なし

（有）花月堂 氏家町氏家２６８７ ムース・ゼリー・ババロア 洋生菓子 なし

（有）かとう製菓 碧南市塩浜町２－５０ えびせんべい（わさび、うめ） 菓子類 なし

（有）きたむら 新潟県上越市北城町２－３－６ 洋菓子（１８種） 洋菓子 なし

（有）グランルーヴル 八尾市山城町１－２－８－１０５ 洋生菓子 菓子類 無
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菓子類

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

(有)小鹿 稚内市中央1-3-35 ムース類 ムース 無

（有）田中屋 姫路市野里５９０－１ ムースケーキ 菓子 なし

（有）田中屋 姫路市野里５９０－１ ババロア 菓子 なし

（有）田中屋 姫路市野里５９０－１ ゼリー 菓子 なし

（有）田中屋 姫路市野里５９０－１ スポンジケーキ 菓子 なし

（有）タバーン 文京区千駄木３－３６－８ ムース・ゼリー 菓子 無 有

（有）田丸屋 あきる野市淵上２１０－１３ 和菓子 菓子 なし

（有）パティスリー・フリアン 寝屋川市池田南町1-4 ババロア、ムース 洋菓子 無

（有）バルコス 文京区本駒込６－１１－１６ 洋生菓子（ケーキ） 菓子 無 有

（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）ボック 須磨区堀池町2-1-25 ケーキ 洋生菓子 なし ゼラチン

（有）ボック 須磨区堀池町2-1-25 ババロア 洋生菓子 なし ゼラチン

（有）ボック 須磨区堀池町2-1-25 ゼリー 洋生菓子 なし ゼラチン

（有）ボック 須磨区堀池町2-1-25 プリン 洋生菓子 なし ゼラチン

(有)マルイ製菓 名古屋市中村区塩池町２－１０－１６ 団子 菓子 なし

（有）まるたや洋菓子店 浜松市  森田町 １３０ ムース   ・   ゼリー 菓子 無

（有）ミノン 日の出町平井２０３４－１ ゼリー 菓子 なし

（有）ミノン 日の出町平井２０３４－１ プリン 菓子 なし

(有)むらさきや 名古屋市中区錦２－１６－１３ 羊羹 菓子 なし

（有）明治屋 黒磯市本町４－３ レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

（有）もり浩 文京区本郷３－２－２ ゼリー 菓子 無 有

（有）山口雪華堂 文京区本郷１－２１－２ 洋生菓子類 菓子 無 有

(有）山三製菓 碧南市錦町２－１７ えびせんべい 菓子類 なし

（有）リュミエール あきる野市秋川４－５－２ ゼリー 菓子 なし
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菓子類

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

(有)るぼん 名古屋市東区出来町１－９－８ バニラアイスクリーム等 アイスクリーム なし

（ロワール）今尾文雄 岐阜市真砂町１１丁目１１番地 ゼリー 菓子 なし

（ロワール）今尾文雄 岐阜市真砂町１１丁目１１番地 ババロア 菓子 なし

（ロワール）今尾文雄 岐阜市真砂町１１丁目１１番地 ムース 菓子 なし

（株）　洋菓子のヒロタ　千葉工
場

山武郡芝山町牧野３７１ アイスクレープ他 菓子 無

（株）　洋菓子のヒロタ　千葉工
場

山武郡芝山町牧野３７１ イクスピアリ他 菓子 無

（株）　洋菓子のヒロタ　千葉工
場

山武郡芝山町牧野３７１ フルーツケーキ他 菓子 無

（株）　洋菓子のヒロタ　千葉工
場

山武郡芝山町牧野３７１ ノアゼット他 菓子 無

（株）　洋菓子のヒロタ　千葉工
場

山武郡芝山町牧野３７１ カスタードプリン 菓子 無

（株）アルカン 大田区東海４－９－８ ジュレ・デセール 菓子 なし

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ オータムスノー 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ デリスフレーズ 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ スイートポテト 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ フルーティー 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ ベリーベリーのクレープ 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ モカ・チョコ 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ フルーツババロア 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ キャラメルポワール 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ チョコレートケーキ 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ ガトーフリュイ 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ ワッフル（カスタード） 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ フレーズ 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ どうぶつケーキ（かわいいパン
ダ）

菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ どうぶつケーキ（ピョンピョンう
さちゃん）

菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ どうぶつケーキ（森のくまさん） 菓子類 無
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菓子類

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)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ 抹茶のアントルメ 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ レアチーズケーキ 菓子類 無

(株)一六本舗　本社工場 松山市東石井町１６６－１ ミニミニケーキ（レアチーズ） 菓子類 無

(株)榮太樓總本舗 東京都調布市仙川町2-6-5 フルーツキャンディ 菓子 なし

(株)榮太樓總本舗 東京都調布市仙川町2-6-5 日本橋まんじゅう 菓子 なし

(株)榮太樓總本舗 東京都調布市仙川町2-6-5 榮太樓飴 菓子 なし

(株)榮太樓總本舗 東京都調布市仙川町2-6-5 満っ栗 菓子 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-12 山ぶどうゼリー 菓子 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-13 抹茶ムース 菓子 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-14 パンプキンムース 菓子 なし

(株)ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽﾌｧｰﾑ 北広島市輪厚531-15 レアチーズケーキ 菓子 なし

（株）御菓子司　田ぐち 木曽福島町５２８３ レアチーズケーキ 生菓子 なし

（株）御菓子司　田ぐち 木曽福島町５２８３ カプチーノ 生菓子 なし

（株）御菓子司　田ぐち 木曽福島町５２８３ 洋なしのシャルロット 生菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺６６２８ー１６８ ハイマリーヌ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺６６２８ー１６８ 牛乳ケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 パティオ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 マリーヌ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 ソフトケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 佛蘭西風菓 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 アンデルセンの詩 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 カルボンヌ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 牛乳ロールクッキー 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 紅茶ケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 さわやかレモンケーキ 菓子 なし
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菓子類

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）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 信州高原ブルーベリーケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 スペシャルミルクケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 ストロベリーサーブル 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 スノーサーブル 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 チョコレートケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 チョコサーブル 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 白桃ケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 ファンシーピーナッツ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 フルーツケーキ白桃 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 フルーツケーキりんご 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 ふるさとりんごケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 フルーツケーキレモン 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 フルーツケーキブルーベリー 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 ホワイトチョコケーキ 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 パピロン 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 パピロンサンド 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 巻せん 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 りんごロールクッキー 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 味良菓 菓子 なし

（株）お菓子のシアワセドー 飯田市座光寺6628-168 ワンツースリークッキーサンド 菓子 なし

（株）お菓子の香梅 熊本県阿蘇郡西原村小森３５９０ー３ ショートケーキ類 菓子類 無し 　

（株）お菓子の香梅 熊本県阿蘇郡西原村小森３５９０－３ 蒸万十 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）お菓子の香梅 熊本県阿蘇郡西原村小森３５９０－３ 餅菓子 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）お菓子の香梅 熊本県阿蘇郡西原村小森３５９０－３ 乳菓子 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）金谷ホテルベーカリー　今
市工場

今市市土沢９９２－1 ペイストりー 菓子類 なし
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菓子類

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）金谷ホテルベーカリー　今
市工場

今市市土沢９９２－1 チーズムース（プレーン、ﾌﾞﾙｰﾍﾞ
ﾘｰ、ラズベリー）

菓子類 なし

（株）川島屋 川島町宮前３１８ お菓子の散歩道　さらだせん 菓子 なし

（株）川島屋 川島町宮前３１８ のりミックスせん 菓子 なし

（株）川島屋 川島町宮前３１８ 一口サラダ 菓子 なし

（株）川島屋 川島町宮前３１８ ミックスせん 菓子 なし

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 肉マン 菓子類 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 レアーチーズ 菓子類 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 ショートケーキ 菓子類 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 デコレーションケーキ 菓子類 無

（株）ぐしけん 北中城村屋宜原６７５ セレス食パン 菓子類 有 有(200℃・40気圧・20
分以上の加水分解）

脳・脊
髄・眼・
回腸遠位
端

ソルビタ
ン脂肪酸
エステル

（株）ぐしけん 北中城村屋宜原６７５ バターロール 菓子類 無

（株）ぐしけん 北中城村屋宜原６７５ キングス 菓子類 無

（株）ぐしけん 北中城村屋宜原６７５ ティラミス 菓子類 無

（株）健友 戸田市美女木４－１８－２ ワッフル生地 菓子材料 なし

（株）健友 戸田市美女木４－１８－２ 生ラーメン 麺類 なし

（株）コア 飯田市松尾上溝２９４５－１３ ラスク 菓子 なし

（株）コア 飯田市松尾上溝２９４５－１３ 生活志向ラスク 菓子 なし

（株）コア 飯田市松尾上溝２９４５－１３ アーモンドトースト 菓子 なし

（株）コア 飯田市松尾上溝２９４５－１３ シュガートースト 菓子 なし

（株）コア 飯田市松尾上溝２９４５－１３ チーズトースト 菓子 なし

（株）コア 飯田市松尾上溝２９４５－１３ 協和ラスク 菓子 なし

（株）コア 飯田市松尾上溝２９４５－１３ 協和ラスクS 菓子 なし

（株）コクド　軽井沢プリンスホ
テル

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１０１
６

ケーキ、デザート 洋生菓子 なし

（株）小塚屋 豊山町豊場西之町８－１ ゼリー、プリン、ババロア、ムー
ス等

菓子類 なし
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菓子類

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）ことぶきベーカリー七城工
場

熊本県菊池郡七城町蘇崎１４７１－８ カップデザート 菓子類 無し 　

（株）ことぶきベーカリー七城工
場

熊本県菊池郡七城町蘇崎１４７１－８ カップデザート 菓子類 無し 　

（株）ことぶきベーカリー七城工
場

熊本県菊池郡七城町蘇崎１４７１－８ カップデザート 菓子類 無し 　

（株）コロンバン 名古屋工場 西枇杷町旭町３－１７ 洋生菓子 菓子類 なし

（株）コロンバン大阪支店 大阪市北区長柄東3-2-67 ゼリームース類 菓子 なし

（株）ザックエンタープライズ 京都市左京区北白川山田町45-1 レアチーズケーキ 菓子 なし

（株）サントーメ 青梅市長渕７－９７－１ アーモンドプラリネ 菓子 なし

（株）サントーメ 青梅市長渕７－９７－１ ﾁｭｰｲﾝｸﾞｷｬﾝﾃﾞｨ 菓子 なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ もちもちチョコ 洋生菓子 なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ FDMRカレードーナツ パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ FDカステラココア パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ FDカステラデニッシュ パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ クリームパン パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ クルミロール パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ クロワッサン短冊 パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ コーンポタージュ スープ なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ コーン胚芽 パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ ココアブレッド パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ こしあんパン パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ ゴマブレッド パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ スイートロール玉生地 パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ ソフトレーズン パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ ノアレザン パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ パンドグレーレザン パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ フルーツ生地玉 パン なし
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菓子類

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）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ モーンバックマッセ パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ ライ麦ブレッド パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ 黒ごまロール パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ 黒豚薬膳カレー カレールウ なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ 特小倉あんドーナツ パン なし

（株）サンフレッセ 伊奈町小針新宿１２７８ 本辛ビーフカレー カレールウ なし

（株）サンワールド 川越市下広谷１０００－１ 生活志向セサミナッツ 菓子 なし

（株）サンワールド 川越市下広谷１０００－１ 生活志向柿の種 菓子 なし

（株）サンワールド 川越市下広谷１０００－１ 生活志向柿ピーナッツ 菓子 なし

（株）サンワールド 川越市下広谷１０００－１ 生活志向元気印の種と実 菓子 なし

（株）シャトレーゼ（中道工場） 東八代郡中道町下曽根３４４０－１ イギリスパン、他１８種類 焼き菓子 なし

（株）シャトレーゼ（中道工場） 東八代郡中道町下曽根３４４０－１ シェフケーキ、他１種類 生菓子 なし

（株）シャトレーゼ（中道工場） 東八代郡中道町下曽根３４４０－１ アイスモナカバニラ、他５２種類 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

（株）シャトレーゼ（白州工場） 東八代郡中道町下曽根３４４０－１ フルーツケーキ、他４種類 焼き菓子 なし

（株）シャトレーゼ（白州工場） 東八代郡中道町下曽根３４４０－１ 小さな牛乳バー、他９３種類 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

（株）シャトレーゼ（豊富工場） 東八代郡中道町下曽根３４４０－１ 人気者いちごプリン、他７７種類 焼き菓子 なし

（株）シャトレーゼ（豊富工場） 東八代郡中道町下曽根３４４０－１ こいのぼりショート生、他８０種
類

生菓子 なし

（株）ｼｬﾎﾟﾝﾄﾞｳ（ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷ
ﾝ）

柴田郡小河原町字新南６０－２５－２
８

ﾅｹﾞｯﾄ・菓子・ｻﾗﾀﾞ・ﾄﾞﾘﾝｸ類 菓子・他 なし 該当なし

(株)新宿高野 東京都狛江市岩戸北3-1-1 洋生菓子 洋生菓子 なし

(株)新宿高野 東京都狛江市岩戸北3-1-1 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

（株）第一経営　東京支社 戸田市笹目８－１１－１４ 洋生菓子 菓子 なし

（株）タクト 長生郡白子町五井２３５６ 生チョコケーキアソート等（ゼラ
チン）

冷食（洋菓子） 無

（株）タニカ 西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田231－
５

ﾌﾙｰﾂｸﾞﾐｾﾞﾘｰ 菓子 なし

（株）タニカ 西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田231－
５

ｳｨｽｷｰﾎﾞﾝﾎﾞﾝﾁｮｺﾚｰﾄ 菓子 なし

(株)タマヤ　本社工場 岸和田市下松町965 菓子パン（10種） 菓子 無
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菓子類

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)タマヤ　本社工場 岸和田市下松町965 デニッシュ類（9種） 菓子 無

(株)タマヤ　本社工場 岸和田市下松町965 ドーナツ類（12種） 菓子 無

(株)タマヤ　本社工場 岸和田市下松町965 焼込み調理パン（1種） 菓子 無

（株）壺屋 砂川市西１条南１丁目 ｺｰﾋｰｾﾞﾘｰ ゼリー なし

（株）壺屋 砂川市西１条南2丁目 ﾁｮｺﾚｰﾄﾑｰｽ ムース なし

（株）壺屋 砂川市西１条南3丁目 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾑｰｽ ムース なし

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 こしあんドーナツ 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 モカチーノサンド 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 メンチカツパン 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 メープルのパン 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 クリーミーおさつ＆ホイップ、ツ
ナオニオン、シナモンステック
ドーナッツ

菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 クリ‐ミーおさつ＆ホイップク
リームパン

菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 ごまとカマンベール 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 シナモンステックドーナッツ 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 ソフトフランスクロワッサン 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 くるくるシュクレ、スイートポテ
トなパンメロンパン、シナモンス
テックドーナッツ

菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 バナナカスター＆ホイップ、ホ
イップチョコ

菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 ミルキーフランス 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 ダブルクリームサンド 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 コッペつぶあん＆マーガリン、
コッぺパンジャム＆マーガリンス
イートポテトなパン、ミルクパ
ン、モカチーノサンド、ちぎりパ
ン、ブルーベリー＆ミルク、バナ
ナカスター＆ホイップ

菓子類 無
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菓子類

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）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 ブルーベリー＆ミルク、ホイップ
チョコ、ミルキーフランス、ホワ
イトミルクロール、モカチーノサ
ンド、クリ‐ミーおさつ＆ホイッ
プ、バナナカスター＆ホイップ

菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 ミルクパン 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 メープルのパン 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 ツナオニオン 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 ホワイトミルクロール 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 たっぷりバターソフト 菓子類 無

（株）デリカシェフ 習志野市東習志野7－4－32 くるくるシュクレ、スイートポテ
トなパン

菓子類 無

(株）デリカシェフ 習志野市東習志野７-４-３２ おさつステックサンド、コッペパ
ンジャム＆マーガリン、コッぺつ
ぶあん＆マーガリン、ダブルク
ルームサンド

菓子類 無

(株）デリカシェフ 習志野市東習志野７-４-３２ カレーパン、中華ﾄﾞｰﾅﾂ 菓子類 無

(株）デリカシェフ 習志野市東習志野７-４-３２ メンチカツパン 菓子類 無

(株）デリカシェフ 習志野市東習志野７-４-３２ ステックピザ、ふんわりチーズの
パン、ツナオニオンハム＆チー
ズ、胡麻マヨクッぺ、ツナ包み焼
きパン

菓子類 無

(株）デリカシェフ 習志野市東習志野７-４-３２ 焼きそばパン 菓子類 無

(株）デリカシェフ 習志野市東習志野７-４-３２ ミルキーメロン 菓子類 無

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 かぼちゃプリン 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 かまくら 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 チョコエクレア 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 チョコかまくら 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 ティラミス 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 ティラミス（新） 洋生菓子 なし
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菓子類

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）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 なめらかキャラメルプリン 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 ミルクたっぷりとろりんシュー 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 メロンプリンパフェ 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 栗のプリン 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 胡麻のブラマンジェ 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 生チョコケーキ 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 抹茶白玉 洋生菓子 なし

（株）デリカシェフ大宮工場 さいたま市吉野町2-211-8 贅沢杏仁 洋生菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

ガトー・オ・ティー 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

ガトー・オ・ティー 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

ムース・オ・ポワール 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

ムース・オ・ポワール 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

レアチーズ 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

レアチーズ 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

レアチーズケーキ 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

レアチーズケーキ 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

レアチーズタルト 菓子 なし

（株）東京ふう月堂 三郷市さつき平１－１－１ラパーク長
崎屋三郷店

レアチーズタルト 菓子 なし

（株）ドンク京都　北白川工場 京都市左京区北白川山田町1-1 パン 菓子 なし

（株）ドンク京都　北白川工場 京都市左京区北白川山田町1-1 フランスパン 菓子 なし

（株）ドンク京都　北白川工場 京都市左京区北白川山田町1-1 ドーナツ 菓子 なし

（株）浜名食品 浜松市馬郡町３７６２－６１ 牛乳ケーキ 菓子 無

（株）東ハト 三芳町上富１３２ １５９ｇキャラメルコーン 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ２１Ｐハーベストセサミ 菓子 なし
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菓子類

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）東ハト 三芳町上富１３２ ２８ｇミニオールレーズン 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ３０ｇカラプルコチリペッパー味 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ３０ｇキャラメルコーン 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ４Ｐハーベストセサミ 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ４Ｐモイストショコラクリーム
チーズ

菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ６Ｐオールレーズン 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ６Ｐチョコクリームハーベストミ
ルクチョコクリーム

菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ８４ｇなげわチリペッパー味 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ８Ｐオールレーズン＆ハーベスト
セサミ

菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ９８ｇキャラメルコーン 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ オールレーズン 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ カロリーメイトスティックライト
シナモン

菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ キャラメルコーン信州リンゴ 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ キャラメルコーンバニラアイス 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ コープ応援食クッキーココア味 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ コープこうべコーンスナック 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ コープコーンボーイ 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ コープたっぷりレーズンクッキー 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ シュープリームオレンジクリーム 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ シュープリームチョコクリーム 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ シュープリームバニラクリーム 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ スティックチョコキャラホワイト
チョコ

菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ チャターグリーンカレー 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ チャターレッドカレー 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ チョコクリームハーベストミルク
チョコクリーム

菓子 なし
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菓子類

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）東ハト 三芳町上富１３２ ちょこりんこ２ 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ナチュロットオオバコクッキー 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ナチュロットプロテインクッキー 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ナチュロットムラサキイモクッ
キー

菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ハーベストセサミ 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ピックタイムチョコクリーム 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ ピックタイムバニラクッキー 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ 百点満点バター 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ メープルキャラメルコーン 菓子 なし

（株）東ハト 三芳町上富１３２ モイストショコラクリームチーズ 菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ カップ生醤油ラーメンスープ スープ なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ カップ生そば 麺類 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 麺類 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）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ざるそば 麺類 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ｽｰﾌﾟたっぷりﾜﾝﾀﾝ ﾜﾝﾀﾝ なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ チャンポン麺スープ スープ なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ チャンポン麺たれ たれ なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ 冷たい味噌ラーメン 麺類 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ 天ぷら鍋焼うどん 麺類 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ とろろそば 麺類 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ 冷し狸うどん 麺類 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ 冷たいみそラーメンスープ スープ なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ミニとろろそば 麺類 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ミニ冷し中華 麺類 なし
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菓子類

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）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ミニ冷やし中華スープ スープ なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ミニピリ辛焼そば 麺類 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ミニピリ辛焼そばソース ソース なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ ミニピリ辛焼そばタッカルビのた
れ

たれ なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ 焼豚と野菜の炒麺 麺 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ 焼豚と野菜の炒麺 麺 なし

（株）ヒガシヤデリカ 東松山市新郷３１６－１ 焼豚と野菜の炒麺 麺 なし

（株）ひだの新発田工場 新発田市岡田１８０７ K/Tチョコダイフク 菓子 なし

（株）ひだの新発田工場 新発田市岡田１８０７ K/Tミタラシダイフク 菓子 なし

(株)ひだの新発田工場 新発田市岡田１８０７ かいつぶり 菓子 なし

(株)ひだの新発田工場 新発田市岡田１８０７ しゃくなげ物語 菓子 なし

(株)ひだの新発田工場 新発田市岡田１８０７ たまご饅頭 菓子 なし

(株)ひだの新発田工場 新発田市岡田１８０７ りんご折りパイ 菓子 なし

(株)ひだの新発田工場 新発田市岡田１８０７ りんごパイ 菓子 なし

（株）ひよ子 福岡市南区向野一丁目１６－１３ ポピイ(マロンクリーム) 菓子類 無

（株）ひよ子 福岡市南区向野一丁目１６－１３ ローゼンボウ(白、ピンク、チョ
コ)

菓子類 無

（株）ひよ子 福岡市南区向野一丁目１６－１３ ポワトワ(白、ピンク､チョコ) 菓子類 無

（株）ひよ子 福岡市南区向野一丁目１６－１３ ベビーズブレス 菓子類 無

（株）ふじや食品 粟野町深程８０－2 カスタードフルーツ、ココアフ
ルーツ

菓子類 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ （Ｓ）フリーカットケーキ（ティ
ラミス）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ （冷凍食品）明治製菓向けショコ
ラ

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ＫＰいちごムースＫ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ＫＰチョコムースＴ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ＫＰミルクチーズケーキ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ＮＳ杏仁豆腐 菓子 なし
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菓子類

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）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 青森りんごゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ あわせるゼリー（杏仁豆腐） 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ あわせるぜりー（ピーチ） 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ あわせるぜりー（マスカット） 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 杏仁涼菓 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 杏仁豆腐 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ イチゴのゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 歌広場ふんわりティラミス 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ お祝い紅白ゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ カスタードババロア・Ｔ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ カップチーズケーキ（レアー） 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ガトーグラッセ（チョコレート
ケーキ）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ かぼちゃとさつまいものプリン
（十三夜ものがたり）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 黒蜜のゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ココアゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ココアババロア　低糖ココアババ
ロア

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ココナッツミルクプリン（スプー
ン抜き）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ さくらのゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 絞るショコラケーキ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 絞るチーズケーキ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 十五夜ものがたり 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ すいかのゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ストロベリーゼリーＳＥ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ストロベリームース 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ストロべリームース 菓子 なし
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菓子類

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）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ チョコレートガナッシュ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ チョコレートムース 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 低糖ココアババロア 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ティラミス 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 鉄１＋１ゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 特）ココアババロア 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 特）ココアババロアＴ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 特）フリーカットケーキ（レアー
ストロベリー）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 特）フリーカットケーキ（レアー
チーズ）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 敦煌杏仁豆腐 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ナタデココ入りラズベリーゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 新潟市向けいちごゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 日清クリームチーズケーキ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 日進市向けココアババロア 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 日清プリン 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 春のデザート（ピーチゼリー） 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ パンナコッタ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ プチアップパイ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ プチパンプキンパイ 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ブドウのゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ブドウのゼリー（鉄分・ビタミン
Ｃ強化）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ フリーカットケーキ（キャラメ
ル）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ フリーカットケーキ（ティラミ
ス）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ フリーカットケーキ（レアースト
ロベリー）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ フリーカットケーキ（レアーチー
ズ）

菓子 なし
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菓子類

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）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ フリーカットケーキ（レアーチョ
コ）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ フリーカットケーキ（レアー抹
茶）

菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ フリーカットマンゴープリン 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ プリン 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ プリン（カルシウム強化） 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ フルーツゼリー（ぶどう） 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ ブルーベリーゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ マスカットゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 丸形チーズケーキ（レアー） 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ マンゴープリン 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 水ようかん 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ メロンのゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ モーモーゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ もものひなゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 洋梨Ｆゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 洋梨のゼリー 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ リングババロア 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ リングプリン 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 冷凍食品ストロベリーババロア 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ 冷凍食品ストロベリームース 菓子 なし

（株）フレックフーズ 吉見町田甲１６－１０ レモンのゼリー 菓子 なし

（株）ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－１ ﾐﾗﾉｼｭｰｸﾘｰﾑｷｯﾄ ｼｭｰｸﾘｰﾑ なし

（株）ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－2 ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙｹｰｷ ショートケーキ なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町160-19 鯛入蒲鉾(赤・白) 板付き蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町160-19 本造りかまぼこ(赤・白・焼) 板付き蒲鉾 なし
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菓子類

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）マスヤ 三重県度会郡小俣町相合１３０６ クレヨンしんちゃんカレーあられ スナック菓子 なし

（株）マスヤ 三重県度会郡小俣町相合１３０６ たこ焼の味 スナック菓子 なし

（株）マスヤ 三重県度会郡小俣町相合１３０６ まるぼちゃｷｬﾍﾞﾂ味 スナック菓子 なし

（株）マスヤ 三重県度会郡小俣町相合１３０６ まるぼちゃタマネギ味 スナック菓子 なし

（株）マスヤ 三重県度会郡小俣町相合１３０６ 揚げ餅ピーナツこくカレー味 米菓 なし

（株）マスヤ 三重県度会郡小俣町相合１３０６ おにぎり煎餅明太子味 米菓 なし

（株）松風屋 清洲工場 清洲町西田中字長堀６ チューイングキャンデー 菓子類 なし

（株）松川屋 三郷市早稲田７－３５－１ カレーピー、カレービンズ、カ
レー丸

菓子 なし

（株）松川屋 三郷市早稲田７－３５－１ デリシャスナッツチーズ味 菓子 なし

（株）松川屋 三郷市早稲田７－３５－１ デリシャスナッツヨーグルト味 菓子 なし

（株）松川屋 三郷市早稲田７－３５－１ 米菓 菓子 なし

（株）メリーチョコレートカムパ
ニー

大田区大森西７-１-１４ ゼリー 菓子 なし

（株）紅葉堂 嵐山町平沢１８３ 菓撰抄（夢千鳥、流し舟） 菓子 なし

（株）紅葉堂 嵐山町平沢１８３ 月餅 菓子 なし

（株）紅葉堂 嵐山町平沢１８３ マフィン（チーズ、マロン、チョ
コ、バナナ）

菓子 なし

（株）紅葉堂 嵐山町平沢１８３ マフィン（チーズ味） 菓子 なし

（株）紅葉堂 嵐山町平沢１８３ 桃山 菓子 なし

（株）紅葉堂 嵐山町平沢１８３ カステラ饅頭 饅頭 なし

（株）紅葉堂 嵐山町平沢１８３ きみ饅頭 饅頭 なし

（株）森田あられ 直方市大字下境２４００番地 米菓（菓子） 菓子類 無

（株）ヤムチャ・フーズ・サプラ
イ

戸田市新曽南３－１５－１２ 杏仁豆腐 菓子 なし

（株）ヤムチャ・フーズ・サプラ
イ

戸田市新曽３－１５－１２ 牛肉薄切りオイスターソース ソース類 なし

（株）ユニスター 嵐山町川島２４１５ エドヤ焼そばソース粉 ソース なし

（株）ユニスター 嵐山町川島２４１５ コープ長野焼きそばソース ソース なし

（株）ユニスター 嵐山町川島２４１５ 塩焼そばソース粉 ソース なし
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菓子類

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）ユニスター 嵐山町川島２４１５ 東海コープ焼きそばソース ソース なし

（株）ユニスター 嵐山町川島２４１５ ヒトクチサン ソース なし

（株）ユニスター 嵐山町川島２４１５ 粉末鍋焼スープ スープ なし

（株）ユニスター 嵐山町川島２４１５ 焼そばソース粉 ソース なし

（株）吉村甘露堂 福井県大野市木本９０字１９－１ おかき（かきもち楽菓） 菓子 なし

（株）吉村甘露堂 福井県大野市木本９０字１９－１ おかき（小岩醤油） 菓子 なし

（株）吉村甘露堂 福井県大野市木本９０字１９－１ おかき（四季彩） 菓子 なし

（株）吉村甘露堂 福井県大野市木本９０字１９－１ おかき（豆っこ他） 菓子 なし

（株）ヨックモック今市 今市市小代１５３９ ポーム・ド・テール 菓子類 なし

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ピチュのキャラメルサンド 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ 照焼きエッグバーガー 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ハムハム 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ りんごメロンパン 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ チョコカスタード 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ポケチョコクロワッサン 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ クリームメロンデニッシュ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ まるごとコロッケ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ハーフ小倉デニッシュ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ブルーベリーメロンデニシュ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ウインナーデニッシュ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ハーフブルーベリーデニッシュ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ビスケットサンド 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ２００ボンジュールワッサン 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ 小倉デニッシュ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ おおかきチョコツイスト 菓子類（和菓
子）

無し 　
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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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販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ＫＳ４クロワッサン 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ クリームスキャット 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ なかよくチョコロール 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ チョコメロンデニッシュ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ミニクロワッサンカスター 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ チョコレートスキャット 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ チーズピザ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ブルーベリー＆アップル 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ Ｋミニクロワッサン 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ Ｄデニッシュ小倉ハーフ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ２００まんじゅう 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ４０円酒万十（白） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ４０円酒万十３０ヶ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ 肉まん６ヶ入 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ カレーマン６個入 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ あんまん６個入 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ピザまん（６） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ 肉まん（５） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ あんまん（５） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ホワイトミルク 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ Ｋ。中華肉まん（５） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ Ｋ。中華あんまん（５） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ １２０酒万十（３） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ パイ万十バラ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ チョコまんじゅう（４） 菓子類（和菓
子）

無し 　
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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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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ サブレ饅頭（５） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ チョコ饅頭（５） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ パイ饅頭（５） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ３００パイ万十（６） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ りんごケーキ 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ シャーベット（３） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ２００６ヶ入焼きりんご 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ シャーベット（バナナ） 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユウーパン熊本工場 熊本県鹿本郡植木町舞尾６７１ ４０焼きりんご 菓子類（和菓
子）

無し 　

（株）リョーユーパン 大野城市旭ヶ丘１－７－１ 洋菓子 菓子類 無

（株）リョーユーパン 大野城市旭ヶ丘１－７－１ 食パン・菓子パン・
和洋菓子

菓子類 無

（株）リョーユーパン 大野城市旭ヶ丘１－７－１ 食パン・菓子パン・
和洋菓子

菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 シュガーラスク 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 120ポンデチーズ 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ゴマ甘食（９） 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 酒まんじゅう 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 チーズ蒸し（１１月新） 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 グレープフルーツ蒸し（１２月
新）

菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 いちごミルク（１月新） 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ふんわりたまご 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ふんわりキャラメル 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ふわっとカフェラテ 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 チーズ蒸しケーキ 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 みたらし蒸しパン 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 あんたれ蒸しパン 菓子類 無

30 / 442 ページ



菓子類

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）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ムシカステラ（抹茶） 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 マーラーカオ 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ピカチュウカスタード 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ワタッコのミニチョコ 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ププリンの牛乳蒸し 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 ハネッコのミニイチゴ 菓子類 無

（株）リョーユーパン飯塚工場 飯塚市伊川1115574-1 オーキド博士のバナナ 菓子類 無

(株)ロバパン　恵庭工場 恵庭市恵南 パン類、菓子類 菓子 なし

（株）ロピア 西春町法成寺字中道８６ 飲むゼリー 菓子類 なし

(株)磯家食品 三潴郡大木町横溝82-3 バニラウエハース 菓子類 無

(株)磯家食品 三潴郡大木町横溝82-3 ｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ 菓子類 無

(株）花の企画社 直入郡久住町久住４０５０ チーズケーキ 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

(株）花の企画社 直入郡久住町久住４０５０ クッキー 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

(株）花の企画社 直入郡久住町久住４０５０ パウンドケーキ 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

（株）甘精堂本店 青森市新町１丁目１３ー２１ 洋菓子 菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 クリーミーなブラマンジェ その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 のむこんにゃくゼリーグレープ その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 のむこんにゃくゼリーピーチ その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 むきたて仲間ももアンドナタデコ
コ

その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 柿ゼリー　完熟柿 その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 低カロリーポーションアセロラ その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 低カロリーポーションうめ その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 低カロリーポーショングレープフ
ルーツ

その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 低カロリーポーションぶどう その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 低カロリーポーションりんご その他の菓子 なし
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（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 緋月の雫　柿ゼリー その他の菓子 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 琥珀の華梅ゼリー その他の菓子 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 ２４０カップみそ汁　（なめこ/あ
さり/しじみ/とん汁）

味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 ２４０カップみそ汁　（わかめ/と
うふ）

味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 ＦＤカップ　たまごスープ　（６
入り/１０個パック）

カップスープ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 ＦＤカップ　大根油あげ その他の食品 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 ＦＤカップ　長ねぎわかめ　（６
入り/１０個パック）

カップスープ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 Ｆすきやき１ｋｇ ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 Ｍカップみそ汁（わかめ/とうふ/
なっとう）

味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 クレヨンしんちゃん　たまご　2.5
ｇ

ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 すきやき（2.5ｇ/250ｇ/1ｋｇ） ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 すくすくスクール（胚芽ふりか
け）　2.5ｇ

ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 たらこ　2.5ｇ ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 デジモン　おかか　2.5ｇ ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 デジモン　たまご　2.5ｇ ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 ピヨピヨ学校（レバーふりかけ）
2.5ｇ

ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 モークンの学校 ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 業務用１８ｇみそ汁　かに風味 味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 業務用１８ｇみそ汁　かに風味
（原材料：牛肉使用）

味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 業務用１８ｇみそ汁　ほたて味 味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 業務用１８ｇみそ汁　わかめ 味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 業務用１８ｇみそ汁　わかめ（原
材料：牛肉使用）

味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 業務用１８ｇみそ汁　油あげ 味噌類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 特ふり　カレー味　（2.5ｇ/250ｇ
/1ｋｇ）

ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 特ふり　たまご　（2.5ｇ/250ｇ/1
ｋｇ）

ふりかけ類 なし
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（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 特ふり　のりごま　（2.5ｇ/250ｇ
/1ｋｇ）

ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 特ふり　ビーフ味　（2.5ｇ/250ｇ
/1ｋｇ）

ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 特ふり　明太子　（2.5ｇ/250ｇ/1
ｋｇ）

ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 特ふり　野菜　（2.5ｇ/250ｇ/1ｋ
ｇ）

ふりかけ類 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 料亭のお茶漬け　紅鮭 その他の食品 なし

（株）丸美屋フーズ 坂戸市北大塚坂上128-2 料亭のお茶漬け　梅と桜 その他の食品 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：ガトーショ
コラ

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：タルトレッ
ト

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：パイナップ
ルケーキ

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：ハニーマド
レーヌ

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：フィナン
シェ

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：フルーツ
ケーキ

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：ブルーベ
リーケーキ

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：ロワイヤル
バウムクーヘン

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ガトーセレクション：紅茶のフィ
ナンシェ

洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：アーモンドピロット 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：オートミール 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：ココナッツマカロン 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：シナモン 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：ショコラ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：セサミパイ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：チーズパイ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：バニラ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：フィンガー 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：フローマージュ 洋菓子 なし
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（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：マーブル 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 クッキー：リーフサブレ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：ガトー焼き栗 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：かぼちゃのプリン 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：かぼちゃのプリンモ
ンブラン

洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：クレームブリュレ 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：ジャンボプリン、銀
座プリン

洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：スイートポテト 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：とろけるプリン 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：プリンモンブラン 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ファミリー：黒ゴマポテト 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ブルーベリーサンド 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 マドレーヌ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 マロンコロ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ラ・コンコルド 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 リーフパイ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 レーズンバターサンド 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 ロワイヤルバウムクーヘン 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 小犬サブレ 洋菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 朝生：デラックスモンブラン 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 朝生：ナポレオンパイ 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 朝生：パンプキンデコ 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 朝生：プチショートデコ 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 朝生：マロンのミルフィーユ 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 朝生：モンブラン 洋生菓子 なし
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え

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 朝生：紅芋のモンブラン 洋生菓子 なし

（株）銀座コージーコーナー埼玉
工場　第二工場

鶴ヶ島市高倉1149-2 朝生：森のモンブラン 洋生菓子 なし

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 みたらしだんご 菓子類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 あんこもち 菓子類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 草もち 菓子類 無

（株）古川製菓 佐伯市女島２－２ レアチーズケーキ 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（株）戸田屋 飯田市松尾上溝２９４５ 戸田屋２３０ｇ茶通 菓子 なし

（株）戸田屋 飯田市松尾上溝２９４５ ２９０ｇ洋風ミックス（ボリュー
ムパック）

菓子 なし

（株）五色堂 大阪府東大阪市大 南２－１２－３ 焼き栗すはま 洋生菓子 なし

（株）三眞 長生郡長柄町山の郷５０２ 焼肉たべよ等（牛エキス） 揚げ菓子 無

（株）山恵 坂戸市塚越825 きざみぬか漬大根　200ｇ 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 ゆずの大根　200ｇ 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 新鮮笑顔　220ｇ 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 新鮮笑顔　松前風味　220ｇ 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 大根ミックスわさび風味　200ｇ 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 本生ぶつ切りかつおたくあん　500
ｇ

漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 本生ぶつ切りかつお沢庵　350ｇ 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　かつお大根逸品 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　ごま入りパリパリたくあ
ん　120ｇ

漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　たくあん二色セット　100
ｇ

漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　わさび風味大根カップ
100ｇ

漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　割り干しキムチ　120ｇ 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　絞り大根　かつお味　半
割

漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　絞り大根　スライスカッ
プ　100ｇ

漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　絞り大根　柿皮入　半割 漬け物類 なし
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え

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　純生かつお　200ｇ 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　本仕込み　ぬか大根一本
入

漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　本仕込みゆず大根一本入 漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　本生沢庵　かつお味　200
ｇ

漬け物類 なし

（株）山恵 坂戸市塚越825 鈴乃家　本生沢庵　本仕込　200
ｇ

漬け物類 なし

（株）西鉄プラザ 福岡市南区大橋二丁目１１－１８ ドーナツ 菓子類 無

（株）赤い林檎 青森市南佃１丁目１８ー１５ ムース 洋生菓子 なし

（株）赤い林檎 青森市南佃１丁目１８－１５ ムース 洋生菓子 なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ＡＥＯＮ和風Ｍ　１Ｌ／８ ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ Ｄ和風ごま（９５年）１Ｌ／８ ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ＨＶＳ和風ごまドレッシング１ｌ
／８

ドレッシング 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 ＮＴＢゆずしょうゆドレ１Ｌ／８ ドレッシング 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 ＳＦＰ梅肉ドレ１Ｌ／８ ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ アジノキゆずしょうゆドレ１５／
４０／１０

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ アジノキゆずしょうゆドレ１Ｌ／
８

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ アッシュドウクリーミードレ ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ アレフ和風ドレ１Ｌ／８ ドレッシング 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 かね美セパレート　２０ｍｌ／２
０／２０

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ からし醤油ドレ１Ｌ／８ ドレッシング なし
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（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ キリンシティＤ　１Ｌ／８ ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ごましょうゆドレッシング１Ｌ／
８

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ しそ醤油ドレッシング１Ｌ／８ ドレッシング 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 セパレート　白１Ｌ／８ ドレッシング 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 パスカルＤごま２９０ｍｌ／１２
／２

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ベントステゆず醤油１０／４０／
１０

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ みずほ野しょうゆドレッシング１
Ｌ／８

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ゆずしょうゆ　１Ｌ／８ ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ゆずしょうゆ１０／４０／１０ ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ ゆずしょうゆ１５／４０／１０ ドレッシング 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

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 花正ゆずしょうゆドレッシング１
Ｌ／８

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 華屋与兵衛オリジナルドレッシン
グ

ドレッシング なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 金太楼ゆずしょうゆ１Ｌ／８ ドレッシング なし

（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）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 知多屋和風ドレ２９５ｍｌ／２４ ドレッシング なし
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（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 灘万梅じそドレッシング３００／
２４

分離液状ドレッ
シング

なし

（株）東京ミツカン東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 和風亭Ｄごまドレ２９５ｍｌ／１
２／２

ドレッシング なし

（株）東京風月堂　ホワイトハウ
ス倶楽部

八戸市大字十三日町１３　三春屋BF レアチーズ、レアチーズタルト、
ムース・オ・ポワール

菓子 なし

（株）日本ガストロノミー研究所 大田区新蒲田３-２２-８ ムース 菓子 なし

（株）日本レストランエンタプラ
イズ　商品本部

戸田市美女木１２６９－１７ ＡＲミートソース ソース類 なし

（株）日本レストランエンタプラ
イズ　商品本部

戸田市美女木１２６９－１７ Ｃホワイトソース ソース類 なし

（株）日本レストランエンタプラ
イズ　商品本部

戸田市美女木１２６９－１７ ＮＳ麻婆豆腐の素 ソース類 なし

（株）日本レストランエンタプラ
イズ　商品本部

戸田市美女木１２６９－１７ ナポリソース ソース類 なし

（株）日本レストランエンタプラ
イズ　商品本部

戸田市美女木１２６９－１７ 本格ミートソース ソース類 なし

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ 抹茶トルテ 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ アップルティ紅茶 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ ブルーベリーショコラ 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ レアチーズ 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ マロンシブスト 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ カルピスムース 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ ムースフランボーワーズ 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ カプチーノ 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ チェリーシブスト 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ ショートケーキ 菓子類 無し 　

（株）彦一製菓 熊本県八代市高下西町２０６８の３ 生クリームデコレーションケーキ 菓子類 無し 　

（株）福岡ミツヤ 福岡市南区柏原四丁目３０－１２ 柿ピー 菓子類 無

（株）福岡ミツヤ 福岡市南区柏原四丁目３０－１２ うまかってん 菓子類 無

（株）福岡ミツヤ 福岡市南区柏原四丁目３０－１２ スイートハートセサミ 菓子類 無

（株）福岡ミツヤ 福岡市南区柏原四丁目３０－１２ よくばりん棒 菓子類 無

（株）福岡ミツヤ 福岡市南区柏原四丁目３０－１２ そのまんまパック 菓子類 無
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菓子類

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）福岡ミツヤ 福岡市南区柏原四丁目３０－１２ ワンダフルハッピー 菓子類 無

（株）片桐商店 兵庫県加西市坂元町３８－３ バルトホルチャ、アルハンブラ 洋菓子 なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ ふんわり苺（大福） 菓子類（和菓
子）

無 なし 該当なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ プリン 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ 黒ごまプリン 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ ケーキ 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ ストロベリームース 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ カボスムース 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ ブルーベリームース 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

(資)片山商店 別府市古市町８８１番１４６ オレンジムース 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）愛月堂本舗セントラル工場 黒磯市栄町６４３－１ 洋菓子 洋菓子 なし

（有）旭堂尾形菓子店 網走市潮見８丁目１－２８ 洋菓子 洋菓子 なし

(有)アンローゼ 東京都杉並区久我山３－２２－１２ ゼリー 洋生菓子 なし

(有)アンローゼ 東京都杉並区久我山３－２２－１２ ババロア 洋生菓子 なし

（有）いくた 長崎県佐世保市福石町１５－５ ショートケーキ(ゼリー） 菓子 無

（有）いくた 長崎県佐世保市福石町１５－５ ショートケーキ（ムース類） 菓子 無

（有）花月堂松尾製菓 滝川市花月町３丁目６－６ ﾚｱﾁｰｽﾞ ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

（有）花月堂松尾製菓 滝川市花月町３丁目６－７ 洋なしのﾊﾞﾊﾞﾛｱ ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

（有）花月堂松尾製菓 滝川市花月町３丁目６－８ ショコラムース ムース なし

（有）菓子司新谷 富良野市朝日町４番７号 ショートケーキ ショートケーキ なし

（有）ガスライト観光 長崎県佐世保市栄町３－２２ ムース 菓子 無

（有）ガスライト観光 長崎県佐世保市栄町３－２２ ババロア 菓子 無

（有）ガスライト観光 長崎県佐世保市栄町３－２２ ゼリー 菓子 無

（有）菓夢菓夢亭 原町市国見町２－６３－１ ムース 洋菓子 なし

（有）ガンジーハウス 直入郡久住町大字久住　４００４番地
５６

シュークリーム 菓子 無 なし 該当なし 該当なし
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菓子類

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

(有)グラタン屋 東京都杉並区高円寺南４－１１－３ ワインゼリー 洋生菓子 なし

（有）クランツ 坂戸市薬師町1-2-106 カシス、パラディー 洋生菓子 なし

（有）クランツ 坂戸市薬師町1-2-106 クリームチーズ、ポワール、抹茶
ムース、マロン、ヨーグルト、フ

洋生菓子 なし

（有）くるみの樹 佐伯市長島町１－３５－２５ ババロア 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）くるみの樹 佐伯市長島町１－３５－２６ グランマニエル 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）くるみの樹 佐伯市長島町１－３５－２７ レアーチーズ 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

(有)コンディトライベーレン 豊田市高上１丁目１９番地１５ 洋菓子 菓子 無し

（有）彩花亭 鹿沼市茂呂１０８６－４ 洋菓子、ムース類 菓子類 なし

(有)サンテマロー 東京都杉並区方南２－２１－１ ムース 洋生菓子 なし

（有）ジークフリート 青森市大字浜館字科８０ ケーキ、焼き菓子 洋生菓子、菓子 なし

（有）寿永堂 名寄市西４条南６丁目 洋生菓子 洋生菓子 なし

（有）すがの商店 網走郡東藻琴村３５３番地 菓子 菓子 なし

(有)澄乃園 豊田市月見町１－８ 洋菓子 菓子 無し

（有）チヨヤ 志布志町帖6475 パン 菓子 無

（有）チヨヤ 志布志町帖6475 和洋菓子 菓子 無

（有）チヨヤ 志布志町帖6475 調理パン 菓子 無

（有）デコール 八戸市青葉三丁目２－２１ ケーキ（洋生類、チーズ）、ムー
ス（クレーズ、ラ・フランス）

菓子 なし

(有)パテスリーメゾン 東京都八王子市めじろ台１丁目５番６
号

ムース・ババロア 菓子 なし

(有)パテスリーメゾン 東京都八王子市みなみ野3丁目31番22
号

ムース・ババロア 菓子 なし

（有）はや川 福井県勝山市旭町１－４００－２ ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ 菓子（洋菓子） なし

(有)ファリーヌ 大阪市西淀川区姫里1丁目26番11号 洋菓子 洋菓子 なし

（有）フランス菓子ミュゲ 中間市新町１８－３ ムース 菓子類 無

（有）フローラ洋菓子店 さいたま市東大宮５－４７－２９ 洋菓子各種 洋生菓子 なし

(有)ベーエムベー 三重県桑名郡長島町小島６７０－３ ムース・ババロア 洋生菓子 なし

(有)ポアール 豊田市小坂町３丁目３４－２ 洋菓子 菓子 無し
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菓子類

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

（有）芳香堂 木曽福島町５３５２－１ ババロア 生菓子 なし

（有）牧成舎 吉城郡古川町増島町17-8 アイスクリーム アイスクリーム なし

(有)松華堂 豊田市小坂町６丁目２番地１ ゼリー 菓子 無し

(有)松華堂 豊田市小坂町６丁目２番地１ ムース 菓子 無し

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ チョコケーキ 菓子 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ 蜂の家　ｼｭｰｸﾘｰﾑ 菓子 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ チョコケーキ白樺巻チョコ 菓子 無

(有)モンブラン 長崎県佐世保市日野町１１２３－２ フルーツケーキ 菓子 無

（有）ヤナギヤ 青森市茶屋町３１ー８ 菓子類 菓子 なし

（有）ル・ポエム 八戸市下長二丁目１７－２２ 抹茶ババロア 菓子 なし

（有）ルモンド 大田区西蒲田１－１７－１５ ババロア 菓子 なし

（有）レジェ－ル赤井本店 大東市赤井２－２－２２ ケーキ 洋菓子 無

（有）鹿野物産 熊野郡久美浜町８２３ 菓子 なし

（有）城山堂 佐伯市駅前１丁目４－２０ バーナル 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）城山堂 佐伯市駅前１丁目４－２１ フランボワーズ 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）城山堂 佐伯市駅前１丁目４－２２ モンブラン 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）城山堂 佐伯市駅前１丁目４－２３ モカ・ティラミス 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）城山堂 佐伯市駅前１丁目４－２４ マロン 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）城山堂 佐伯市駅前１丁目４－２５ オレンジムース 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

（有）城山堂 佐伯市駅前１丁目４－１９ はるな 菓子類（和菓
子）

無 なし 該当なし 該当なし

（有）西出開花堂 竹田市大字竹田町４５６番地 エリアント 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

（有）竹林堂製菓 飯田市上郷黒田２２１１ 小倉山焼き芋飛火野半生ミックス 菓子 なし

（有）竹林堂製菓 飯田市上郷黒田２２１１ 小倉山焼き芋長崎の味白樺ドーナ
ツ

菓子 なし

（有）徳重製菓 国分市中央1-7-24 菓子 菓子 無

（有）徳重製菓 国分市中央1-7-24 菓子 菓子 無
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菓子類

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

（有）日本薬仙堂 飯田市北方１２５－１ キャンディー（牛乳飴） 菓子 なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 牛乳 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 白桃 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 苺 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ お茶 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ りんご アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ ブドウ アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ メロン アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 杏 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 栗 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ ワサビ アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 洋梨 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ そばの実 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ チーズ アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 地酒 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ ワイン アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ サマーオレンジ アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ ブルーベリー アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ こけもも アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 人参 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 胡麻 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ ブランディー アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ ヨーグルト アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 梅ジャム アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 焼芋 アイスクリーム なし
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菓子類

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

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 黒豆 アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ 地ビール アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ カボチャ アイスクリーム なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ オレンジパウンドケーキ 菓子 なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ フルーツケーキ 菓子 なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ ブランディーケーキ 菓子 なし

(有)和泉庄 飯田市銀座２丁目１１ マドレーヌ 菓子 なし

“Ｌａ　Ｃｏｐｐｅｔ” 藤沢市善行２－２４－３ ムース 洋生菓子 なし

Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリー
ム株式会社

駿東郡小山町大御神字蛇原９０７－３ アイスケーキ アイスクリーム なし

Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリー
ム株式会社

駿東郡小山町大御神字蛇原９０７－３ ロッキーロードアイスクリーム アイスクリーム なし

Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリー
ム株式会社

駿東郡小山町大御神字蛇原９０７－３ フルーツソルべ 氷菓 なし

Dessert Studio Comfy　山本珈琲㈱ 東灘区住吉本町１－２－４ クリーム類 洋生菓子 なし

Ｌ・アンセプス 平塚市代官町１０－１４　ネオシティ
湘南　１０１

洋菓子 菓子 なし

ＬＥ・須澤（（株）アイアンビ
ル）

長野県松本市中央１－７－９ ケーキ 菓子 なし

ＮＡＫＡＯ　中尾聡 四條畷市岡山4-1-7 ケーキ 洋菓子 無

ＰＡＳＳＹ 宇都宮市中央本町3-8 洋菓子 洋菓子 なし

ｓｗｅｅｔｓ　Ｋ 藤沢市片瀬海岸1-3-17ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｽｸｴｱ
片瀬江ノ島104

ゼリー 洋生菓子 なし

Ｔｈｅ　Ｃａｋｅ　Ｈｏｕｓｅ
菓子夢　カシム

藤沢市大庭５２５１－２ ムース 洋生菓子 なし

アートキャンディ株式会社 熊本県阿蘇郡西原村鳥子３１２－６ 装飾菓子（メレンゲ） 菓子 無し 　

ｱｰﾄｷｬﾝﾃﾞｨ㈱　佐賀工場 三養基郡中原町簑原612-29 装飾菓子(ｾﾞﾘｰ)6種 菓子類 無

ｱｰﾄｷｬﾝﾃﾞｨ㈱　佐賀工場 三養基郡中原町簑原612-29 装飾菓子(ﾒﾚﾝｹﾞ)2種 菓子類 無

ｱｰﾄｷｬﾝﾃﾞｨ㈱　佐賀工場 三養基郡中原町簑原612-29 装飾菓子(ｾﾞﾘｰ) 菓子類 無

ｱｰﾄｷｬﾝﾃﾞｨ㈱　佐賀工場 三養基郡中原町簑原612-29 装飾菓子(ﾁｮｺﾚｰﾄ) 菓子類 無

ｱｰﾄｷｬﾝﾃﾞｨ㈱　佐賀工場 三養基郡中原町簑原612-29 装飾菓子(ﾒﾚﾝｹﾞ) 菓子類 無

青井　健治 横浜市旭区中希望が丘９４ ババロア，ゼリー 洋生菓子 なし

43 / 442 ページ



菓子類

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

青木一二三 静岡県伊東市弥生町４－１ 洋菓子 菓子 無

青柳　三夫 江戸川区篠崎町１－３４６ 洋菓子類 洋菓子 なし

我妻康裕 東京都世田谷区奥沢６－１３－７ ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

赤羽　弘臣 荒川区町屋4-2-5 ゼリー 菓　子 なし

赤平輝男（モンレーブ洋菓子店） 札幌市北区北２４条西４丁目１－２１ ムース菓子類 洋生菓子 なし

赤平輝男（モンレーブ洋菓子店） 札幌市北区北２４条西４丁目１－２１ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

秋田いなふく米菓株式会社 秋田市川尻町字大川反１７０ おかきミックス１００ 菓子 なし

秋元　謙一（秋元菓子店） 栃木県那須郡烏山町大木須５５８ 洋菓子（ゼリー、ババロア、
ショートケーキ等）

洋生菓子（菓
子）

なし

秋山　浩二 江戸川区東葛西６－２－１４ ケーキ類 洋菓子 なし

秋山食品㈱ 加美郡中新田町字一本杉７ コーンスナック 菓子  なし 該当なし

秋山食品㈱ 加美郡中新田町字一本杉７ コーンスナック 菓子  なし 該当なし

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

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

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

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

芥川製菓株式会社 東京都板橋区高島平９－２４－３ チョコレート 菓子 無

曙フーズ㈱栃木工場 南河内町下坪山1714-1 シャピス　ゼリー 菓子 なし

あけぼの製菓㈱ 大阪市浪速区恵美須西３－１３－２ ブラックランチ 焼き菓子 なし

あけぼの製菓㈱ 大阪市浪速区恵美須西３－１３－２ チョコクッキーＳＳＡ 焼き菓子 なし

あさ川製菓株式会社 水戸市元石川町３２５ー１９ ケーキ 洋生菓子 無

あさ川製菓株式会社 水戸市元石川町３２５ー１９ ゼリー 洋生菓子 無

あさ川製菓株式会社 水戸市元石川町３２５ー１９ ビスケット 菓子 無

あさひ 藤沢市江の島１－４－１０ 元気まんじゅう 和生菓子 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 プチカステラ なし

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ コーヒーゼリーＳ 製菓材料 無
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菓子類
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え

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ コーヒーゼリーデラックス 製菓材料 無

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　青のり豆 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　えび豆 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　ｶﾚｰﾋﾟﾛﾘｰ 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　ごまピー 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　七味豆 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　しょうゆぴー 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　しょうゆﾋﾟﾛﾘｰ 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　しょうゆﾋﾟﾛﾘｰ（赤） 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　ソフトピー 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　ピロリー 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　丸カレーピー 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　丸しょうゆぴー 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　丸ソフトピー 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　明太子 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　わさびﾋﾞｰﾝｽﾞ 豆菓子 なし

旭ピーナツ株式会社 豊橋市小池町７２番地 　わさび豆 豆菓子 なし

アサヒﾌｰｽﾞ㈱ 三田市ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ１３－７ 牛乳プリンAGP 洋生菓子 なし

アサヒフーズ㈱神戸三田工場 三田市ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ プリン 洋菓子 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
１

味千趣 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
２

味の色季彩 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
３

あじわい 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
４

越後屋 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
５

大阪土産たこ焼柿の種 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
６

カレーせんミニ 米菓 なし
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菓子類

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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え

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
１

米蔵 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
２

こんがり醤油せん 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
３

たっぷり胡麻せん 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
４

海苔ピーパック＆柿の種 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
５

ぽたぽた焼ミニ 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
６

穂の香 米菓 なし

アジカル食品株式会社 中蒲原郡亀田町城所畑中甲１８２－１
７

味噌ラーメン柿の種 米菓 なし

亜嶋パン㈱ 加東郡社町大門３４０－１ カレーパン 菓子

アスター洋菓子店 中魚沼郡中里村大字田沢庚２４６－１ ムース 菓子 なし

足立産業（株） 各務原市鵜沼各務原町5-251-1 炭焼珈琲ゼリー 菓子 なし

足立産業（株） 各務原市鵜沼各務原町5-251-4 大福 菓子 なし

足立産業（株） 各務原市鵜沼各務原町5-251-3 よもぎ野餅　草もちコロリン 菓子 なし

アトム製菓株式会社 豊橋市山田町瀬戸１０－３ 　生ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝ 洋菓子 なし

網走千秋庵（藤田恵美子） 網走市南４条西２丁目５番地 レアチーズ 洋菓子 なし

あびこ餅本舗㈱ 大阪市住吉区我孫子3-6-15 和菓子 菓子 なし

阿部　勉 岩手県上閉伊郡大槌町新町６－１ ムース類 洋生菓子 無

阿部幸製菓(株） 小千谷市上ノ山４－８－１６ 柿の種チョコレート ﾁｮｺﾚｰﾄ菓子 なし

阿部幸製菓(株） 小千谷市上ノ山４－８－１６ チリ揚げ他 米菓 なし

阿部幸製菓(株） 小千谷市上ノ山４－８－１６ まめだね他 豆菓子 なし

阿部雅彦 東京都世田谷区八幡山３－３５－２４ ゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

阿部雅彦 東京都世田谷区八幡山３－３５－２４ ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

天野　佐代子 江戸川区南小岩３－２６－１０ ケーキ類 洋菓子 なし

天野　佐代子 江戸川区南小岩３－２６－１０ 焼き菓子類 洋菓子 なし

天野　佐代子 江戸川区南小岩３－２６－１０ 洋生菓子類 洋菓子 なし

天野　佐代子 江戸川区南小岩３－２６－１０ 菓子パン類 菓子パン なし
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え

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

アメハマ製菓(株) 名古屋市西区新道２－１１－２ ソフトキャンディー 菓子 なし

綾瀬食品工業（株） 妻沼町妻沼３７２－１ 信州一松亭そばつゆ めんつゆ なし

荒川　拓三 刈谷市小垣江町東王地68 ババロア 菓子類 なし

アリスの森 藤沢市遠藤２０１８－１ ムース 洋生菓子 なし

アリックス㈱草加ファクトリー 草加市柿木町1127 ５０ｇピリッと夏の豆 菓子 なし

アリックス㈱草加ファクトリー 草加市柿木町1127 カレーガーリックえんどう 菓子 なし

アリックス㈱草加ファクトリー 草加市柿木町1127 バラ　カレーガーリックえんどう 菓子 なし

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 生チョコケーキ 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 レアチーズケーキ 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 チョコかまくら 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 ティラミス（新） 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 コーヒーゼリー（ブルーマウンテ
ンブレンド）

菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 かまくら 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 たっぷりクリームプリン 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 メロンプリンパフェ 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 栗のプリン 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 かぼちゃプリン 菓子 無

アルプスデリカ株式会社 長野市川合新田3411 栗のプリン 菓子 無

アルル洋菓子店　高取茂 柏原市清洲１－１－１２ 洋菓子 菓子類 無

アロー洋菓子店 東京都練馬区豊玉北５－１７－５ 洋生菓子 菓子 無

アンジェル洋菓子店 鹿沼市日吉町５９４－３ 洋菓子、ムース類 菓子類 なし

アンジェロ  井川 政春 豊中市服部本町４丁目5-37 洋菓子 菓子類 無

安助　好夫 江戸川区北小岩６－８－１０ 菓子パン類 菓子パン なし

安助　好夫 江戸川区北小岩６－８－１０ クッキー 洋菓子 なし
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アンズコフーズ㈱ 東京都港区虎ﾉ門３－１７－１ ティップトップナポリタン２Ｌ アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

アンズコフーズ㈱ 東京都港区虎ﾉ門３－１７－１ ティップトップバニラ２Ｌ アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

アンズコフーズ㈱ 東京都港区虎ﾉ門３－１７－１ ティップトップチョコレート４７
０ml

アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

アンズコフーズ㈱ 東京都港区虎ﾉ門３－１７－１ ティップトップホーキーポーキー
４７ml

アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

アンズコフーズ㈱ 東京都港区虎ﾉ門３－１７－１ ティップトップバニラ４７０ml アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

アンズコフーズ㈱ 東京都港区虎ﾉ門３－１７－１ ニュージーランドクラシックバニ
ラ９５０ml

アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

アンズコフーズ㈱ 東京都港区虎ﾉ門３－１７－１ ニュージーランドクラシッククッ
キーアンドクリーム９５０ml

アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

アンズコフーズ㈱ 東京都港区虎ﾉ門３－１７－１ 西友バニラ２０００ｍｌ アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

安政唯義 寝屋川市八坂町7-7 洋菓子 洋菓子 無

安藤　満次（欧風菓子イル・ニー
ド）

札幌市中央区伏見１丁目４－１６ ムース菓子類 洋生菓子 なし

安藤　満次（欧風菓子イル・ニー
ド）

札幌市中央区伏見１丁目４－１６ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

安藤　満次（欧風菓子イル・ニー
ド）

札幌市中央区伏見１丁目４－１６ ババロア 洋生菓子 なし

安藤利雄 群馬県高崎市中居町２－２２－７９ ゼラチン使用菓子 菓子 なし

アントステラ住吉店 東灘区住吉本町１－２－１ ゼリー 洋生菓子 なし

飯島　良臣 東京都渋谷区笹塚３－１７－２ オレンジムース 生菓子 無

飯島　良臣 東京都渋谷区笹塚３－１７－２ ポアールムース 生菓子 無

飯田民男(飯田ナッツ) 春日井市大手田酉町3-12-5 幸福豆(ハッピー） 菓子類 なし

飯田屋菓子店 宇都宮市駒生町2289 ムース,ゼリー 洋菓子 なし

飯田利廣 藤枝市五十海2‐3‐21 ムース 菓子類 無

飯塚　正 藤枝市藤枝４－１－９ 洋菓子 菓子類 無

飯塚　正（千年屋菓子店） 栃木県那須郡馬頭町馬頭３６５ 洋菓子（ムース、ゼリー、ババロ
ア）

洋生菓子（菓
子）

なし

家田製菓（株） 南知多町豊丘字山田３７ せんべい 菓子類 なし

猪狩敏雄 いわき市常磐松が台98 食パン 菓子 なし 　

猪狩敏雄 いわき市常磐松が台98 菓子パン 生菓子 なし 　

生田　哲也 西尾市熊味町道萬１ ムース、ゼリー 生菓子（菓子） なし
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菓子類

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

池重食品（有） 春日町落合字桑３－２ 煎餅 菓子類 なし

池田食品㈱ 東京都渋谷区上原１ー７ー２０　狭山
市北入曽１１８０

プチムース７品、竿型５品 菓子 なし

池田製パン（株） 門真市上島頭４５９－１ 洋菓子 無

池田屋菓子店 大和町荒金463-2 ムース類 洋生菓子 なし

イケダヤ製菓（株） 幡豆郡一色町大字一色字東塩浜１６２ いか焼き、熊本馬肉せんべい せんべい（菓
子）

なし

石井　十二蔵 奈良県北葛城郡広陵町中１５２－１ 徳用三福 菓子 なし

石井　十二蔵 奈良県北葛城郡広陵町中１５２－１ 徳用浮千鳥 菓子 なし

石井　十二蔵 奈良県北葛城郡広陵町中１５２－１ たんねん焼きしょうゆ 菓子 なし

石井　十二蔵 奈良県北葛城郡広陵町中１５２－１ 田舎おかき 菓子 なし

石井　十二蔵 奈良県北葛城郡広陵町中１５２－１ なが餅ミックス 菓子 なし

石井　十二蔵 奈良県北葛城郡広陵町中１５２－１ 徳用万葉の四季 菓子 なし

石井乙吉（山屋ベーカリー） 留萌市幸町２丁目５－１０ ゼリー 洋菓子 なし

石岡イ子 利尻郡利尻町沓形本町 ムース類 ムース 無

石川　浩 東海村白方１７３９－１０７ いちごム－ス 　菓子 無

石川　浩 東海村白方１７３９－１０７ レアチ－ズ 　菓子 無

石川　浩 東海村白方１７３９－１０７ 栗ム－ス 　菓子 無

石川幸男（菓匠つるぎ） 岸和田市上松町1193-2 梅パイ 洋菓子 無

石川幸男（菓匠つるぎ） 岸和田市上松町1193-2 栗パイ 洋菓子 無

石川幸男（菓匠つるぎ） 岸和田市上松町1193-2 スウィートポテト 洋菓子 無

石川幸男（菓匠つるぎ） 岸和田市上松町1193-2 紀泉歌 和菓子 無

石川幸男（菓匠つるぎ） 岸和田市上松町1193-2 おいもさん 和菓子 無

石川幸男（菓匠つるぎ） 岸和田市上松町1193-2 パウンドケーキ 和洋菓子 無

石黒恵美子 いわき市郷ケ丘１－９－１１ 洋生菓子 生菓子 なし 　

石崎製菓(有) 幡豆郡一色町一色西塩浜２０４ いかぼん、伊勢えび、えびとチー
ズ、いか吉等

せんべい（菓
子）

なし

石津　新一 浜名郡雄踏町宇布見9232-3 ゼリームース 菓子 なし
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菓子類

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

石橋　正美（湖月菓子店） 大田原市末広２－１－１６ ムース・ゼリー・ババロア 洋生菓子 なし

泉川　博 ひたちなか市湊泉町７－６ ハバロア 　菓子 無

泉川　博 ひたちなか市湊泉町７－６ ム－ス 　菓子 無

いずみ製菓株式会社 愛知県安城市和泉町井ノ上３番地１ コーンスナック、ポップコーン、
ポテトスナック、たこたこ大将

スナック菓子 なし

いずみ製菓株式会社 愛知県安城市和泉町井ノ上３番地１ のり小町 せんべい なし

いずみ製菓株式会社 愛知県安城市和泉町井ノ上３番地１ 五色 米菓子 なし

イズミヤ（株） 大東市住道2-1-103 生ケーキ 洋菓子 無

泉屋製菓総本舗（株） 海部郡七宝町大字遠島字十坪90 いかせんべい、豆菓子、米菓 菓子類 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 チーズワッフル 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 デコ台 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 黒豆タルト（かぼちゃ） 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 十勝ワインケーキ 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 十勝ブランディーケーキ 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ソルト 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 バナナスナック 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 イチゴスナック 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 マーブルスナック 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 アーモンドスナック（３） 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ツインジャムスナック 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 スィートポテト 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ミニ甘食 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 チョコ甘食 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ロールシート（加工製品） 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 甘食 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 ジャンボシュー 菓子 なし
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菓子類

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

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 スペシャルシュー 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 がんこおやじの石焼き芋 菓子 なし

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 切り芋 菓子 なし

磯谷育生 豊田市陣中町２－１８－１ ババロア 菓子 無し

磯屋商店 南知多町豊浜字西狭間８－１ せんべい 菓子類 なし

板垣武雄 種市町23-27-172 ムース 菓子 無

板垣武雄 種市町23-27-172 ババロア 菓子 無

市岡製菓株式会社 徳島市勝占町中山３９－１２ 蒸しケーキ 菓子類 無

市岡製菓株式会社 徳島市勝占町中山３９－１２ かりんとう 菓子類 無

いちごＨＯＵＳＥ 佐伯市鶴岡町２丁目１－６ フローレンス 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

いちごＨＯＵＳＥ 佐伯市鶴岡町２丁目１－７ ガトー・フラン 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

いちごＨＯＵＳＥ 佐伯市鶴岡町２丁目１－８ ムース・ド・カフェ 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

一戸製パン株式会社 一戸町一戸字越田橋44 レアチーズ 生菓子 無

一戸製パン株式会社 一戸町一戸字越田橋45 ゼリー 生菓子 無

一戸製パン株式会社 一戸町一戸字越田橋46 だんご 生菓子 無

一番館 中央区元町通１－４－８ 洋菓子 洋菓子 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ＣＶＳ居酒屋つまみ　ピリ辛たこ
天

薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ＣＶＳ居酒屋つまみ　ピリ辛たこ
天

薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ＣＶＳ居酒屋つまみ　海老入野菜
揚げ

薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ＣＶＳ居酒屋つまみ　海老入野菜
揚げ

薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ＣＶＳ居酒屋つまみ　海老入野菜
揚げ

薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ＦＦＬばくだん 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ＦＦＬばくだん 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ＦＦＬばくだん 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ いわし揚げ 魚肉練製品 なし
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え

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ お魚とうふ　小松菜&にんじん 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ お魚とうふ　長ねぎ&きくらげ 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ さつま揚げ 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ サラダの友 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ サラダの友かに生き味 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ちぎり揚げいかとれんこん 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ちぎり揚げたこと野菜 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ちぎり揚げ玉葱 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ちぎり揚げ枝豆 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ つまみ揚げ　しょうが 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ つまみ揚げ　しょうが 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ つまみ揚げ　パンプキン 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ つまみ揚げ　パンプキン 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ つまみ揚げ　細切り金平 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ つまみ揚げ　細切り金平 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ つまみ揚げいんげん 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ つまみ揚げいんげん 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛　なんこつ揚げ 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 磯サラダ 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 磯サラダかに生き味 魚肉練製品 なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 新）とり串 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 新）三色串 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 味処　三色串 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 味処　三色串 薩摩揚げ なし

イチマル産業（株）東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 野菜揚げ 魚肉練製品 なし
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え

市呂純一 枝幸郡浜頓別町大通り2 ムース類 ムース 無

いづみや 宇都宮市大曽2-2-45 ゼリー,ムース,ババロア,ショート
ケーキ等

洋菓子 なし

伊東敬康（敬樹園） 東京都練馬区春日町６－２－１ 全般ムース 菓子 無

イトウ製菓（株）・他社ブランド
品

東茨城郡美野里町西郷地１６６７ ハイカルケット 菓子 無

イトウ製菓（株）・他社ブランド
品

東茨城郡美野里町西郷地１６６７ ハイカルフアミリー 菓子 無

イトウ製菓（株）・他社ブランド
品

東茨城郡美野里町西郷地１６６７ カルケット 菓子 無

イトウ製菓（株）・他社ブランド
品

東茨城郡美野里町西郷地１６６７ 歯固めカルケット 菓子 無

伊藤  孝司 台東区西浅草３－１３－１ かるめ 菓子 なし

伊藤幹夫 名古屋市昭和区阿由知通５－２ ケーキ 菓子 なし

糸川屋製菓株式会社 熊野市有馬町５４１０ せんべい（３品目） 菓子 なし  

伊奈昭二 足立区梅田7-34-15 チョコムース 菓子 なし

伊奈昭二 足立区梅田7-34-15 ラスクー 菓子 なし

因幡　薫（パティスリー夢庵） 東区八田一丁目１１番２８号 ケーキ類 菓子類 無

稲葉茂 富士宮市宮町１４－１６ ケーキ 菓子 なし － － － － －

稲葉茂 富士宮市宮町１４－１６ ゼリー 菓子 なし － － － － －

稲葉茂 富士宮市宮町１４－１６ ババロア 菓子 なし － － － － －

稲葉茂 富士宮市宮町１４－１６ ムース 菓子 なし － － － － －

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 １６袋ミックスパック 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ６種ミックスパック 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 Ｗセサミナッツ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 アーモンドホイップOR-1 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 アーモンドミックス 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 あきない豆 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 味くらべ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 味自慢 菓子 なし
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菓子類

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

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 味ぞろい 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 粋なおつまみ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 えび錦 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 おいしい豆 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 大粒醤油豆 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 お好みミックス 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 おつまみセット 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 おつまみバラエティー２４０ｇ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 おつまみバラエティー３７０ｇ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 おつまめＭＩＸ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 柿の種（イーストプラザ様） 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 柿の実 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 柿ピー 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 乾燥ミックス 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 個食美学セサミピー 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ごまつぶ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 サラダミックス 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 助六豆 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 セサミ＆ナッツ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 たね種 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 つまみにグット・２０ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ナッツドゥ・サラダ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ナッツドゥ・ミニ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 にぎやかアソート 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ハッピーパック 菓子 なし
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菓子類

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
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え

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 バラエティボックス 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ビアナッツソフト七味 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ピーナッツホイップOR-1 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ピーナツホイップ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ピリピリ豆 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 ミニ詰め合わせ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 有機・柿ピー 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 卵形ピーナツ 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 わさび自慢 菓子 なし

稲葉ピーナッツ㈱ 岐阜市六条大溝４丁目２番５号 わさびびんず 菓子 なし

稲吉　厚郎 形原町会下１ ムース、ゼリー 洋菓子 なし

イナリ製菓（有） 飯田市鼎下茶屋２１９１ 加茂の流れ 菓子 なし

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ラクトリッチルーＴ－３２９４ 製菓材料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ グリーンスナックペーストＧＥー
６０８０

製菓材料 無

井上  宏 東京都東久留米市神宝町2-14-22 ｺｰﾋｰｾﾞﾘｰ 菓子類 なし

井上  宏 東京都東久留米市神宝町2-14-22 ババロア 菓子類 なし

井上 孝清（レーゼ） 西春町九ノ坪字天下地６０－１ ゼリー、ババロア、ムース 菓子類 なし

井上商事㈱ 氷上郡市島町 ケーキ 洋菓子 なし

茨城乳業㈱ 石岡市東田中字新田1187番地 タマゴプリン 洋生菓子 無

伊豫田製菓㈲ 砂川市東７条西２丁目１－８ 洋生菓子 ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

入船鹿次郎 西宇和郡三崎町三崎1607 ケーキ 菓子類 無

入山 洋子 文京区千駄木５－４１－２９ ゼリー 菓子 無 有

イル・ド・ショコラ 茅ヶ崎市幸町２０－１　三紫ビル１Ｆ ババロア 洋生菓子 なし

いわかめ 藤沢市用田５８７－３ ムース 洋生菓子 なし

いわかめ 藤沢市用田５８７－３ ゼリー 洋生菓子 なし

55 / 442 ページ



菓子類

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

いわき市学校給食
納入組合（パン）

いわき市泉町滝尻字松原33 菓子パン 生菓子 なし 　

いわき市学校給食
納入組合（パン）

いわき市泉町滝尻字松原33 菓子パン 生菓子 なし 　

いわき市学校給食
納入組合（パン）

いわき市泉町滝尻字松原33 菓子パン 生菓子 なし 　

いわき市学校給食
納入組合（パン）

いわき市泉町滝尻字松原33 菓子パン 生菓子 なし 　

いわき市学校給食
納入組合（パン）

いわき市泉町滝尻字松原33 菓子パン 生菓子 なし 　

岩田智子 東京都世田谷区上用賀５－５－１９ ケーキ 菓子類（洋生菓
子）

なし

岩正製菓 南知多町豊浜字 せんべい 菓子類 なし

岩本製菓（株） 稲沢市日下部北町４－５ たまごボーロ、ウエハース、４０
本　オーチーズ等

菓子類 なし

インシーズン（株） 大田区北千束３-１４-７ ゼリー３種、ティラミス 菓子 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 混合香辛料 香辛料 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

ウィーン洋菓子店 矢板市本町１－１７ ムース 洋菓子 なし

植垣米菓㈱ 加古川市平岡町 米菓（醤油使用商品） 菓子 なし

植垣米菓㈱ 加古川市平岡町 カレーせんべい 菓子 なし

上遠野尚久 いわき市泉町滝尻字松原33 菓子パン 生菓子 なし 　

上遠野尚久 いわき市泉町滝尻字松原33 菓子パン 生菓子 なし 　

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 レアチーズ 菓子類 無
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 モンブラン 菓子類 無

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 ムース・オ・ポワール 菓子類 無

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 ムース・オ・ショコラ 菓子類 無

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 フリュウ・オ・ヨグール 菓子類 無

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 ムース・オ・マンゴ 菓子類 無

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 キティちゃんのムース・オ・ブ
ルーベリー

菓子類 無

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 フロマージュ・ブラン 菓子類 無

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 デコレ・オー・フレーズ 菓子類 無

上原　優 糟屋郡宇美町宇美４丁目7-33 デコレ・オ・パナシェ 菓子類 無

植松　猛（満寿美堂） 池田市菅原町11-3 和菓子８種類 和菓子 無

鵜飼　尋之助 元町14‐21 ババロア 洋菓子 なし

うしお商店 南知多町大字豊丘字中平井９２－２ せんべい生地 菓子類 なし

牛場春司 三重県伊勢市河崎３丁目１０－２４ マロンババロア 生菓子 なし

羽前屋（中野猛） 網走市南４条西２丁目５ 菓子 菓子 なし

内田　政明（内田菓子店） 栃木県烏山町初音２０－３０ 洋菓子（ムース） 洋生菓子（菓
子）

なし

内舘　英彦 山田町川向町4-11 ティラミス 生洋菓子 無

宇都木　文雄 江戸川区東葛西８－４－１２ 洋生菓子類 洋菓子 なし

宇都木　文雄 江戸川区東葛西８－４－１２ 焼き菓子類 洋菓子 なし

梅田製菓（株） 名古屋市西区栄生２－１－１９ カステラ 菓子 なし

浦野修 豊田市横山町４－２０－８ ババロア 菓子 無し

浦野修 豊田市横山町４－２０－８ ムース 菓子 無し

エイチアールティニューオータニ
㈱

札幌市中央区北２条西１丁目 ムース菓子類 洋生菓子 なし

エイチアールティニューオータニ
㈱

札幌市中央区北２条西１丁目 ババロア 洋生菓子 なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 おさつｽﾃｨｯｸｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 お好み焼き(焼きそば) 菓子ﾊﾟﾝ なし
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菓子類

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

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 小倉あんﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｶﾌｪﾓｶｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ごまとｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｺｯﾍﾟつぶあん&ﾏｰｶﾞﾘﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｺｯﾍﾟｼﾞｬﾑ&ﾏｰｶﾞﾘﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｺｰﾝﾏﾖﾈｰｽﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄなﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｽﾃｭｯｸﾋﾟｻﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾁｮｺﾌﾞﾚｯﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾁｮｺﾁｯﾌﾟｽｲｰﾄ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ちぎりﾊﾟﾝ(ﾊﾞﾆﾗﾁｮｺ) 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ&ﾐﾙｸ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾎｲｯﾌﾟﾁｮｺ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾎﾜｲﾄﾐﾙｸﾛｰﾙ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾐﾙｷｰﾒﾛﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾐﾙｷｰﾌﾗﾝｽ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾐﾙｸﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾒｰﾌﾟﾙのﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾓｶﾁｰﾉｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾚｰｽﾞﾝｶｽﾀｰﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾊﾑ&ﾁｰｽﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾂﾅｵﾆｵﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾊﾞﾅﾅｶｽﾀｰ&ﾎｲｯﾌﾟ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 こしあんﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし
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菓子類

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

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ふんわりﾁｰｽﾞのﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾁｰｽﾞ&ﾏﾖﾈｰｽﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 くるくるｼｭｸﾚ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 たっぷりﾊﾞﾀｰｿﾌﾄ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽｸﾛﾜｯｻﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｼﾅﾓﾝｽﾃｨｯｸﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｸﾘｰﾐｰおさつ&ﾎｲｯﾌﾟ 菓子ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

エータロー 西那須野町西三島2-156-24 ムース・ゼリー等 洋菓子 なし

エーデルワイス洋菓子店（早稲田
正彦）

さいたま市プラザ３９－４ 洋菓子各種 洋生菓子 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 風来のシレンスナックステーキ味 菓子 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 乾焼蝦扇味ポテトチップ 菓子 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ベイブレードスナック　バーベ
キュー味

菓子 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ポテト大ショウユマヨネーズ170G 菓子 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ポテトチップ本格黒ごま味75G 菓子 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 麻婆豆腐味ポテトチップ 菓子 なし

越後製菓(株）片貝工場 小千谷市片貝町１９８０－１ 醤油玉あられ他 米菓 なし

榎本製菓有限会社 江戸川区松江３－２０－７ 菓子パン類 菓子パン なし

榎本製菓有限会社 江戸川区松江３－２０－７ 洋菓子類 洋菓子 なし

エビ・ドール 門真市石原町２９－２２ 洋生菓子 無

えひめ中央農業協同組合 伊予市下吾川1334 にんじんゼリー 菓子類 無

えひめ中央農業協同組合 伊予市下吾川1334 ダイエットゼリー 菓子類 無

えひめ中央農業協同組合 伊予郡中山町大字中山丑172-1 植物抽出物配合食品 菓子類 無

エムケーチーズ株式会社　綾瀬工
場

綾瀬市深谷１２０６ 洋生菓子 菓子 なし
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菓子類

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

エリー洋菓子店 大和市中央１－６－１４ 洋生菓子 菓子 なし

及川薫 桃生郡河北町相野谷飯野川町205-9 洋生菓子 菓子 なし 該当なし

大岩鉐男 東京都練馬区下石神井３－１０－１２ レーズン 菓子 なし

大岩鉐男 東京都練馬区下石神井３－１０－１２ パイ 菓子 なし

大岩鉐男 東京都練馬区下石神井３－１０－１２ ココナツ 菓子 なし

大河産業株式会社 足立区加賀2-12-6 タンパク10 菓子 なし

大河産業株式会社 足立区加賀2-12-6 カロリー400 菓子 なし

大阪屋製菓㈱ 岐阜市野一色５丁目８番１０号 あん入りどうなつ棒 菓子 なし

大阪屋製菓㈱ 岐阜市野一色５丁目８番１０号 いちごミルク飴 菓子 なし

大阪屋製菓㈱ 岐阜市野一色５丁目８番１０号 コーヒーミルク飴 菓子 なし

大阪屋製菓㈱ 岐阜市野一色５丁目８番１０号 ジャンボドーナッツ 菓子 なし

大阪屋製菓㈱ 岐阜市野一色５丁目８番１０号 生チョコドーナッツ 菓子 不明 有　（原料製造所にて
２００℃４０気圧２０
分による不活化処理を
実施）

不明 乳化剤中
の牛脂

非実施 非実施 非実施

大阪屋製菓㈱ 岐阜市野一色５丁目８番１０号 バターボール飴 菓子 　なし

大阪屋製菓㈱ 岐阜市野一色５丁目８番１０号 ハニーリングドーナツ 菓子 なし

大澤祐治（屋号：プチオオサワ） 東京都杉並区浜田山２－２４－１ ゼリー 洋生菓子 なし

大島食品工業(株) 名古屋市守山区小幡南二丁目２－５ エーコープ
　ババロアの素

ババロアの素 なし

大島食品工業(株) 名古屋市守山区小幡南二丁目２－５ エーコープ　プリンの素 プリンの素 なし

大塚　誠（欧風菓子　ル・ポミ
エ）

長野県佐久市大字岩村田１３５６－３ ケーキ 洋生菓子 なし

大坪製菓株式会社 佐賀市木原３丁目１６－１５ ｶﾙｼｳﾑ入り丸ぼうろ 菓子類 無

大津山　義男 横浜市旭区笹野台１－７－１２ ババロア，ゼリー 洋生菓子 なし

大友国弘 いわき市中岡町4丁目5－7 洋生菓子 生菓子 なし 　

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ プランタン 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ フルーツハーモニー 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ カフェ 洋菓子 無
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菓子類

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

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ モカ・レアケーキ 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ メロンゼリー 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ キャラメル・ムース 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ マロン・ムース 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ フルーツトルテ 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ マロニエ 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ フルーツ・バスケット 洋菓子 無

大友製菓 潮来市牛堀１４０－１ ショコラ・ムース 洋菓子 無

大野　喜弥 南小岩７－２３－１７ 洋菓子類 洋菓子 なし

大野　喜弥 南小岩７－２３－１７ ムース・ゼリー類 菓子 なし

大野正徳 佐賀市八戸溝二丁目4-32 生洋菓子 菓子類 無

大橋　英一 元町8‐3 ムースババロア 洋菓子 なし

大村屋 木曽福島町２３２７－３ ケーキ 生菓子 なし

オーランドフーズ株式会社 千葉市花見川区犢橋町369-1 ショコラケーキ 菓子 なし なし

オーランドフーズ株式会社 千葉市花見川区犢橋町369-1 ミートパイ 菓子 なし なし

オーランドフーズ株式会社 千葉市花見川区犢橋町369-1 焼成ベルギーワッフル 菓子 なし なし

オーランドフーズ株式会社 千葉市花見川区犢橋町369-1 焼成クロワッサン 菓子 なし なし

オーランドフーズ㈱ 稲敷郡阿見町阿見４０４１ デニッシュＢ４５ 製菓材料 無

オーランドフーズ㈱ 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ミルファーマ 製菓材料 無

御菓子司万吾棲 蒲生郡安土町常楽寺４２０ 球肥餅 菓子 なし

緒方新一（サンドリーム） 東京都練馬区練馬２－２－２２ ムース系 菓子 無

岡田製菓(有) 名古屋市中村区道下町５－１４ ポテト 菓子 なし

岡田実 利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊町 ムース類 ムース 無

岡野  光助 台東区西浅草３－１１－６ ザラ玉、みかん、イチゴ飴 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ Ｔチーズムシパン 菓子 なし
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菓子類

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
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え

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ チーズ蒸し１６個入り 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ チョコレートケーキ４号　他２品 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ ふわふわコーヒー 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ 長崎カステラ　他２品 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ マドレーヌ５個入 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ 甘食４個入 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ ブッセ５個入 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ 大山ブッセいちご・ミルク・ブ
ルーベリー

菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ スフレチーズケーキ８個入　他５
品

菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ ＦＣシート大 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ シュー皮大１０個入 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ フルーツベリーケーキ　他２品 菓子 なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ 柏餅（つぶあん・こしあん・ヨモ
ギ）３個入・５個入　計６種類

菓子 なし

オカノ製菓（岡野俊章） 大阪市生野区林寺５-６-７ クッキー 菓子 なし

岡部　和男 江戸川区松江２－１８－１６ ムース・トルテ類 洋菓子 なし

岡村屋 福岡市西区姪の浜３－１１－４ ババロア 菓子類 無

岡本　忠弘 大阪府堺市上野芝町２－１１－１４ ケーキ類 洋生菓子 無

岡本健作 泉南郡熊取町大久保中１－２００ 洋菓子 菓子 無

小川八三 名古屋市南区氷室町２２－２７ ゼラチンパウダーゴールド 菓子 なし

オキコ株式会社 西原町字幸地３７１ ﾛｰﾙｹｰｷ、ｶｽﾃﾗ等 菓子類 無

オキコ株式会社 西原町字幸地３７１ 大福餅、白餅等 菓子類（和菓
子）

無

荻原　正拓　御菓子処日野屋 長野県佐久市岩村田３３７６－２ ババロア 洋生菓子 なし

奥田敏高 海部郡牟岐町中村字清水２－２ ﾊﾞﾊﾞﾛｱ 菓子類 無

奥田敏高 海部郡牟岐町中村字清水２－２ ﾏｰｶﾞﾘﾝ使用製品 菓子類 無

奥野光生（ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ） 草津市渋川1-4-27 洋菓子 菓子 なし
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菓子類

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

小倉邦宏 松任市安吉町８３ ババロア、ゼリー 菓子 なし - - -

奥脇季雄 名古屋市西区花の木２－５－１１ キャンディー 菓子 なし

尾崎　宗弘 江戸川区下篠崎町７－７ 焼菓子 菓子 なし

小田切博 静岡県伊東市八幡野１２５１－１９ 洋菓子 菓子 無

小田島製菓 大曲市富士見町８－１２－６ 洋生菓子 菓子 無

オタル製菓㈱ 小樽市銭函３－５０２－４ 各種かりんとう 菓子 無

落合正則 名古屋市北区柳原四丁目４－４ ババロア、ムース 菓子 なし

乙女屋 日光市稲荷町１－３９３－３ ババロア 菓子類 なし

小野和憲（ロワール） 東京都練馬区豊玉中２－６－５ 洋生菓子 菓子 無

小野寺幸寿（扇屋菓子舗） 室根村折壁字大里９４-４ ムース類 菓子 無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 焼プリン 生菓子 無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

無

ｵﾊﾖｰ乳業㈱関東工場 鹿島郡大洋村上沢1011-2 氷菓 氷菓 無

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 梅ミンツ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 当り梅ミンツ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 サイダーミンツ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 コーラミンツ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ミンツトリオ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ももミンツ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 トロピカルミント 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ハムスター倶楽部ミンツ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 いちごde chu 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 チョコまっちゃ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 星野屋の丼ラムネ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 どんぶり三昧 菓子 なし
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菓子類

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

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 おくすりやさん 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 当りミニガム 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ステッキラムネ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 コドモ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 食ぺるんです 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 カラーラムネ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 くれよんラムネ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 チョコピ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ホワイトチョコピ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ミルクキャラメルラムネ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ぶどうde chu 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 キャラメルde chu 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ちびっこみかん 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ゆかいなラムネ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 みんなのラムネ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 小さなおかし屋さんミニガム 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 生成りあんずミンツ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ミンツソーダ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南2-10-1 ×／○ コーラミンツ 菓子 なし

オリオン㈱ 大阪市淀川区三津屋南２－１０－１ ミニガム 菓子 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 カルジュ１００ 添加物 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

恩地裕　ミッセルフランセ 寝屋川市萱島東1-19-3 洋菓子 洋菓子 無
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菓子類

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

恩地　三郎 枚方市川原町9-23 洋菓子 無

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ 小倉あんドーナツ 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ モカチーノサンド 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ メープルのパン 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ シナモンスティック
ドーナツ

菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ゴマとカマンベール 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ メロンパン 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ミルキーフランス 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ホイップチョコ他 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ メープルのパン 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ コッペジャム
＆マーガリン

菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ロングシュガー
マーガリン

菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ソフトピーナツサンド 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ コッペはちみつ
＆マーガリン

菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ミルキーメロン 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ダブルクリームサンド 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ミルキーレーズン 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ホイップショコラ 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ レーズンブレッド 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ カフェモカサンド 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ ホワイトミルクメロン 菓子パン なし

ガーデンベーカリー(株) 昭島市美堀町４－１３－３５ クリームパン 菓子パン なし

カウベル　濱中 正勝 豊中市中桜塚５丁目14-1 ｾﾞﾘｰ､ﾊﾞﾊﾞﾛｱ 菓子類 無

カクダイ製菓(株) 名古屋市西区名西１－９－３８ ビスケット 菓子 なし

河西和男 茅野市中大塩１６－２６ チーズケーキ 菓子 なし
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菓子類

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

河西和男 茅野市中大塩１６－２６ ムース、ババロア 菓子 なし

風間　義平 横浜市旭区さちが丘１６３ ババロア，ゼリー 洋生菓子 なし

菓子舗　長井堂（長井正一） 小坂町小坂鉱山字上田表３６－８ レアーチーズ 菓　　子 無

菓子舗　長井堂（長井正一） 小坂町小坂鉱山字上田表３６－８ フレーズ 菓　　子 無

菓子舗　長井堂（長井正一） 小坂町小坂鉱山字上田表３６－８ ロランジェ 菓　　子 無

菓子舗　長井堂（長井正一） 小坂町小坂鉱山字上田表３６－８ ココリーム 菓　　子 無

菓子舗　長井堂（長井正一） 小坂町小坂鉱山字上田表３６－８ ラズベリー 菓　　子 無

梶山茂（菓子処保月） 藤枝市前島1－１０－25 洋菓子（ムース） 菓子類 無

柏原　弘明 奈良県橿原市中曽司町132-9 ケーキ（６商品） 洋菓子 なし

春日井製菓(株) 名古屋市西区花の木１－６－１０ グミキャンディー 菓子 なし

春日井製菓(株) 名古屋市西区花の木１－６－１０ せんべい 菓子 なし

春日井製菓(株) 名古屋市西区花の木１－６－１０ 豆菓子 菓子 なし

春日井製菓㈱春日井工場 春日井市牛山町天神前656-2 グミキャンデー、キャンデー、グ
リーン豆

菓子類 なし

糟谷嘉宏（シャモニー洋菓子店） 東京都練馬区練馬１－２５－２ 洋菓子 菓子 無

株式会社清月堂本店 東京都港区芝浦２－３－３２ 栗太郎（焼菓子） 菓子 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社清月堂本店 東京都港区芝浦２－３－３２ ティーガレット（焼菓子） 菓子 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社清月堂本店 東京都港区芝浦２－３－３２ 銀座ばやし（焼菓子） 菓子 無 ― ― ― ― ― ―

華正楼商事㈱ 横浜市保土ヶ谷区峰沢町260-2 中華菓子 菓子 なし

加藤　啓造 土岐市駄知町１５２３－４ ケーキ 洋生菓子 なし

加藤　健一 横浜市旭区中希望が丘１０２ ババロア，ゼリー 洋生菓子 なし

加藤　誠一 富士宮市若の宮町８７７ ムース 菓子 なし － － － － －

加藤克人（丸井屋老舗） 四日市市大矢知町１１１７ 羊羹 和菓子 なし

加藤清喜 東京都 飾区立石四丁目１番１１号 コーヒーゼリー 菓子類 なし なし

加藤清喜 東京都 飾区立石四丁目１番１１号 レアーチーズケーキ 菓子類 なし なし

加藤恵子 東京都渋谷区恵比寿南１－１９－１８ レアチーズケーキ 生菓子 無
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菓子類

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

加藤仁一（pomme) 大東町摺沢字摺沢駅１３ ババロア他 菓子 無

カトル・セゾン(犬飼政弘） 豊橋市佐藤1丁目1の10 ババロア 菓子 なし

カトル・セゾン(犬飼政弘） 豊橋市佐藤1丁目1の10 ムース 菓子 なし

金子　清春　「ノア洋菓子店」 東京都多摩市桜ヶ丘2-2-9 ムース・ゼリー 生菓子 なし

金子裕 東京都練馬区関町北１－２３－２－１
０１

ムース 菓子 なし

かねこや 横浜市戸塚区戸塚町３８７１ カレーパン 菓子パン 　なし 　

兼田屋菓子店 志津川町五日町２ ゼラチン 菓子 なし 該当なし

兼田屋菓子店 志津川町五日町２ ゼラチン 菓子 なし 該当なし

カネフク製菓（株） 川島町伊草４２９－１ 黒ごません 菓子 なし

カネボウフーズ（株）新町工場 群馬県多野郡新町2330*本社でも報告
しています。

ｾﾞﾗﾁﾝ使用ｱｲｽｸﾘｰﾑ ｱｲｽｸﾘｰﾑ なし

叶　秀山庵　大坂上店 横浜市戸塚区戸塚町２０７８ だんご 和菓子 　なし 　

狩野光章（ローザス洋菓子店） 仙台市若林区南小泉四丁目１－３ 洋生菓子(ﾑｰｽ,ｾﾞﾘｰ類) 菓子 なし

カバヤ食品㈱ 那珂郡緒川村国長400 チョコレート菓子 菓子 無

カバヤ食品㈱大阪工場 大阪市此花区伝法３-１-１１ チョコレート商品群 菓子 なし

カバヤ食品㈱大阪工場 大阪市此花区伝法３-１-１１ チョコレート菓子商品群 菓子 なし

カバヤ食品㈱大阪工場 大阪市此花区伝法３-１-１１ 清涼菓子商品群 菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 ファイン１００ミルクカリント 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 樽仕込みかりんとう落花生 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 樽仕込みミルクみつかりんとう 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 造り久助 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 ミルクみつ（白かりん糖） 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 ピーナツかりん糖 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 Caかりん糖 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 サツマイモ入り白かりん糖 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 旭の盛りだくさんかりん糖 揚げ菓子 なし
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菓子類

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　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 （巾着）ミルクみつ 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 （巾着）ピーナツかりん糖 揚げ菓子 なし

株式会社　旭製菓 西東京市泉町六丁目１０番22号 わさびかりんとう 揚げ菓子 なし

株式会社　おおつか 江戸川区江戸川６－１９－３ 洋生菓子類 洋生菓子 なし

株式会社　川越屋　千葉工場 山武郡横芝町屋形３６６０ おのろけ豆(カレー味） 菓子 無

株式会社　川越屋　千葉工場 山武郡横芝町屋形３６６０ 柿ピーナッツ他 菓子 無

株式会社　クラウン製菓 江戸川区松江４－２－８ チョコレート類 チョコレート なし

株式会社　神戸屋フローズン事業
本部千葉工場

山武郡大網白里町南横川３０８６－２ 冷凍パン生地他 菓子 無

株式会社　神戸屋フローズン事業
本部千葉工場

山武郡大網白里町南横川３０８６－２ 冷凍パン生地他 菓子 無

株式会社 新栄食品 東京都豊島区高田３－３０－１ スキヤキ そうざい なし

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

（株）　第一経営 福岡市博多区板付１－５－１ 洋菓子 菓子類 無

（株）　第一経営 福岡市博多区板付１－５－１ ホワイトショコラ 菓子類 無

（株）　辰屋 額田郡幸田町深溝堂２１ いか唐揚げ、いかのぶつ揚げ、い
かのうす焼き、いかのかる等

菓子 なし

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

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ 紅茶ムース 菓子 なし

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

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

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

株式会社 東京ベル 東京都豊島区高田３－１８－１３ 紅茶ゼリー 菓子 なし

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

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

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

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

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

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

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

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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社　富士商事 江戸川区西小岩１－２６－７ 製菓材料ゼラチン 製菓材料 なし

株式会社アートコーヒー 東京都中央区八重洲２－１ 菓子パン類（５種） 菓子 無

株式会社アートコーヒー 東京都中央区八重洲２－１ プリン 洋生菓子 無

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ おからドーナッツ 菓子 なし

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ とうふプリン 菓子 なし

（株）浅草屋フーズ 長岡市高島町牛池1080 レアチーズケーキ ケーキ菓子 なし

株式会社アンダンテ 東京都練馬区大泉町２－８－５ ケーキ（ゼラチン使用） 菓子 なし

（株）井桁千製菓 名古屋市中村区十王町３－８ 菓子 菓子 なし

（株）いこい 名古屋市西区比良３－４６８ 柿ピー 菓子 なし

（株）いこい 名古屋市西区比良３－４６８ チョコレート 菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 150円130g動物ヨーチ 菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 200g天着動物ヨーチ 菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 200円200g動物ヨーチ 菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 2コ入北海道ブルーベリーチーズゼ
ノア、クレマトル

菓子 なし
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菓子類

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）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 ２個入り北海道クランベリーチー
ズゼノア、クレマトルS

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 300円300g動物ヨーチ 菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 300円チーズパウンド 菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 300円チョコレートパウンド　クレ
マトルS

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 300円ブルーベリーパウンド 菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 ４個入りアメリカンマフィンクレ
マトルS

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 ４個入り北海道クランベリーチー
ズゼノア、クレマトルS

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 ４個入り北海道ブルーベリーチー
ズ、ゼノア、クレマトルS

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 5号ホームスポンジケーキ(ﾌﾟﾚｰ
ﾝ)、ゼノア、クレマトルS

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 ８コ入マドレーヌフレッシュス
ター(マーガリン標準)

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 アーモンドパウンドケーキ、ゼノ
ア、クレマトルS

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 国産小麦チーズパウンド、マーガ
リンSC、クレマトルS、エルガー
ク

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 国産小麦チョコレートパウンド、
マーガリンSC、クレマトルS、エ
ルガーク

菓子 なし

（株）イシザキフーズ 越谷市船渡1505-1 国産小麦ブルーベリーパウンド、
マーガリンSC、クレマトルS、エ
ルガーク

菓子 なし

株式会社石塚恒産 東京都中央区八重洲１－５－２０ 和菓子類（約３０種） 和生菓子 無

（株）石村萬盛堂 福岡市博多区中洲３－７－１８ ショコラ 菓子類 無

（株）石村萬盛堂 福岡市博多区中洲３－７－１８ ラムボール 菓子類 無
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菓子類

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）岩塚製菓 三島郡越路町大字飯塚1264番地 せんべい類 米菓 なし

カフェ・コンディトライ・ダンプ
リン

藤沢市善行７－６－５ ムース 洋生菓子 なし

（株）越後抄 三島郡越路町大字沢下条字諏訪平丙
916-19

せんべい類 米菓 なし

株式会社ｵｱｼｽﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ 東京都中央区日本橋室町３－３－９ シブースト 洋生菓子 無

株式会社近江屋洋菓子店 東京都中央区銀座７－６－７ ババロア、ムース 洋生菓子 無

株式会社おおつか 江戸川区江戸川６－１９－３ 菓子パン類 菓子パン なし

株式会社カフェーパウリスタ 東京都中央区日本橋本石町４－５－１
１

ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙﾚｱｰﾁｰｽﾞｹｰｷ 洋生菓子 無

（株）亀屋芳広 名古屋市熱田区伝馬１－４－７ ケーキ 菓子 なし

株式会社川梅 東京都中央区築地３－３－５ コーヒーカランナ 菓子 無

（株）木村屋 十日町市字古町丑７５９ ゼリー 菓子 なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ａハムチーズドーナツ 油菓子 なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 IYソフトフランス、IYクルミツイ
ン

菓子パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 牛肉たっぷりカレーパン 油菓子 なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 こだわりマロンパン、えびすかぼ
ちゃのデニッシュ、ショコラホ
イップ、林檎とハチミツのデニッ
シュ、あんぱん４入、くるみあん
ぱん４入、マロンあんぱん、白あ
んぱん、こだわりメロンパン、ａ
レアチーズ風、ブルーベリーデ
ニッシュ、ａマロンクリームパ
イ、Ｌごまおさつブレ

菓子パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ソフトパンケーキ、ホットケーキ
サンドマーガリン

菓子 なし

（株）九州ﾀｶﾗﾌﾞﾈ（ﾀｶﾗﾌﾞﾈ室見
店）

早良区南庄１－２－１ 洋生菓子(ｾﾞﾗﾁﾝ) 菓子類 無 　

株式会社銀座近江屋洋菓子店 東京都中央区日本橋茅場町２－３－８ ババロア、ムース 洋生菓子 無

株式会社銀座クルーズ 東京都中央区銀座５－２－１ オレンジヨーグルト 洋生菓子 無

株式会社銀座千疋屋 東京都中央区銀座５－５－１ フルーツババロア 洋生菓子 無

株式会社銀座千疋屋 東京都中央区銀座５－５－１ ゼリー 洋生菓子 無
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菓子類

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）近鉄ホテルシステムズ 福岡市博多区博多駅東２－１－１ ケーキ類 菓子類 無

株式会社クドウ 東京都中央区銀座１－７－１７ マロングラッセ 洋生菓子 無

株式会社クレムドール 東京都練馬区石神井町３－３－３２ ムース類 菓子 なし

（株）小宮山製菓 長野県南安曇郡穂高町穂高６０３２ ハーモニア 菓子 なし

（株）小宮山製菓 長野県南安曇郡穂高町穂高６０３３ エークランチ 菓子 なし

株式会社コムサ 東京都中央区八重洲２－１ 洋生菓子類（２０種） 洋生菓子 無

（株）菜香食品 横浜市中区山下町160 プリン　ババロア 菓子 なし

（株）サイトウ製菓 名古屋市中村区藤江町１－５７ 餅飴 菓子 なし

（株）佐合 名古屋市千種区谷口町３－１ 焼菓子 菓子 なし

（株）サフラン 茅ヶ崎市東海岸北３－１４－２３ ムース 洋生菓子 なし

（株）ジェーシー・フーズネット 茨木市横江１－６－２４ ピザ 菓子類 無

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

アイスクリーム アイスクリーム 無

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

アップルパイ 菓子（洋生菓
子）

無

株式会社　新野屋 柏崎市駅前１丁目５番１４号 田舎あられ 米菓 なし

株式会社　新野屋 柏崎市駅前１丁目５番１４号 木の芽 米菓 なし

株式会社　新野屋 柏崎市駅前１丁目５番１４号 しその香 米菓 なし

株式会社　新野屋 柏崎市駅前１丁目５番１４号 ゆかり棒 米菓 なし

株式会社　新野屋 柏崎市駅前１丁目５番１４号 若鮎 米菓 なし

株式会社　石塚製菓 柏崎市大字茨目３２番地 チョコナッティ クッキー なし

株式会社 植竹製菓 台東区浅草５－６７－９ チョコラスク 菓子 なし

株式会社 植竹製菓 台東区浅草５－６７－９ ラスク 菓子 なし

株式会社 植竹製菓 台東区浅草５－６７－９ ココナッツラスク 菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ 抹茶とうふプリン 生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ ｱｼﾞｱﾝ杏仁豆腐ｶｯﾌﾟ 生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ ミルクとうふプリン 生菓子 なし
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え

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ 旬のフルーツヨーグルトデザート 生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ　ﾌﾟﾚｰﾝ 洋生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ　ｵﾚﾝｼﾞ味 洋生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ　ﾘﾝｺﾞ味 洋生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ　ｲﾁｺﾞ味 洋生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ 神戸ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ　　　　　ﾌﾞﾙｰﾍﾞ
ﾘｰ味

洋生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ ﾖｰｸﾞﾙﾄ＆ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ　　ﾌﾟﾚｰﾝ 洋生菓子 なし

株式会社　梅屋 和歌山県西牟婁郡日置川町大古３０ ﾖｰｸﾞﾙﾄ＆ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ　　ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ 洋生菓子 なし

株式会社　江戸屋本店 富士宮市宮町３－２ ケーキ 菓子 なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ うめ味柿の種入りピーナッツ 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ 柿の種入りピーナッツ 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ 柿の種入りピーナッツ 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ カレー豆 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ 激辛唐辛子あられピーナッツ 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ 揃いぶみ 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ たまり醤油柿ピー 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ どんぐり豆 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ 豆ごのみ 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　かつまた 富士市大渕３４７８－１ 豆のがんこづくり 菓子（豆菓子) なし － － － － －

株式会社　菊一堂 八尾市光町１－７２ ムース類 洋菓子 無

株式会社　北城屋 愛知県安城市御幸本町８番１号 おひとつ 菓子 なし

株式会社　崎陽軒　シウマイセン
ター

横浜市都筑区川向町６７５－１ 特製肉まん，中華まんじゅう詰め
合わせ，肉まん

菓子類 なし

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ スコーン和風ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ味 スナック菓子 無

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ スティックカラムーチョ　ホット
チリ味

スナック菓子 無

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ ドンタコス　たっぷりチーズ味 スナック菓子 無
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株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ ドンタコス　メキシカンチリ味 スナック菓子 無

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ ポップナウ　うすしおバター味 スナック菓子 無

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ ポップナウ　和風バーベキュー味 スナック菓子 無

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ ポテトチップスガーリック味 スナック菓子 無

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ ポテトチップスカラムーチョホッ
トチリ味

スナック菓子 無

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ ポテトチップスすっぱムーチョ スナック菓子 無

株式会社　湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７ ポリンキービーフコンソメ味 スナック菓子 無

株式会社　御座候 姫路市阿保字西野々６１１－１ 回転焼 菓子 なし

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ コーヒーゼリー 菓子（洋生菓
子）

無

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ スィート・ポテト・アップル 菓子（洋生菓
子）

無

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ チョコレートムース 菓子（洋生菓
子）

無

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ 蜂蜜ムース 菓子（洋生菓
子）

無

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ ムース・ド・マロン 菓子（洋生菓
子）

無

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ レアチーズケーキ 菓子（洋生菓
子）

無

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ レモンパイ 菓子（洋生菓
子）

無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 コーヒーロマン 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 ブルーベリームース 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 チョコムース 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 レアーチーズ 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 コーヒームース 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 抹茶ムース 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 コーヒーゼリー 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 抹茶ゼリー 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 フルーツカップ 菓　　子 無

株式会社　島内製菓 大館市池内字中台１５１番地 スィートマロン 菓　　子 無
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株式会社　しみず 姫路市飾東町豊国５４－１ コーヒーゼリー 菓子 なし

株式会社　杉食 横浜市都筑区北山田４－７－３ ダイエットこんにゃくチップス
ビーフジャーキー味

菓子類 なし

株式会社　扇雀飴本舗 大阪市中央区瓦屋町２－５－２ Ｃｏｏｐ’ｓ沖縄黒糖くろ飴 菓子 なし

株式会社　高砂ベルシュ 尾張旭市南本地ヶ原町３－７９ ケーキ 菓子 なし

株式会社　田子の月 富士市今泉３８０－１ 家康餅 菓子 なし － － － － －

株式会社　田子の月 富士市今泉３８０－１ 柏餅 菓子 なし － － － － －

株式会社　田子の月 富士市今泉３８０－１ さくら餅 菓子 なし － － － － －

株式会社　田子の月 富士市今泉３８０－１ 田子の月最中(餅入り） 菓子 なし － － － － －

株式会社　田子の月 富士市今泉３８０－１ 月見団子 菓子 なし － － － － －

株式会社　田子の月 富士市今泉３８０－１ まどれーぬ 菓子 なし － － － － －

株式会社　田子の月 富士市今泉３８０－１ もちまん 菓子 なし － － － － －

株式会社　虎屋 御殿場市印野１５８１ 栗ごよみ 菓子 なし

株式会社　虎屋 御殿場市印野１５８１ こがねぎく「黒糖餡」 菓子 なし

株式会社　虎屋 御殿場市印野１５８１ こがねぎく「白餡」 菓子 なし

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

なし

株式会社 ナナフク食品 豊島区長崎３－６－１８ 牛肉佃煮 そうざい なし

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

なし

株式会社　ハーティ 横浜市都筑区大丸９－１６ 洋生菓子（ムース，レアチーズ
等）

菓子類 なし

株式会社　梅月堂本店 富士市天間１７２－１ 洋菓子 菓子 なし － － － － －

株式会社　母恵夢 今治市黄金町５丁目２－１０ 生菓子 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ポエムマーマン（菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 胡麻プチ（菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 四季のうずしお（あおのり）（菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 四季のうずしお（クルミ）（菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 与喜芋（菓子） 菓子類 無
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株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ レザンサブレ（菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ポルボローネ（菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ダックワーズ（菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ アマンド・フロランタン（菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 瀬戸内讃菓うずしおパイ（焼菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ オートミールクッキー（アーモン
ド）（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ オートミールクッキー（レーズ
ン）（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ オートミールクッキー（チョコ）
（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ フリアン（バター）（焼菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ フリアン（チョコ）（焼菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ マドレーヌ（焼菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ フルフル（焼菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ガトウバリエクッキー（抹茶）
（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ガトウバリエクッキー（チーズ）
（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ガトウバリエクッキー（ココア）
（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ガトウバリエクッキー（カカオ）
（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ガトウバリエクッキー（紫芋）
（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ パウンドケーキ（フルーツ）（焼
菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ パウンドケーキ（パイン）（焼菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ パウンドケーキ（ショコラ）（焼
菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ カップケーキ（ブルーベリー）
（焼菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ カップケーキ（ナッツ）（焼菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ カップケーキ（リンゴ）（焼菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ チーズスフレ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ モンテローザ（洋菓子） 菓子類 無
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株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ カフェノア（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 半熟チーズ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 半熟ショコラ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ モンブラン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ レアチーズケーキ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ マロンシュー（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 紫芋モンブラン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 抹茶のクレープ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ りんご＆チーズのトルテ（洋菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ パイのバスケット（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ パンプキンプリン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ キャラメル＆チョコムース（洋菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ミニロール（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 苺ショート（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ イタリアンショート（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ パイ＆カスタード（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ シェフの苺ケーキ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ プリンアラモード（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ごちそうプリン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ カイザートルテ〈洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ナポレオン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 旬のフルーツケーキ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ほわほわケーキ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ デコレーションケーキ（生クリー
ムタイプ）（洋菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ デコレーションケーキ（ガナッ
シュタイプ）（洋菓子）

菓子類 無
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え

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ コーヒーシフォン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ プレーンシフォン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ マロンロール（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ フルーティ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ フルーティショコラ（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ キャラメールロール（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ カプチノン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ シュークリーム（フレッシュ）
（洋菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ シュークリーム（ガナッシュ）
（洋菓子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ シュークリーム（胡麻）（洋菓
子）

菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ビスケットシュー（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ もくもく（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ バームクーヘン（洋菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ 母恵夢（菓子） 菓子類 無

株式会社　母恵夢 松山市天山１丁目１０－３０ ベビー母恵夢（菓子） 菓子類 無

株式会社　星安 名張市平尾２９７７－２ ゼリー 洋菓子 なし

株式会社　星安 名張市平尾２９７７－２ ババロア 洋菓子 なし

株式会社　星安 名張市平尾２９７７－２ ムース 洋菓子 なし

株式会社　美濃屋あられ 横浜市都筑区東方町６６５－３ 米菓（あられ） 菓子類 なし

株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 わくわくおかしランド　そのまん
ま青梅

菓子類 無

株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 わくわくおかしランド　カット酢
漬いか

菓子類 無

株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 味彩小路　りんごジャムサンド
クッキー

菓子類 無

株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 無印良品　あんずミンツ 菓子類 無

株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 JM　カラープチチョコ 菓子類 無

株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 JM　カラーマーブルガム 菓子類 無
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株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 味彩小路　いかすぞ 菓子類 無

株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 わくわくおかしランド　カットあ
たりめ

菓子類 無

株式会社　宮田 松戸市和名ヶ谷950-1 わくわくおかしランド　タラタラ
からいよ

菓子類 無

株式会社　元町ケーキ 中央区元町通５－５－４ 洋菓子 洋菓子 なし 　

株式会社　ヤマモト 八尾市南木の本５－８ ウエハース（2種類） 菓子 無

株式会社　ロンド 横浜市都筑区川和町７６０ チョコレート 菓子類 なし

株式会社　ロンド 横浜市都筑区川和町７６０ スナック 菓子類 なし

株式会社　ロンド 横浜市都筑区川和町７６０ 糖衣掛けチョコレート 菓子類 なし

株式会社　ロンド 横浜市都筑区川和町７６０ パーフェクトバー 菓子類 なし

株式会社一如庵 東京都練馬区大泉町４－２０－６ ケーキ 菓子 なし

株式会社青学サービス 東京都渋谷区渋谷４－４－２５ ムース 生菓子 無

株式会社味泉 盛岡市永井24-90-12 カルシウムせんべい せんべい 無

株式会社東あられ本舗 八千代市上高野１３５５－３ 米菓（醤油付） 菓子類 無

株式会社東あられ本舗 八千代市上高野１３５５－３ アラレカフェ(米菓） 菓子類 無

株式会社東あられ本舗 八千代市上高野１３５５－３ 新風味あられ（米菓） 菓子類 無

株式会社甘信堂製菓 藤枝市岡出山２－８－４ キャンデー 菓子類 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ カップ入りレアチーズケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ ヨーグルトゼリー 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ マロンケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ レアチーズケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ クリームナッツケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ 抹茶ケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ チェリーのレアチーズケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ ナッツのタルトケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ バナナケーキ 菓子 無 無
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株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ 紅茶ケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ かぼちゃケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ ガリレケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ チョコケーキ 菓子 無 無

株式会社アライ 中野区江古田２－１-１９ ビスコッティ 菓子 無 無

株式会社アンデルセン 東京都練馬区旭丘２－４４－２ 洋生菓子 菓子 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 クラッシックショコラ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 ストロベリーショートケーキ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 モンブラン 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 ジャマイカラムモンブラン 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 フルーツアラカルト 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 フルーツトルテ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 いちごトルテ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プチフール（パイン） 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プチフール（チェリー） 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プチフール（ポワール） 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プチフール（キウイ） 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プチフール（アンズ） 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プチフール（ダークチェリー） 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プチフールプチモンブラン 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プチフールプチシュークリーム 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 フリュウイ・シャンティ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 プリンセスミー 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 いちごショコラ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 シャルロット 菓子類 無
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株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 桃太郎のケーキ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 かぐや姫のケーキ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 森のおともだち 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 おやゆび姫 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 デリースショコラ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 レアチーズケーキ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 いちごのタルト 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 ショコラバナーヌ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 モンブラン（２５００円） 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 クレーム・ド・マロン 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂 福岡市中央区平尾五丁目３番４６号 ショコラ・オ・ナッツ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ モカ　マロン 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ パフパフ　マロン 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ ベイクドチーズ　タルト 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ ブルーベリーのレアチーズタルト 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ 紫イモのタルト 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ マロンルロー 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ 五ヶ瀬　カスタードケーキ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ マロンシューロール 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ 苺の生クリームタルト 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ グレープフルーツのタルト 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ ガトー・パタタ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ タルト　シュクル 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ チョコナッツ　クッキー 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ ナッツ　クッキー 菓子類 無

81 / 442 ページ



菓子類

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

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ モカロール 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ パートシュクレ 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ クレーム　パティシィエール 菓子類 無

株式会社石村萬盛堂　マリナタウ
ン工場

福岡市西区愛宕４－１－２ クレーム　ダマンド 菓子類 無

株式会社伊豆味噌醸造所 三島市八反畑１３４－６ ソフト杏仁豆腐＆シロップ 菓子 なし

株式会社伊豆味噌醸造所 三島市八反畑１３４－６ マンゴープリン 菓子 なし

株式会社伊豆味噌醸造所 三島市八反畑１３４－６ ミルク杏仁豆腐＆シロップ 菓子 なし

株式会社イタリアントマト(本
町）

郡山市本町１ー３ー７ キャラメルカフェ 洋生菓子 無

株式会社イタリアントマト(本
町）

郡山市本町１ー３ー７ 巨峰ムース 洋生菓子 無

株式会社イタリアントマト(本
町）

郡山市本町１ー３ー７ 黒ごまプリン 洋生菓子 無

株式会社イタリアントマト(本
町）

郡山市本町１ー３ー７ ティラミス 洋生菓子 無

株式会社イタリアントマト(本
町）

郡山市本町１ー３ー７ やわらかプリン 洋生菓子 無

株式会社イタリアントマト(本
町）

郡山市本町１ー３ー７ レアチーズケーキ 洋生菓子 無

株式会社岩手金吾堂 前沢町本杉61-2 米菓 菓子 無

株式会社岩手屋 盛岡市八幡町36-2 ブルーベリーのチーズケーキ 菓子 無

株式会社岩手屋 盛岡市八幡町36-2 赤い果実のケーキ 菓子 無

株式会社岩手屋 盛岡市八幡町36-2 かぼちゃのプリン 菓子 無

株式会社上原ねぼけ堂 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々
3434-1

グーフリーム 菓子 なし

株式会社上原ねぼけ堂 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々
3434-1

グーフリームチョコレート 菓子 なし

株式会社上原ねぼけ堂 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々
3434-1

バフェル 菓子 なし

株式会社上原ねぼけ堂 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々
3434-1

バフェルチョコレート 菓子 なし

株式会社内山藤三郎商店 中蒲原郡小須戸町６８ おのろけ豆 菓子 なし

株式会社内山藤三郎商店 中蒲原郡小須戸町６９ 末広ごまあられ 菓子 なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－１８ 温雅食パン 菓子類（パン） 不明 有(200℃､40気圧､20分
の加水分解処理)

不明 脂肪酸エ
ステル
（乳化
剤）
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菓子類

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

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２９ デニッシュブレッド 菓子類（パン） 不明 有(200℃､40気圧､20分
の加水分解処理)

不明 脂肪酸エ
ステル
（乳化
剤）

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２９ デニッシュブレッド 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－１６ カフェチョコ３入 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－１７ ミニベーコンロール 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－１８ カレーパン 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－１９ ピザロール 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２０ ベーコンロール 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２１ ウィンナーロール 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２２ ナポリタン 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２３ コロッケロール 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２４ ツナロール 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２５ コーンロール 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２６ ハイガマカロニグラタン 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２７ ハイガハッシュドビーフ 菓子類（パン） なし

株式会社栄喜堂 東京都世田谷区等々力３－６－２８ カラアゲゴボウ 菓子類（パン） なし

株式会社エヌビーエス 沼津市今沢字水上４２０－１ カリカリカレーパン 菓子 なし

株式会社エヌビーエス 沼津市今沢字水上４２０－１ 食パン 菓子 なし

株式会社エヌビーエス 沼津市今沢字水上４２０－１ ピリ辛フランクロール 菓子 なし

株式会社大仁ジェーシー・フーズ 田方郡大仁町三福２２７ ピザ 菓子 なし

株式会社おやつカンパニー 一志郡一志町田尻４２０ ﾍﾞﾋﾞｰｽﾀｰ（５品） スナック菓子 なし

株式会社カカオロマンス 福岡市中央区浄水通１２番地 ムース類 菓子類 無

株式会社カカオロマンス 福岡市中央区浄水通１２番地 焼菓子 菓子類 無

株式会社カカオロマンス 福岡市中央区浄水通１番地 ムース 菓子類 無

株式会社カカオロマンス 福岡市中央区浄水通１番地 焼菓子 菓子類 無
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菓子類

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

株式会社カカオロマンス 福岡市中央区浄水通８番９号 ムース 菓子類 無

株式会社カカオロマンス 福岡市中央区浄水通８番９号 焼菓子 菓子類 無

(株)かしわぎ 稚内市中央3-14-14 ムース類 ムース 無

株式会社柏屋 郡山市富久山町久保田字宮田１２７ー
５

小椋ソフト 菓子 無

株式会社柏屋 郡山市富久山町久保田字宮田１２７ー
５

ケーキ類（20種） 洋生菓子 無

株式会社柏屋 郡山市富久山町久保田字宮田１２７ー
５

デコレーションケーキ（6種） 洋生菓子 無

株式会社かなん堂 知多市岡田字上田中５５－3 せんべい 菓子 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＦ－Ｃ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＣ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＨＳＤＸ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＣＣＯ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＣＺ－Ｌ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＦＣ３００ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＡＬＺＲＣＦ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＯＭＡＣＹＡ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＯＭＥ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＯＭＲ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＯＷ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＳ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＳＲ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＴ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＴＣ－ＧＡＣ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＴＣ－ＧＡＣＡ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＴＣ－ＳＴ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＴ－Ｓ チョコレート利
用食品

なし
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え

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＴＴ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＧＡ５００Ｔ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＧＳＣＧ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＣ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＣＭ３Ｘ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＵＳＣＣ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＵＳＷＣ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＣＡＬ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＶＶＣ チョコレート利
用食品

なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 栗のプリン 菓子 なし

株式会社カネハツデイリー 磐田郡浅羽町中新田470番地 たっぷりクリームプリン 菓子 なし

株式会社きとうむら 那賀郡木頭村出原ヨコマチ２３－２ おからケーキ 菓子類 無

株式会社九州タカラブネ 福岡市西区拾六町１－７－１ 洋生菓子 生菓子類 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ とろけるブラマンジェ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ サバラン 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ チョコエクレア 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ モカエクレア 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ コーヒーゼリー 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ティラミス 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ 焼きたてシュークリーム 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ フランスシュー 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ シナモンシフォン 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ チョコシフォン 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ 黒みつデザート 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ パンプディング 洋菓子 無
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え

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ パンナコッタ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ デラックスショート 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ レアチーズ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ガトー・オ・ショコラ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ 紅茶のケーキ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ スペシャルアップルパイ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ショコラロール 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ 抹茶ロール 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ チョコレートケーキ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ シナモンロール 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧベイクドチーズ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧティラミス 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧパンナコッタ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧチョコタルト 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧチーズタルト 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧシュープラリネ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧプチショート 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧ苺のタルト 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧ紅茶のケーキ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧレアチーズ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧ紫いも 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧカラメルポム 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧマロンタルト 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧカシスタルト 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧフルーツタルト 洋菓子 無
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株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧスワンシュー 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧバナーヌ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧオペラ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧサンマルク 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧ苺ショート 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧプチモンブラン 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧレアショコラ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧ抹茶 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧおぐらと黒みつ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧりんごのタルト 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧフルーツロール 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧチェリータルト 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧフレーズ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ ＰＧチョコレートケーキ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ チョコレートケーキ 洋菓子 無

株式会社銀座コージーコーナー東
京工場

東京都江東区塩浜２－４－３２ 苺ロール 洋菓子 無

株式会社九十九島エスケイファー
ム

福岡市中央区那の津三丁目１２番１０
号

ケーキ 菓子類 無

株式会社クリヨン 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２ はちみつのムース 生菓子 無

株式会社クリヨン 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２ 紅茶のティラミス 生菓子 無

株式会社クリヨン 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２ パインヨーグルトゼリー 生菓子 無

株式会社クリヨン 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４－２ マロニエ 生菓子 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 みつまめどらやき 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 おかき（甘辛） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 450バタークッキー 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 大地健康素材クッキー 菓子類 無
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株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チョコナッツクッキー 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モザイククッキー 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ハイデサンドクッキー 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ウォールナッツクッキー 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ゲベッククッキー 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 まだれいな 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ふるーと 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 なんばん往来（ラズベリー） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 なんばん往来（ブルーベリー） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 なんばん往来（ゆず） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 パイ万十（むらさき） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 パイ万十（あかね） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 バームクーヘン 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ブッセ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 マドレーヌ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 れ・りーふ（ゴマ） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 れ・りーふ（アーモンド） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 れ・りーふ（チーズ） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 森ん子（チョコ） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 焼き芋万十 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 大地の子 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 パン 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 菓子類パン 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 スフレ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 シュークリーム 菓子類 無
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株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 キャラメルポワール 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 パンプキンパイ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 キャラメルバナナトルテ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チョコトルテ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 プリンアラモード 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 メロンショート 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 イチゴショート 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 フルーツボックス 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 モンブラン 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ガナッシュ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ホットケーキ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ミルフィーユ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 Cロール 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 カルアミルク 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 抹茶と小倉のムース 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 フロマージュ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 苺のミルクレープ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 抹茶シフォン 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 バナナクレープ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 マロンムース 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 フルーツロール 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チーズスフレ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チーズレモネード 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チーズフロマージュ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チーズフロマージュ 菓子類 無
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株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 抹茶と小倉のムース 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 風の音プリン 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 パンプリン 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チョコクリームケーキ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 プチケーキ（パイクリーム） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 プチケーキ（ショコラクリーム） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ふんわりケーキ（ミルククリー
ム）

菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ふんわりケーキ（チョコクリー
ム）

菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 カマンベールチーズ（チーズケー
キ）

菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ホットケーキ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ホワイトクリームケーキ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 クリスマスケーキ　チョコ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 スペシャルモンブラン（ケーキ） 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 カマンベールベイクドチーズ
（チーズケーキ）

菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ミニチョコレートケーキ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ジングルベル（ミニカップケー
キ）

菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 ミニホワイトケーキ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 カスタードプリン 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チョコレートムース 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 チーズケーキ 菓子類 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 スカロップ 菓子類 無

株式会社ケーニヒスクローネ 中央区港島南町５－４－３ 洋菓子 洋菓子 なし

株式会社ケーニヒスクローネ 中央区御幸通４－１－６ 洋菓子 洋菓子 なし

株式会社神戸風月堂 中央区元町通３－４－１２ 洋菓子 洋菓子 なし

株式会社神戸風月堂 中央区元町通３－４－１２ 和菓子 和菓子 なし
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株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢフランクペストリー 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢコーヒーレーズン 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢ手ごねハンバーグ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢツナタマゴ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢシナモンクリーム 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢバナナシュニッテ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢフライドチキン 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢバジルバジル 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢラズベリーシュニッテ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢパンプキンリング 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢクロワッサン 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ コーヒーシナモン 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ 共トーストデニッシュ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢパンオトロピカル 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢヌス・クーヘン 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢおもちとココナッツのごま 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢマロンのデニッシュ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢ木の実のデニッシュ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢレモンレモン 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ 麦ショコラブレッド 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ 麦・プチクルミ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ 麦プチレーズン 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＬＷベーコン 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ レーズンバンズＥＸ・２個・３
個・ＩＹ－ＦＢ／ＤＡ

菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ コロコロコロネ２個・４個 菓子 無
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株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ピーナツコロネ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ チョココロネ２個・５個・ＦＢ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ミニメロン・ＣＰミニメロン・ミ
ニメロン６個・２個入メロン

菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢダブルタマゴ 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ ＦＢコーンマヨネーズ５個 菓子 無

株式会社神戸屋練馬工場 東京都練馬区貫井４－４７－５９ クルミレーズンブレッド 菓子 無

株式会社神戸屋フローズン事業本
部大阪工場

寝屋川市点野5-1-13 冷凍パン生地 菓子半製品 無

株式会社神戸屋フローズン事業本
部大阪工場

寝屋川市点野5-1-13 冷凍パン生地 菓子半製品 無

株式会社神戸屋フローズン事業本
部大阪工場

寝屋川市点野5-1-13 冷凍パン生地 菓子半製品 無

株式会社小鍛冶 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目３番
地２

レアチーズ 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社小鍛冶 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目３番
地２

ショコラキャフェ 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社小鍛冶 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目３番
地２

フルーツコンポート 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社小鍛冶 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目３番
地２

サンマルク 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社小鍛冶 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目３番
地２

マロニエ 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社小鍛冶 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目３番
地２

マンダリン 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社御座候　徳島そごう店 徳島市寺島本町西１丁目５徳島そごう
B1

回転焼き 菓子類 無

株式会社コムサ 東京都渋谷区宇田川町２１－１ コーヒーゼリー 生菓子 無

株式会社ゴンドラ 東京都千代田区九段南三丁目７番８号 ババロア 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社コンフェクショナリーコ
トブキ

尼崎市水堂町４―１―５ レアチーズケーキ他 洋菓子類 なし

株式会社コンフェクショナリーコ
トブキ

尼崎市水堂町４―１―５ 同上（プチケーキ） 洋菓子類 なし

株式会社コンフェクショナリーコ
トブキ

尼崎市水堂町４―１―５ チョコレートプリン他 洋菓子類 なし

株式会社佐々木製菓 一関市赤荻字鬼吉52番地 胡麻ねじり 菓子 無

株式会社佐々木製菓 一関市赤荻字鬼吉52番地 雪せんべい 菓子 無

株式会社佐々木製菓 一関市赤荻字鬼吉52番地 そのままかぼちゃ 菓子 無

株式会社ｻﾞｯｸｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ（ｾｶﾝﾄﾞﾊ
ｳｽ草津店）

草津市追分町１０９１－１ レアーチーズケーキ 菓子 なし
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株式会社佐藤松兵衛商店 山形県山形市十日町三丁目10-36 ラ・フランスのゼリー 菓子 なし

株式会社佐藤松兵衛商店 山形県山形市十日町三丁目10-36 さくらんぼのゼリー 菓子 なし

株式会社サン・フルーツ 東京都千代田区外神田二丁目１２番１
０号

ブルーベリーパンチ 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社サン・フルーツ 東京都千代田区外神田二丁目１２番１
０号

メロンパンチ 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社サン・フルーツ 東京都千代田区外神田二丁目１２番１
０号

ストロベリーパンチ 菓子類 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １２枚、２枚、４枚増量ホームサ
イズおかき餅

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３５㌘揚アソート 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３５㌘揚アソート 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３５㌘揚アソート 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １６０㌘おいしんぼミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １６０㌘おいしんぼミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １６０㌘おいしんぼミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １６０㌘おいしんぼミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２００㌘雪の宿ミニ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２０枚あわせひき餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２４枚、１４枚、ホム雪の宿サラ
ダ

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２４枚、２０枚熟成サラダ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２枚増量ホームサイズ完熟丸大豆
せん

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２枚増量ホームサイズ完熟丸大豆
せん

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘揚ミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘揚ミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘揚ミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ４枚増量雪の宿サラダ、Ａコープ
雪見宿

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ７２㌘、４５㌘磯めぐり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ７２㌘、４５㌘磯めぐり 米菓 なし
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株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ＣＯＯＰしょうゆせんべい 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ＣＯＯＰしょうゆせんべい 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ 絹揚げ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ 絹揚げ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ トップバリュソフトせんべい醤油
みりん味

米菓 なし

株式会社三万石 郡山市富久山町福原字神子田７－５ スペシャルショート 洋生菓子 無

株式会社三万石 郡山市富久山町福原字神子田７－５ レアチーズケーキ 洋生菓子 無

株式会社四国シキシマパン 砥部町岩谷口110 菓子 菓子類 無

(株)清水屋 稚内市中央3丁目10-19 ムース類 ムース 無

株式会社十一屋 山形県蔵王松ヶ丘２丁目2-24 だだちゃ豆ムース 洋生菓子 なし

株式会社十一屋 山形県蔵王松ヶ丘２丁目2-24 かぼちゃムース 洋生菓子 なし

株式会社十一屋 山形県蔵王松ヶ丘２丁目2-24 苺ムース 洋生菓子 なし

株式会社十一屋 山形県蔵王松ヶ丘２丁目2-24 栗ムース 洋生菓子 なし

株式会社十一屋 山形県蔵王松ヶ丘２丁目2-24 クリームチーズムース 洋生菓子 なし

株式会社昌栄 徳島市南沖洲５－６－２０ ゼリー８品目 菓子類 無

株式会社昌栄 徳島市南沖洲５－６－２０ ムース５品目 菓子類 無

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68-21 ﾖｰｸﾞﾙﾄﾌﾙｰﾂｻﾗﾀﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ なし

株式会社竹屋 四日市市桜町９６３－１ とうふプリン黒ごま 洋菓子 なし

株式会社竹屋 四日市市桜町９６３－１ とうふプリンプレーン 洋菓子 なし

株式会社中央軒煎餅 東京都練馬区羽沢３－２８－５ ミックスあられ 菓子 無

株式会社中央軒煎餅 東京都練馬区羽沢３－２８－５ うにせん 菓子 無

株式会社中央軒煎餅 東京都練馬区羽沢３－２８－５ うにせん 菓子 無

株式会社中央軒煎餅 東京都練馬区羽沢３－２８－５ サンクラックカレー 菓子 無

株式会社中央軒煎餅 東京都練馬区羽沢３－２８－５ 桜餅 菓子 無

株式会社中央軒煎餅 東京都練馬区羽沢３－２８－５ 抹茶ザラメ 菓子 無
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株式会社中央軒煎餅 東京都練馬区羽沢３－２８－５ 生姜砂糖 菓子 無

株式会社ツル家 四日市市日永三丁目２番１３号 洋菓子 洋菓子 なし

株式会社でん六 山形県山形市清住町三丁目２－45 豆菓子 菓子 なし

株式会社でん六 山形県山形市清住町三丁目２－45 チョコレート 菓子 なし

株式会社でん六 山形県山形市清住３丁目２―４５ 柿の種チョコ 菓子 なし

株式会社でん六 山形県山形市清住３丁目２―４５ 苺柿の種チョコ 菓子 なし

株式会社唐人ベーカリー 福岡市西区徳永３２５－１ ケーキ類 菓子類 無

株式会社東北田村米菓 水沢市姉体町字大内田前51-1 銀座餅うに味 せんべい 無

株式会社東北田村米菓 水沢市姉体町字大内田前51-1 手焼きせんべい せんべい 無

株式会社東北田村米菓 水沢市姉体町字大内田前51-1 銀座餅明太子味 せんべい 無

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ ５ケ入りドーナツ 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ カレーパン 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ クリームパン 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ クリームホーン 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ チョコデニッシュ 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ ねじりドーナツ 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ パクットドーナツ 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ バターロール 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ ピーナツフランス 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ フランススティック 菓子 なし

株式会社東洋ベーカリー 沼津市小林台９－４ 本格チーズパイ 菓子 なし

株式会社トモス 山田市下山田15-1 パンプキンプリン 菓子類 無

株式会社トモス 山田市下山田15-1 スイートポテトプリン 菓子類 無

株式会社トモス 山田市下山田15-1 抹茶プリン 菓子類 無

株式会社中田屋 東京都練馬区大泉学園町７－１９－１
１

洋生菓子 菓子 なし
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菓子類

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

株式会社中田屋 東京都練馬区大泉学園町７－１９－１
１

アイスクリーム アイスクリーム なし

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ 梅製品（ねり梅） 菓子 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ 梅製品（乾燥梅） 菓子 無

株式会社なみき 東京都世田谷区南烏山４－６－４ ゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

株式会社新潟不二フード 村上市田端町６－３７ コーヒーゼリー 菓子 なし

株式会社西鉄プラザ 福岡市中央区大濠公園４５番４６号 ドーナツ 菓子類 無

株式会社西鉄プラザ 福岡市中央区天神二丁目１１番２号 ドーナツ 菓子類 無

株式会社西鉄プラザ 福岡市中央区渡辺通二丁目６番１号 ドーナツ 菓子類 無

株式会社西鉄プラザ 福岡市中央区平尾二丁目２３５番６号 ドーナツ 菓子類 無

株式会社ネージェ 奈良市鳥見町　1-9-8 生ケーキ 生菓子 なし

株式会社野州たかむら 栃木県芳賀郡茂木町茂木１８１－１ キャンディ 飴（菓子） なし

株式会社博多東急ホテル 福岡市中央区天神一丁目１６番１号 ケーキ 菓子類 無

株式会社パスコ東京 東京都目黒区目黒本町２－１－１２ ケーキ類 洋生菓子 なし

株式会社花月堂 盛岡市天神町８－２７ ムースケーキ 生菓子 無

株式会社ビスタフーズ 美原町黒山７７６ カレーパン 菓子 無

株式会社ビスタフーズ 美原町黒山７７６ ケーキ 菓子 無

株式会社ブールミッシュ 郡山市中町１３ー１ パンプキンムース 菓子 無

株式会社福岡ドーム 福岡市中央区地行浜二丁目２番３号 菓子 菓子類 無

株式会社福岡ドーム 福岡市中央区地行浜二丁目２番３号 菓子 菓子類 無

株式会社福岡ドーム 福岡市中央区地行浜二丁目２番３号 菓子 菓子類 無

株式会社冨士屋製菓本舗 富田林市須賀５７６－２ チェダーチーズパンプキン 菓子 無

株式会社冨士屋製菓本舗 富田林市須賀５７６－２ カレービンズ 菓子 無

株式会社冨士屋製菓本舗 富田林市須賀５７６－２ チーズピー 菓子 無

株式会社不二家ロードサイドレス
トラン

東京都世田谷区鎌田４－１－１１ ショートケーキ 菓子類（洋生菓
子）

なし

株式会社フランセコンフェクショ
ナリー

横浜市神奈川区反町３－２３－１９ ムース，ゼリー等 生菓子 なし
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菓子類

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

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 B-15 ﾋﾟｯｶﾗ スナック菓子 なし

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 B-15 ﾎﾟﾃﾙｶｲﾝﾄﾞｶﾚｰ スナック菓子 なし

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 B-8 ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄｲﾝﾄﾞｶﾚｰ スナック菓子 なし

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 B-8ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄｵﾆｵﾝｺﾝｿﾒ味 スナック菓子 なし

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 B-8ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄたこ焼味 スナック菓子 なし

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 (B-15)シティー ビスケット なし

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 ﾌﾟﾁﾁｮｺﾗﾝｸﾞﾄﾞｼｬ ビスケット なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ ポークカレー 菓子 なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ カレーパン・カレードーナツ 菓子 なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ ピザ 菓子 なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ ピザイモッチ 菓子 なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ コーン畑・ベーコンフランス 菓子 なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ ピザ 菓子 なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ カレーパン・カレードーナツ 菓子 なし

株式会社ブレーメン 奈良市学園北　２－５－１ カレーパン・カレードーナツ 菓子 なし

株式会社フレンドール 秋田県横手市旭川一丁目５番３９号 ゼリー 生菓子 無し

株式会社ペルティエ 中央区港島中町７－７ 洋菓子 洋菓子 なし

株式会社マイカル　ホワイトハウ
ス倶楽部

秋田市楢山川口境５－１１ レアチーズ 菓子 なし

株式会社マイカル　ホワイトハウ
ス倶楽部

秋田市楢山川口境５－１１ レアチーズタルト 菓子 なし

株式会社マイカル　ホワイトハウ
ス倶楽部

秋田市楢山川口境５－１１ ムース・オ・ポワール 菓子 なし

株式会社ﾏｲｶﾙ東北 一関市山目字泥田89-1 レアチーズタルト 生洋菓子 無

株式会社ﾏｲｶﾙ東北 一関市山目字泥田89-1 レアチーズ 生洋菓子 無

株式会社ﾏｲｶﾙ東北 一関市山目字泥田89-1 ムース・オ・ポワール 生洋菓子 無

株式会社マッターホーン 東京都目黒区鷹番３－５－１ ﾑｰｽ･ｾﾞﾘｰ･ﾊﾞﾊﾞﾛｱ 洋生菓子 なし

株式会社水沢米菓 胆沢町小山字下笹森52-1 せんべい 菓子 無

97 / 442 ページ



菓子類

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

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 菓子パン 菓子類 無

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 ケーキ 菓子類 無

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 ケーキ 菓子類 無

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 ケーキ 菓子類 無

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 ケーキ 菓子類 無

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 ブールミッシュケーキ 菓子類 無

株式会社みどりや総本舗 丸亀市浜町８番地 洋生菓子 菓子類 無

株式会社みながわ製菓 新潟県上越市中田原１１１番地 とうがらしの種　他 米菓 なし

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

株式会社明治屋 東京都世田谷区玉川３－７－１８ カレーパン 菓子類（パン） なし

株式会社最上屋 柏崎市西本町１丁目３－２２ フルーツヨーグルト（チーズケー
キ）

生菓子 なし

株式会社モミの木 山形県山形市飯塚町1871 米菓 菓子 なし

株式会社モミの木 山形県山形市飯塚町1871 果物・野菜チップ 菓子 なし

株式会社モンタボー(郡山アティ
店）

郡山市駅前１－１６－７ カレードーナツ 菓子 無

株式会社モンブラン 福岡市中央区大名二丁目１番５８号 ゼリー類 菓子類 無

株式会社モンブラン 福岡市中央区大名二丁目１番５８号 ムース類 菓子類 無

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 ハーシーチョコナッツモナカオー
ルブラック

アイスクリーム
類

なし

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 ハーシーチョコナツモナカ アイスクリーム
類

なし

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 バニラ＆チョコモナカ アイスクリーム
類

なし

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 バニラモナカ アイスクリーム
類

なし

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 バニラモナカ アイスクリーム
類

なし

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 ふっくら北海道あずき アイスクリーム
類

なし

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 抹茶モナカ アイスクリーム
類

なし

株式会社やまひろ関東工場 周智郡森町飯田1661-1 まろやかアイスクリーム アイスクリーム
類

なし
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菓子類

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

株式会社ゆうきや 盛岡市下ノ橋町2-13 うす雪 菓子 無

株式会社ゆうきや 盛岡市下ノ橋町2-13 ゼリー 菓子 無

株式会社ユーハイム 中央区港島中町７－７ 洋菓子 洋菓子 なし

株式会社雪華堂 東京都練馬区旭丘２－１９－８ パイ菓子（あずきあん） 菓子 無

株式会社ラ・ターブル 東京都世田谷区成城６－１５－２１ プアロンポンム 菓子類（洋生菓
子）

なし

株式会社ラ・ターブル 東京都世田谷区成城６－１５－２１ グリーンティ 菓子類（洋生菓
子）

なし

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ アップルパイ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ アンドーナツ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ アンパン（2種） 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ イギリスパン 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ ｶﾆｸﾘｰﾑﾄﾞｰﾅﾂ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ ジャンボゴマドーナツ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ ジャンボドーナツ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ セサミベーコン 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ チョコリング 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ ツイスト 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ ツインズ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ 手包みｶﾚｰﾄﾞｰﾅﾂ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ ハムロール 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ フランクドーナツ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ ベーコンデニッシュ 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ レーズンシュガー 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ レーズンパン 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ レーズンブレッド 菓子 無

株式会社ライフフーズ 郡山市富久山町久保田字古町４８ー１ ﾚｰｽﾞﾝロール 菓子 無
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菓子類

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

株式会社ラルー 東京都世田谷区駒沢３－１６－２ ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

株式会社ラルー 東京都世田谷区駒沢３－１６－２ ゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ 厚切りハム・チーズ 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ 小椋あんﾄﾞｰﾅﾂ 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ こしあんﾄﾞｰﾅﾂ 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ たっぷりバターソフト 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ ダブルクリームサンド 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ ツナ包み焼きパン 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ パンコロッケ 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ ふんわりクリームｻﾝﾄﾞ 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ ホイップショコラ 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ ミルキーフランス 菓子 無

株式会社リバティ－フーズ 郡山市田村町谷田川字田名久保２６ メンチカツパン 菓子 無

株式会社ローレル 東京都世田谷区奥沢７－２４－３ ムース 菓子類（洋生菓
子）

なし

株式会社ローレル 東京都世田谷区奥沢７－２４－３ ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

株式会社叶匠寿庵 大津市大石龍門四丁目２－１ 和菓子 菓子 なし

株式会社資生堂パーラー 東京都中央区銀座８－８－５ 資生堂ﾊﾟｰﾗｰのかわいい銀座のｶﾚｰ
パン

菓子 無

（株）信濃路うさぎや 上田市国分１－１－２ キャラメルケーキ 菓子 なし

（株）信濃路うさぎや 上田市国分１－１－２ モンブラン 菓子 なし

（株）信濃路うさぎや 上田市国分１－１－２ ティラミス 菓子 なし

（株）信濃路うさぎや 上田市国分１－１－２ ブルーベリーレアーチーズ 菓子 なし

株式会社シャトー文雅 佐賀郡大和町久池井2592-1 生洋菓子 菓子類 無

株式会社小鍛冶 東京都中央区日本橋浜町２－１０－９ 洋生菓子類（２０種） 洋菓子 無

株式会社小鍛冶 東京都中央区日本橋浜町２－１０－９ 洋焼菓子類（１５種） 洋菓子 無

（株）白十字 名古屋市瑞穂区豆田町２丁目１番地 パン、洋菓子 菓子 なし
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菓子類

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）信州シキシマ 長野県松本市大字笹賀５６７０－２ 食パン他 菓子 なし

（株）信州シキシマ 長野県松本市大字笹賀５６７０－２ チョコシナモンドーナッツ 菓子（パン） なし

（株）瑞花 長岡市坂之上町2-3-8 せんべい類 米菓 なし

（株）スヰト 長野県松本市大手４－２－１２ ムース 菓子 なし

（株）関口商店 十日町市大字高山７４９－１５ ケーキ、ドーナッツ 菓子 なし

（株）大成ビアンデ信州中野店 長野県中野市草間栗林上1395-1 ソフトクリーム（ミックスの乳化
剤）

アイスクリーム
類

なし

（株）高沢食品 横浜市南区南太田４－１－８ 落花吹き 菓子 なし

（株）高沢食品 横浜市南区南太田４－１－８ 柿ピー 菓子 なし

（株）高沢食品 横浜市南区南太田４－１－８ 餅っ子ピー 菓子 なし

（株）高沢食品 横浜市南区南太田４－１－８ 味噌ピーナッツ 菓子 なし

（株）高沢食品 横浜市南区南太田４－１－８ 大柿 菓子 なし

（株）高沢食品 横浜市南区南太田４－１－８ 味のつきあわせ 菓子 なし

（株）高沢食品 横浜市南区南太田４－１－８ ピーナッツあられ 菓子 なし

（株）高沢食品 横浜市南区南太田４－１－８ ぜいたく豆 菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

生チョコケーキ 生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

生チョコケーキ、レアチーズケー
キ、ミルクたっぷりとろりん

生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

生チョコケーキ、レアチーズケー
キ

生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

テイラミス 生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

テイラミス 生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

たっぷりクリームプリン、かぼ
ちゃプリン、栗のプリン、胡麻の
ブラマンジェ

生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

たっぷりクリームプリン、かぼ
ちゃプリン、栗のプリン、胡麻の
ブラマンジェ

生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

生チョコケーキ、栗のプリン、胡
麻のブラマンジェ

生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

生チョコケーキ、レアチーズケー
キ

生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

栗のプリン、湖麻のブラマン
ジェ、かまくら

生菓子 なし
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菓子類

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）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

抹茶白玉 生菓子 なし

（株）デイリーはやしや松本第二
事業所

長野県松本市大字和田字南西原５５１
１－１５

抹茶白玉 生菓子 なし

株式会社デーメテール千疋屋 東京都中央区日本橋室町２－１－２ ババロア、ゼリー 洋生菓子 無

株式会社デーメテール千疋屋 東京都中央区日本橋室町２－１－２ ムース 洋生菓子 無

株式会社デーメテール千疋屋 東京都中央区日本橋室町２－１－２ ｱｲｽｸﾘｰﾑ、ｼｬｰﾍﾞｯﾄ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 無

株式会社東急ストア 足立区綾瀬3-1-2 レアチーズ 菓子 なし

株式会社東急ストア 足立区綾瀬3-1-2 レアチーズタルト 菓子 なし

株式会社東急ストア 足立区綾瀬3-1-2 ガトー・オ・ティー 菓子 なし

株式会社東急ストア 足立区綾瀬3-1-2 ムース・オ・ポワール 菓子 なし

株式会社東急ストア 足立区綾瀬3-1-2 レアチーズケーキ 菓子 なし

株式会社東京キムラヤ 江戸川区船堀５－５－２３ 洋菓子類 洋菓子 なし

株式会社東京キムラヤ 江戸川区船堀５－５－２３ 菓子パン類 菓子パン なし

（株）東京ドーナツ 上福岡市福岡新田260-4 あんドーナツ ドーナツ油菓子 なし

（株）東京ドーナツ 上福岡市福岡新田260-4 カステラドーナツ ドーナツ油菓子 なし

（株）東京ドーナツ 上福岡市福岡新田260-4 シュガーツイスト ドーナツ油菓子 なし

（株）東京ドーナツ 上福岡市福岡新田260-4 卵とミルクのドーナツ ドーナツ油菓子 なし

（株）東京ドーナツ 上福岡市福岡新田260-4 ドーナツクラブ ドーナツ油菓子 なし

（株）東京ドーナツ 上福岡市福岡新田260-4 ニューおやつパック ドーナツ油菓子 なし

（株）東京ドーナツ 上福岡市福岡新田260-4 プレーンリングドーナツ ドーナツ油菓子 なし

株式会社東京洋菓子倶楽部 東京都中央区日本橋浜町１－１－１２ シブスト 洋生菓子 無

株式会社東京洋菓子倶楽部 東京都中央区日本橋浜町１－１－１２ フランボワーズ 洋生菓子 無

株式会社東京洋菓子倶楽部 東京都中央区日本橋浜町１－１－１２ メイプルフロマージュ 洋生菓子 無

株式会社東京洋菓子倶楽部 東京都中央区日本橋浜町１－１－１２ マロンカシス 洋生菓子 無

株式会社東武ホテルマネジメント 足立区梅田7-25-1 ムース 菓子 なし

（株）ドエル 茨木市中総持寺４－４１ ババロア 菓子類 無
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菓子類

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）ドエル 茨木市中総持寺４－４１ ムース 菓子類 無

（株）ドエル 茨木市中総持寺４－４１ ゼリー 菓子類 無

（株）ドエル茨木支店 茨木市中永代町４－１０１ 洋菓子２種類 菓子類 無

（株）ドエル総持寺店 茨木市中総持寺町６－２０ 洋菓子２種類 菓子類 無

株式会社十勝大福本舗 幕別町緑町７番地 大福餅、団子製品 和菓子 なし

株式会社虎昭産業 足立区千住関屋町3-13 生チョコケーキ 菓子 なし

株式会社虎昭産業 足立区千住関屋町3-13 レアチーズケーキ 菓子 なし

株式会社虎昭産業 足立区千住関屋町3-13 ミルクたっぷりとろりんシュー 菓子 なし

（株）トランドール 福岡市博多区博多駅中央街１－１ チーズトースト 菓子類 無

株式会社ドルチア 江戸川区西小岩３－３５－１６ 洋生菓子 洋菓子 なし

（株）ドンク九州　福岡工場 福岡市博多区東比恵３－１７－３１ 焼き菓子 菓子類 無

（株）ナカシマ 甚目寺町下萱津五反田45 豆菓子 菓子類 なし

（株）名古屋城最中本家 名古屋市西区香呑町４－７３ ムース 菓子 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ ケーキ 菓子 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ケーキＡ 菓子 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ケーキＢ 菓子 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ たい焼 菓子 なし

（株）新潟味のれん本舗 三島郡越路町大字浦字浦谷内9750番地 せんべい類 米菓 なし

（株）新潟不二フード　不二家十
日町店

十日町市大字千歳２－３－１３ コーヒーゼリー 菓子 なし

（株）日東あられ新社 岐阜県揖斐郡池田町萩原31 ４Pサラダセブン 米菓 なし

（株）日東あられ新社 岐阜県揖斐郡池田町萩原31 ６Pサラダセブン 米菓 なし

（株）日東あられ新社 岐阜県揖斐郡池田町萩原31 N-22ひなあられ 米菓 なし

（株）日東あられ新社 岐阜県揖斐郡池田町萩原31 N-32サラダセブン 米菓 なし

（株）日東あられ新社 岐阜県揖斐郡池田町萩原31 越後餅 米菓 なし

（株）日東あられ新社 岐阜県揖斐郡池田町萩原31 カップサラダセブン 米菓 なし
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菓子類

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

株式会社日本橋東洋 東京都中央区日本橋１－２－１０ フロマージュブラン 洋生菓子 無

株式会社日本橋東洋 東京都中央区日本橋１－２－１０ コーヒーゼリー 洋生菓子 無

株式会社日本橋東洋 東京都中央区日本橋１－２－１０ キャラメルペエシェ 洋生菓子 無

株式会社日本橋東洋 東京都中央区日本橋１－２－１０ ティベール 洋生菓子 無

株式会社日本橋東洋 東京都中央区日本橋１－２－１０ フルーツバクット 洋生菓子 無

（株）梅丹単本舗 摂津市学園町１－１－２６ ガム 菓子類 無

（株）ハル屋 羽島郡岐南町野中８－４５ カレースナック 菓子 なし

（株）ハル屋 羽島郡岐南町野中８－４５ バーベキュースナック 菓子 なし

（株）ピエトロ（ﾋﾟｴﾄﾛ百道店） 早良区百道浜１－３－７２ 洋菓子(ｷｬﾗﾒﾙﾊﾞﾅﾅ) 菓子類 無 　

（株）ピエトロ（ﾋﾟｴﾄﾛ百道店） 早良区百道浜１－３－７２ 洋菓子(ﾏｽｶﾙﾎﾟｰﾈ) 菓子類 無 　

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ 牛脂使用菓子パン 菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ リパーゼ（咽頭部）使用菓子パン 菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ ゼラチン（皮）使用菓子パン 菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ 肉、エキス使用菓子パン 菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ グリセリン（脂）使用菓子パン 菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ リパーゼ（咽頭部）、脂使用菓子
パン

菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ リパーゼ（咽頭部）、グリセリン
（脂）使用菓子パン

菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ リパーゼ（咽頭部）、ゼラチン
（皮）、グリセリン（脂）使用菓
子パン

菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ リパーゼ（咽頭部）、ゼラチン
（皮）、脂使用菓子パン

菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ 脂、グリセリン（脂）使用菓子パ
ン

菓子 なし

（株）ヒガシヤデリカ北関東工場 群馬県太田市新道町１２３７ リパーゼ（咽頭部）、ゼラチン
（皮）、脂使用菓子パン

菓子 なし

（株）ひだの 上田市大屋９１ 信州りんご　６００円　１０００
円

菓子 なし

（株）ひだの 上田市大屋９１ くるみケーキ 菓子 なし

（株）ひだの 上田市大屋９１ パウンドケーキ　チーズ 菓子 なし
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菓子類

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
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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

株式会社美松製菓 足立区花畑6-22-18 バームクーヘン 菓子 なし

（株）ひよ子 福岡市南区向野一丁目１６－１３ ひよ子ちっこいタルト(チョコレー
ト、チーズ)

菓子類 無

（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）ブールミッシュ関西 芦屋市東山町 ムース 洋生菓子 なし

（株）福岡シティクラブ 福岡市博多区博多駅東２－１４－１ ケーキ類 菓子類 無

（株）福岡ミツヤ 福岡市南区柏原四丁目３０－１２ 柿の種 菓子類 無

（株）福岡ユーハイム 福岡市博多区麦野３－１８－２９ 洋菓子 菓子類 無

株式会社不二家数寄屋橋店 東京都中央区銀座４－２－１２ コルネ 菓子 無

株式会社不二家数寄屋橋店 東京都中央区銀座４－２－１２ デニッシュ 菓子 無

株式会社不二家数寄屋橋店 東京都中央区銀座４－２－１２ パンオーレ 菓子 無

株式会社不二家数寄屋橋店 東京都中央区銀座４－２－１２ クロワッサン 菓子 無

株式会社不二家数寄屋橋店 東京都中央区銀座４－２－１２ メロンパン 菓子 無

（株）不二家（不二家南庄店) 早良区南庄３－９５ 洋菓子 菓子類 無 　

（株）フルーツヤ 福岡市南区向野二丁目１０－３２ 洋菓子 菓子類 無

（株）米菓桃の家 越谷市谷中町4-160-1 カレー煎餅 菓子 なし

（株）平和堂 石巻市中央２－３－１０ 洋生菓子 菓子 なし 該当なし

（株）ホテル日航福岡 福岡市博多区博多駅前２－１８－２５ 菓子 菓子類 無

（株）ボン　オーハシ 長岡市大島新町２丁目２－５２ ケーキ類 ゼリー菓子 なし

（株）マサムラ 長野県松本市大手４－３－９ ムース 菓子 なし

（株）マツヤ 海部郡七宝町鷹居7-34-1 噛むブラッシングガム、ぐーぴ
たっグミ

菓子類 なし

(株)美濃屋あられ製造本舗 横浜市中区小港町1-6 米菓 菓子 なし

（株）ミヤマ 群馬県前橋市千代田町5-7-6 ゼラチン使用生菓子 菓子 なし

（株）美芳屋 長野県中野市中野1768 生あん あん なし

（株）武蔵製菓 東京都立川市錦町３－１－４斉藤ビル
3F

乳化剤、離型剤使用（牛脂）和菓
子

菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 ゼリー 菓子 なし
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菓子類

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

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 洋生菓子 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 牛乳と卵のエクレア 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 牛乳ととうふの元気シュー 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 デザートワッフル 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 マロンワッフル 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 ふんわり生ブッセ 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 牛乳と卵のプチシュー 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 プチシューショコラマロン 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 牛乳と卵のシュークリーム 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 牛乳と卵のクリームプリン 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 牛乳と卵のツインシュー 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 ホワイトチョコシュー 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 焼きプリンモンブラン 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 牛乳+とうふ元気プリン 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 北海道かぼちゃプリン 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 ミルクレープショコラマロン 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 手巻きクレープ生チョコ 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 手巻きクレープマロン 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 レアチーズタルト 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 ミルクレープ 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 マロンケーキ 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 ベイクドチーズタルト 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 クリームコーヒーゼリー 菓子 なし

株式会社モンテール 足立区島根4-23-22 シュークリーム 菓子 なし

株式会社ユーハイム船橋工場 船橋市高瀬町２１番地１０ モンブラン　他６品目 菓子 無
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菓子類

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

株式会社ユニリビング（リンコ
ス）

東京都中央区佃１－１１－８ カレーパン 菓子 無

株式会社ユニリビング（リンコ
ス）

東京都中央区佃１－１１－８ ピロシキ 菓子 無

株式会社ユニリビング（リンコ
ス）

東京都中央区佃１－１１－８ マヨネーズ使用のパン 菓子 無

（株）由良之助製菓 越谷市蒲生3864-3 味のささやき 菓子 なし

（株）由良之助製菓 越谷市蒲生3864-3 小倉バーム 菓子 なし

株式会社ヨックモック東京 足立区梅島1-27-2 ブランマンジェ 菓子 なし

株式会社ヨックモック東京 足立区梅島1-27-2 ブランマンジェ 菓子 なし

株式会社ヨックモック東京 足立区梅島1-27-2 ブランマンジェオカフェ 菓子 なし

株式会社ヨックモック東京 足立区梅島1-27-2 ブランマンジェオテ 菓子 なし

株式会社ヨックモック東京 足立区梅島1-27-2 ヨーグルトプリン 菓子 なし

株式会社ヨックモック東京 足立区梅島1-27-2 レアチーズスフレ 菓子 なし

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 超美撰 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ゴージャス食パン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 あっさりトースト 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 シルフィ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 華 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 デリカ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 麦の恵 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ピーナツメロン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 メロンクリーム 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 炎の激辛カレーパン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 チョコブレット 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 スイートポテトアップル 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 トマトピザ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 スイートポテトパイ 菓子類 無
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菓子類

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

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 スパイシーローフ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 クロワッサン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 アップルジャムパイ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 生クリームパイ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 フランクドーナツ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 激辛カレーパン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 スイートポテトパイ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 バケット 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 トーストフランス 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 チョコメロンデニッシュ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 チーズ＆チーズ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ヨーグルトデニッシュ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 モンブランハット 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 アップルダノア 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 カスター＆ホイップ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 スイートポテトアップル 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 生クリームチョコ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 チョコメロン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 エクレアホイップサンド 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 白いクリームパン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 バルーン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 もちもち食パンハーフ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 セービングエブリデー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 朝焼き 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 インドカレードーナツ 菓子類 無
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菓子類

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

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 塩カルビ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ビーフカレーパン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 包んでポテトウインナー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 セサミチキンバーガー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 キーマカレー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ピザパン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ピロシキ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑黒カレー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ピザパン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ハンバーガー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑コロッケバーガー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 辛口カレーロール 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ジューシークリーム 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ジューシージャム 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ウインナードーナツ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 特製ビーフカレー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 特製キーマカレー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 タマゴデニッシュ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 トマトピザスティック 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 カマンベールスティック 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 昔なつかしスティックロール 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ふんわりチーズブレット 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 エクレアツイスト 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 チキンバーガー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 チョコバナナ 菓子類 無
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菓子類

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

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 特製メロン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 チョコピーメロン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 キャラメルフレークデニッシュ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ビーフカレードーナッツ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ビーフシチュードーナッツ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 果肉の入ったメロン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ふんわりマスクメロン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ふんわり甲州ブドウ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ビーフカレーパン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ビーフシチュー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ピロシキ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 黒カレー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ソーセージマヨネーズ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑コーンマヨネーズ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ツナオニオン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑フランクドッグ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑フランクソーセージ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ピザパン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ハンバーガー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑コロッケカレーバーガー 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ヨーロピアンチーズ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 クロワッサン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ごまおさつブレット 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 練乳クルミ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 清里ミルクブレット 菓子類 無
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菓子類
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 レーズンカスタード 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ブラックショコラ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑ソーセージマヨネーズ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 小麦畑フランクドッグ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 神戸屋サンド 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 大型ヤマキ 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 タイホー無地美味上選 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 サニー無添加 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 ホークス食パン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 オレンジ食パン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 西鉄食パン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 サニー特撰小麦食パン 菓子類 無

株式会社リョーユーパン 神埼郡神埼町姉川2100 MBハムエッグ 菓子類 無

（株）ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ(ﾀﾞｲｴｰ原店) 早良区原６－２７－５２　ﾀﾞｲｴｰ原店
内

洋菓子(ｾﾞﾗﾁﾝ) 菓子類 無 　

株式会社ル・デパル 江戸川区平井４－７－８ マンゴムース 洋菓子 なし

壁谷　和敏 八富町12‐15 ババロア 洋菓子 なし

上條俊男 東京都世田谷区用賀４－１７－４ ムース 菓子類（洋生菓
子）

なし

かみむら製菓 足柄下郡湯河原町土肥２－１１－７ くるみもなか 和菓子 なし

神谷鉦治 刈谷市東境町昭山１－４ ゼリー 菓子類 なし

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ クラッシックショコラ 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ レアチーズタルト 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ レアチーズ 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ モンブラン 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ ティラミス 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ いよかんもち 菓子類 無
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え

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ 栗タルト 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ 柚タルト 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ 一口タルト 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ すだちタルト 菓子類 無

亀井製菓株式会社 松山市枝松１丁目５－３９ 伊予柑タルト 菓子類 無

亀印製菓株式会社 水戸市美川町２１３９ー５ キャラメルケーキ 洋菓子 無

亀印製菓株式会社 水戸市美川町２１３９ー５ キャラメルノア 洋菓子 無

亀印製菓株式会社 水戸市美川町２１３９ー５ シャルロットポアール 洋菓子 無

亀印製菓株式会社 水戸市美川町２１３９ー５ レアチーズケーキ 洋菓子 無

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４９号

セービングこつぶ揚 揚げあられ なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２号

coopえび鮮チップ スナック菓子 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１６号

えびっぷり スナック菓子 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２４号

カマンベールチーズっぷり スナック菓子 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１号

Ｃｏｏｐ梅味のり巻 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３号

ｃｏｏｐお好み種 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４号

Ｃｏｏｐ柿の種ピーナッツ入 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５号

揚一番 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番６号

青海苔しょうゆせん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番７号

味のにぎわい 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番８号

甘口カレーせん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番９号

磯元禄 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１０号

磯小巻 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１１号

いろはＨ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１２号

うまくち醤油揚 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１３号

梅の香巻 米菓 なし
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え

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１４号

梅のり巻 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１５号

永滝味一本ＮＥＷ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１７号

海老のり揚もち 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１８号

海老のりあられ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番１９号

海老のりミックス 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２０号

大判（復刻版） 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２１号

鬼太鼓ごまの味 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２２号

鬼太鼓たまり味 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２３号

買い物上手揚げおかき 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２５号

亀田の海老せん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２５号

亀田のカレーせん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２６号

辛口カレーせん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２７号

黄色い柿の種 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２８号

霧木立サラダ味 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番２９号

霧木立しょうゆ味 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３０号

切りもち揚げ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３１号

暮らしの８８ひとつぶ揚げあられ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３２号

くらしモア１４０ｇおつまみミッ
クス

米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３３号

こがし醤油おかき 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３４号

小魚チーズおせんべい 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３５号

こざかなパワー 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３６号

こだわり米菓３０ｇ品川巻 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３７号

こつぶっこ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３８号

小丸おせんべい 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番３９号

ごまんえつ 米菓 なし
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亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４０号

コメスタチーズ味 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４１号

サクサク 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４２号

さくさくサラダせん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４３号

サラダあられ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４４号

サラダホープ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４５号

シジシー１２０ｇ海苔ピー 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４６号

将角サラダ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４７号

将角しょうゆ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４８号

しょうゆ揚 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番４９号

スーパービックパックつまみ種 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５０号

チーズこつぶっこ 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５１号

つまみ種 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５２号

特辛とうがらしせん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５３号

海苔ピーパック 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５４号

海苔ピーパックあられミックス 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５５号

海苔巻せんべい 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５６号

ハイハイン 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５７号

ひとくちカレー 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５８号

まがりうす焼きせんべい 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番５９号

まがりせんべい 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番６０号

まちのお菓子屋さん揚げおかき 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番６１号

マヨネーズ薄焼き 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番６２号

メイプルソフトせん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番６３号

明太子マヨネーズせん 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番６４号

焼きこげ 米菓 なし
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菓子類

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

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番６５号

焼き餅 米菓 なし

亀田製菓株式会社 中蒲原郡亀田町亀田工業団地３丁目１
番６６号

和のいろどり 米菓 なし

亀田晴幸（Ｂ．パレット） 東京都中央区月島１－１－９ カレーパン 菓子 無

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ ナボナ（チーズクリーム，パイン
クリーム，コーヒークリーム）

菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ 自由が丘１５時 菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ 洋風果実菓子（パイン，プラム，
オレンジ）

菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ 黒糖蒸しどら 菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ ミッキーケーキ 菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ ホワイトクラウドケーキ 菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ 自由が丘詩集蒸しケーキ（カス
タードクリーム，ミルククリー

菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ 自由が丘詩集パイ（チョコ，抹
茶）

菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ 陽だまり色 菓子類 なし

亀屋万年堂製菓株式会社 横浜市都筑区折本町４７０ 陽だまりロンド　マロンパイ 菓子類 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ＮＥＷ　ピザポテト スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

アラポテトバター風味 スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ギザギザポテト　ｺﾝｿﾒﾊﾟﾝﾁ スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

さやえんどうあっさり和風味 スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

さやえんどうスナックあっさり和
風味

スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

チーズポテト スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　　焼きしょうゆ スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　ガーリックチキン スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　関西ネギ焼き スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　こんがりチーズ スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　サワークリーム スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　じゃがバター スナック菓子 なし
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菓子類

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

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　のり明太子 スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　バターしょうゆ（９０
ｇ）

スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ　明太子マヨネーズ スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ、ｺﾝｿﾒﾊﾟﾝﾁ(90ｇ,60ｇ,30
ｇ,BIGBAG）

スナック菓子 なし

カルビー（株）（各務原工場） 東京都北区赤羽南１－２０－１（各務
原市上戸町７－７）

焼きとうもろこし屋台のとうもろ
こし味（９０ｇ、２８ｇ）

スナック菓子 なし

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　コンソメパンチ
（90g､60g､30g､BIGBAG　EV）

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　のりしお（西）
（90g､60g､30g､BIGBAG）

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　バターしょうゆ スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　焼き醤油 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　関西ネギ焼き スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　広島お好み焼 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　九州しょうゆ スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　昆布しょうゆ スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ NEW　ピザポテト スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ チーズポテト スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　じゃがバター スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　のり明太子 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－1 ポテトチップス
ガーリックチキン

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ アラポテト　バター風味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ギザギザポテト
コンソメパンチ

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 激辛　インドカレー スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 堅あげポテト
ブラックペッパー

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス
明太子マヨネーズ

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス
サワークリーム

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス
こんがりチーズ

スナック菓子 無
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菓子類

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

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　ソースマヨ
（セブンイレブンとめ型）

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 日生協　ポテトチップス
のり（西）

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 日生協　ポテトチップス
コンソメ味

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 日生協　厚切ポテトチップス
ビーフコンソメ

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ピザポテト　ジェノバ風味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　てりマヨ スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップス　にんにく醤油 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 日生協　厚切ポテトチップス
バターしょうゆ

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポテトチップスこくうましょうゆ
（セブンイレブンとめ型）

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 荒挽きえびせん スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ おつまみえびせん
和がらし醤油味

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 挽きたて黒こしょう スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ かっぱえびせん韓国のり味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ かっぱえびせん
ピリピリマヨネーズ

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ グリーンスナック スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ スナックベジグリーンスナック スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ サッポロポテトバーベQ味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ さやえんどうあっさり和風味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ さやえんどうスナック
あっさり和風味

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ 焼きもろこし
屋台のとうもろこし味

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポップコーン九州塩こしょう スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ポップコーン
九州バターしょうゆ

スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ じゃがりこ肉じゃが味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ごまさつまりこ スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ さつまりこ スナック菓子 無
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え

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ じゃがりこうすしお味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ じゃがりこサラダ味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ じゃがりこチーズ スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ じゃがりこほんのりバター味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ナチュラルポテト　コンソメ味 スナック菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ワッフルプレーン 生菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ワッフルチョコチップ 生菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ワッフル　栗おぐら 生菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ サーターアンダギー
プレーン

生菓子 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ サーターアンダギー
黒糖

生菓子 無

カルビー株式会社 綾部市とよさか町１２ じゃがりこサラダ味 スナック菓子 なし

カルビー株式会社 綾部市とよさか町１２ じゃがりこチーズ味 スナック菓子 なし

カルビー株式会社 綾部市とよさか町１２ じゃがりこ肉じゃがいも スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 ポテトチップス　　　　サワーク
リーム

スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 ポテトチップス　　　　コンソメ
パンチ

スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 ピザポテト スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 チーズポテト スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 ポテトチップス　　　　　じゃが
バター

スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 ポテトチップス　　　　　のり明
太子

スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 ポテトチップス　　　　　ガー
リックチキン

スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 アラポテトバター風味 スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 ポテトチップス　コンソメ味 スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 厚切ポテトチップス　ビーフコン
ソメ

スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 ポテトチップス　　　ソースマヨ スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 グリーンスナック スナック菓子 なし
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菓子類

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

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 サッポロポテトバーベQ味 スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 焼きもろこし屋台のとうもろこし
味

スナック菓子 なし

カルビー㈱新宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地18-7 さやえんどう　　　　あっさり和
風味

スナック菓子 なし

カルビー㈱清原工場 宇都宮市清原工業団地23-7 かっぱえびせんピリピリマヨネー
ズ

スナック菓子 なし

川口武洋 富士宮市中央町１０－１ ゼリー 菓子 なし － － － － －

カワサ（株） 南知多町山海向山１８ せんべい 菓子類 なし

川崎和人 東京都練馬区西大泉３－２７－１７ ケーキ 菓子 なし

川崎雄大（ｼｬﾙﾙ ﾌﾗﾝｾ) 八尾市高安町南１－６０ 洋生菓子 菓子類 無

河田　勇 岩見沢市美園3条2丁目2-12 ストロベリー・ムーマ 洋生菓子（ムー
ス）

なし

川仁商店 南知多町豊浜東之浦１３９－１ せんべい 菓子類 なし

川端実 天塩郡豊富町大氷7丁目 ムース類 ムース 無

函南東部農業協同組合 田方郡函南町丹那３６７－４ 丹那プリン 菓子 なし

企業組合ワーカーズコレクティブ
凡

町田市小野路町１４１２－１ ゼリー類 ゼリー なし

菊一あられ(株) 一宮市末広１－１５－１８ あられ 菓子類 なし

菊池 由紀 水戸市見和１ー３７７ー１９ 上がけ用ゼリー 菓子 無

菊屋株式会社 高知県吾川郡春野町西分８９７ ｺｰﾝｽﾅｯｸうす味ビーフ 菓子類 無

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 4.1L　醤油種　ＪＲー２ スープ なし

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 4L　味噌種　ＪＲー２ スープ 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

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 ＢＳ－ＨＡ（ＨＩＧ） 調味料 なし
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菓子類

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 精湯1Kg スープ 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

キサイフーズ工業㈱ 騎西町戸崎308-6 白湯1Kg スープ なし

北川菊雄 天塩郡遠別町字本町3丁目 ムース類 ムース 無

北谷内英実 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野 ムース類 ムース 無

北日本豊浦食品株式会社 北蒲原郡豊浦町大字荒町甲1209-6 B-8ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄｵﾆｵﾝｺﾝｿﾒ味 スナック菓子 なし

北日本豊浦食品株式会社 北蒲原郡豊浦町大字荒町甲1209-6 B-8ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄたこ焼味 スナック菓子 なし
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菓子類

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

北日本豊浦食品株式会社 北蒲原郡豊浦町大字荒町甲1209-6 ﾌﾟﾁおこめ揚げ 米菓 なし

北日本豊浦食品株式会社 北蒲原郡豊浦町大字荒町甲1209-6 ﾌﾟﾁ青のりせんべい 米菓 なし

北日本豊浦食品株式会社 北蒲原郡豊浦町大字荒町甲1209-6 DS-15ﾃﾞﾘｼｬｽ 焼菓子 なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 ﾌﾟﾁﾊﾟｯｸ＜ﾌﾟﾁえび＞ 菓子詰合せ なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 ﾌﾟﾁﾊﾟｯｸ＜ﾌﾟﾁﾁｰｽﾞ＞ 菓子詰合せ なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 ﾌﾟﾁﾊﾟｯｸﾋﾞｽｹｯﾄ＜ﾌﾟﾁﾁｰｽﾞ＞ 菓子詰合せ なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 ﾌﾟﾁﾊﾟｯｸﾋﾞｽｹｯﾄ＜ﾌﾟﾁﾁｮｺﾗﾝｸﾞﾄﾞｼｬ＞ 菓子詰合せ なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄﾊﾟｯｸ＜ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄｵﾆｵﾝｺﾝｿﾒ味
＞

菓子詰合せ なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 ﾌﾟﾁﾐｯｸｽ＜ﾌﾟﾁｸﾗｯｶｰ＞ 菓子詰合せ なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 缶入ｵｰﾛﾗ ビスケット なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 ﾌﾟﾁﾌﾚﾝﾄﾞﾋﾞｽｹｯﾄ ビスケット なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 プチフレンドビスケット〈ﾌﾟﾁｸﾗｯ
ｶｰ〉

ビスケット なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 プチフレンドビスケット〈ﾌﾟﾁｾｻ
ﾐ〉

ビスケット なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 プチフレンドビスケット〈ﾌﾟﾁﾁｰ
ｽﾞ〉

ビスケット なし

木田博（お菓子工房ﾏﾙｷｰｽﾞ） 八尾市末広町４－１－１１ 洋生菓子 菓子類 無

木田博（ｶﾞﾛﾋﾟｰﾇﾊﾞｲﾏﾙｷｰｽﾞ） 八尾市中田４－４５－１１０６ 洋生菓子 菓子類 無

北村清 松阪市愛宕町１－４０ フリーヤンババロア 生菓子 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 ワインゼリー 菓子 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 コーヒーゼリー 菓子 なし

キッコーマン・デリカスイト(株) 東京都調布市仙川町1-11-16 クランベリーゼリーパンチ 菓子 なし

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ ワインゼリー 生菓子 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ コーヒーゼリー 生菓子 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都北区神谷１－３１－４ クランベリーゼリーパンチ 生菓子 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都世田谷区三軒茶屋１－３３－１
８

コーヒーゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都世田谷区三軒茶屋１－３３－１
９

ワインゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし
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菓子類

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・デリカスイト株式
会社

東京都世田谷区三軒茶屋１－３３－２
０

クランベリーゼリーパンチ 菓子類（洋生菓
子）

なし

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都世田谷区祖師谷１－８－１４ コーヒーゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都世田谷区祖師谷１－８－１５ ワインゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都世田谷区祖師谷１－８－１６ クランベリーゼリーパンチ 菓子類（洋生菓
子）

なし

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

中野区中野５－６７－９ クランベリーゼリーパンチ 菓子 無 無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ クランベリーゼリーパンチ 菓子（洋生菓
子）

無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ コーヒーゼリー 菓子（洋生菓
子）

無

キッコーマン・デリカスイト株式
会社

東京都板橋区中板橋１７－２ ワインゼリー 菓子（洋生菓
子）

無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ ワインゼリー 菓子類 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ コーヒーゼリー 菓子類 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 江東区北砂５－７－２ グランベリーゼリーパンチ 菓子類 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ワインゼリー 洋菓子 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ コーヒーゼリー 洋菓子 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ クランベリーゼリーパンチ 洋菓子 無

木下正久 久慈市二十八日町1-42 ケーキ 菓子 無

木下佑治 名古屋市中村区上石川町４－１１ ムース、ババロア 菓子 なし

木俣　之宏 拾石町宮前26 ムース、フランボワーズ 洋菓子 なし

キューピー(株)仙川工場 東京都調布市仙川町2-5 濃縮ﾌﾟﾘﾝの素NO.4 菓子材料 なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ 菓子パン生地、ピザクラフト 菓子 なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ ラスク生地 菓子材料 なし

京田食品㈱ 札幌市南区石山２条３丁目１４－１ 菓子パン類 菓子類 なし

京田食品㈱ 札幌市南区石山２条３丁目１４－１ ポローネパン 菓子類 なし

京田食品㈱ 札幌市南区石山２条３丁目１４－１ 洋生菓子類 洋生菓子 なし

協同乳業（株） 日の出町平井２０－１ プリン 菓子 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

ＡＢＢクリームチーズケーキ１０
ｃ丸

菓子 なし
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菓子類

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

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

ミリーナクリームチーズケーキ
（レアタイプ）

菓子 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

ミリーナマンゴケーキ 菓子 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

ミリーナブルーベリーケーキ 菓子 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

花正チョコレートチーズケーキ 菓子 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

花正クリームチーズケーキ 菓子 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

coopクリームチーズケーキ１２
ｃ、４ｃ

菓子 なし

協同乳業㈱ 長野県松本市南松本２丁目１５番１０
号

coopモカミルクレープ 菓子 なし

旭南高砂堂 秋田市旭南一丁目１８－２５ 菓子（ゼラチン使用） 菓子 なし

清田産業（株） 関市東新町７－２－２ レアチーズタルト 菓子 なし

キング製菓（株） 小牧市多気西町１０４－１ ココアサンド、ブラッククッ
キー、アイスバーガーシート等

菓子 なし

金城製菓株式会社 豊橋市鍵田町49番地 クッキー 菓子 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 きんまる３倍めんつゆ つゆ なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ きんまる５倍めんつゆ つゆ なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ ごまドレッシング ドレッシング なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ 信州一松亭そばつゆ めんつゆ なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ すき焼わり下 たれ 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

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 華屋与兵衛うどんつゆ つゆ なし

きんまる星醤油㈱ 妻沼町妻沼３７２－１ 江戸風・仙波・竹むらそばつゆ つゆ 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 中華ドレッシング ドレッシング 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
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菓子類

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

銀嶺食品工業㈱ 福島市泉字道下１６ カレーパン、ピロシキ 菓子 なし

銀嶺食品工業㈱ 福島市泉字道下１６ 油脂入りパン 菓子 なし

クイーンズマートヤオマサ 小田原市前川１２０ カレーパン 菓子パン なし

日下隆 稚内市緑3丁目9-19 ムース類 ムース 無

工藤広志 枝幸郡浜頓別町北1-2 ムース類 ムース 無

工藤正信 稚内市大黒2丁目7-30 ムース類 ムース 無

久保田三男 茅野市玉川５０６５－３ ムース 菓子 なし

熊谷隆 花巻市桜町2-129 桃のクレープづつみ 洋生菓子 無

クラウンフーヅ㈱ 横浜市港南区日野1-7-8 セサミアーモンド 菓子 なし

倉谷時夫 檜山郡厚沢部町本町90-1 生ケーキ類：ゼラチン ケーキ なし

グランメール洋菓子店 茅ヶ崎市高田５－５－７ ムース 洋生菓子 なし

グリコ乳業（株）岐阜工場 岐阜県安八郡安八町南條1201 プッチンプリン 菓子 なし

クリサンテームコンフェクト
（株）

大東市谷川2-4-17 ムース 洋菓子 無

グルマンフェート　菅野憲信 吹田市岸部南１－１８－７ ケーキ 洋菓子 無

黒川忠夫 足立区梅島3-19-3 動物ヨーチ 菓子 なし

黒川忠夫 足立区梅島3-19-3 栗ヨーチ 菓子 なし

黒川忠夫 足立区梅島3-19-3 英字ヨーチ 菓子 なし

黒川忠夫 足立区梅島3-19-3 おさかなヨーチ 菓子 なし

畔柳幸広 豊田市高原町３の３１ 栗っ子 菓子 無し

畔柳幸広 豊田市高原町３の３１ ババロア 菓子 無し

畔柳幸広 豊田市高原町３の３１ 不老柿 菓子 無し

畔柳幸広 豊田市高原町３の３１ ムース 菓子 無し

グンイチパン（株） 群馬県伊勢崎市除ヶ町１０ 乳化剤（ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ）使用
菓子パン

菓子 なし

京急百貨店　サンジェルマン 横浜市港南区上大岡西1-6-1 パン 菓子 なし

京急百貨店　プチフルール 横浜市港南区上大岡西1-6-1 ケーキ 菓子 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

経済連総合食品 杵島郡江北町上小田　４３８３ 丸ぼうろ 菓子類 無

経済連総合食品 杵島郡江北町上小田　４３８３ どら焼き 菓子類 無

経済連総合食品 杵島郡江北町上小田　４３８３ きしま名月 菓子類 無

経済連総合食品 杵島郡江北町上小田　４３８３ 花の丘 菓子類 無

ケーキショップ　あかずきん 藤沢市片瀬４－１０－１９ ゼリー 洋生菓子 なし

ケーキハウス　アプリコット 十日町市大字妻有町東１－５－２０ ムース 菓子 なし

ケーキハウスコルマール 藤枝市藤枝１－５－７ 洋菓子 菓子類 無

ケーキハウスボンヌール堀池正住 宇都宮市八千代１－１６－１０ ゼリー，ムース，ババロア 洋菓子 なし

ケーキ屋　ジュサブロー 焼津市西小川３-１９-４０ ショコラブラン 菓子類 無

ケーキ屋　ジュサブロー 焼津市西小川３-１９-４０ 抹茶ムース 菓子類 無

ケンタッキーフライドチキン　ロ
ビンソン小田原店

小田原市中里２０８ ムースケーキ 洋菓子 なし

ケンタッキーフライドチキン　国
府津店

小田原市小八幡３－１８－７ ムースケーキ 洋菓子 なし

ケンタッキーフライドチキン　小
田原店

小田原市栄町１－２－１２ ムースケーキ 洋菓子 なし

ケンタッキーフライドチキン松本
店（吉田興産（株））

長野県松本市中央２－１－２ マロンムースほか 菓子 なし

ケンタッキーフライドチキン南松
本店（吉田興産（株））

長野県松本市高宮南１－２７ マロンムースほか 菓子 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 広東うさぎまんじゅう広東桃まん
じゅう

なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 広東うさぎまんじゅう広東桃まん
じゅう

なし

小池数雄 礼文郡礼文町字香深村 ムース類 ムース 無

小池利雄 瀬棚郡今金町字今金３５４ ムース 洋生菓子 なし

小池利雄 瀬棚郡今金町字今金３５４ プリン 洋生菓子 なし

小岩井乳業㈱　黒磯工場 黒磯市東栄１－３５－２５ アイスクリーム（バニラ） アイスクリーム
類

なし

小岩井乳業㈱　黒磯工場 黒磯市東栄１－３５－２５ アイスクリーム（ストロベリー） アイスクリーム
類

なし

小岩井乳業㈱　黒磯工場 黒磯市東栄１－３５－２５ アイスクリーム（チョコレート） アイスクリーム
類

なし

小岩井乳業㈱　黒磯工場 黒磯市東栄１－３５－２５ アイスクリーム（コーヒー） アイスクリーム
類

なし

小岩井乳業㈱　黒磯工場 黒磯市東栄１－３５－２５ アイスクリーム（抹茶） アイスクリーム
類

なし

125 / 442 ページ



菓子類

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

小岩井ファームサービス株式会社 雫石町26地割字丸谷地36-1 菓子（ケーキ） 菓子 無

光栄製菓（株） 師勝町熊之庄字小烏１４６－３ ごまプリン、まんじゅう 菓子類 なし

紅月 あきる野市下代継１１４－１ 和菓子 菓子 なし

合資会社木村屋 江戸川区平井５－２３－５ ケーキ類 洋菓子 なし

合資会社木村屋 江戸川区平井５－２３－５ ゼリー・ムース類 洋菓子 なし

合資会社金太郎飴 荒川区西尾久1-13-9 飴菓子 菓　子 なし

合資会社まさおか 芽室町東１条２丁目 洋菓子 洋菓子 なし

幸地製菓製パン有限会社 小城郡三日月町久米807 生クリームパン 菓子類 無

幸地製菓製パン有限会社 小城郡三日月町久米807 クロワッサン 菓子類 無

幸地製菓製パン有限会社 小城郡三日月町久米807 クロワッサン（冷凍） 菓子類 無

幸地製菓製パン有限会社 小城郡三日月町久米807 菓子パン 菓子類 無

幸地製菓製パン有限会社 小城郡三日月町久米807 リンゴパイ 菓子類 無

幸地製菓製パン有限会社 小城郡三日月町久米807 カレーパン 菓子類 無

幸地製菓製パン有限会社 小城郡三日月町久米807 食パン 菓子類 無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ Ｆ－５０ 製菓材料 なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ チョコソフト１００ｇ チョコレート使
用食品

なし

甲府ベルフーズ（株） 甲府市湯田２－１２－１８ チョコレート 菓子 なし

甲府ベルフーズ（株） 甲府市湯田２－１２－１８ ソフトキャンディー 菓子 なし

神戸エムズベーカリー（松村敬
三）

長野県南安曇郡穂高町大字有明３０７
３－８

カレーパン 菓子 なし

香村正治 東京都世田谷区世田谷４－２－１４ ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

合名会社　うさぎや商店 宇都宮市伝馬町4-5 ゼリー，ムース等 洋菓子 なし

合名会社　備前屋 岡崎市伝馬町２－１７ 葵の舞、たつきの里、手風琴のし
らべ等

菓子 なし

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

小島　康雄 小山市乙女3-7-20 ゼリー 洋菓子 なし

小島食品製造株式会社 東海市名和町一番割中２５ バタークリーム 菓子 なし
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菓子類
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原料切換
え

小島屋乳業製菓㈱ 新宿区西新宿７－２２－２７ アイスクリーム類 アイスクリーム なし

小島屋乳業製菓㈱ 新宿区西新宿７－２２－２７ アイスクリーム類 アイスミルク なし

小島屋乳業製菓㈱ 新宿区西新宿７－２２－２７ アイスクリーム類 ラクトアイス なし

小高　甲子雄（わみや菓子店） 栃木県那須郡馬頭町馬頭９７－１ 洋菓子（ムース､ゼリー､ババロア､
ショートケーキ）

洋生菓子（菓
子）

なし

コックブラン洋菓子店（岡田 幸
雄）

大阪市天王寺区真法院町７－１ 洋菓子 菓子 なし

小林　トミ 田老町字川向118 ムース 生洋菓子 無

小林製菓株式会社 江戸川区新堀１－３１－７ 菓子類 菓子パン なし

小林英逸 東京都世田谷区等々力６－２－３ ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

小林正彦「菓子工房ロコ」 東京都多摩市落合2-6-3 テラミス 生菓子 なし

小桝屋製菓舗 六日町六日町922 ムースケーキ 洋生菓子 なし

こまつ製菓有限会社 東京都練馬区田柄４－３９－１６ ケーキアンドーナツ 菓子 無

米望富仁（ハニーコウム） 長野県飯山市本町1167 カレーパン 菓子パン なし

小山菓子店 三好郡三野町勢力702－1 学校給食パン 菓子類 無

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ CO-OPファインガム5パック 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ ミックス３ 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ オグラトリプルミントガム」 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ いろいろパック 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ 森川健康堂 プロポリスガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ コリス四種セット 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ ガムガム５ 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ コリスタイム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ 氷いちごガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ コーラ玉ガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ ラムネ玉ガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ ガムボールＳ 菓子 なし
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え

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ 梅丹ガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ ひんやりアイスガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ ニュー3色ミンツ 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ リンクルガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ 無印良品サプリメントガムビタミ
ンＣ＆コラーゲン

菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ 無印良品サプリメントガムエチ
ケット

菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ メルヘントーイガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ 無印良品サプリメントガムガルシ
ニア＆ギムネマ

菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ オグラ 夕張メロンガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ 無印良品ボールガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ オグラ ハスカップミントガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ フレッシュミントガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ オグラ ハッカミントガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ ハート １ヶピロ玉ガム 菓子 なし

コリス㈱ 大阪市東淀川区下新庄４－４－２５ タカチホ 長野リンゴ＆ブルーベ
リーガム

菓子 なし

紺田一男 伊予市米湊803 ケーキ 菓子類 無

ゴンタロー製菓株式会社 秋田県男鹿市船川港船川字船川１６８ 洋菓子 菓子 無

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 GM017調理スパゲティナポリタン
250

ソース、具材 なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 GM024弁当用スパゲティナポリタ
ン1Kg

ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 GM026調理焼きそば200,GM312調
理焼きそば250

スープ なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 GM054調理広東風平打ち焼きそば
200

ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理アスパラとベーコンの
ガーリック醤油

ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理韓国風カルビ焼きそば 具材 なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理しめじガーリック ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理スパ完熟トマトのスパ
ゲッティ

ソース なし
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菓子類

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

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理中華焼きそば（平打ちめ
ん）

ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理中華焼きそば（平打ちめ
ん）

ソース なし 　 　 　

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理焼きそば 粉末ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理和風てりやきチキン ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 調理ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾅﾎﾟﾘﾀﾝ ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 調理広東風平打ち焼きそばｿｰｽ ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 調理焼きそばｿｰｽ他 ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 弁当用ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽ ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理ｱｽﾊﾟﾗﾍﾞｰｺﾝのｶﾞｰﾘｯｸ醤油
ｿｰｽ

ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理しめじｶﾞｰﾘｯｸｿｰｽ ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理ｽﾊﾟ完熟ﾄﾏﾄのｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｿｰ
ｽ

ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理焼きそばｿｰｽ ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理中華焼きそばｿｰｽ ソース なし

埼玉シマダヤ㈱ 深谷市内ヶ島744 冷凍調理和風てりやきﾁｷﾝｿｰｽ ソース なし

財団法人 水戸市農業公社（森の
シェーブル館）

水戸市全隈町１４５４ アイスクリーム（ソフトクリー
ム）

アイスクリーム 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-19 かもめの玉子 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 大栗 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 黄金の七郷 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 気仙椿 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 三面椿 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 豊年いも 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 ガガニコ 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 いっぷくパイ 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 北の国万寿 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 七郷の梅 菓子 無
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菓子類

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

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 生マロンどら焼き 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 ｺﾞﾏｸﾘｰﾑどら焼 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 キャラメルどら焼 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 生どら焼 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 バターﾚｰｽﾞﾝどら焼 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 どうもどうも 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 ゼラチン使用ケーキ類 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 ショートケーキ 菓子 無

さいとう製果株式会社 大船渡市大船渡町字台26-18 ﾊﾞﾀｰ･ﾏｰｶﾞﾘﾝ使用焼菓子 菓子 無

斎藤麻衣子「手作りｹｰｷMAIKO」 東京都日野市日野7755-5 ゼリー・ムース類 生菓子 なし

斎藤麻衣子「手作りｹｰｷMAIKO」 東京都日野市日野7755-5 ケーキ・クッキー類 菓子 なし

斎藤麻衣子「手作りｹｰｷMAIKO」 東京都日野市日野7755-5 チョコレート 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 グミ(オレンジ） 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 グミ(青リンゴ） 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 スナック（おやつ） 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 チョコレート 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 グミ 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 チョコスナック 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 スナック 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 チョコレート(自社製品） 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 グミ(自社製品） 菓子 なし

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番３号 チョコスナック（自社製品） 菓子 なし

蔵王米菓株式会社 山形県村山市櫤山４６００－８４ 塩とコショウのつぶ焼 米菓 なし

酒井誠二 西宇和郡三瓶町朝立1-306-1 ムース 菓子類 無

坂栄養食品㈱ 札幌市西区二十四軒３条７丁目 クラッカー類 菓子類 なし
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菓子類

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

栄村特産加工センター 下水内郡栄村大字北信4341-1 クリームパン 菓子パン なし

栄村特産加工センター 下水内郡栄村大字北信4341-1 チーズパン 菓子パン なし

栄村特産加工センター 下水内郡栄村大字北信4341-1 モルトカマンベール 菓子パン なし

栄村特産加工センター 下水内郡栄村大字北信4341-1 カレーパン 菓子パン なし

栄屋乳業株式会社 岡崎市東牧内町字甲田４５ シューアイス アイスクリーム なし

栄屋乳業株式会社 岡崎市東牧内町字甲田４５ ミルクバー、ねりチョコアイス
バー等

アイスミルク なし

栄屋乳業株式会社 岡崎市東牧内町字甲田４５ 300いちごかき氷 氷菓 なし

栄屋乳業株式会社 岡崎市東牧内町字甲田４５ シューアイス、チョコ入りアイス
等

ラクトアイス なし

坂鍬製菓(有) 名古屋市西区栄生１－１１－９ トンガリ 菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセディー） 札幌市手稲区曙４条２丁目６－２３ ムース菓子類 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセディー） 札幌市手稲区曙４条２丁目６－２３ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセディー） 札幌市手稲区曙４条２丁目６－２３ ババロア 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセディー） 札幌市手稲区新発寒４条３丁目１６－
１２

ムース菓子類 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセディー） 札幌市手稲区新発寒４条３丁目１６－
１２

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

坂牧　和仁（洋菓子のセディー） 札幌市手稲区新発寒４条３丁目１６－
１２

ババロア 洋生菓子 なし

坂本俊也（福寿） 柏原市国分市場２－１１－１１ 洋生菓子 菓子類 無

さきがけ製菓㈱ 海部郡牟岐町牟岐浦字浜崎９１ モンブラン 菓子類 無

さきがけ製菓㈱ 海部郡牟岐町牟岐浦字浜崎９１ ｾﾞﾗﾁﾝ使用製品 菓子類 無

佐口梅幸(ぷちまるきろくえもん) 仙台市若林区五橋三丁目５－４８ ﾁｮｺﾑｰｽ,ﾌﾙｰﾙﾑｰｽ,ﾚｱﾁｰｽﾞ 菓子 なし

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

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ アヤメおかき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ アヤメおかき　しょう油 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ アヤメおかきザラ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 合わせ味 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 磯合わせ 米菓 なし
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菓子類

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
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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

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 磯ふぶき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 磯みどり 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 一徹焼 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ ウニあられ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 梅小丸 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 越後あられ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 越後のおかき詰め合わせ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 海老揚げ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 大江戸巻 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 鬼かっちん 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 鬼奴 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 柿種チョコ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 柿種チョコマロン 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ かき餅 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 角もち　のり 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 角もちザラ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 角もろしょう油 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞおかき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 辛子せんべい 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ カレーせんべい 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 草いぶき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 草いぶき醤油 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 草ぶき　ザラ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 草ぶき　のり 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ くらま揚げ 米菓 なし
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菓子類

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
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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

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 小磯青のり 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 小岩 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 小海老揚げ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 小角 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ こがね餅 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ こころくばり 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 越のあられ詰め合わせ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 胡麻小丸 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 胡麻せんべい 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 小奴 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 笹舟 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 笹舟（進物） 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 笹舟ザラ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 笹舟タコス 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ さざれあられ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ さざれあられ白 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ ザラおかき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ ザラせんべい 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 汐路あられ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 汐路あられ醤油 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 汐路あられ白 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 品川巻 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 十二ひとえつめあわせ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 醤油せんべい 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 職人焼 米菓 なし
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菓子類

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

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ すやき　ザラ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ すやき　のり 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 千舟 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ せんべい詰合 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ チーズあられ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 千鳥あられ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 千舟　おぼろ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 千舟　のり 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 千代箱 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 詰め合わせ（小） 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 詰め合わせ（大） 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 海苔厚焼き 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ のりおかき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ のりせんべい 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ パールあられ青 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ バターおかき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ はつねおかき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 花篭（小） 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 花年輪 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 花もよう 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 花門　小 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 花門　大 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 半月 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ ひとひらサラダ 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ ひなあられ 米菓 なし
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菓子類

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

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ ピュア 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 福笑 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 舞すがた 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 抹茶おかき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 豆おかき 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 豆せんべい 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 味噌せんべい 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ ミックス 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 夢枕 米菓 なし

さくら製菓（株） 新発田市西園町１－１１－２２ 豆昆布 豆菓子 なし

笹原芳雄 枝幸郡中頓別町145 ムース類 ムース 無

札幌後楽園ホテル宴会調理 札幌市中央区大通西８丁目 焼き菓子 菓子類 なし

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

佐藤　賢二 江戸川区北小岩６－５－２ 菓子パン類 菓子パン なし

佐藤　文男 仙台市宮城野区二の森2-20 ケーキ 菓子 なし

佐藤　文男 仙台市宮城野区二の森2-20 ムース 菓子 なし

佐藤　文男 仙台市宮城野区二の森2-20 ババロア 菓子 なし

佐藤　稔 小山市西城南4-20-7 ムース、ババロア 洋菓子 なし

佐藤和義 東京都練馬区富士見台２－４４－９ ババロア 菓子 なし

佐藤和義 東京都練馬区富士見台２－４４－９ チョコレートムース 菓子 なし

佐藤和義 東京都練馬区富士見台２－４４－９ レアチーズ 菓子 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 磯こごり（海鮮ゼリーカップ入
り）、ゼラチンＳＴ（ニッピゼラ
チン）

ゼリー（ゼラチ
ン）

なし

佐渡農業協同組合酪農工場 新潟県佐渡郡金井町大字中興122番地
の1

プリン 洋生菓子 なし

佐渡農協畑野農産物加工施設 新潟県佐渡郡畑野町大字畑野80番地 柿ゼリー 菓子類 なし
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菓子類

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

佐渡農協畑野農産物加工施設 新潟県佐渡郡畑野町大字畑野80番地 柿羊かん 菓子類 なし

佐渡農協ミルク工房 新潟県両津市大字吾潟道下1839-1 ソフトクリーム アイスミルク なし

佐渡農協ミルク工房 新潟県両津市大字吾潟道下1839-1 レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

佐野　英嗣 大阪府堺市車之町１丁１－９ ケーキ類 洋生菓子 無

佐野栄一 富士宮市朝日町１６－２３ ゼリー､ムース 菓子 なし － － － － －

佐野延由 富士宮市万野原新田３３７２－７ ゼリー 菓子 なし － － － － －

佐野延由 富士宮市万野原新田３３７２－７ ババロア 菓子 なし － － － － －

佐野勝美 富士宮市青木３２５－１２ ケーキ類（ムース） 菓子 なし － － － － －

サロンドボン（河村栄一） 大阪市住吉区長居東4-11-24 洋菓子 洋菓子 なし

澤田　信市 愛知県安城市御幸本町１２番３２号 焼き菓子 菓子 なし

三育フーズ 袖ヶ浦市長浦拓１－１ クッキーパイ他１ 菓子 無

三育フーズ 袖ヶ浦市長浦拓１－１ バターロール他５ 菓子パン 無

三育フーズ 袖ヶ浦市長浦拓１－１ 食パン 菓子 無

ｻﾝｴﾌ（株）（風月原店） 早良区原６－２１－２７ 洋菓子、パン 菓子類 無 　

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ テイカロ　コーヒー 菓子 なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ うるうる果実 菓子 なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ しっとりアップル 菓子 なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ Ｃａ牛乳ソフト 菓子 なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ Ca＋Ｆｅココアソフト 菓子 なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ Ｃａヨーグルトいちごソフト 菓子 なし

三宝製菓㈱ 宇都宮市下荒針町4075-17 洋菓子 菓子 なし

サントウールムラカミ　村上昌平 長野県南安曇郡穂高町穂高５６９１－
１

パンプキン、シャルロット 菓子 なし

サンナッツ食品(株) 灘区都通1-1-27 米菓子 菓子 なし

サンナッツ食品(株) 灘区都通1-1-27 柿の種 菓子 なし

サンナッツ食品(株) 灘区都通1-1-27 豆菓子 菓子 なし
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菓子類

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

サンモール洋菓子店 寒川町岡田７－２－２４ ババロア 洋生菓子 なし

サンヨー缶詰株式会社 福島市瀬上町字幸町６ デザート類 菓子 なし

三立製菓㈱白鳥工場 浜松市白鳥町１２３３ CO・OP紅茶リーフパイ，紅茶パ
イ

菓子 無

三立製菓㈱白鳥工場 浜松市白鳥町１２３３ トランプ１２０ｇ 菓子 無

三立製菓㈱白鳥工場 浜松市白鳥町１２３３ ミニクロワッサン 菓子 無

サンローゼ㈱ 西区伊川谷町潤和９６２ スイートポテト 洋菓子 なし

サンローゼ㈱ 西区伊川谷町潤和９６２ ケーキ類 洋菓子 なし

三和缶詰株式会社 山形県東村山郡中山町長崎229－2 杏仁豆腐カップ 洋菓子 なし

三和産業株式会社 足立区辰沼2-16-8 くずきりの素 菓子 なし

シーセブン㈱ 大阪府堺市北花田町３丁２７－２ ゼリー 菓子 無

シーセブン㈱ 大阪府堺市北花田町３丁２７－２ シャーベット 氷菓 無

ジーゼンコンフェクト株式会社 中央区神若通７－２－７ 洋菓子 洋菓子 なし 　

ジェイティフーズ㈱宇都宮工場 宇都宮市下栗町1563 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

シオエ製薬株式会社尼崎工場 尼崎市潮江３―１―１１ クールセブン 菓子材料 なし

塩野　茂 東京都東村山市富士見町３－１３－１
８

ケーキ 菓子類 なし

敷島製パン（株） 刈谷市西境町広見２７ パン、肉まん等 菓子類 なし

敷島製パン（株）　神戸冷食プラ
ント

西区高塚台７丁目２－１ パイ類 菓子 なし

敷島製パン（株）　神戸冷食プラ
ント

西区高塚台７丁目２－１ ケーキ類 菓子 なし

敷島製パン（株）パスコ湘南工場 寒川町一之宮７－９－１ 菓子パン 菓子パン なし

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ スリットロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 業務用ロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ Ｓサイズロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ Ｌサイズロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 吟撰バターロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 十勝バターロール 菓子パン 無
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菓子類

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

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 業務用バターロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 超熟ロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ホットドッグロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ レーズンブレッド 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 十勝バターロールレーズン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 業務用レーズンロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ゴルゴンチーズパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ クルミチーズメロンパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ カマンベールチーズスティック 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ プチロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ クロゴマグマロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 十勝バターチーズスティック 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ミニサンドロールピーナツ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ミニサンドロールチョコ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ミニサンドロールカスタード 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ロングスティックピーナツ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ マーガリンコッペ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ パスナッキーチョコクランチ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ パスナッキーピーナツ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ クルミサンドロールキャラメル 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ミルクフレンチロール 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ スナックパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 風味上質メロンパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ チョコチップメロンパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ マロンメロンパン 菓子パン 無
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え

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ レモンメロンパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ブドウメロンパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ コーヒーメロンパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ シナモンメロンパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ショコラクッキーバンズ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 石焼いもパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ クロワッサン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ クリームデーニッシュ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ プチチョコナッツデーニッシュ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ショコラデーニッシュ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ シューデーニッシュ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ミニロールクリーム 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ミニロールチョコ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ コーヒーリング 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ビターチョコスティック 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ レーディス蒸しケーキ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ふるさと蒸しカステラ黒糖 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 黒糖バラ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ミニ蒸しケーキチーズ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 石焼イモ蒸しパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ パルミジャーノ蒸しケーキ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ブラックケーキ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 目玉焼き蒸しパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ショコラシフォン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ もちっとしたオニ蒸しパン 菓子パン 無
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敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ たべるならピロシキ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ たべるならマヨコンウインナー 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ ピザパン 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ カフェペストリートロケルカス
タード

菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ カフェペストリートロケルチョコ 菓子パン 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ カフェペストリーパン・オ・レザ
ン

菓子パン 無

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ クーベルチュール
チョコロール

菓子パン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ コーヒービートデニッシュ 菓子パン なし

敷島製パン株式会社　名古屋工場 名古屋市東区白壁町五丁目3番地 ＭＳミルフィーユ パイ類 なし

敷島製パン株式会社大阪豊中工場 豊中市名神口１丁目10-1 各種ﾊﾟﾝ類、ｹｰｷ類 菓子類 無

四国化工機株式会社 鳴門市大津町矢倉字六の越６３ プリン３品目 菓子類 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ 糖衣掛けチョコレート 菓子類 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ チョコレート 菓子類 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ スナック 菓子類 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ パーフェクトブロック 菓子類 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ パーフェクトバー 菓子類 無

四宮健一（ﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ） 早良区田村４－１２－１０ 洋菓子 菓子類 無

柴田　誠一 幡豆郡一色町大字一色字古新田３ えびフレアー（せんべい）、いか
せんべい等

せんべい（菓
子）

なし

柴田　正実 形原町川原24‐1 ムース、ババロア 洋菓子 なし

柴田定夫 千厩町千厩字町浦９-２０ ババロア他 菓子 無

柴田千尋 東京都練馬区東大泉７－３８－２９ アイスクリーム アイスクリーム なし

柴田千尋 東京都練馬区東大泉７－３８－２９ ムース 菓子 なし

柴本三善 東京都練馬区関町北２－３１－１５ プリン 菓子 なし

柴本三善 東京都練馬区関町北２－３１－１６ レアチーズ 菓子 なし

柴本三善 東京都練馬区関町北２－３１－１７ チーズケーキ 菓子 なし
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柴本三善 東京都練馬区関町北２－３１－１８ モカロール 菓子 なし

柴本三善 東京都練馬区関町北２－３１－１９ ショートケーキ 菓子 なし

柴本三善 東京都練馬区関町北２－３１－２０ ババロア 菓子 なし

柴本三善 東京都練馬区関町北２－３１－２０ フレーズ 菓子 なし

柴本三善 東京都練馬区関町北２－３１－２０ ゼリー 菓子 なし

地引  常次 台東区西浅草３－７－１１ 飴菓子（ｻﾞﾗ付飴、いちご飴、ｻｲ
ﾀﾞｰ飴、ﾐｶﾝ飴、はっか飴）

菓子 なし

渋谷洋路（ムッシュガーデン） 東京都練馬区高松４－１９－２３ フランポワーズ 菓子 無

渋谷洋路（ムッシュポテト） 東京都練馬区豊玉中３－１２－６ 洋生菓子 菓子 無

シベール 大和市福田２００３ 洋生菓子 菓子 なし

士幌町農業協同組合 士幌町西２線１４６番地 スナック 菓子 なし

士幌町農業協同組合食品開発研究
所

東松山市東平１９８５ アラポテトバター風味 菓子 なし

士幌町農業協同組合食品開発研究
所

東松山市東平１９８５ 激辛インドカレー 菓子 なし

士幌町農業協同組合食品開発研究
所

東松山市東平１９８５ ポテトチップスコンソメパンチ
のり明太子　ガーリックチキン

菓子 なし

士幌町農業協同組合食品開発研究
所

東松山市東平１９８５ ポテトチップスソースマヨ　ジャ
ガバター

菓子 なし

士幌町農業協同組合食品開発研究
所

東松山市東平１９８５ 業務用士幌コンビーフミックス コンビーフ なし

島内メルシーパン店　望月正美 長野県松本市島内１６６６－１０９８ ぜりー 菓子 なし

清水秀俊 東京都練馬区大泉学園町１－１－９ ムース類 菓子 なし

清水秀俊 東京都練馬区大泉学園町１－１－９ レアチーズ 菓子 なし

霜田利治　ボンクール洋菓子店 東灘区住吉本町１－４－５ ムース類 洋生菓子 なし

社会福祉法人　江差福祉会 檜山郡厚沢部町美和1087-2 生ケーキ類：ゼラチン ケーキ なし

社会福祉法人　ひわさ福祉会
自立支援ｾﾝﾀｰ　食品加工班

海部郡日和佐町北河内字本村３４４－
１

ﾏｰｶﾞﾘﾝ使用製品 菓子類 無

社会福祉法人　ひわさ福祉会
自立支援ｾﾝﾀｰ　食品加工班

海部郡日和佐町北河内字本村３４４－
１

ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ使用製品 菓子類 無

社会福祉法人　ひわさ福祉会
自立支援ｾﾝﾀｰ　食品加工班

海部郡日和佐町北河内字本村３４４－
１

ｶﾚｰ使用製品１ 菓子類 無

社会福祉法人　ひわさ福祉会
自立支援ｾﾝﾀｰ　食品加工班

海部郡日和佐町北河内字本村３４４－
１

ｶﾚｰ使用製品２ 菓子類 無

社会福祉法人　ひわさ福祉会
自立支援ｾﾝﾀｰ　食品加工班

海部郡日和佐町北河内字本村３４４－
１

ｶﾚｰ使用製品３ 菓子類 無
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シャクリー工業日本　株式会社 富士郡芝川町上柚野２６０番地 アメリカンスティック 菓子 なし － － － － －

シャクリー工業日本　株式会社 富士郡芝川町上柚野２６０番地 ヴァイタシム(カルシウム含有食
品）

菓子 なし － － － － －

ジャック製菓株式会社 大阪府東大阪市永和３丁目１番２６号 グミキャンデー 菓子 なし

シャトレーゼ荻野店 厚木市中荻野１６５７－１ 洋菓子 菓子 なし

シャトレ－ゼ　厚木旭町店 厚木市旭町１丁目３６番１号 洋菓子 菓子 なし

シャトレ－ゼ工場直売店　愛甲店 厚木市愛甲１９７－１２ 洋菓子 菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 無印良品　コーンチップ　タコス
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 無印良品　コーンチップ　チーズ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 無印良品　コーンスティック
チーズ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 CO・OPカリカリット　チーズ
コーン

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 グルメ　たこやき亭　からしマヨ
ネーズこんがりソース味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 スペシャルドリトス　チリ・コ
ン・カン味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 グルメ・チートス　コーンポター
ジュ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ポップコーン　タンドリーチキン
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ドリトス　テキサス・ステーキ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス・パフ　スペシャル
ダッカルビ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス・パフ　スペシャル　プ
ルコギ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ぎょうざ屋さん　キムチぎょうざ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ぎょうざ屋さん　カレーぎょうざ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 恐竜界　和風バーベキュー味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 夏のスナック　うす塩味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 じゃがローニ　ミネストローネ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ドリトス　ジャンバラヤ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ファニオン　Ｗオニオン＆ガー
リック味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 オリエンタル　マースカレー
コーンスナック

スナック菓子 なし
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ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 オリエンタル　マースハヤシ
コーンスナック

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ファニオン　サワークリーム＆オ
ニオン味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 マイクポップコーン　バターしょ
うゆ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス　クランチ スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ファニオン スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ミニオン　サワークリーム＆オニ
オン味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ミニオン　プレーンソルト味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 イカマヨネーズ味　コーンスナッ
ク

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 そばめし　スナック スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 えびめし　スナック スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス・パフ　担担麺味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 秋のスナック　きのこバター味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 秋のスナック　きのこクリームシ
チュー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 グルメ・チートス　チーズ・フォ
ンデュ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス　ビーフ・コンソメ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 スペシャルドリトス　チリ・ビー
フ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 スペシャルドリトス　たっぷり
チーズ

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 グルメ・チートス　コクのある
チーズ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ドリトス（ツイスト）　チーズ＆
ガーリック

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 スペシャルドリトス　窯焼きピザ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ドリトス（ツイスト）　チリ・
ビーフ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 元祖たこやき亭　縁日風とろ～り
ソース味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ドリトス　ナチョ・チーズ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス・パフスペシャル　明太
子マヨネーズ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 いかめし味　コーンスナック スナック菓子 なし
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ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 まちのお菓子屋さん　オニオンリ
ング

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ドリトス　メキシカン・タコス味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス　まろやかチーズ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ミニオン　オニオン　グラタン
スープ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 じゃがローニ　ガーリック＆ペッ
パー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ポテトdeパスタ　炭火焼バーベ
キュー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 スペシャルドリトス　Ｗガーリッ
ク＆レッドペッパー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ５グレイン　チートス　チーズ＆
セサミ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ファニオン　オニオン　グラタン
スープ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 生活志向　トルティアチップス
（タコス味）

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ポテトdeパスタ　ミートソース＆
バジル味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス・パフ　スペシャル　イ
カ墨カレー味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ポテトdeパスタ　韓国牛カルビ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ポテトdeパスタ　チキンから揚げ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス　海鮮キムチゲ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 スペシャルドリトス　チーズフォ
ンデュ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ポテトスナック　ローストビーフ
味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 チートス　ローストビーフ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 CO・OPコーンボールスナック
バーベQ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 CO・OPオニオンリングスナック スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 CO・OPかわいいお星様　コーン
ポタージュ味

スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ぎょうざ屋さん　エビチリ味 スナック菓子 なし

ジャパンフリトレー（株） 猿島郡総和町北利根14-2 ぎょうざ屋さん　肉ぎょうざ味 スナック菓子 なし

ジャパンミルク東北㈱ 玉造郡岩出山町下野目字八幡前60-１ プリン等 洋生菓子  なし 該当なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ トップバリューバニラ味のアイス アイスミルク なし

144 / 442 ページ



菓子類

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

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ （ＪＡ佐賀経済連）酪農チーズ２
２５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ （朝霧ハイランド（株））まかい
の牧場プロセスチーズ２２５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ （大内山酪農協）大内山酪農協
チーズ２２５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ （長崎県酪連）チーズ　　２２５
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ （東毛酪農協）群酪チーズ２２５
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ （富士ガリバー王国酪農工房）
チーズ２２５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ （宮崎県酪連）宮崎県酪連チーズ
２２５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ １０ＣＰ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ２Ｋ－２Ｍ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯＯＰ　１２Ｐチーズ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯＯＰ　６Ｐチーズ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰ九州ミックスチーズ
２５０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯＯＰスモークチーズ
１５０ｇ（クリームチーズ入り）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰ生協チーズ　　２２５
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰ生協チーズ　　４００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰダイスカットチーズ３
００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰダイスカットチーズ８
０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰッモッツアレラチシュ
レッドチーズ３００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰニュージーランドミッ
クスチーズ　５００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰピザフレンド　　８０
ｇ　１Ｐ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＣＯ－ＯＰピザフレンド　　８０
ｇ　３Ｐ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ e-priceスモークチーズミニ３５０
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＨＦスモークチーズ１５０ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＨＦモッツアレラとろけるスライ
スチーズ１０枚

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭ塩分９０％カットチーズ２０
０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし
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ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭ塩分９０％カットチーズ８０
ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭおいしいスモークチーズ２０
０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭおちょぼなチーズ１２０ｇ
（スモークチーズ）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭお料理とろけるチーズ４００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭ厳選チーズ２００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭ国産ミックスチーズ　１８０
ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭこだわりスモークチーズ　１
２０ｇ（ペッパー入り）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭこだわりスモークチーズ　１
２０ｇ（明太子入り）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭこだわりスモークチーズ１２
０ｇ（ビール酵母エキス入り）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭコロン！とダイスカットチー
ズ８０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭサッ！とシュレッドチーズ８
０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭ脂肪を１／３カットミックス
チーズ３００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭスモークチーズ１５０ｇ（ス
モークチーズミニタイプ）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭスモークチーズ４００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭスモークドチーズバー３０ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭ徳用ピザミックスチーズ５０
０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭニュージーランドミックス
チーズ３００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭ乳脂肪分８０％カットチーズ
２００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭ乳脂肪分８０％カットチーズ
８０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭぬるチーズアミューゼ１５ｇ
×４０個

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭハートファームチーズ２２５
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭハートファームぬるチーズ１
５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭバーミー１０本 プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭパラリ！と細切りチーズ８０
ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭピザミックスチーズ　　１ｋ
ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし
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ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭミックスチーズ２００ｇ ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＪＭミックスチーズ５００ｇ（お
徳用）

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ Ｋー８００ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ Ｋー８００（タキザワ用） プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ Ｎー１．７－Ｋ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ Ｎー２．５－Ｋ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＰＢとろけるスライスチーズ１０
枚

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＰＮー１０００ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＰＮー２Ｋ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＰＮー２Ｋカット用　　　　　８
０ｍ/ｍ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＰＮー８００ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＳＦ－１ チーズフード なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＳＫ－ＳＷ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＳＭ－１１．５－ＤＣ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＳＭ－１１．５－ＤＰ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＳＭ－１１－Ｐ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＳＭ－１２－Ｄ チーズフード なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ＳＭ－１５．５－Ｄ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 赤城高原スモークチーズ（ウイン
ナータイプ）１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ アサヒスモークチーズツイスト３
００ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 浅間　チーズ２２５ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 浅間　チーズ５００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 浅間スモークチーズ　　　１５０
ｇ×２

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 浅間スモークチーズ　　　１５０
ｇ×２本

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 浅間スモークチーズ　　　４００
ｇ

プロセスチーズ なし
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ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 浅間牧場茶屋スモークチーズ（ウ
インナータイプ）１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 浅間牧場茶屋ぬるチーズ１５０ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 油山牧場スモークチーズ１５０ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 淡路島牧場スティックチーズプ
レーン１５ｇ×１５本

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 岩手チーズ２２５ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ エメンタールチーズ１００　１０
０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 塩分７５％カットとろけるスライ
スチーズ１０枚

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 大阿蘇チーズ２２５ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 大笹チーズ５００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 大笹牧場スモークチーズ（ウイン
ナータイプ）１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 大笹牧場ぬるチーズ　　　１５０
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ オーストラリアスライスチーズ８
枚

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ オーストラリアとろけるスライス
チーズ８枚

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ オーストラリアミックスチーズ５
００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ オーストラリアン特選ミックス
チーズ１ｋｇ（１個入り）

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ おさかなパルコープ　クッキング
用ミックスチーズ２００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ カルピスぬるソフトチーズ１５０
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 九州高千穂スモークチーズ１２０
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 業務用スモーク（ペッパー）１ｋ
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 業務用スモーク（明太子）１ｋｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 業務用スモーク１．２ｋｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 業務用バーミー１ｋｇ（ミニサイ
ズ）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 業務用バーミー５００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ グリエールチーズ１００　１００
ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 黒沢牧場スモークチーズ４００ｇ プロセスチーズ なし
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ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ コープネットスモークチーズミニ
９０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 国産スライスチーズ１０枚 プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 国産ミックスチーズ１ｋｇ ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 白樺園スモークチーズ　　４００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 新ＪＭこだわりスモークチーズ１
２０ｇ（ビール酵母エキス入り）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ スティックチーズアーモンド１５
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ スティックチーズプレーン１５ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ スモークチーズ２．５ｋｇ（ＣＨ
Ｅ）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ スモークチーズ４００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ スモークチーズ９０ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ スモークチーズツイスト　１３５
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ スモークチーズツイスト　３００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ スモークチーズバーミー　５００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 清泉寮スモークチーズ　　４００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 清泉寮スモークチーズ（ウイン
ナータイプ）１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 清泉寮チーズ５００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 千本松チーズ５００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 千本松牧場おつまみスモークチー
ズ１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 千本松牧場スモークチーズ４００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 千本松牧場ひと口チーズ（プレー
ン）１３５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 全酪　ゼンラクチーズ　　２００
ｇ（ギフト）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 全酪　ゼンラクぬるチーズ１５０
ｇ（ギフト）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 全酪　ダイスカットチーズ８０ｇ ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ダイスカットチーズ１ｋｇ ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 高千穂スモークチーズ　　１２０
ｇ

プロセスチーズ なし

149 / 442 ページ



菓子類

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

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ タカチホ農場一番スモークチーズ
１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ タカチホ農場一番ツイストチーズ
（スモーク）１３５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ タカチホ農場一番ツイストチーズ
プレーン１３５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 高千穂牧場６Ｐチーズ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ チーズ１０３ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ デイリー６Ｐチーズ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ デイリーチーズ２２５ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 徳用スモークミニ３００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ トップバリューとろけるミックス
チーズ５００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ トップバリューとろけるミックス
チーズ６００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 成田ゆめ牧場ひと口チーズ（ス
モーク）１３５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 成田ゆめ牧場ひと口チーズ（プ
レーン）１３５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ニュージーランドミックスチーズ
（タウポ＆シュレッダー）

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ニュージーランドミックスチーズ
（タウポ＆シュレッダー）１ｋｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 登谷牧場　スモークチーズ４００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 登谷牧場　ひと口チーズ（スモー
ク）１３５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ハートファーム１２Ｐチーズ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ハートファーム６Ｐチーズ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ハートファームスライスチーズ１
０枚

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ハートファームとろけるスライス
チーズ１０枚

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ハートファームとろけるスライス
チーズ５枚

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ハートファームモッツアレラ１０
０％　３００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ バーミー１０本４．５ｋｇ（ウイ
ンナー）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 八社会本格スモークチーズ１３５
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 富士ガリバー王国ぬるチーズ１５
０ｇ

プロセスチーズ なし
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ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ プレーンチーズツイスト　　１３
５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ プレーンチーズツイスト　　１３
５ｇ（エージレス入り・千本松向

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ベルクオーストラリアミックス
チーズ５００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 牧場スモークチーズ　　　１５０
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ホクラクスモークチーズ　１５０
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ホクラクチーズ２２５ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ まかいのスモークチーズ１５０ｇ
×２Ｐ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ まかいの牧場スモークチーズ１５
０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ マザー牧場スティックチーズプ
レーン１５ｇ×３０本

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ マザー牧場スモークチーズ（ウイ
ンナータイプ）１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ みちのくグリーン牧場スモーク
チーズ４００ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ミックスチーズ（モッツアレラ
ミックス）１００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 南那須こぶしが丘牧場プロセス
チーズ（スモーク）１３５ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 山小屋スモークチーズ（ウイン
ナータイプ）１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印BSスモークチーズ１３０ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印SCスモークチーズ１３０ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印業務用スモークチーズ３００
ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印クリームチーズエクセレント
（ガーリック）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印クリームチーズエクセレント
（ブラックペッパー）

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印チーズスティック１０ｇ×１
５本

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印チーズスティック１６ｇ×４
本

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印チーズスティック学校給食用
アーモンド１５ｇ×４０本

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印チーズスティック学校給食用
プレーン１５ｇ×４０本

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印チーズフォンデュミニ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印チーズフォンデュミニとうが
らし味

プロセスチーズ なし
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ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印とろけるナチュラルチーズ
（使い切りタイプ）２５ｇ×４袋

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印北海道カマンベール６Pチー
ズ１２０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 雪印土産用おつまみスモークチー
ズ１５ｇ×２本

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ユニー　ミックスチーズ　　５０
０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ユニオン向業務用ミニスモーク プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ 酪王チーズ２００ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ ラクレンチーズ２２５ｇ プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ りんどう湖ファミリー牧場スモー
クチーズ３００ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ りんどう湖ファミリー牧場ぬる
チーズ１５０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクネット（株）狭山
工場

狭山市新狭山１－５－１９ りんどう湖ファミリー牧場ベビー
スモーク９０ｇ

プロセスチーズ なし

ジャパンミルクプラント（株）東
京デザート工場

川越市的場１５３５ 牛乳プリン 洋生菓子 なし

ジャパンミルクプラント（株）東
京デザート工場

川越市的場１５３５ 小岩井口どけなめらかレアチーズ 洋生菓子 なし

ジャパンミルクプラント（株）東
京デザート工場

川越市的場１５３５ 小岩井口どけなめらかレアチーズ
（ブルーベリー）

洋生菓子 なし

ジャパンミルクプラント（株）東
京デザート工場

川越市的場１５３５ 全酪北海道かぼちゃのカスタード
プリン

洋生菓子 なし

シャルマン 十日町市泉４０ ゼリー 菓子 なし

シャルル洋菓子店 宇都宮市今泉町2537 ゼリー,ババロア,ムース等 洋菓子 なし

シャルル洋菓子店 藤沢市亀井野２－２－５ ムース 洋生菓子 なし

純和食品（株） 妻沼町西城５００ 紅茶ゼリー加糖タイプ５００ｇ 菓子 なし

ジョイフーズ(株) 名古屋市熱田区明野町２－３ アメリカンドッグ 菓子 なし

松月 塩沢町塩沢1225-1 ケーキ類 洋生菓子 なし

松月堂食品工業㈱ 福島市上名倉字河添２３ ケーキ 菓子 なし

昭産商事株式会社　盛岡支店 矢巾町流通センター南一丁目3-8 焼きプリン 菓子 無

湘南菓子工房ヒラオカ 茅ヶ崎市萩園１７１３－２ ムース 洋生菓子 なし

上毛食品工業（株） 群馬県高崎市矢島町160 ゼラチン（骨）使用菓子 菓子 なし

常陽製菓㈱ 下館市野殿1555 アーモンドドラジェ（12kg，2kg×
5，300ｇ，500ｇ）

菓子 無
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正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ ガトーアラシュゼット 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ クッキー（ｱｰﾓﾝﾄﾞ） 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ クッキー（ｱﾒﾘｶﾝ、ﾊﾞﾀｰ） 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ クッキー（ﾀﾞｲｴｯﾄｸｯｷｰ） 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ クッキー（ﾋﾟｰﾅｯﾂ､ﾁｮｺﾚｰﾄ、ﾒｰﾌﾟ
ﾙ）

菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ シェル型マドレーヌ 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ 半生ケーキ（ｵﾚﾝｼﾞ､ｱｰﾓﾝﾄﾞ） 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ 半生ケーキ（ﾊﾟﾊﾟｲﾔ） 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ 半生ケーキ（ﾚｰｽﾞﾝ、ｳｵｰﾙﾅｯﾂｼｮ
ｺﾗ）

菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ ビスコッティー 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ フルーツゼリー（ﾒﾛﾝ、ｵﾚﾝｼﾞ） 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ ベルギーワッフル 菓子 なし

正和製菓株式会社 四日市市小古曽東二丁目４－６１ ヨーグルトゼリー 菓子 なし

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 洋菓子 菓子 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 和洋菓子 菓子 無

白戸俊敬 天塩郡豊富町大通り5丁目 ムース類 ムース 無

白鳥製パン（株） 茂原市早野新田６７ ﾌﾟﾁﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 菓子 無

新札幌乳業㈱ 札幌市厚別区厚別東４条１丁目１－７ レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

新庄利夫 富山市吉岡４１０ 洋生菓子 生菓子 無 牛脂、牛
皮

新庄利夫 富山市吉岡４１０ 和菓子 生菓子 無 牛脂

神前　俊男 江戸川区西小岩３－３６－６ コーヒーゼリー 菓子 なし

新谷　敏宏 志賀町末吉リ３２ ケーキ 菓子 なし - - -

新野製菓（株） 小千谷市片貝町４８１７ うまくち煎餅 米菓 なし

シンワ堂（株） 南知多町豊浜西之浦７１ せんべい 菓子類 なし

シンワフーズ㈱ 三郷市高州２－２１９－１ チーズ パルミジャーノ
レッジャー

なし

153 / 442 ページ



菓子類

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

シンワフーズ㈱ 三郷市高州２－２１９－１ チーズ パルメザンチ－
ズ

なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＦＳＩ　レアーチョコレート 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣ白樺ケーキ（オレンジ） 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣ白樺ケーキ（カシス） 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣ白樺ケーキ（チョコレー
ト）

菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣ白樺ケーキ（フレーズ） 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣ白樺ケーキ（抹茶） 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣフリーカットケーキ（ショ
コラ）

菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣフリーカットケーキ（フラ
ンボワーズ）

菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣフリーカットケーキ（抹
茶）

菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＧＦＣフリーカットケーキ（モ
カ）

菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ＲＣＨたこ焼 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ オレンジヨーグルト 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ カットケーキ苺 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ガトーショコラ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ガトーフリュイ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ キティー・ホワイトのミルクケー
キ

菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ クリームチーズ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ココラフィーネ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ジャンボショートケーキ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ジャンボチーズケーキ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ジャンボチョコレートケーキ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ スカーレアーチーズ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ スカーレアチョコレート 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ チーズトルテ 菓子 なし
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菓子類

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

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ チョコラフィーネ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ティラミス 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ プチアンジェクランベリーチーズ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ プチアンジェショコラ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ プチアンジェストロベリー 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ プチアンジェミルク 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ プリティーミニシューケーキ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ フレッシュケーキクリームパフ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ フレッシュケーキチョコレートパ
フ

菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ フレッシュケーキモンブラン 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ホワイトココ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ ホワイトムース 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ マロンタルト 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ 洋梨のケーキ 菓子 なし

スカーフード工業株式会社 戸田市美女木東２ー５－１３ 和風デザートゆず 菓子 なし

杉下雅一（みやこ製パン） 岐阜県海津郡南濃町駒野1001-3 ケーキ、洋菓子 菓子 なし

スギ製菓（株） 碧南市前浜町２－３５ えびせんべい（油菓子、焼菓子） 菓子類 なし

すぎの子(田中成人） 豊橋市駅前大通３－７２ ババロア 菓子 なし

杉本屋製菓株式会社 豊橋市鍵田４８番地 コロポン（ｷｬﾝﾃﾞｨｰ） 菓子 なし

杉本屋製菓株式会社 豊橋市鍵田４８番地 まけんグミ（ｷｬﾝﾃﾞｨｰ） 菓子 なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ 「名人おすすめのラーメン」塩と
んこつのたれ

たれ 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

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まろ味みそ スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ CGC３食醤油ラーメン スープ なし
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菓子類

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

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ CVS．１食札幌ラーメンまろやか
味噌

スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ ＣＶＳ．１食札幌ラーメンまろや
か味噌のスープ

スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ CVS．１食東京ラーメンすっきり
醤油

スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ こだわりラーメンとろ旨しょうゆ スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ こだわりラーメンとろ旨みそ スープ、たれ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ 中華麺店炸醤麺 スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ 東京「恵比寿」ラーメンすっきり
しお味のスープ

スープ なし 　 　

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ 東京恵比寿ラーメンあっさりしょ
うゆ味

スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ 東京恵比寿ラーメンすっきりしお
味

スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ マルエツ２食醤油ラーメン スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ マルエツ２食味噌ラーメン スープ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ 名人おすすめのラーメン塩とんこ
つ

スープ、たれ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ 名人おすすめのラーメン塩とんこ
つ

たれ なし

菅野ｼﾏﾀﾞﾔ㈱ 吉川市八子新田９７２－１ 名人おすすめのラーメン濃厚みそ スープ、たれ なし

鈴木  敏行 台東区西浅草３－２６－１５ 飴菓子 菓子 なし

鈴木  義雄 台東区西浅草３－６－９ 飴菓子（ザラ掛、大玉飴、五色
玉、三色飴）

菓子 なし

鈴木　和己 江戸川区東小松川１－９－１６ 菓子パン類 菓子パン なし

鈴木　和己 江戸川区東小松川１－９－１６ 焼菓子類 焼菓子 なし

鈴木　照男 江戸川区平井４－１１－６ コーヒーゼリー 洋菓子 なし

鈴木　宣之 江戸川区西小岩３－２８－１２ 洋菓子類 洋菓子 なし

鈴木　宏 江戸川区松江４－１３－６ ケーキ類 洋菓子 なし

鈴木　満（日進堂） 栃木県那須郡小川町小川２７５５ 洋菓子（ムース、ババロア） 洋生菓子（菓
子）

なし

鈴木　由美 瑞浪市樽上町１－３６ ムース 洋生菓子 なし

鈴木勝典 北海道北見市大通東４丁目 ムース 菓子 なし

鈴木修一 いわき市常磐水野谷町諏訪ケ崎16－1 洋生菓子 生菓子 なし 　
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菓子類

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

鈴木久義 静岡県伊東市八幡野１１４２－９ 洋菓子 菓子 無

スター食品有限会社 栃木県真岡市熊倉町４７６９－１５ アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

スター食品有限会社 栃木県真岡市熊倉町４７６９－１５ 氷菓 氷菓 なし

スリースター製菓（株） 群馬県高崎市宮原町４ ビーフパウダー（肉、骨）使用菓
子

菓子 なし

盛進堂製菓合資会社 郡上郡八幡町島谷1099-8 ケーキ 洋菓子 なし

誠和食品株式会社 東京都中央区日本橋２－２－２１ 菓子パン類（約１５種） 菓子 無

関　文男（わたや菓子店） 栃木県那須郡小川町小川５７７ 洋菓子（ムース、ババロア、ケー
キ）

洋生菓子（菓
子）

なし

関井繁恵 四日市市堀木二丁目２－１６ ムース、ババロア 洋菓子 なし

関川秀太 檜山郡江差町字愛宕町191 生ケーキ類：ゼラチン ケーキ なし

関製菓（株） 上田市上田原５１１－３ クッキー 菓子 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ SP福神漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 青かっぱ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ コリコリとした山くらげ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 彩の国ごまきゅうり 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 彩の国しば漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 彩の国つぼ漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 彩の国福神漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 自然な青かっぱ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 自然な赤かっぱ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 自然な紫かっぱ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 関和柴かっぱ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 関和しば漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 全糖福神漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ つけもの百選　寒干しつぼ漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ つけもの百選　しその香なす 漬物 なし
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菓子類

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

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ つけもの百選　しば漬昆布 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ つけもの百選　葉唐きゅうり 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ つけもの百選　はりはり漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 天着青かっぱ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 徳用福神漬 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 葉唐胡瓜 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 四川胡瓜（漬物） 漬物 なし

関和食品工業株式会社 南河原村馬見塚７７５ 若茄子 漬物 なし

セリア洋菓子店 あきる野市雨間３２５ ゼリー 菓子 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治製菓向け冷凍ケーキ（１９
品）

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　タスマニアレ
アチーズ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　苺ショート 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　プレミアムガ
ナッシュ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治カットケーキ　シャルロット
ショコラ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治カットケーキ　ミロワールフ
ランボワーズ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治カットケーキ　モンブラン 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治カットケーキ　カラメルポ
ワール

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治カットケーキ　プラリネホワ
イト

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治カットケーキ　デリッシュ・
オ・ショコラ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治カットケーキ　シャルロット
バナーヌ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治カットケーキ　ビッシュ・
オ・フレーズ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　マロンムース
ケーキＮ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　アプリコット
レモンケーキ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　シブースト 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　ガトーブリュ
ンヌ

菓子類 なし
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え

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　フランボワー
ズムースケーキＮ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　チョコレート
ムースケーキＮ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　カマンベール
ムースケーキＮ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 明治シートケーキ　オレンジムー
スケーキＮ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 森永ティラミス 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ TCC向け　抹茶のティラミス(140g) 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ TCC向け　角ティラミス(180g) 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ TCC向け　いちごのヨーグルト
ムース

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ TCC向け　エスプリ・ド・ショコ
ラ

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ FLO　カプチーノ（ホール） 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ モス　木いちごのムース 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ モス　ティラミス 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ TCC向け　黒ごまのムース 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ ピザーラ向け　モンブラン 菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ 東京シルキーティラミス（プレー
ン・チョコ）

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ ANA　ミニシフォン５個入（バナ
ナ，マロン，ストロベリー，プ
レーン）

菓子類 なし

センチュリーフーズ株式会社 横浜市都筑区池辺町３６０５ クリームシフォン（プレーン，
チョコ）

菓子類 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 ミラックＳＧ 菓子製パン原料 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 ミラックホワイト 菓子製パン原料 なし

そうてつローゼン葉山店 三浦郡葉山町一色 カレーパン 菓子パン なし

ソントン食品工業㈱ 茨木市白川1-1-44 バタークリーム 菓子類 無

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ エクパムのかわいいアップルロー
ル

菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ オーキド博士のバナナ蒸しケーキ 菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ 大きな小倉デニッシュ 菓子 なし
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第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ 大きなリンゴデニッシュ 菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ カレーパン（甘口）ハウスバーモ
ントカレー

菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ さくさくメロンパン 菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ジャージーミルクたっぷりのク
リームパン

菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ チーズ＆ハムクロワッサン 菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ 手包みメロンパン 菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ バクフーンのホットなカレーパン 菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ マロンのデニッシュ 菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ メリープのしゅーくりーむぱん 菓子 なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ Ｃａたっぷりﾁｰｽﾞﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ エイパムのかわいいアップルロー
ル

パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ オーキド博士のバナナ蒸しケーキ パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ 大きな小倉デニッシュ パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ 大きなリンゴデニッシュ パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ カレーパン（甘口） パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ごぼうみそカツバーガー 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ さくさくメロンパン パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ジャージーミルクたっぷりのク
リームパン

パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ジューシーミックスサンド 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ チーズ＆ハムクロワッサン パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ 手包みのメロンパン パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ バクフーンのホットなカレーパン パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ バタートースト 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ハムカツサンド 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ バラエティＢＯＸ 調理パン なし
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第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ﾍﾞｰｶﾘｰﾓｰﾙ　ｲﾀﾘｱﾝﾋﾟｻﾞ 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ﾍﾞｰｶﾘｰﾓｰﾙ　ｳｲﾝﾅｰﾃﾞﾆｯｼｭ 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ﾍﾞｰｶﾘｰﾓｰﾙ　ﾁｮｺｸﾛﾜｯｻﾝ パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ﾍｰﾞｶﾘｰﾓｰﾙ　ﾁｮﾘｿｰ 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ベジタブルミックスサンド 調理パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ マロンのデニッシュ パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ メリープのしゅーくりーむぱん パン なし

第一屋製パン（株） 三郷市高州４－８３ ゆで玉子ミックスサンド 調理パン なし

第一屋製パン株式会社大阪空港工
場

池田市空港1-13-1 オーキド博士のバナナ蒸しケーキ 和菓子 無

第一屋製パン株式会社大阪空港工
場

池田市空港1-13-1 ピィーのりんご蒸しケーキ 和菓子 無

第一屋製パン（株）高崎工場 群馬県高崎市宮原町４ 牛脂使用菓子 菓子 なし

第一屋製パン（株）高崎工場 群馬県高崎市宮原町４ 肉、エキス、脂、ゼラチン使用菓
子

菓子 なし

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ カレーパン 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ メロンパン 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ ピイのりんご蒸しケーキ 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ ブルーベリーデニッシュ 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ メロンデニッシュ 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ ウィンナーデニッシュ 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ チョコデニッシュ 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ アップルデニッシュ 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ ラ・フランスデニッシュ 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ コーヒークランチデニッシュ 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ シナモンロール 菓子パン なし

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ シナモンアップルロール 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ チョコクロワッサン 菓子パン 　なし 　

161 / 442 ページ



菓子類

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

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ チーズとハムのクロワッサン 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ シューロール 菓子パン 　なし 　

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ プチクリーム 菓子パン 　なし 　

大幸製菓協業組合 桶川市川田谷７１９０ ポテトバーうす塩味 菓子 なし

大幸製菓協業組合 桶川市川田谷７１９０ ポテトバーコンソメ味 菓子 なし

大伸化学工業㈱ｻﾝﾏﾙｸ三木店 三木市志染町青山６－１５ パン 菓子

大總商事㈱ 東京都杉並区西荻南３－１４－６ ババロア 洋生菓子 なし

大東カカオ株式会社 目黒区下目黒２－３－２３ ＴＣグラサージュ 製菓材料 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 羊かんカステラ 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ ももくり三年 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 黒糖ケーキ 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 甘栗 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ スイスロール 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ ようかん巻き 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ ミルクチョコ 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ チョコローリー 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ ポレンジケーキ 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 果風 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 栗そだち 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 豆いかだ 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 小倉ロール 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ スイスバウム 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 白ごまケーキ 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ レモンサンド 菓子 なし

大昇製菓㈲ 長野県松本市芳川村井８１５ 味茶楽 菓子 なし
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大醤㈱ 大阪府堺市石津北町２０ 鍋だし 和風だし 無

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ デリシャンピーチ・パイン 製菓材料 なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ フルーツムースパイン 製菓材料 なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ フルーツムースプリン 製菓材料 なし

高井真喜一 稚内市港3丁目4-17 ムース類 ムース 無

高岡食品工業株式会社 尼崎市東本町４―１ ゼリービンズ 洋菓子類 なし

高岡食品工業株式会社 尼崎市東本町４―１ チョコレート 洋菓子類 なし

高岡食品工業株式会社 尼崎市東本町４―１ ロングビスケット 洋菓子類 なし

高岡食品工業株式会社 尼崎市東本町４―１ チョコレート（チョコ玉） 洋菓子類 なし

高木義雄（ﾌﾞﾗﾝｼｪﾀｶｷﾞ) 柏原市国分西１－２－２６ 洋生菓子 菓子類 無

高崎裕康 豊田市豊栄町１２丁目１２４－１ 洋菓子 菓子 無し

高須  義純 台東区西浅草３－１３－６ ラムネ菓子 菓子 なし

高田　精治 浜名郡雄踏町宇布見7962 コーヒーゼリー 菓子 なし

高取　秀爾 福岡市博多区吉塚１－１５－１９ ゼリー 菓子類 無

タカナシ乳業（株） 神奈川県横浜市旭区本宿町５ ゼラチン使用氷菓子 菓子 なし

タカナシ乳業（株） 神奈川県横浜市旭区本宿町５ ゼラチン、乳化剤使用アイスク
リーム

アイスクリーム なし

タカナシ乳業（株） 神奈川県横浜市旭区本宿町５ ゼラチン使用アイスクリーム アイスクリーム なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ 横浜馬車道あいす（小倉） ラクトアイス なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ マスカルポーネアイスクリーム アイスクリーム なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ 氷菓　８種類 氷菓 なし

タカナシ乳業㈱北関東工場 群馬県多野郡新町２３３０－２９ 乳，乳製品を含む氷菓６種類 氷菓 なし

高橋　真寿吉　「日野製菓」 東京都日野市上田635 クッキー 焼菓子 なし

高橋敏雄 西茨城郡岩瀬町鍬田６２６ー２ 生ケーキ（ムース類のみ） 菓子 無

高橋康夫(サンマルコ) 春日井市旭町4-27 ババロア、マスカルポーネ 菓子類 なし

高比良剛 富士宮市万野原新田３３２４－１０ ババロア 菓子 なし － － － － －
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高比良剛 富士宮市万野原新田３３２４－１０ フルーツゼリー 菓子 なし － － － － －

高比良剛 富士宮市万野原新田３３２４－１０ ムース 菓子 なし － － － － －

高比良剛 富士宮市万野原新田３３２４－１０ 洋生菓子 菓子 なし － － － － －

高山剛（モンブラン） 四日市市ときわ５丁目１７０５－１ ムース、ババロア 洋菓子 なし

宝来屋 木曽福島町５０７６ レアチーズケーキ 生菓子 なし

宝製菓㈱横浜工場 横浜市戸塚区東俣野町１７５０ ビスケット 洋菓子 　なし 　

宝製菓㈱横浜工場 横浜市戸塚区東俣野町１７５０ クラッカー 洋菓子 　なし 　

宝塚食品㈱ 宝塚市高松町 北海道焼プリン 生菓子 なし

高久製パン株式会社 平塚市老松町１０－１８ 菓子パン 菓子パン なし

滝川昇（フルール洋菓子店） 八尾市安中町２－６－５ 洋生菓子 菓子類 無

滝沢　藤美 川崎村薄衣字諏訪前３０-２ ババロア他 菓子 無

田口食品㈱ 相生市双葉 クリームカプチーノ 生洋菓子 なし

田口食品㈱ 龍野市揖保町 氷菓 なし

竹内永二 三重県度会郡度会町大野木2008-12 ババロア 生菓子 なし

竹内永二 三重県度会郡度会町大野木2008-12 ムース 生菓子 なし

竹内製菓㈱ 加賀市大聖寺三ツ町ﾜ101-1 餅類 菓子 なし - - -

竹下製菓株式会社 小城郡小城町池の上２５００番地 鶴の里（マシュマロ） 菓子類 無

竹下製菓株式会社 小城郡小城町池の上２５００番地 フローレット 菓子類 無

竹新製菓株式会社 知多市岡田字太郎坊１０９－３ 鬼揚サラダ、せんべい 菓子 なし

竹村義憲 諏訪市諏訪２－１－１７ ムース、ババロア 菓子 なし

但馬屋食品（株） 伊丹市池尻７－１３９ 野菜プレッド 菓子 なし

但馬屋食品㈱ 伊丹市池尻７－１３９ トウフブレッド、トウフリッチ 菓子 なし

巽製粉株式会社 奈良県桜井市粟殿 789-1 ブラウンサーブロール なし

巽製粉株式会社 奈良県桜井市粟殿 789-1 ホットロール なし

巽製粉株式会社 奈良県桜井市粟殿 789-1 無塩ロール なし
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巽製粉株式会社 奈良県桜井市粟殿 789-1 レーズンバターロール なし

巽製粉株式会社 奈良県桜井市粟殿 789-1 レーズンパン なし

巽製粉株式会社 奈良県桜井市粟殿 789-1 レーズンブラウンサーブロール なし

田中　清（アミータナカヤ） 東京都中央区月島２－１４－９ ブルーベリーケーキ 洋生菓子 無

田中　清（アミータナカヤ） 東京都中央区月島２－１４－９ レアーケーキ 洋生菓子 無

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

田中浩司（菓子工房ﾂｲﾝｽﾞﾊﾟﾊﾟ） 八尾市東太子２－６－４ 洋生菓子 菓子類 無

田中章恵 東京都世田谷区世田谷４－１－１４ ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

田中章恵 東京都世田谷区世田谷４－１－１５ ゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

田中実 東京都練馬区富士見台３－１４－２７ ムース 菓子 なし

田中実 東京都練馬区富士見台３－１４－２７ ババロア 菓子 なし

田中雄二 富士宮市舟久保町２２－３ ストロベリークリームケーキ 菓子 なし － － － － －

谷川忠一 枝幸郡浜頓別町大通り2 ムース類 ムース 無

田渕食品（株） 門真市打越町5-18 和菓子 無

玉木　満雄　「プリムヴェール洋
菓子店」

東京都多摩市関戸4-4-1 ナシ 生菓子 なし

田村屋製菓 六日町二日町1-2 ムース類 洋生菓子 なし

だるま堂製菓㈱ 岐阜市西改田松の木４８番地 チーズサンド 菓子 なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ 小倉あんドーナツ 菓子パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ こしあんドーナツ 菓子パン なし

だんぢり屋製菓㈱ 岸和田市三ヶ山町766 ゼリー菓子（4種） 洋菓子 無

丹波和夫（トレビアン洋菓子店） 稲敷郡阿見町中央１丁目６番３号 洋生菓子・ムース類 洋生菓子・ムー
ス類

無

丹波和夫（トレビアン洋菓子店） 稲敷郡阿見町中央１丁目６番３号 洋生菓子・ムース類 洋生菓子・ムー
ス類

無

チェリーブロッサム 佐伯市向島１－２－３ ティラミス 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

チェリーブロッサム 佐伯市向島１－２－４ チョコレートムース 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

チェリーブロッサム 佐伯市向島１－２－５ マロニエ 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし
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チェリーブロッサム 佐伯市向島１－２－６ ズコット 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

筑豊製菓株式会社 飯塚市大字相田251-1 ミルクキャラメル 菓子類 無

竹林堂 大町市大町４１４４ 洋菓子 菓子 なし

チタカ・インターナショナル・
フーズ㈱

東京都渋谷区東３－１７－１１ レアチーズ等 生菓子 無

チタカインターナショナルフーズ
（株）

東京都渋谷区神山１７－３ なめらかブランマンジェ 生菓子 無

千葉　善吉 虻田郡倶知安町北１条西１丁目 ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏｯﾄ 洋生菓子 なし

千葉　諭 水沢市高屋敷93-6 ムース類１０種類 菓子 無

千葉酪農農業協同組合 千葉市若葉区富田町1033-1 おなりみるく工房アイスクリーム
（バニラ，白ゴマ，イチゴミル
ク，抹茶，コーヒー，チョコレー
ト）

アイスクリーム なし なし

千葉酪農農業協同組合 千葉市若葉区富田町1033-1 くろみつきなこアイスクリーム アイスクリーム なし なし

ちぼりアンナ㈱ 山梨県韮崎市竜岡町下条南割596-51 ﾌｰｼｪTDSｱﾏﾝﾄﾞ・ﾛﾜ 菓子 なし

ちぼりアンナ㈱ 山梨県韮崎市竜岡町下条南割596-51 ﾌｰｼｪﾌﾟﾁﾌｰﾙｾｯｸ 菓子 なし

ちぼりアンナ㈱ 山梨県韮崎市竜岡町下条南割596-51 ﾌｰｼｪｱﾏﾝﾄﾞ・ﾛﾜ 菓子 なし

ちぼりキネヤ株式会社 　　〃　　中道町下曽根３４０２－３ ホワイトエクレア、他１６種類 生菓子 なし

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ヤッピー１００ 製菓・製パン原
料

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ライスパオココナッツ 製菓・製パン原
料

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ パン屋さんのピーナッツスプレッ
ド

製菓・製パン原
料

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ 練乳小倉あん あん類 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ あんソフティ練乳 あん類 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ココナッツミルクあんＹ あん類 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ あんソフティ紫イモ あん類 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ あんソフティマロン あん類 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ココナッツミルクあん あん類 無

中央食品工業株式会社 東京都江東区古石場２－２－１１ アイスクリーム アイスクリーム 無
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中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ｶｯﾌﾟｱｲｽｸﾘｰﾑ （ｱｲｽｸﾘｰﾑ） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ｶｯﾌﾟｱｲｽｸﾘｰﾑ（ｻﾝﾖﾈ) （アイスクリー
ム）

なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ゴールド （アイスクリー
ム）

なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 スター （アイスクリー
ム）

なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｱｲｽｸﾘｰﾑ （ｱｲｽｸﾘｰﾑ） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょうﾎｰﾑｱｲｽｸﾘｰﾑ （ｱｲｽｸﾘｰﾑ） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ﾁｮｺﾚｰﾄｱｲｽｸﾘｰﾑ （ｱｲｽｸﾘｰﾑ） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 抹茶ｱｲｽｸﾘｰﾑ （ｱｲｽｸﾘｰﾑ） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央ﾊﾞﾙｸ（青） （ｱｲｽﾐﾙｸ) なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央ﾊﾞﾙｸ（赤） （ｱｲｽﾐﾙｸ) なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央ﾊﾞﾙｸ（ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ） （ｱｲｽﾐﾙｸ) なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央ﾊﾞﾙｸ（ﾁｮｺﾚｰﾄ） （ｱｲｽﾐﾙｸ) なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ホワイト（白、ﾌｼﾞｽﾉｰ） （ｱｲｽﾐﾙｸ) なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 抹茶（2000ml、5000ml） （ｱｲｽﾐﾙｸ) なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 朝焼き食ﾊﾟﾝ（ｻﾝﾖﾈ） （菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 菓子ﾊﾟﾝ （菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 国産小麦食ﾊﾟﾝ （菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 中央食ﾊﾟﾝ （菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 手作り食ﾊﾟﾝ（ﾖｼｹｲ） （菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ﾊﾙﾕﾀｶ食ﾊﾟﾝ （菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ゆたか（せいきょう食ﾊﾟﾝ） （菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 チョコレートムース （生菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 愛知県学校給食会ﾌﾟﾘﾝ (洋生菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 ｴｯｸﾞﾌﾟﾘﾝ （洋生菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 牛乳プリン (洋生菓子） なし
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中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょうプリン (洋生菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 せいきょうミルクプリン (洋生菓子） なし

中央製乳株式会社 豊橋市植田町字八尻１２番地 生クリーム食ﾊﾟﾝ 菓子 なし

中部デリカ（株） 甲府市大里町１００１ ケーキ（生チョコ、レアチーズ、
栗プリン、ティラミス）

生菓子 なし

長養軒　ふじえだ 藤枝市藤枝5‐11‐12 イチゴのムース 菓子類 無

長養軒　ふじえだ 藤枝市藤枝5‐11‐12 栗のムース 菓子類 無

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ ＫＦＣラーメンスープ 粉末 なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ ＫＦＣラーメンスープ 液体 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 たれ ビーフンのたれ 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 ホットソース ソース類 なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ めんつゆ ハイデリカ なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ ラーメンスープ 白湯・ヒット なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 照り焼きのたれ たれ なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 調味だれ ぬったれ 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 特選納豆のたれ たれ なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 納豆のたれ　天狗 たれ なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 納豆のたれＣＡ たれ なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 粉末スープ タコススープ 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 味噌餃子のたれ たれ なし

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 餃子のたれ たれ なし
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菓子類

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

チヨダ㈱ 戸田市上戸田１－１１－２４ 餃子のたれ　特選 たれ 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

チロルの森　（株）ファーム 長野県塩尻市大字北小野相吉５０５０ ゼリー 菓子 なし

チロル鵠沼店 藤沢市鵠沼石上１－４－１２－１０３ ムース 洋生菓子 なし

チロル鵠沼店 藤沢市鵠沼石上１－４－１２－１０３ ゼリー 洋生菓子 なし

塚本昌男 いわき市小島町1丁目8－3 洋生菓子 生菓子 なし 　

つきみ野サティ　カンテボーレ 大和市つきみ野１－６－１ カレーパン 菓子パン なし

土谷食品株式会社 山形県村山市楯岡北町２－５－６ まるまるくだものミックス 洋菓子 なし

土谷食品株式会社 山形県村山市楯岡北町２－５－６ メロンのデザート 洋菓子 なし

土谷食品株式会社 山形県村山市楯岡北町２－５－６ まるまる杏仁デザートミックス 洋菓子 なし

土谷食品株式会社 山形県村山市楯岡北町２－５－６ 杏仁のデザート 洋菓子 なし

土谷食品株式会社 山形県村山市楯岡北町２－５－６ まるまるマンゴープリン 洋菓子 なし

土谷食品株式会社 山形県村山市楯岡北町２－５－６ マンゴープリン 洋菓子 なし

堤妃佐子（パティスリーボンブー
ジュ）

長野県下高井郡山ノ内町大字平隠
1422-ｲ

ムース 洋生菓子 なし

津曲　行雄　「欧風菓子工房プリ
メール」

東京都多摩市諏訪1-9-2ﾘﾗﾊｲﾂ91-101 ケーキ類 生菓子 なし

鶴田食品工業（株） 群馬県富岡市上小林137 ゼラチン（皮）使用菓子（販売
者：明治乳業（株）KZMの製品）

菓子 なし

つるた屋（株）埼玉日高工場 日高市新堀新田２８－１ 菓子 菓子 なし

テ・キャロット 青森県弘前市大字安原１－１－１ パン 菓子 なし

デセール洋菓子店 茅ヶ崎市南湖５－１８－２０ ムース 洋生菓子 なし

てらき製菓㈱ 大阪府堺市陶器北４５２ えびつまみ 菓子 無

てらき製菓㈱ 大阪府堺市陶器北４５３ えびわさび 菓子 無

寺嶋宏平 利尻郡利尻富士町鬼脇 ムース類 ムース 無

寺嶋秀明 利尻郡利尻町沓形日ノ出 ムース類 ムース 無

寺村純一 茅野市北山４０３５－２ ムース 菓子 なし

テンクイーンズテーブル 東京都中央区日本橋浜町３－１－４ 洋生菓子類（１２種） 洋生菓子 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

天狗缶詰（株） 名古屋市南区源兵衛町１－２７ 杏仁豆腐 菓子 なし

天狗缶詰（株） 名古屋市南区源兵衛町１－２７ マンゴプリン 菓子 なし

天藤商店 南知多町豊浜塩屋浦３３－３ せんべい 菓子類 なし

デンマーク・ブロート株式会社 東京都練馬区旭丘１－５－２ くりのババロア 菓子 無

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 浮富士蒸しケーキ 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 折りパイ華の楽園 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 折りパイ湯香里 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 温泉ケーキダックワース 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 温泉まんじゅう 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 海賊船　クリームケーキ 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 栗いもきんつば 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 黒糖まんじゅう 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ チーズタルト 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ とろけるショコラクッキー 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ ニューサマーオレンジフィナン
シェ

菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 練パイ　わくわく探検　サファリ 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 富士山さぶれ 菓子 なし

土井製菓株式会社 沼津市足高２９２－２３ 山の自然工房焼まんじゅう 菓子 なし

土井良彦 桃生郡河南町字町３２ ババロア 菓子 なし 該当なし

トゥインクル 大和市つきみ野５－９－６ カレーパン 菓子パン なし

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 じゃり豆 菓子 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 炭焼フライビスケット 菓子 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 わさび豆 菓子 無

東京カリント株式会社 東京都板橋区坂下２－６－１５ かりん糖 菓子 無

東京カリント株式会社 東京都板橋区坂下２－６－１５ ドーナツ 菓子 無
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販売中止 製品回収
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え

東京スナック食品株式会社 茅ヶ崎市南湖１－６－３３ スナック菓子 菓子 なし

東京都墨田区押上３－２８－２２ ゼリー、ババロア類 洋生菓子 なし

東京都墨田区菊川３－１５－１６ ゼリー、ババロア類 洋生菓子 なし

東京都墨田区江東橋４－２７－１
４Ｂ１

コーヒーゼリー 洋生菓子 なし

東京都墨田区江東橋４－２７－１
４Ｂ１

紅茶ゼリー 洋生菓子 なし

東京都墨田区東駒形４－１６－１
７

マスカットゼリー 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区東駒形４－１６－１
８

ぶどうゼリー 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区東駒形４－１６－１
９

みかんゼリー 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区東駒形４－１６－２
０

ゆずゼリー 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区東駒形４－１６－２
１

りんごゼリー 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区東駒形４－１６－２
２

ラ･フランスゼリー 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区東駒形４－１６－２
４

パインゼリー 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区文花１－１２－１５ オレンジゼリー 洋生菓子 なし

東京都墨田区文花１－１２－１６ グレープフルーツゼリー 洋生菓子 なし

東京都墨田区文花１－１２－１７ ストロベリームース 洋生菓子 なし

東京都墨田区文花１－１２－１８ シャーベットベース 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区文花１－１２－１９ アイスクリームベース 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区文花１－１２－２０ ババロアベース 洋生菓子材料 なし

東京都墨田区八広２－３９－３ ゼリー、ババロア類 洋生菓子 なし

東京都墨田区横川３－１１－１２ ディエッタパーネ 焼き菓子 なし

東京パン株式会社 豊島区長崎６－１－１４ パン（マーガリン使用） パン類 なし

東京パン株式会社 豊島区長崎６－１－１４ パン（乳化剤使用） パン類 なし

東京風月堂（株）東急ストア あきる野市秋川１－１７－１ ケーキ 洋菓子 なし

東京フード㈱ つくば市上大島１６８７－１ チョコレート 菓子 無

東京フード㈱ つくば市上大島１６８７－１ チーズクリーム 製菓材料 無
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え

東京フード㈱ つくば市上大島１６８７－１ ホイップチョコレート 製菓材料 無

東京フード㈱ つくば市上大島１６８７－１ コーティングチョコレート 製菓材料 無

東都食品工業株式会社福島工場 矢吹町北町２４８ クッキー 洋菓子 なし

東都食品工業株式会社福島工場 矢吹町北町２４８ シュークリーム 洋菓子 なし

道南食品㈱ 北海道函館市千代台町１４－３２ チョコスナック 菓子類 なし

東宝食品㈱横浜工場 横浜市青葉区恩田町３０３２ アイスクリーム アイスクリーム なし 　

東豊製菓株式会社 豊橋市春日町1丁目156番地 ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ｶﾙﾋﾞ焼味) 菓子 なし

東豊製菓株式会社 豊橋市春日町1丁目156番地 ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ｷﾑﾁ味） 菓子 なし

東豊製菓株式会社 豊橋市春日町1丁目156番地 ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭ) 菓子 なし

東豊製菓株式会社 豊橋市春日町1丁目156番地 ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(たこ焼きﾏﾖﾈｰｽﾞ味) 菓子 なし

東豊製菓株式会社 豊橋市春日町1丁目156番地 ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ（てりやきﾊﾞｰｶﾞｰ) 菓子 なし

東豊製菓株式会社 豊橋市春日町1丁目156番地 ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ(ﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ味) 菓子 なし

東北ｸﾞﾘｺ乳業㈱ 加美郡宮崎町米泉字西原１ プッチンプリン 洋生菓子  なし 該当なし

東北食品株式会社 矢巾町西徳田8-126 氷菓 氷菓 無

東北ぼんち製菓株式会社 山形県寒河江市越井坂１００ こだわりチーズせん 菓子 なし

東北ぼんち製菓株式会社 山形県寒河江市越井坂１００ ぼんち焼き・カレーぼんち 菓子 なし

東北ぼんち製菓株式会社 山形県寒河江市越井坂１００ 里の舞 菓子 なし

東北ぼんち製菓株式会社 山形県寒河江市越井坂１００ ハーブせんべいバジル 菓子 なし

東洋観光事業（株）ホテルブエナ
ビスタ

長野県松本市本庄1-2-1 ゼリー 菓子 なし

東洋観光事業（株）ホテルブエナ
ビスタ

長野県松本市本庄1-2-1 ババロア 菓子 なし

東洋観光事業（株）ホテルブエナ
ビスタ

長野県松本市本庄1-2-1 ムース 菓子 なし

東洋水産㈱　北海道事業部 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６－１ じゃがバターまんじゅう 菓子類 なし

東洋水産㈱埼玉工場 日高市森戸新田３７－１ Ｓプライスしょうゆラーメン（Ｃ
ＧＣ袋）

ラーメン なし

東洋ナッツ食品㈱ 東灘区深江浜町３０ 豆菓子 菓子 なし

東洋ナッツ食品㈱ 東灘区深江浜町３０ 油菓子 菓子 なし
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トーショーエクセル㈱ 加須市馬内458-2 アイビービューティーフード・コ
ラーゲンＣ

ゼラチン なし

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

トーニチ㈱ 福島市瀬上町字新田中通１－３ プリン 菓子 なし

トーラク㈱ 東灘区向洋町西５－５ ブリュレ 洋生菓子 なし

トーラク㈱ 東灘区向洋町西５－５ プリン類 洋生菓子 なし

トーラク㈱ 東灘区向洋町西５－５ ゼリー類 洋生菓子 なし

トーラク㈱ 東灘区向洋町西５－５ ムース類 洋生菓子 なし

ドール中島 北安曇郡松川村６６５４ 洋菓子 菓子 なし

常盤堂製菓株式会社 姫路市船津町１７８８ かりんとう 菓子 なし

徳田賢一 いわき市平字久保町26 菓子パン 生菓子 なし 　

徳田賢一 いわき市平字久保町26 菓子パン 生菓子 なし 　

徳本製菓有限会社 上野市万町２３１３－１ ながさき 干菓子 なし

戸田　泰秀 小山市城東3-22 ゼリー、ムース、ショートケーキ
等

洋菓子 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ 大盛牛カルビ 弁当類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ コンビーフ＆ポテトサンド 調理パン なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ スーパー幕の内 弁当類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ダブルハンバーグ弁当 弁当類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ チーズバーガー 調理パン なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ねぎ塩カルビ弁当 弁当類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ビーフカツサンド 弁当類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ビーフバーガー 調理パン なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ビッグバーガー 調理パン なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ボリュームのり明太子弁当 弁当類 なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ ミートコロッケロール 調理パン なし

戸田フーズ（株） 戸田市氷川町３－７－８ よくばり弁当 弁当類 なし
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菓子類

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

トップ製菓㈱ 大阪市東淀川区西淡路6-3-38 スーパーマリオバッグガム 菓子 なし

トップ製菓㈱ 大阪市東淀川区西淡路6-3-38 くだものだよりガム 菓子 なし

飛田　秀夫（お菓子の店　アン） 札幌市西区西野４条２丁目１－１２ 各種ケーキ類 洋生菓子 なし

冨田清一 名古屋市西区栄生１－３４－４ ブドウ糖菓子 菓子 なし

富佳堂 宇都宮市岩曽町1251-3 ゼリー，ババロア，ショートケー
キ

洋菓子 なし

トモエ物産㈱ 大阪市東成区中本５-１３-１０ チョコレート 菓子 なし

とよす株式会社 池田市住吉1-3-11 お八つ 米菓 無

とよす株式会社 池田市住吉1-3-11 東京あられり 米菓 無

とよす株式会社 池田市住吉1-3-11 丹念焼 米菓 無

とよす株式会社 池田市住吉1-3-11 キムチスティック 米菓 無

とよす株式会社 池田市住吉1-3-11 あげたて 米菓 無

とよす株式会社 池田市住吉1-3-11 月の渡し 米菓 無

とよす株式会社 池田市住吉1-3-11 春秋にしき（醤油） 米菓 無

とよす株式会社 池田市住吉1-3-11 特選お好み等２５種類 米菓 無

鳥居 小羊子 文京区目白台１－２４－１１ オレンジジェロ 菓子 無 有

鳥居 小羊子 文京区目白台１－２４－１１ レモンシホンパイ 菓子 無 有

鳥越製粉株式会社 船橋市高瀬町２１番地４ スナック＆和風バラエティーミッ
クス

スナック菓子 無

トリタ製菓（前田妙子） 士別市大通東１４丁目 せんべい せんべい なし

ドルチェ洋菓子店 茅ヶ崎市ひばりが丘６－４３ ムース 生菓子 なし

トルテ洋菓子店 佐野市犬伏新町８１６ ムース 洋生菓子 なし

トルテ洋菓子店 佐野市犬伏新町８１６ ゼリー 洋生菓子 なし

トルテ洋菓子店 佐野市犬伏新町８１６ ショートケーキ 洋生菓子 なし

ナイス食品株式会社 箕面市今宮1-5-7 洋菓子５種類 洋菓子 無

ナカイ製菓㈱ 大阪府阪南市新町
９２－１

Ｋ／Ｔ　レリーフカンＬ・ＨＰ クッキー なし

ナカイ製菓㈱ 大阪府阪南市新町
９２－１

Ｐ／Ｎ　レリーフカンＬ・ＨＰ クッキー なし
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菓子類

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

ナカイ製菓㈱ 大阪府阪南市新町
９２－１

缶入りミルククッキーＨＰ クッキー なし

ナカイ製菓㈱ 大阪府阪南市新町
９２－１

Ｋ／Ｔ　レリーフカンＸＬＨＰ クッキー なし

ナカイ製菓㈱ 大阪府阪南市新町
９２－１

ＴＤＬ　エキカン クッキー なし

ナカイ製菓㈱ 大阪府阪南市新町
９２－１

ＴＤＳ ユウビカン クッキー なし

ナカイ製菓㈱ 大阪府阪南市新町
９２－１

ＴＤＳ ボウシカン クッキー なし

ナカイ製菓㈱ 大阪府阪南市新町
９２－１

ＴＤＳ コウグケース クッキー なし

長沢敏（ラ・フォンテーヌ） 八尾市刑部１－１ 洋生菓子 菓子類 無

なかじま 小田原市堀之内２４３ タルト 洋菓子 なし

永島　定男　「ヒューゲル」 東京都多摩市豊ヶ丘1-35-3 洋生菓子類 生菓子 なし

永島　定男　「ヒューゲル」 東京都多摩市豊ヶ丘1-35-3 焼き菓子類 焼菓子 なし

中島　義宗 志賀町高浜町ホ４ ケーキ 菓子 なし - - -

中島製菓（株） 小牧市文津字山岸９８９ かにスナック、小麦あられ 菓子 なし

長島久男 名古屋市南区三条２－２２－１０ 洋菓子 菓子 なし

中新製菓（株） 名古屋市西区あし原町１０６ カルシウム 菓子材料 なし

中田製菓株式会社 足立区小台2-40-1 ラスク 菓子 なし

中田製菓株式会社 足立区小台2-40-1 カステラ 菓子 なし

中谷卯喜男（ｹｰｷ&ｶﾌｪ ﾘｳﾞｨｴｰﾙ） 柏原市国分西２－１－２８ 洋生菓子 菓子類 無

中辻将人（ソレイユ） 八尾市高安町北１－１２２－７ 洋生菓子 菓子類 無

長沼光良 諏訪郡下諏訪町５００１－３ロイヤル
シャトー諏訪湖

チーズケーキ 菓子 なし

長沼光良 諏訪郡下諏訪町５００１－３ロイヤル
シャトー諏訪湖

ババロア 菓子 なし

中埜製菓　中埜房子 長野県松本市島内１８２１－５ グリンティー 菓子 なし

中埜製菓　中埜房子 長野県松本市島内１８２１－５ レアチーズ 菓子 なし

中埜製菓　中埜房子 長野県松本市島内１８２１－５ フレーズ 菓子 なし

中埜製菓　中埜房子 長野県松本市島内１８２１－５ ポワール 菓子 なし

中野製菓㈱ 小樽市銭函３－５１１－２ 各種かりんとう 菓子 無
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菓子類

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

中村　吉明 幡豆郡一色町池田後河２２ みやび、車えび姿焼き、いか姿焼
き

せんべい（菓
子）

なし

中村栄次郎 普代村13-95-2 ムース 菓子 無

中山　修 瀬戸市平町１－１５ ババロア 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ ロシアケーキ 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ フルーツサブレ 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ ファミリーケーキ 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ マロンガトー 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ プチガトー 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ パイ工房 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ レーズンサンド 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ マロンケーキ 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ ガトーブティック 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ リーフケーキ 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ サンドクッキー 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ ソフトガトー 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ ナチュラルサンド 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ 甘露芋 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ 紫芋 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ チーズケーキ 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ 紅茶ケーキ 菓子 なし

中山製菓㈱佐野工場 佐野市大橋町１１１６－１ クランチチョコ 菓子 なし

中山忠俊（みなともち） 小樽市花園４－１０－１３ うぐいす餅 菓子 無

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
バニラ（１４０ｍｌ、７０ｍｌ）

アイスクリーム なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
黒ごま（１４０ｍｌ、７０ｍｌ）

アイスミルク なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
ブルーベリーヨーグルト

アイスミルク なし
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菓子類

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

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
抹茶（１４０ｍｌ、７０ｍｌ）

アイスミルク なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
オレンジ（１４０ｍｌ）

ラクトアイス なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
キャラメル（１４０ｍｌ、７０ｍ

ラクトアイス なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
ストロベリー（１４０ｍｌ）

ラクトアイス なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
チョコレート（１４０ｍｌ）

ラクトアイス なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
北海道メロン（１４０ｍｌ）

ラクトアイス なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
マロン（１４０ｍｌ）

ラクトアイス なし

名古屋製酪㈱ 名古屋市天白区中砂町310番地 ソフトアイス
紫いも（１４０ｍｌ）

ラクトアイス なし

夏井泰夫（しべえる夏井） 仙台市若林区穀町２ 洋菓子 菓子 なし

浪花屋製菓株式会社 長岡市摂田屋町2680番地 せんべい類 米菓 なし

ナポリ洋菓子店 大和市中央林間３－３－５ ババロア 菓子 なし

奈良県農業協同組合 奈良県磯城郡田原本町唐古 473 ブルーベリージャム なし

成田　竹次郎 瀬戸市陶原町４－３ ゼリー 菓子 なし

西谷久美子 東京都世田谷区尾山台３－３４－７ レアチーズケーキ 菓子類（洋生菓
子）

なし

西田喜正 東京都世田谷区祖師谷３－３２－３ ゼリー 洋生菓子 なし

西村食品工業㈱ 札幌市西区八軒１条東２丁目２－６２ レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

日宏貿易株式会社 白河市和尚壇３－１４ ｱｲｽｸﾘｰﾑ アイスクリーム
類

なし

日宏貿易株式会社 白河市和尚壇３－１４ ｼｬｰﾍﾞｯﾄ 氷菓 なし

日邦製菓㈱ 名古屋市中川区伏屋５－３０８ フルーツキャラメル 菓子 なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 洋菓子類 洋菓子（牛脂） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 洋菓子類 洋菓子（牛骨） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 洋菓子類 洋菓子（牛蛋白
加水分解物）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 洋菓子類 洋菓子（牛由来
アミノ酸・調味

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 和菓子類 和菓子（牛脂） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 和菓子類 和菓子（牛骨） なし
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菓子類

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

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 和菓子類 和菓子（牛蛋白
加水分解物）

なし

日糧製パン株式会社　旭川工場 旭川市流通団地２条１丁目１１ 洋菓子 菓子 なし

日糧製パン株式会社　旭川工場 旭川市流通団地２条１丁目１１ 和生菓子 生菓子 なし

日糧製パン株式会社　旭川工場 旭川市流通団地２条１丁目１１ 洋生菓子 生菓子 なし

日糧製パン㈱ 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５－
１

食パン類 菓子類 なし

日糧製パン㈱ 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５－
１

菓子パン類 菓子類 なし

日糧製パン㈱ 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５－
１

和菓子類 菓子類 なし

日糧製パン㈱ 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５－
１

洋菓子類 菓子類 なし

日糧製パン㈱ 北海道函館市昭和４丁目２３－２ 和菓子類 菓子類 なし

日糧製パン㈱ 北海道函館市昭和４丁目２３－３ 食パン類 菓子類 なし

日糧製パン㈱ 北海道函館市昭和４丁目２３－４ 菓子パン類 菓子類 なし

日糧製パン㈱ 北海道函館市昭和４丁目２３－５ バラエティ類 菓子類 なし

日糧製パン㈱ 北海道函館市昭和４丁目２３－６ 洋菓子類 菓子類 なし

日新化工株式会社 船橋市高瀬町２１番地９ アングレーズソース 加工用原料（菓
子）

無

日新化工株式会社 船橋市高瀬町２１番地９ カラーアーモンドドラジュ 菓子 無

日新化工株式会社 船橋市高瀬町２１番地９ カラーシートミルク　他４品目 菓子（チョコ
レート）

無

日新化工株式会社 船橋市高瀬町２１番地９ ＮＫサージチョコ　他３品目 菓子（製菓材
料）

無

日清サイエンス株式会社 横浜市神奈川区千若町１－３ レナケアー揚げせんカレー味（菓
子）

菓子 なし

日進堂製菓株式会社 奈良県生駒郡三郷町勢野東6-10-3 ピーナツミックス 菓子 なし

日進堂製菓株式会社 奈良県生駒郡三郷町勢野東6-10-3 チョコポン 菓子 なし

日進堂製菓株式会社 奈良県生駒郡三郷町勢野東6-10-3 豆太鼓 菓子 なし

日東コーン㈱ 志田郡三本木町新沼中谷地 ロールケーキ 洋生菓子  なし 該当なし

日東コーン㈱ 志田郡三本木町新沼中谷地 ロールケーキ 洋生菓子  なし 該当なし

日本ハム㈱関西プラント 小野市匠台１９ ミートピロシキ 菓子

日本ハム㈱関西プラント 小野市匠台２２ ふわっと生地のミニカレーパン
D21

菓子
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菓子類

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1-2-54 ピザサイドメニュー４種 スナック類 無

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1-2-56 アップルパイ 洋菓子 無

日本食品開発促進株式会社 中央区小野浜町１５－２ 洋菓子 洋菓子 なし

日本チョコレート工業協同組合 東京都板橋区東坂下２－３－１３ チョコレート 菓子 無

日本フェレロ㈱ 新宿区西新宿６－１４－１ ラファエロ チョコレート なし

日本フェレロ㈱ 新宿区西新宿６－１４－１ マンダリー チョコレート なし

日本フェレロ㈱ 新宿区西新宿６－１４－１ キンダーブエノ チョコレート なし

日本フェレロ㈱ 新宿区西新宿６－１４－１ キンダーサプライズ チョコレート なし

日本フェレロ㈱ 新宿区西新宿６－１４－１ フェレロロシエ チョコレート なし

日本もち（株） 越谷市蒲生旭町３－４ 愛玉子ゼリー 菓子 なし

日本容器印刷株式会社 東京都練馬区東大泉５－４０－２７ レアーチーズ 菓子 なし

二見　力　「アルカンシェル高田
屋」

東京都多摩市関戸1-1-5ｻﾞｽｸｴｱＢ１Ｆ レアチーズ 生菓子 なし

ニュートラヤ 宇都宮市清原台4-21-19 ゼリー他 洋菓子 なし

ニューロン製菓（株） 甲府市青沼２－１１－２２ サントリーキャンディーフルーツ
ミックスギフト袋入り

菓子 なし

ニンナ・ナンナ（有）えこるおぎ 直入郡荻町柏原１１７３－１ フルーツケーキ 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

ニンナ・ナンナ（有）えこるおぎ 直入郡荻町柏原１１７３－１ パウンドケーキ 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

根来功一 東京都練馬区上石神井２－２５－８ レアチーズケーキ 菓子 なし

ネスレジャパンマニュファクチャ
リング㈱霞ヶ浦工場

茨城県稲敷郡桜川村神宮寺迎山１７５
１

コーヒーゼリー（４００ｇ） 菓子 なし

ネスレジャパンマニュファクチャ
リング㈱霞ヶ浦工場

茨城県稲敷郡桜川村神宮寺迎山１７５
１

ムースデザートミックスチョコ
レート風味（１ｋｇ）

菓子 なし

ネスレジャパンマニュファクチャ
リング㈱霞ヶ浦工場

茨城県稲敷郡桜川村神宮寺迎山１７５
１

ムースデザートミックスストロベ
リー風味（１ｋｇ）

菓子 なし

農事組合法人　北御牧村味の研究
会

長野県北佐久郡北御牧村大字下之城９
６３－１

クッキー 菓子 なし

農事組合法人　北御牧村味の研究
会

長野県北佐久郡北御牧村大字下之城９
６３－１

パン 菓子 なし

ノーベル製菓㈱ 大阪市生野区巽北4-10-2 練乳苺 キャンデー なし

野口食品㈱ 豊橋市神野新田町字へノ割４１－１ 月見だんご(カスタードｸﾘｰﾑ) 菓子 なし

野口食品㈱ 豊橋市神野新田町字へノ割４１－１ パイシュー 菓子 なし
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菓子類

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

伸栄食品㈱ 東京都東久留米市南町3-9-22 ベーコン 菓子類 なし

伸栄食品㈱ 東京都東久留米市南町3-9-22 ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｺﾝ 菓子類 なし

伸栄食品㈱ 東京都東久留米市南町3-9-22 ロースハム 菓子類 なし

伸栄食品㈱ 東京都東久留米市南町3-9-22 ボンレスハム 菓子類 なし

伸栄食品㈱ 東京都東久留米市南町3-9-22 ウインナー 菓子類 なし

伸栄食品㈱ 東京都東久留米市南町3-9-22 ソーセージ 菓子類 なし

野崎広治 枝幸郡枝幸町本町 ムース類 ムース 無

野村　昌代（のむらパン） 吉城郡古川町新栄町3-14 ｳｨﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ（焼込調理パン） 菓子 なし

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ 赤桜アイスクリーム
5000ml

アイスクリーム 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ 青桜アイスクリーム
5000ml

アイスクリーム 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ ８%アイスクリーム
5000ml

アイスクリーム 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ チョコレートアイス
5000ml

ラクトアイス 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ まっ茶アイス
5000ml

アイスミルク 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ ストロベリーアイス
5000ml

アイスミルク 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ メロンシャーベット
5000ml

氷菓 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ オレンジシャーベット
5000ml

氷菓 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ ゆずシャーベット
5000ml

氷菓 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ ラズベリーシャーベット
2500ml

氷菓 無

ノムラ・ジャパン株式会社 東京都北区昭和町３－１－４ 洋梨シャーベット
2500ml

氷菓 無

野村政司 天塩郡遠別町字本町3丁目 ムース類 ムース 無

バイカールコゲツ 川口市芝５－８－１０ レアチーズケーキ、ブランマンゼ 洋生菓子 なし

梅月菓子舗（近藤悟） 網走市南６条東４丁目 ババロア 生菓子 なし

パイニイ片瀬山 藤沢市片瀬２－２－２ ムース 洋生菓子 なし

ハウス食品株式会社　静岡工場 袋井市新池524番地1号 とんがりコーン　あっさり塩 菓子 なし

ハウス食品株式会社　静岡工場 袋井市新池524番地1号 とんがりコーン　クリーミーチー
ズ

菓子 なし
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菓子類

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

ハウス食品株式会社　静岡工場 袋井市新池524番地1号 とんがりコーン　ジューシース
テーキ

菓子 なし

ハウス食品株式会社　静岡工場 袋井市新池524番地1号 とんがりコーン　焼きとうもろこ
し

菓子 なし

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 83gオー・ザック　あっさり塩味 菓子類 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 84gオー・ザック　たらこマヨネー
ズ

菓子類 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 85gオー・ザック　ジャーマンポテ
ト

菓子類 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 焙りコーン　あっさり塩味 菓子類 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 焙りコーン　バターしょうゆ 菓子類 無

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ８０ｇポテトディズニーフライド 菓子 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ８０ｇポテトディズニータルタル 菓子 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ８０ｇアイチップス　あっさり塩 菓子 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ８０ｇアイチップス　炭焼きビー
フ

菓子 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ８３ｇオー・ザック　あっさり塩
味

菓子 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ８３ｇオー・ザック　たらこマヨ
ネーズ

菓子 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ８３ｇオー・ザック　ジャーマン
ポテト

菓子 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ７５ｇこうばしコーン　うま塩 菓子 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ７５ｇこうばしコーン　お好み
ソースマヨ

菓子 なし

博多和文 豊田市月見町２－５－１６ 洋菓子 菓子 無し

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ 杏仁豆腐 カップ入り生菓
子

なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ タルトレット 缶入り焼き菓子 なし

橋本食糧工業（株） 茨木市沢良宜西２－１７－２９ 粒あん 菓子類 無

橋本瑞祥堂 名賀郡青山町阿保６１２－１ 干菓子 なし

長谷川　三千男 宝飯郡御津町大字広石字小前３５－７ ババロア、ムース、ゼリー 洋菓子 なし

はせ川製菓（株） 名古屋市中村区亀島１－８－２８ ウェハース 菓子 なし

はたけやま菓子店 根室市栄町2-111 ケーキ 洋生菓子 なし

八田菓子舗 仙北郡角館町下中町３ 洋生菓子 菓子 無
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ハックルベリー 大和町浦佐4372-4 ケーキ類 洋生菓子 なし

ハッコー食品株式会社 千葉市若葉区貝塚町837 クレープ皮（23cm，18cm，
15cm，14cm，10.5cm，バニラ入
り，そば粉入り，微糖，無糖，
バッター液）

菓子 なし なし

服部コーヒーフーズ㈱ 仙台市若林区六丁の目元町２－５ HCFコーヒーゼリー 菓子 なし

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 オリゴヨーグルトキャンディー 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 しっかりカルシウム 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 新サンマロー 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 スーパー４ＥＸ 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 スーパーメイぷーBコンプレック
スタブレット

菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 スリムカル 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 タブレット顆粒 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 バイオバランス 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 八方精 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 ハッピーデイリーパック用カルシ
ウム

菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 富士ヘルス新サンマロー 菓子 無

ハッピーフーズ株式会社 藤枝市高柳1-18-41 プロテイングリーン 菓子 無

パティシエ　ココ 十日町市子１８３ コーヒーゼリー 菓子 なし

パティスリー　イイダ 大和市南林間７－１３－３ 洋生菓子 菓子 なし

パティスリーウグイスヤ　松田聡 交野市藤が尾4-5-22 ケーキ（豚皮ゼラチンに変更） 洋菓子 無

パティスリーガロピーヌ　橋本尚
泰

大東市赤井１－７ 洋菓子 洋菓子 無

ハトキン株式会社 大阪市西成区千本南1-16-6 洋菓子 菓子 なし

塙正英　（叶家） つくば市花畑２－６－４ 洋生菓子 菓子 無

馬場　修司 三重県員弁郡東員町城山１丁目２－２ ムース 洋生菓子 なし

はまざき菓子店 根室市西浜町8-116 ケーキ 洋生菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ 150円サンドハース 菓子 なし

182 / 442 ページ



菓子類

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

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ ふんわりムース（キャラメルショ
コラ、いちごヨーグルト）

菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ プチパンレーズン 菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ ＮＳ自然味バニラウエハース 菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ コプロ　ニュー麦ウエハース 菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ バランスパワー（ココア) 菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ TOPVALU　ライトミールブロック 菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ ピュアイン　かぼちゃのソフト
クッキー

菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ ビタミンサラダ（スイートポテト
味）

菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ ビタミンサラダ（フルーツ味） 菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ ヘルシーバランス　オリゴ糖入り 菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ ダイエットファイバー（マスカッ
ト）

菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ パーフェクトプラス　バランスバ
ンズ

菓子 なし

ハマダコンフェクト(株） 姫路市飾磨区阿成１２６０ ウエハース 菓子 なし

浜田食品工業株式会社 八尾市若林町２－８６ 糖衣チョコ　他18種 菓子 無

浜田食品工業株式会社 八尾市若林町２－８６ すっきりレモンＣ 菓子 無

浜田食品工業株式会社 八尾市若林町２－８６ 19mmかわりんぼ　他１種 菓子 無

浜田食品工業株式会社 八尾市若林町２－８６ ＳＢ酵母Ｚ　他１種 菓子 無

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 明治ハム太郎スティックマルチ 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ３００円１００％フルーツいっぱ
い

氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ノープラフルーツいっぱい３個入
り

氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ノープラアップルシャーベット 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ノープラグレープシャーベット 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ノープラオレンジシャーベット 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ノープラメロンシャーベット 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ３００円ソーダソーダ 氷菓 なし
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林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 １００円あいすくりん 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ３００円すいかアイスバー 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 １００円１００％フルーツいっぱ
い

氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ６０円ラムネソーダ 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ３００円かおりちゃん緑茶アイス 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 １００円アジアンマンゴー 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ３００円ラムネソーダ 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 ５００円北海道夕張メロン 氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 １００円夏の旬菓すいかシャー
ベット

氷菓 なし

林一二株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町八ノ坪6-10 良品正価ソーダ 氷菓 なし

原　裕治　沖野屋本店 長野県佐久市大字岩村田７４０－１ ゼリー 洋生菓子 なし

原田　光博（ヴァイセローゼ） 福岡市中央区赤坂二丁目３番１号 ケーキ 菓子類 無

榛名酪連農業協同組合連合会デ
ザート工場

群馬県群馬郡群馬町足門25-1 ゼラチン（骨）使用菓子 菓子 なし

パレ　ド　モンパル 綾瀬市大上１－２３－１９ 生洋菓子 菓子 なし

バロン 足柄下郡湯河原町土肥５－２－１９ ババロア 洋菓子 なし

阪急共栄物産株式会社池田食品工
場

池田市古江町１８０ 和菓子４種類 和菓子 無

阪神製菓㈱ 西区伊川谷町潤和９６２ まつたけ・柿セット 和菓子 なし

パンの蔵 中郡　大磯町大磯１２０３ 菓子パン 菓子パン なし

パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ｻﾜｰｹｰｷ 洋生菓子 なし

パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ﾃﾞｻﾞｰﾄﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ 洋生菓子 なし

パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ﾁｮｺﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾘﾝ 洋生菓子 なし

パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ 洋生菓子 なし

パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞｹｰｷ 洋生菓子 なし

パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞｹｰｷﾌﾟﾚｰﾝ 洋生菓子 なし

パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ﾗﾑﾚｰｽﾞﾝ ﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ 洋生菓子 なし
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パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ﾁｮｺﾚｰﾄﾑｰｽ 洋生菓子 なし

パンピー食品（株）東京工場 小平市天神町一丁目１３７番地 ﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ 洋生菓子 なし

パン工房かつた　　　　勝田睦樹 秋田県横手市寿町７－２０ ブルーベリームース 洋生菓子 無し

パン工房かつた　　　　勝田睦樹 秋田県横手市寿町７－２０ レアチーズケーキ 洋生菓子 無し

ビーネン　ホイザー　バッハマン
工房

平塚市八重咲町２４－２８ ケーキ類 菓子 なし

光陽レース株式会社 和泉市芦部町1 ＦＤストロベリーＰｗ－ＦＫＳ 製菓材料 無

光陽レース株式会社 和泉市芦部町1 ＦＤラ・フランスＰｗ 製菓材料 無

光陽レース株式会社 和泉市芦部町1 ＦＤイチゴＹＡ－２ 製菓材料 無

光陽レース株式会社 和泉市芦部町1 他1種類 製菓材料 無

日幸製菓（株） 各務原町那加山崎町43 くらしﾓｱ･ｸﾘｰﾑｿｰﾀﾞｰ 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原町那加山崎町45 くらしﾓｱ･ｿｰﾀﾞｸﾘｰﾑ&ﾒﾛﾝ 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原町那加山崎町44 くらしﾓｱ･ﾐﾙﾙﾝ 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原町那加山崎町47 こんにゃく棒のっぽゼリー 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原市那加山崎町41 ﾁｮｺﾚｰﾄ製品（ﾎﾜｲﾄﾁｮｺﾚｰﾄ､ﾐﾆﾁｮｺ
ﾎﾞｰﾙ除く）

菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原町那加山崎町41 生チョコレート 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原町那加山崎町42 ﾊﾛｰｷﾃｨﾋﾟｰﾅｯﾂﾁｮｺﾎﾞｰﾙ 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原町那加山崎町48 ﾊﾛｰｷﾃｨﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原市那加山崎町42 ホワイトチョコレート 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原市那加山崎町43 ミニチョコボール 菓子 なし

日幸製菓（株） 各務原町那加山崎町46 ﾐﾆﾎﾞﾄﾙ･ｸﾘｰﾑｿｰﾀﾞｰ 菓子 なし

ピコロール 平塚市菫平１２－５３ クッキー 菓子 なし

ひざつき製菓㈱ 栃木市城内町2-6-18 ３０枚にしき野 米菓 なし

ひざつき製菓㈱ 栃木市城内町2-6-18 あじわい１０ＡＨ 米菓 なし

ひざつき製菓㈱ 栃木市城内町2-6-18 ８枚ひび打ちしょうゆ 米菓 なし

ひざつき製菓㈱ 栃木市城内町2-6-18 ８枚ひび打ちサラダ 米菓 なし
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久世食品工業（株） 岐阜県揖斐郡大野町五之里121 牛乳飴玉 菓子 なし

飛騨あられ（株） 吉城郡国府町名張1573-1 おぼろ美人 あられ なし

飛騨あられ（株） 吉城郡国府町名張1573-1 新おぼろ美人 あられ なし

飛騨あられ（株） 吉城郡国府町名張1573-1 俵巻 あられ なし

飛騨あられ（株） 吉城郡国府町名張1573-1 銘木 あられ なし

日高屋製菓㈲ 赤平市本町１丁目２番地 モンブラン ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

日高屋製菓㈲ 赤平市本町１丁目3番地 ティラミス ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

日天製菓㈱ 一宮市萩原町西御堂字突田５２４－２ 浮千鳥（あられ） 菓子類 なし

日之出物産（株） 浜松市卸本町１２ カステラ 菓子 無

日之出物産（株） 浜松市卸本町１２ ムース 菓子 無

日之出物産（株） 浜松市卸本町１２ レアチーズケーキ、ティラミス
抹茶シュークリム、キャラメルポ
アール

菓子 無

日比あられ（株） 岐阜県海津郡平田町今尾1044-1 昆布巻（菓子） 菓子 なし

平澤　健（ひらさわ菓子店） 栃木県那須郡烏山町金井２－２３－３ 洋菓子（ムース） 洋生菓子（菓
子）

なし

平野製菓（株） 海部郡七宝町大字沖ノ島字上折38 おこし 菓子類 なし

広田一吉 四日市市笹川８丁目６６－３ ムース、ババロア 洋菓子 なし

ﾋﾛﾀ洋菓子店 洲本市本町 ゼリー 洋菓子 なし

ヒロナ菓子工芸 藤沢市遠藤２６２１－２ ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ用砂糖菓子 菓子 なし

ファンシー・アイス（株） 戸田市氷川町２－１３－２ お米のデザート　あずきミルク 洋生菓子 なし

ファンシー・アイス（株） 戸田市氷川町２－１３－２ お米のデザート　抹茶ミルク 洋生菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 金木犀 菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 銀木犀 菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ しらゆき、ｸﾘｰﾑｿｰﾀﾞ 氷菓 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）カ
シス

菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）
ショコラ

菓子 なし
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ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）
ナッツ

菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）パ
ナッシュ

菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）フ
ランボアーズ

菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）ペ
シェ

菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）マ
ロン

菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）マ
ンゴ

菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ 帝国ホテル用ムース（業務用）ミ
ルティーユ

菓子 なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ ｲﾀﾘｱﾝｿﾌﾄ　ﾊﾞﾆﾗ ｱｲｽﾐﾙｸ なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ コロッケサンド 調理パン なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ ｼｭｰｱｾﾛﾗ ｱｲｽﾐﾙｸ なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ ｼｭｰｺｺｱ ﾗｸﾄｱｲｽ なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ ｼｭｰﾁｰｽﾞ ｱｲｽﾐﾙｸ なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ あいす庵　栗きんとん ﾗｸﾄｱｲｽ なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ あいす庵　粒あん ﾗｸﾄｱｲｽ なし

ファンシー・アイス（株）第一工
場

戸田市新曽２９７ ﾊｰｼｰﾁｮｺﾅｯﾂﾓﾅｶ、ｵｰﾙﾌﾞﾗｯｸ ﾗｸﾄｱｲｽ なし

ファンシー・アイス㈱第二工場 戸田市氷川町２－１３－２ ﾊｰｼｰﾁｮｺﾚｰﾄﾊﾞｰ　ﾏﾙﾁ ﾗｸﾄｱｲｽ なし

ファンシー・アイス㈱第二工場 戸田市氷川町２－１３－２ ﾊﾞﾆﾗﾊﾞｰ　ﾏﾙﾁ ﾗｸﾄｱｲｽ なし

風月堂 葛生町中央西２－６－２３ ゼリー 洋生菓子 なし

風月堂 葛生町中央西２－６－２３ ババロア 洋生菓子 なし

風月堂 葛生町中央西２－６－２３ ショートケーキ 洋生菓子 なし

深谷美世治 名古屋市南区砂口町１３ ゴールドゼラチン 菓子 なし

福井屋菓子店 六日町五日町15-1 クーロンヌ 洋生菓子 なし

福岡カルメル会修道院 福岡市西区今宿上ノ原３－１ 焼菓子 菓子類 無

福岡カルメル会修道院 福岡市西区今宿上ノ原３－１ ケーキ 菓子類 無

福岡カルメル会修道院 福岡市西区今宿上ノ原３－１ ゴーフレット 菓子類 無
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菓子類

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

福岡カルメル会修道院 福岡市西区今宿上ノ原３－１ ゴーフル 菓子類 無

福島　正二 江戸川区南小岩８－２６－５ 洋菓子類 洋菓子 なし

福島乳業㈱ 福島市飯坂町平野字上前田６－１ プリン 菓子 なし

福寿製菓舗(株) 名古屋市中村区京田町１－１９－１ 栗せんべい 菓子 なし

ふくみ菓子店 新津市中野１－６－７ ケーキ等 洋菓子 なし

福臨門酒家株式会社 東京都中央区銀座６－１３－１６ ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ 生菓子 無

福臨門酒家株式会社 東京都中央区銀座６－１３－１６ 杏仁豆腐 生菓子 無

房雅博 稚内市萩見2-5-8 ムース類 ムース 無

藤井　英樹 虻田郡倶知安町北１条西３丁目 ティラミス 洋生菓子 なし

藤川米菓製造（株） 猿島郡総和町丘里14-1 米菓 せんべい なし

藤崎忠夫 上野市車坂町 ながさき 干菓子 なし

藤沢勉（パティスリーセルクル） 長野県中野市吉田714-4 ケーキ 洋生菓子 なし

藤商店 南知多町大字豊丘字郷島６２ せんべい 菓子類 なし

富士製菓（株） 名古屋市西区枇杷島５－８－２０ 餅飴 菓子 なし

不二製油（株） 泉佐野市住吉町１ チョコレート製品 菓子原材料 無

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ Ｆｅ梅ゼリー 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ WATグミ 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ あなたに梅ゼリー 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ あなたにプルーンゼリー 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ 梅干グミ 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ グミキャンディ 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ グミキャンディ 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ ざくろゼリー 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ プルーンゼリー 菓子 なし

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ ペクチンゼリー 菓子 なし
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菓子類

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

富士高フーズ工業（株）羽生工場 羽生市下岩瀬７２７ 生チョコソース 菓子 なし

藤田観光（株） 文京区関口２－１０－８ 洋生菓子 菓子 無 有

フジタセイカ(株) 名古屋市中村区千原町４－４５ ヨーチ ビスケット なし

藤長菓子舗 大町市大町２２２７ 洋菓子 菓子 なし

ﾌｼﾞｯｺﾜｲﾅﾘｰ株式会社 山梨県東山梨郡勝沼町下岩崎2770-1 杏仁豆腐ﾅﾀﾃﾞｺｺ入り及び同ﾊﾟｰﾃｨｰ
ﾊﾟｯｸ(ﾃﾞｻ

菓子 なし

ﾌｼﾞｯｺﾜｲﾅﾘｰ株式会社 山梨県東山梨郡勝沼町下岩崎2770-1 業務用杏仁豆腐 菓子 なし

ﾌｼﾞｯｺﾜｲﾅﾘｰ株式会社 山梨県東山梨郡勝沼町下岩崎2770-1 Ｖﾏｰｸ杏仁豆腐および同ﾊﾟｰﾃｨﾊﾟｯｸ 菓子 なし

ﾌｼﾞｯｺﾜｲﾅﾘｰ株式会社 山梨県東山梨郡勝沼町下岩崎2770-1 ｱｼﾞｱﾝ・ｶﾌｪｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸﾌﾟﾘﾝ 菓子 なし

富士乳業株式会社 駿東郡長泉町納米里１８ あずき自慢 アイスクリーム
類

なし

富士乳業株式会社 駿東郡長泉町納米里１８ キッズパレード（バニラ） アイスクリーム
類

なし

富士乳業株式会社 駿東郡長泉町納米里１８ 白い生チョコアイス アイスクリーム
類

なし

フジパン株式会社　千葉工場 市川市塩浜２－１２ パン類 菓子 無

フジパン(株)豊明工場 豊明市新田町井の花１８番地 和・洋菓子 菓子類 なし

フジパン㈱東京工場 八潮市新町36 パン類 菓子パン なし

フジパン㈱東京工場 八潮市新町36 パン類 菓子パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ かぼちゃプリン 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ かまくら 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 栗のプリン 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 胡麻のブラマンジュ 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 贅沢杏仁 菓子 なし

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

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ チーズハンバーガー 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ティラミス 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ テキヤキバーガー 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 生チョコケーキ 菓子 なし
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菓子類

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

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ホットドック 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 抹茶白玉 菓子 なし

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

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ メロンプリンパフェ 菓子 なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ レアチーズケーキ 菓子 なし

藤本宣之（花屋敷） 八尾市桜ヶ丘３－１ 洋生菓子 菓子類 無

藤森光明 諏訪市小和田７－１７ タルト 菓子 なし

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 バナナマフィン 菓子 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 プレーンマフィン 菓子 無

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

不二屋食品㈱ 伊達郡伊達町字鍛冶屋川２１ シュークリーム 菓子 なし

フタバ食品株式会社　盛岡工場 矢巾町西徳田8-126 氷菓 氷菓 無

フタバ食品株式会社関西工場 一志郡香良洲町５５３６－３０ アイスクリーム アイスクリーム なし

フタバ食品株式会社関西工場 一志郡香良洲町５５３６－３０ 氷菓 氷菓 なし

フタバ食品株式会社山形工場 山形県東根市神町南１－６－６ 氷菓 菓子 なし

フタバ食品株式会社山形工場 山形県東根市神町南１－６－６ アイスクリーム類 菓子 なし

フタバ食品㈱ 宇都宮市下栗町1563 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

フタバ食品㈱ 宇都宮市下栗町1563 氷菓 氷菓 なし

フタバ食品㈱　喜連川工場 喜連川町喜連川３２８６ アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

フタバ食品㈱　喜連川工場 喜連川町喜連川３２８６ 氷菓 氷菓 なし

二葉製菓株式会社 東京都 飾区白鳥１－７－１ はちみつクッキー 菓子類 なし なし

二葉製菓株式会社 東京都 飾区白鳥１－７－１ たまごパン 菓子類 なし なし

プチローズ㈱ 一宮市大赤見八幡北１－１ 西洋菓子 菓子類 なし

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ティラミス 菓子類 無

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 レアチーズケーキ 菓子類 無
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菓子類

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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え

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 生チョコケーキ 菓子類 無

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ツインシュー 菓子類 無

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ミルクたっぷりとろりんシュー 菓子類 無

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 胡麻のブラマンジェ 菓子類 無

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 栗のプリン 菓子類 無

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 ベイクドチーズケーキ 菓子類 無

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 たっぷりクリームプリン 菓子類 無

ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ（株）宮崎工場 佐土原町大字東上那珂11375－12 チョコエクレア 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 ティラミス 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 たっぷりクリームプリン 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 生チョコケーキ 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 レアチーズケーキ 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 胡麻のブラマンジェ 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 ベイクドチーズケーキ 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 栗のプリン 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 チョコエクレア 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 ツインシュー 菓子類 無

プライムデリカ株式会社佐賀工場 佐賀市久保泉町上和泉1576-5 ミルクたっぷりとろりんシュー 菓子類 無

プライムデリカ㈱枚方工場 枚方市長尾峠町15-3 洋菓子（5） 無

プライムデリカ㈱枚方工場 枚方市長尾峠町15-4 和菓子 無

ブランシュ 小田原市鴨宮２５ ケーキ 洋菓子 なし

フランス菓子　ラ・ルミエール 十日町市泉１００　ビラフォンテ1F ムース 菓子 なし

フランス菓子シェ・クボ 気仙沼市田谷２０－５村上ビル１F ゼラチン 菓子 なし 該当なし

フランス菓子ドエル 門真市新橋町５－２ 洋菓子 無

フランス菓子　葦 平塚市八重咲町１２－２８ ケーキ類 菓子 なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ふらんぼわーず 藤沢市藤沢３－１－２９ ムース 洋生菓子 なし

フリアンディーズ東海岸 藤沢市辻堂東海岸４―１―２５ ゼリー 洋生菓子 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

CHAMD200X2(W チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＣＨ－ＦＲＹ 240G(D フライドチキン なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＣＨ－ＦＲＹ８５０，プチプチ２
２０（４Ｃ，ＣＨスティック２０

フライドチキン なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＣＨＮＧＴ　２３０（ＣＰ　プリ
マナゲットソース

チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

CH-NGT240G(D　マスタードソー
ス

チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

CH-NGT90 チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＣＨスティック２４０（ＵＣ フライドチキン なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

CHピリ140 140X2 140(4C) 140X2(4 チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Ｃカルビヤキ６０Ｇ，６０（１
０，６０Ｘ３ＣＰ

どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

DISFFチーズ100 油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

DISFFパンプ100 油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

DISFFポテト100 油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Ｄカルビドン１２０Ｇ どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Ｄチュウカドン１３０，Ｒチュウ
カドン１３０

どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＦＰＪチキンバＲ５００，ＦＰＪ
チキンバー７５０，ＦＲＹチキン
２４０ＣＧＣ，ＦＰＣＨバー６０
０（Ｊ

フライドチキン なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Ｒカツドンノグ１２０，Ｄカツド
ンノグ１２０

どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Rカルビドンノグ１２０Ｇ、Ｒカ
ルヒトン１２０Ｘ３

どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Ｒキムチカルビドン９５ どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Ｒギュウドン１３０，Ｄギュウド
ン１３０

どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

Ｒニショクドング９０ どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

STKジャガBA、ＴＷ－ジャガＢＡ
２７０、（４Ｃ，（Ｄ）　トマト

油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

STKチーズアゲ1.0　トマトソース 油調品 なし
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プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

STP-Nホットチキン チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

TW-LJBA190、１９０（４　トマ
トソース

油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

TW-LNGT190(4 190　ＢＢＱソース チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

TW-Lチーズ165、１６５（４　ト
マトソース

油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

TW-SJBT190、１９０（４　トマ
トソース

油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

TW-Sピザ170、１７０（４ 油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ＴＷチーズアゲSTK STK4C STK(D
トマトソース

油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

オヤコドンノグ１３０、Ｄオヤコ
ドンノグ１３０

どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

カルビ１２０Ｘ２（ＣＰ どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ケイジャン600(B) チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

タツカルビドンノグ１２０ どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

チーズアゲ180P 140ゲ 400(4C
180P(4

油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

チキンAMD200(CP) チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

チキンNGT220、２２０（４　ＢＢ
Ｑソース

チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

チキンＮＧＴ４５０（４Ｃ，４５
０　プリマナゲットソース

チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

チキンアーモンド1.0 チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

プチプチチキン80 500 220 720 1.0 フライドチキン なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

プルコギドン１２０，１２０Ｘ２
ＣＰ

どんぶりの具 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ミッキCZフライ100 油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ミッキＳパンプ100 油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ミッキSポテト100 油調品 なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ロングNGT1.0　ＢＢＱソース チキンナゲット なし

プリマ食品（株） 吉見町長谷１９５１　吉見長谷工業団
地内

ロンナゲ260NC4C 260(D) 260(10C
ＢＢＱソース

チキンナゲット なし

古川製菓株式会社 網走市海岸町１番１－３ 生姜せんべい・のり富士せんべい せんべい なし

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 フルヤプリン 洋生菓子 無
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古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 北海道生乳プリン 洋生菓子 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 北海道生乳ミルクプリン 洋生菓子 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 麦芽ゼリー 洋生菓子 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 コーヒーゼリー 洋生菓子 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 紅茶ゼリー 洋生菓子 無

古山敏夫 久慈市二十八日町1-28 ムース 菓子 無

フロイント産業（株） 浜松市新都田１－２－２ プチクリア，レモンカプセル 菓子 無

フローラ 茅ヶ崎市浜竹１－９－３７ ゼリー 洋生菓子 なし

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ オレンジショコラ 洋生菓子 無

ベーカリーのじり　野尻宜幸 長野県南安曇郡穂高町大字穂高５６３
９－１

フランボワーズなどムース製品 菓子 なし

ベーカリーボンジュール　久野店 小田原市久野１５０－５ カレーパン 菓子パン なし

ベストブランド（株） 長生郡一宮町新地２４１６－５ ﾋﾟｭｱｲﾝｸﾞﾐ等(ﾚﾓﾝｸﾞﾐ）（ゼラチン） 菓子 無

ベン・アンド・ジェリーズ・ジャ
パン㈱

東京都港区東麻布１－１０－１２ アイスクリーム（輸入品） アイスクリーム
（輸入品）

無 ― ― ― ― ― ―

豊年リーバ㈱ 新宿区大久保２－７－１７ ﾒｰﾌﾟﾙﾅｯﾂﾌｨﾘﾝｸﾞ 製菓製パン材料 なし

豊年リーバ㈱ 新宿区大久保２－７－１７ ﾏｽﾀｰﾌｨﾙ･ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ 製菓製パン材料 なし

豊年リーバ㈱ 新宿区大久保２－７－１７ ﾒｰﾌﾟﾙﾅｯﾂﾌｨﾘﾝｸﾞ 製菓製ﾊﾟﾝ材料 なし

豊年リーバ㈱ 新宿区大久保２－７－１７ ﾏｲｽﾀｰﾌｨﾙ･ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ 製菓製ﾊﾟﾝ材料 なし

豊年リーバ㈱ 新宿区大久保２－７－１７ ﾏｲｽﾀｰﾐｯｸｽ･ｴﾝﾄﾞﾍﾞｰﾙ 製菓製ﾊﾟﾝ材料 なし

豊年リーバ㈱ 新宿区大久保２－７－１７ ﾏｲｽﾀｰﾐｯｸｽ･ﾆｭｰﾄﾗﾙ 製菓製ﾊﾟﾝ材料 なし

鳳来軒食品㈱ 福岡県大牟田市大字甘木５１８－７ カプチーノクロワッサン 菓子類 無

鳳来軒食品㈱ 福岡県大牟田市大字甘木５１８－７ 小倉ホイップデニッシュ 菓子類 無

鳳来軒食品㈱ 福岡県大牟田市大字甘木５１８－７ スイートブレッド 菓子類 無

鳳来軒食品㈱ 福岡県大牟田市大字甘木５１８－７ カマンベールブレッド 菓子類 無

鳳来軒食品㈱ 福岡県大牟田市大字甘木５１８－７ ミルクブレッド 菓子類 無

鳳来軒食品㈱ 福岡県大牟田市大字甘木５１８－７ 牛乳ブレッド 菓子類 無
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鳳来軒食品㈱ 福岡県大牟田市大字甘木５１８－７ 生協用クロワッサンコロネ 菓子類 無

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ 揚あられ 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ 揚あられ（うに味） 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ 揚あられ（しょうゆ味） 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ ｷﾑﾁ味揚げせんべい 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ スナック（内麦カレー小結） 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ スナック（辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ味） 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ スナック（カレー小結） 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ スナック（ぴり辛味） 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ 生活指向小結あられ 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ トゥシーカレー小結 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ トゥシーぴりからえび 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ ひび餅 菓子 なし

宝来屋製菓（株） 三芳町上富５０５ 七味味揚げせんべい 菓子 なし

豊和食品株式会社 豊橋市三ノ輪町３丁目７番地 　ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝｼｭｶﾞｰｺｰﾝ ｱｲｽｸﾘｰﾑ なし

ホームズ 足利市巴町２５４３ ムース 洋菓子 なし

北陸協同乳業（株） 松任市源兵島町１００２ ケーキ、プリン 洋菓子 なし - - -

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 白い牧場プリン プディング（ゼ
ラチン）

なし

星　信夫 南会津郡田島町大字田島字谷地甲7 ヨーグルトザーネ 洋菓子 なし

細野敦子「ﾎｰﾑﾒｲﾄﾞｹｰｷﾋﾟｸﾆｯｸ」 東京都日野市西平山5-27-5 ババロア 生菓子 なし

北海道製菓㈱ 北海道函館市大縄町１１－３１ ミルクパン類 菓子類 なし

北海道製菓㈱ 北海道函館市大縄町１１－３１ かりんとう類 菓子類 なし

北海道製菓㈱ 北海道函館市大縄町１１－３１ 乾パン類（小型） 菓子類 なし

北海道保証牛乳㈱ 小樽市桂岡町３－８ プリン 生菓子 無

ボナール洋菓子店 藤沢市善行１―２６―８ ゼリー 洋生菓子 なし
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ボナール洋菓子店 藤沢市善行１―２６―８ ムース 洋生菓子 なし

本多製菓 有限会社 台東区西浅草３－２３－１２ ラムネ菓子 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ １２枚ふっかけしょうゆ 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ １７枚揚げせんとうがらし味 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ １７枚うに煎 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ ２０枚古城焼 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ ３０枚焼き込み 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ ４０枚焼き込み 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ A-50うすけし甘えび 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ AG-10薄花子甘えび 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ AG-20薄花子甘えび 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ AG-30薄花子甘えび 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ Ｂ－５０うすけしいか 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ Ｃ－５０うすけしほたて 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ SUT海鮮せんべいうすけし 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ TG-20うすけし甘えび 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ U-50薄花子 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ UT-20海鮮せんべいうすけし 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ あしがるしょうゆ味 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 甘えびせんべいうすけし 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ うすけし４枚入 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ うすけしK-30 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ うすけし甘えびH-30 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ うすけし甘えびN-２0 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ うすけし甘えびN-30 菓子 なし
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菓子類

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

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ うすけし甘えびS-20 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ うすけし甘えびW-20 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ うすけしソフトTA 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ えびせんべい生地 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 堅焼こしひかり胡麻 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 堅焼こしひかり醤油 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 堅焼こしひかり海苔はり 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 玄米小丸Ｌサイズ 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 玄米小丸Ｍサイズ 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 草加堅焼こしひかり 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 徳用玄米小丸 菓子 なし

ホンダ製菓（株） 川越市府川１３１３－２ 二度焼きしょうゆ 菓子 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ (SUT,UT20,A50,AG10,AG20)海鮮せ
んべいうすけし

米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ (TG-20,TG-30,AG-30）うすけし甘
エビ

米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ B-50うすけしいか 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ C-50うすけしほたて 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ U５０薄花子 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ うすけしK-30 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ うすけし甘エビ（Nー３０，Ｈ－
３０，Ｓ－２０,W-20,N-２０，)

米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ うすけし千枚入り 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ えびせん 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ 甘エビせんべい薄花子 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ 堅焼こしひかり（醤油、胡麻、海
苔はり）

米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ 玄米小丸（Ｍ・Ｌ） 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ 草加堅焼こしひかり 米菓 なし
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菓子類

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

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ 徳用玄米小丸 米菓 なし

ホンダ製菓㈱ 川越市府川１３１３－２ 薄花子ソフトTA 米菓 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ １３袋六煎ミックス 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ ６袋詰うに井あられ 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ ８Ｐあげっこ詰合 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ ８袋詰うにあられ 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ Ｕコープうにせん 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ 味好百菓うにせん 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ お買得気分うにせん 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ ガゼット１５０ｇうにせん 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ こだわりのうにせん 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ 煎餅工房そふとなうにせん 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ 百円撰菓　網揚明太子マヨネーズ 菓子 なし

ぼんち（株）東京工場 越谷市南荻島８３２ レナケアー揃せんカレー味 菓子 なし

ぼんち株式会社 西区高塚台５丁目５－１ 海鮮うにあられ 菓子 なし

ぼんち株式会社 西区高塚台５丁目５－１ 海鮮明太子あられ 菓子 なし

ぼんち株式会社 西区高塚台５丁目５－１ えび揚煎 菓子 なし

ぼんち株式会社 西区高塚台５丁目５－１ お好みあられ 菓子 なし

ボンヌール高洲 藤枝市高洲８８８－６ ハンバーガー 菓子類 無

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ ４ＬＳ　抹茶 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ ＣＧＣ　あずきもなか ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ ＣＧＣ　バニラモナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ Ｈ＋Ｂ宇治の露　抹茶 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ Ｈ＋Ｂ黒胡麻 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ Ｈ＋Ｂ北海道ミルク ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし
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菓子類

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

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ Ｈ＋Ｂヨーグルト風味フルーベ
リー

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ ＫＬＭ　バニラミルク ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ Ｍ　バニラ５Ｌ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ あいうえオレンジ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 朝宮　抹茶アイスクリーム ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ あずきもなか ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ イタリアンジェラート　グリンテ
イ

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ イタリアンジェラート　ストロベ
リー

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ イタリアンジェラート　バニラ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ いちご　あんもなか ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 宇治の露　抹茶アイスクリーム ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ おいしさ自慢バニラモナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ お得なバニラモナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ コトブキ　バニラアイスクリーム ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ こんなにレモン ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ スリーエフ　イチゴモナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ スリーエフ　巨峰モナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ スリーエフ　特選いちご ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 丹波　黒大豆アイスクリーム ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ トリオ　バニラモナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ ふんわりバニラ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ マイカル　ミルクモナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 抹茶もなか ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ マルチ　ミルクモナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ ミニストップ　抹茶もなか ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし
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菓子類

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

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ ミルクモナカ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　カフェオレ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　ストロベリー ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　チョコレート ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　バニラ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　パンプキン ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　パンプキン ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　フローズンヨーグルト ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　フローズンヨーグルト ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マーブルグ株式会社 甲賀郡水口町宇川１３０７－１１ 良品計画　抹茶 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

マイアミ製菓有限会社 藤沢市片瀬３－１６－８ ゼリー 洋生菓子 なし

マイアミ製菓有限会社 藤沢市片瀬３－１６－９ ムース 洋生菓子 なし

前田　善徳 佐野市赤坂町９７５－１ ムース・ゼリー 洋生菓子 なし

前田製菓㈱ 大阪府堺市京町通１番３２号 ビスケット ビスケット 無

前田秀雄 河内長野市楠町西８９９－７ 洋菓子 菓子 無

前野住人 勝浦郡勝浦町三渓上川原４３－１０ パン（ウィンナー） 菓子類 無

牧幸岩（ロンロン） 東京都練馬区田柄２－２９－１７ レアチーズ 菓子 無

巻島就一 東京都清瀬市竹丘１－３－３ ムースフレーズ　外１種類 菓子類 なし

巻島就一 東京都清瀬市竹丘１－３－３ カフェショコラ　外３種類 菓子類 なし

マキシム・ド・パリ株式会社 東京都中央区銀座５－３－１ カップムース 洋生菓子 無

マキシム・ド・パリ株式会社 東京都中央区銀座５－３－１ ムースケーキ 洋生菓子 無

牧野清 名古屋市西区児玉２－１０－２ 飴 菓子 なし

誠興物産株式会社 山武郡芝山町大里１６１７ ガム中間体 ガム 無

益子周三 東京都練馬区上石神井４－３－１２ ムース 菓子 なし

益子周三 東京都練馬区上石神井４－３－１２ ゼリー 菓子 なし
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菓子類

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

松浦三夫（まんぷく） 藤枝市大洲２－１０－１１ ゼりー 菓子類 無

松岡邦雄（松岡製菓本舗） 岐阜県大垣市郭町東1-38-1 焼菓子 菓子 なし

松尾製菓株式会社 福岡県田川市川宮１１９１－１ チロルチョコ 菓子類 無

松下薬品産業㈱製菓事業部 高砂市曽根町 メレンゲ、マジパン 菓子 なし

松田製菓 群馬県高崎市桧物町４５ ゼラチン使用菓子 菓子 なし

松月堂 横浜市戸塚区下倉田町２５０ だんご 和菓子 　なし 　

松原　英幸 瀬戸市新道町１４－４ ゼリー 菓子 なし

松藤営治（グランママ） 早良区賀茂３－２－２７ 洋菓子 菓子類 無

松宮常一 八幡浜市西大江屋町1536 ムース 菓子類 無

松本伊市 東京都練馬区大泉学園町８－２９－１
２

ムース類 菓子 なし

松本製菓舗 六日町六日町2200 レアチーズケーキ　他 洋生菓子 なし

松山製菓（株） 名古屋市中村区大秋町１－１０ スナック菓子 菓子 なし

マドレーヌ（廣谷龍幸） 大阪市港区市岡1-4-2 洋菓子 菓子 なし

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 北海道ﾎｯﾄｹｰｷ2枚 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎｯﾄｹｰｷ　ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ付き 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎｯﾄｹｰｷ　128円ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ付き 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 北海道ﾎｯﾄｹｰｷ3P 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎｯﾄｹｰｷ3Pﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ付き 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎｯﾄｹｰｷｾｯﾄ3Pﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ、ﾏｰｶﾞﾘﾝ
付き

菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎｯﾄｹｰｷ4P増量ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ付き 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 銅版焼ﾎｯﾄｹｰｷ 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾎｯﾄｹｰｷﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ付き 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ30g 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾁｮｺﾚｰﾄﾎｯﾄｹｰｷ 菓子半製品 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 おはよう牛乳ﾊﾟﾝｹｰｷ 菓子半製品 無
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菓子類

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

丸川製菓（株） 小牧市小針中島3-260 噛むブラッシングガム 菓子 なし

丸勘製菓（株） 名古屋市西区栄生３－１８－３ コーヒーサンド 菓子 なし

丸義製菓（株） 名古屋市西区名西２－９－１２ マンボ 菓子 なし

まるき製パン 福岡県大牟田市上官町１丁目１－７ ハンバーグパン 菓子類 無

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 青胡瓜（上）、葉唐きゅうり、諏
訪葉唐きゅうり

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 磯くらげ、天然醸造蔵もろみ漬、
宇治茶漬青しそ

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 協和マイルドしば漬 漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 金印菊水漬、赤印ふくじん漬、赤
印菊水漬

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ しその実漬 漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 高山印福神漬、丸八福神漬、しば
漬、刻みしば漬、

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ みじん鰹胡瓜風味、やさしい漬物
胡瓜風味

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ みじんしば漬、やさしい漬物しば
漬、胡瓜風味

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 無添加からし漬、小茄子こうじ
漬、晃麓こうじ漬

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 無添加しその実、全病食しその
実、味しそ

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 無添加しば漬、全病食しば漬、無
添加刻みしば漬け

漬物 なし

マルキン忠勇（株） 東松山市上唐子４３０ 優しい漬物しその実漬、小茄子辛
子漬

漬物 なし

丸三食品株式会社 豊橋市つつじが丘1丁目10－1 ｸｯｷｰ(わんぱく動物ﾗﾝﾄﾞ わんぱくﾏ
ﾘﾝﾗﾝﾄﾞ)

菓子 なし

丸昭高田製菓㈱ 吉川市中野３２１－８ 菓子 サクサクアーモ
ンド、ごまから

なし

マルジョレーヌ 大和市南林間２－３－８ 洋生菓子 菓子 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 コーヒーゼリー、紅茶ゼリー 菓子 なし

丸中製菓㈱ 加西市下宮木 キングドーナツ、生クリームワッ
フル、ハニーワッフル

洋菓子 なし

マルハ㈱ 栃木県宇都宮市清原工業団地 ﾊｲﾎﾟｰｸEXー１ ポークエキス なし

丸菱食品株式会社 山形県寒河江市大字寒河江字赤田６５
－１

杏仁フルーツ 菓子 なし

丸菱食品株式会社 山形県寒河江市大字寒河江字赤田６５
－１

マンゴープリン 菓子 なし

丸菱食品株式会社 山形県寒河江市大字寒河江字赤田６５
－１

杏仁豆腐 菓子 なし
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菓子類

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

丸山　真一（えちごや丸山菓子
店）

栃木県那須郡烏山町中央２－１２－２
７

洋菓子（ムース、ゼリー、ババロ
ア等）

洋生菓子（菓
子）

なし

万寿堂 守口市佐田中町1-1-8 洋菓子 無

万平菓子舗 亀田町本町４－１－４８ 洋菓子 洋菓子 なし

三浦　外喜夫 鳥屋町良川１３－９３ 金柑 菓子 なし - - -

三浦　外喜夫 鳥屋町良川１３－９３ すふれ 菓子 なし - - -

三浦　外喜夫 鳥屋町良川１３－９３ 鳥屋音頭 菓子 なし - - -

三浦　外喜夫 鳥屋町良川１３－９３ バームクーヘン 菓子 なし - - -

三浦　外喜夫 鳥屋町良川１３－９３ マドレーヌ 菓子 なし - - -

三浦　外喜夫 鳥屋町良川１３－９３ マロン 菓子 なし - - -

三浦　外喜夫 鳥屋町良川１３－９３ 夢織まんじゅう 菓子 なし - - -

三浦　外喜夫 鳥屋町良川１３－９３ ロールカステラ 菓子 なし - - -

三浦一廣 虻田郡倶知安町北４条東１丁目 ﾚｱﾁｰｽﾞ 洋生菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（30P黒ごまｳｴﾊｰｽ） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（30枚ｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ200） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（Ｃａﾊﾞﾆﾗｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(Ｆｅﾁｮｺｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（おいしさの集い牛乳ｳｴ
ﾊｰｽ）

菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（おやつで元気ｶﾙｼｳﾑｳｴ
ﾊｰｽ）

菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ｶｶｵｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（ｶﾙｼｳﾑ入牛乳ｳｴﾊｰｽ） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ300) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ｷｬﾗﾒﾙｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（黒ごまｳｴﾊｰｽ） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（黒ごまｳｴﾊｰｽ） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ｺｰﾋｰｳｴﾊｰ) 菓子 なし
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菓子類

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

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ｼｮｺﾗｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(生活志向ｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ｿﾌﾄｸﾘｰﾑｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾁｰｽﾞｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ちょっとおいしいﾖ！ごま
ｳｴﾊｰｽ)

菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（鉄･ｶﾙｳｴﾊｰｽ） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾊﾞﾅﾅｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾊﾞﾆﾗｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾊﾑｽﾀｰ倶楽部・いちご
味）

菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾊﾑｽﾀｰ倶楽部･ﾁｮｺ味） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾌｧｲﾝ100ｸﾘｰﾑｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾌﾟﾁﾊﾞﾆﾗｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（本物の味牛乳ｳｴﾊｰｽ） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ（味感性ﾊﾞﾆﾗｳｴﾊｰｽ） 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾐｯｸｽｳｴﾊｰｽ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ ｳｴﾊｰｽ(ﾐﾙｸｳｴﾊｰ) 菓子 なし

三浦製菓（株） 豊橋市神野新田町字トﾉ割１９－２ 牛乳ｳｴﾊｰｽ 菓子 なし

三浦陽一 枝幸郡中頓別町28 ムース類 ムース 無

味覚糖株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町137-5 ぷっちょオレンジ、クランベ
リー、ぶどう、さくらんぼ

キャンディー なし

味覚糖株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町137-5 Cケア　レモン、マスカット、グ
レープ

キャンディー なし

味覚糖株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町137-5 Cケア　レモンマリンコラーゲ
ン、マスカットマリンコラーゲ
ン、グレープマリンコラーゲン、
ウメマリンコラーゲン

キャンディー なし

味覚糖株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町137-5 シゲキックス　スーパーレモン、
梅ドライ、マスカット、グレー
プ、コーラ、ソーダ、ヨーグルト

キャンディー なし

味覚糖株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町137-5 NEW ピピン　イチゴミルク味 キャンディー なし
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

味覚糖株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町137-5 口感度アップ　アオリンゴ、レモ
ン

キャンディー なし

味覚糖株式会社奈良工場 奈良県大和郡山市今国府町137-5 デリシャスファイバー　アップル
シナモン、チョコレート、小豆

キャンディー なし

三河屋製菓（株） 幡豆郡一色町大字味浜字上長割５０番
１

えびせんべい、いかせんべい、Ｃ
ＯＯＰえび満月、小魚チップ等

せんべい（菓
子）

なし

三河屋製菓有限会社 宝飯郡御津町大字西方字松本１番地の
１

ケーキ類等 菓子 なし

三河屋ベーカリー(株) 愛知県海部郡美和町大字木折字寺田11
番地

135gラスク 菓子 なし

御厨誠 東京都練馬区石神井町４－２０－１０ ケーキ 菓子 なし

三澤秀年 石巻市駅前北通り１－４－２６ 洋生菓子 菓子 なし 該当なし

水島　勝 浜名郡舞阪町舞阪2122-11 ゼリームース 菓子 なし

美鈴商事㈱ 北海道函館市上湯川町１－１ 洋生菓子 洋生菓子 なし

みすず洋菓子店 名古屋市瑞穂区南山町１７－７ 洋菓子 菓子 なし

水谷　力 三重県桑名市野田６丁目７－１０ ムース 洋生菓子 なし

水鳥ゼリー製菓株式会社 豊橋市明海町２番４９ 15g．５P．ﾊﾛｰｷﾃｨ5Ｐ．ｷｬﾗﾒﾙｺｰ
ﾝ

菓子 なし

水鳥ゼリー製菓株式会社 豊橋市明海町２番４９ ｷｬﾗﾒﾙｺｰﾝ ﾊﾟｲﾝｼｬｰﾍﾞｯﾄ 菓子 なし

水鳥ゼリー製菓株式会社 豊橋市明海町２番４９ ｷｬﾗﾒﾙｺｰﾝｱｿｰﾄ 菓子 なし

水鳥ゼリー製菓株式会社 豊橋市明海町２番４９ ｽﾃｨｯｸｷｬﾗﾒﾙｺｰﾝ 菓子 なし

水鳥ゼリー製菓株式会社 豊橋市明海町２番４９ ﾁｮｺﾁｯﾌﾟｸｯｷｰ 東ﾊﾄ ﾏﾏ 菓子 なし

水鳥ゼリー製菓株式会社 豊橋市明海町２番４９ ﾋﾞｰﾉ 和風七味ｶﾚｰ 菓子 なし

見田製菓 名古屋市中村区松原町１－１３ 餅飴 菓子 なし

三井観光㈱　札幌グランドホテル 札幌市中央区北１条西４丁目２番地 カレーマフィン（パン） 菓子類 なし

三井観光㈱　札幌グランドホテル 札幌市中央区北１条西４丁目２番地 各種ケーキ類 洋生菓子 なし

三橋裕（ｹｰｷﾊｳｽ ﾐﾂﾊｼ） 八尾市桜ヶ丘３－４５　ﾘﾊﾞﾃｨ桜ヶ丘
尼Ⅱ１１１

洋生菓子 菓子類 無

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 e-プライスハードビスケット 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 e-プライスフィンガービスケット 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 ｍ/mロングビスケット 菓子 なし
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え

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 s/sロングビスケット
ココナッツ

菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 SQハードビスケット 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 SQビスくん 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 SQフィンガービスケット 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 味感性ハードビス 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 味感性フィンガービス 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 うぐいす笠 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 胡豆昆 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 おやつの宝箱
ハードビスケット

菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 おやつの宝箱
フィガーフライ

菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 菊サブレ 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 くるくる
かざぐるまビスくん

菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 自然派倶楽部
スイートセサミクラッカー

菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 スィートクラッカー 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 チョコピース 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 花豆クラッカー 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 バロー生活クオリティーハードビ
ス

菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 バロー生活クオリティーフイン
ガービス

菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 ビスくん 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 フィンガービスケット 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 本物の味ハードビスケット 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 ミルキング 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 ミレービスケット 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 夢どころビスくん 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 ロングパット 菓子 なし
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三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 ワンコインハードビスケット 菓子 なし

三ツ矢製菓㈱ 名古屋市中川区富川町４丁目１番地 ワンコインフィンガーフライ 菓子 なし

ミツヤ食品工業株式会社  東大阪
工場

大阪府東大阪市新庄東７０番地 ムース系ケーキ 洋生菓子 なし

みどりや 塩沢町石内1803 レアチーズケーキ　他 洋生菓子 なし

みどり製菓㈱ 大阪市東住吉区東田辺3-2-2 半生菓子 菓子 なし

みの勝食品(株) 師勝町久地野字牧野５４ カップゼリー 菓子類 なし

みの食製菓㈱ 岐阜県加茂郡八百津町八百津８３４７ いろいろせんプチ 焼き菓子 なし

みの食製菓㈱ 岐阜県加茂郡八百津町八百津８３４７ 各種焼き菓子 焼き菓子 なし

みの食製菓㈱ 岐阜県加茂郡八百津町八百津８３４７ 牛乳チップ 焼き菓子 なし

みの食製菓㈱ 岐阜県加茂郡八百津町八百津８３４７ 緑茶リーフ 焼き菓子 なし

みの屋 明石市魚崎町 つぶ種 菓子 なし

みの屋 明石市魚崎町 柿ピー 菓子 なし

美濃酪農　東濃工場 恵那市長島町永田443-4 ゼリー 菓子 なし

美濃酪農　東濃工場 恵那市長島町永田443-4 チーズケーキ 菓子 なし

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 生チョコケーキ 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ レアチーズケーキ 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ ミルクたっぷりとろりんシュー 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 贅沢否仁 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ かぼちゃプリン 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ テイラミス（新） 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ テイラミス 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ かまくら 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ チョコかまくら 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ たっぷりクリームプリン 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 栗のプリン 菓子 無
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え

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 胡麻のブラマンジェ 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ メロンプリンパフェ 菓子 無

美野里デリカ（株） 東茨城郡美野里町大字納場６１７ー１ 抹茶白玉 菓子 無

三原堂製菓（株） 文京区本郷３－３４－５ 洋生菓子類 菓子 無 有

三船泰弘 普代村13-128-1 ムース 菓子 無

三船泰弘 普代村13-128-1 ﾚｱﾁｰｽﾞ 菓子 無

三村　勝巳 横浜市旭区鶴ヶ峰本町２－１－３ ババロア，ゼリー 洋生菓子 なし

三桃食品株式会社 米沢市窪田４６２－１ ピザまん 菓子 なし

三桃食品株式会社 米沢市窪田４６２－１ あんまん 菓子 なし

三桃食品株式会社 米沢市窪田４６２－１ 肉まん 菓子 なし

宮川製菓株式会社 目黒区上目黒２－１６－１１ ピングーフルーツキャンディ（オ
レンジ）

菓子 なし

宮川製菓株式会社 目黒区上目黒２－１６－１１ フルーツミックスキャンディ（オ
レンジ）

菓子 なし

宮川製菓株式会社 目黒区上目黒２－１６－１１ 健康撰菓コラーゲン 菓子 なし

宮川製菓株式会社 目黒区上目黒２－１６－１１ サプリメントキャンディコラーゲ
ン

菓子 なし

宮川製菓株式会社 目黒区上目黒２－１６－１１ コーヒーキャンディ 菓子 なし

宮川製菓株式会社 目黒区上目黒２－１６－１１ ＵＳＪジュース缶キャンディ（ク
ランチキャンディ）

菓子 なし

宮木製菓㈱ 岐阜市北一色１０丁目２３番８号 柿の実南京 菓子 なし

宮木製菓㈱ 岐阜市北一色１０丁目２３番８号 米俵 菓子 なし

宮木製菓㈱ 岐阜市北一色１０丁目２３番８号 茶屋処 菓子 なし

宮木製菓㈱ 岐阜市北一色１０丁目２３番８号 ピーナッツジョイ 菓子 なし

三宅正（紅谷三宅） 栃木県真岡市並木町２丁目２０－１５ 洋菓子（ムース、ゼリー、ババロ
ア）

洋生菓子（菓
子）

なし

ミヤコ株式会社 岡崎市明大寺町字大圦１番地２１ 赤ちゃんポンえび味、野菜スナッ
ク　バーベキュー味等

菓子 なし

都製菓株式会社 豊橋市大村町字山所３５ ｺｰﾝｽﾅｯｸ ｽﾅｯｸ菓子 なし

都製菓株式会社 豊橋市大村町字山所３５ ｺｰﾝｽﾅｯｸ ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ風味 ｽﾅｯｸ菓子 なし

都屋商事（株） 名古屋市中村区大日町１７－２ あられ 菓子 なし
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宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 なすの漬物 菓子類 なし

宮崎　裕行 鈴鹿市北玉垣町７３１ カステラ 菓子 なし

宮崎　裕行 鈴鹿市北玉垣町７３１ ゼリー 菓子 なし

宮崎　裕行 鈴鹿市北玉垣町７３１ ムース 菓子 なし

宮沢幸男 久慈市川崎町10-17 ムース 菓子 無

宮沢幸男 久慈市川崎町10-17 ケーキ 菓子 無

宮沢清英 久慈市十八日町2-22 ﾚｱﾁｰｽﾞ 菓子 無

宮沢敏明（美芳屋） 長野県飯山市飯山3295-3 ムース 菓子 なし

宮下之利 静岡県伊東市荻１５３－１０ 洋菓子 菓子 無

三矢製菓株式会社 荒川区西尾久4-10-11 ラムネ菓子 菓　子 なし

三矢製菓株式会社 荒川区西尾久4-10-11 チョコレート 菓　子 なし

宮武聖士 虻田郡倶知安町北１条西4丁目 ﾀﾙﾄ等 ﾀﾙﾄ なし

宮武聖士 虻田郡倶知安町北１条西3丁目 ﾌﾟﾘﾝ ﾌﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ なし

宮武聖士 虻田郡倶知安町北１条西２丁目 ﾁｰｽﾞｹｰｷｾｯﾄ 洋生菓子 なし

宮田製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町7-71-6 キャラメル・ドーナツ 菓子 なし

宮田光治「宮田園」 東京都稲城市平尾1155 ジャム類 製菓材料 なし

ミヤト製菓株式会社 猿島郡三和町下片田８４１ かりんとう本造りミニ版 菓子 なし

ミヤト製菓株式会社 猿島郡三和町下片田８４１ かりんとう１８０ｇピーナツ 菓子 なし

宮原省三 東京都世田谷区上北沢３－３２－１４ アーモンドのババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

宮原省三 東京都世田谷区上北沢３－３２－１４ レアチーズケーキ 菓子類（洋生菓
子）

なし

宮原隆文 福岡県田川市川宮５３１－４ 洋生菓子 菓子類 無

ミヤマ食品（株） 群馬県甘楽郡下仁田町川井字湯前323-
1

牛由来の原材料使用無し 菓子

みるく工房遊牧館 下伊那郡下条村睦沢４３３１ アイスクリーム アイスクリーム なし

向井保二（ﾗﾎﾞﾗ・ﾄﾜｰﾙ） 早良区有田３－８－２８ 洋菓子(粉ｾﾞﾗﾁﾝ) 菓子類 無

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ ＢＲ－３１向けスポンジ類 菓子 なし
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むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ ＢＲ－３１向けチョコスポンジ類 菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ オレンジヨーグルト 菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ ガトーショコラ 菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ ガトーフリェイ 菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ ストロベリーケーキ 菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ チョコレートケーキ 菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ チョコレートビター 菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ ノムラ・ジャパンフレックス向け
クッキー生地パートシュフレ

菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ ノムラ・ジャパンフレックス向け
スポンジ類

菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ ノムラジャパンフレックス向け
チョコスポンジ類

菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ モンブランケーキ 菓子 なし

むさしの製菓株式会社 騎西町鴻茎３２０６ 洋梨のケーキ 菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 オレンジナタデココデザート 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 カフェラッテショコラ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 キャラメルショコラ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ショコラケーキ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ティラミス 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ティラミスケーキ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ティラミスパフェ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 プリンとゴマのブランマンジェ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ブルーベリーパフェ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ブルーベリーヨーグルト 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 マロンミルフィーユ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 レアーチーズタルト 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 レアチーズ 洋菓子 なし
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菓子類

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
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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

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 レアチーズケーキ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 オレンジヨーグルト、 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ガトーショコラ、 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ガトーフリェイ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 ストロベリーケーキ､ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 スポンジ類（Ｂ） 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 スポンジ類（日） 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 チョコスポンジ類（Ｂ） 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 チョコスポンジ類（日） 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 チョコレートケーキ、 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 チョコレートビター、 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 モンブランケーキ 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 洋梨のケーキ、 洋菓子 なし

むさしの製菓㈱ 騎西町鴻茎3206-1 冷凍食品　ブラウニー 洋菓子 なし

村上 ミツ子 文京区目白台１－２４－７ 洋ナシのタルト 菓子 無 有

村上 ミツ子 文京区目白台１－２４－７ ブルーベリーのタルト 菓子 無 有

ムラカワ（株） 大田区東海４－１０－８ ティラミス 菓子 なし

ムラカワ（株） 大田区東海４－１０－８ タルトゥーフォ 菓子 なし

ムラカワ（株） 大田区東海４－１０－８ カプチーノ 菓子 なし

室橋克彦（屋号：周五郎） 東京都杉並区高円寺南２－２１－１１ ババロア 洋生菓子 なし

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ すきやきビーフエキス
                 S-１０２３

調味料 なし

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ローストビーフエキス
              S-９８３３３

調味料 なし

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

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ローストビーフパウダー
                MO-１１２５

調味料 なし

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ブイヨングラニュレイト
                MO-１７００

調味料 なし

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

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキストラクト
              MO-３３６０

調味料 なし

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

調味料 なし

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

調味料 なし

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

調味料 なし

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

調味料 なし

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフオニオンパウダー
                 MＥ-８２０８

調味料 なし

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

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキス 調味料 なし

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

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

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

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

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

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

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ＨＢ調味粉末
            ＭＯ-３４００

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ チャーシューオイル
              MＯ-３０５８

食用油脂 なし
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え

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ビーフエキスパウダー
                MＯ-３００

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ローストビーフオイル
              MＯ-３１６６

食用油脂 なし

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

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ローストスキヤキオイル
                 MＯ-４１６０

食用油脂 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ スキヤキオイル
              MＯ-４１１０

食用油脂 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ホタテエキスパウダー
              MＯ-４２５０

調味料 なし

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

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ポークミートパウダー
                MＥ-５８５

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ポーク白湯パウダー
                MＥ-５５０

調味料 なし

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

調味料 なし

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ホタテエキスパウダー
                   MＥ-２１

調味料 なし

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

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

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ ベジタブルエキスパウダー
                        MＥ-１１５

調味料 なし

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

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

調味料 なし

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

調味料 なし
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菓子類

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

明王物産株式会社 東京都豊島区南池袋１－８－１ 粉末焼きそばソース
               Ｓ-９９１８６

調味料 不明 有
（３気圧、１３３℃、
２０分以上の処理）

脊髄 牛骨エキ
ス

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

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

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

名月製菓株式会社 荒川区東尾久5-30-1 冷凍マフィン生地 製菓材料 なし

名月製菓株式会社 荒川区東尾久5-30-1 焼菓子 菓　子 なし

明光食品株式会社 高畠町大字安久津加茂川原２３１１の
３

杏仁豆腐 菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ マーブルシンシュウリンゴフウミ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ マーブルカンサイマッチャフウミ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ マーブルホッカイドウメロンフウ
ミ

チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ マーブルミチノクツガルリンゴフ
ウミ

チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M15マーブルハコH チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ トウブ300マーブルカン チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ トウブ400マーブルツツ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ ハッケイ300マーブルツツ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M18バースデーテディ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M18バースデーテディF チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ フレークNKバラ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ フレークチョコ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ NKマーブル色 チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ マーブルチョコレート（７色） チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ ウミホタルマーブルチョコ チョコレート菓
子

なし
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菓子類

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ いちごマーブルセンター チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ マーブル(R） チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M12カールチーズ スナック菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M12カールビーフカレーF スナック菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M12カールチキンソテー スナック菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M12カールチーズS スナック菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M12カールハンバーグアジ スナック菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M12カールゴママヨネーズアジ スナック菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ カールチーズEX スナック菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M10ポケモンカップキャンデー 飴菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M50ピカチュー2002 飴菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M18THE特濃ミルクキャンデー 飴菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ （ヨーグルト）WATキャンデー 飴菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M10のど飴専科クランベリー 飴菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M10プチクリスタル 飴菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ TDLファンタジーツリーキャン
デーバルク

飴菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M5ハムタロウグミN グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M5ポケモングミ グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M5ハムタロウグミ グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M5ポケモングミF グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ M4果汁グミオレンジHF グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ ポイフルUSAオレンジセンター グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ ポイフルUSAフルーツセンター グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ ポイフルUSAアップルセンター グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ ポイフルUSAグレープセンター グミ菓子 なし
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菓子類

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ ポケモン紙芝居グミ グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ MS15マイランドチョコ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ マーブルバラ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ CO.OPちょこ丸ミニパック4連 チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ カラフルチョコ チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ カラフルちょこぴー チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ みんなのビタミンのど飴 飴菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ COカムゾーグミ60g グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ COカムゾーグミ60g×３Ｐ グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ DDセンターレモン グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ 土生田センターグミ グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ NグーピタッRヨーグルトセンター グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ NグーピタッRりんごセンター グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ NグーピタッR青梅センター グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ 噛むブレスケア グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ CO.OPちょこ丸ミニパック チョコレート菓
子

なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ COカムゾーグミ60g グミ菓子 なし

明治産業㈱ 須坂市高梨２８８ 噛むブレスケア グミ菓子 なし

明治食産株式会社 東京都世田谷区祖師谷３－１０－９ No２８０アスピック 製菓材料 なし

明治製菓株式会社 東京都中央区京橋２－４－１６ 錠菓（カルミン） 菓子 無

明治製菓株式会社 東京都中央区京橋２－４－１６ 焼き菓子 菓子 無

明治製菓株式会社 東京都中央区京橋２－４－１６ チョコスナック 菓子 無

明治製菓株式会社東海工場 藤枝市小石川町４－２２－１ グミ 菓子 無

明治製菓株式会社東海工場 藤枝市小石川町４－２２－１ 錠菓 菓子 無

明治製菓株式会社東海工場 藤枝市小石川町４－２２－１ スナック 菓子 無
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菓子類

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

明治製菓株式会社東海工場 藤枝市小石川町４－２２－１ チョコスナック 菓子 無

明治製菓株式会社東海工場 藤枝市小石川町４－２２－１ 糖衣掛けチョコレート 菓子 無

明治製菓株式会社東海工場 藤枝市小石川町４－２２－１ 焼き菓子 菓子 無

明治製菓㈱大阪工場 高槻市朝日町1-10 ｽﾅｯｸ菓子（6） ﾋﾞｰﾌｴｷｽ・蛋白
加水分解物

無

明治チュ－インガム（株） 西枇杷島町旭３－８ チューイングキャンデー、煎餅 菓子類 なし

明治乳業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町1741-1 ｾﾞﾗﾁﾝ使用ｱｲｽｸﾘｰﾑ ｱｲｽｸﾘｰﾑ なし

明治乳業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町1741-1 乳化剤（ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ）使用
ｱｲｽｸﾘｰﾑ

ｱｲｽｸﾘｰﾑ なし

明治乳業㈱　札幌工場 札幌市白石区東札幌１条３丁目5-50 プリン類 洋生菓子 なし

明治乳業㈱　札幌工場 札幌市白石区東札幌１条３丁目5-50 コーヒーゼリー 洋生菓子 なし

明治乳業㈱長野工場 長野市川中島町御厨1428 アイスクリーム類 アイスクリーム
類

無

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ チョコソフト チョコレート利
用食品

なし

名糖産業(株) 名古屋市西区笹塚町２－４１ キャンディー 菓子 なし

名糖産業（株） 西区笹塚町２－４１ ミルクティー、白桃紅茶 菓子類 なし

目黒知佳子（ﾌﾗﾝｽ菓子 ﾊﾟﾝ･ﾄﾞｳ･
ｼﾞｪﾝ）

八尾市山本町１－３－２３ 洋生菓子 菓子類 無

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ 柿ピーチョコ 菓子 なし

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ 柿ピー 菓子 なし

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ 粒ピー 菓子 なし

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ ミックスピー 菓子 なし

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ セサミアーモンド 菓子 なし

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ 黒ごまトリュフ，ココアトリュ
フ，ミルクトリュフ

菓子 なし

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ オリゴヨーグルトレーズン 菓子 なし

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ ブルーベリーヨーグルト 菓子 なし

モーツァルト 大阪市平野区長吉長原東３－１－７１ ティラミス 洋生菓子 なし

モーツァルト 大阪市平野区長吉長原東３－１－７１ まっ茶ムース 洋生菓子 なし

モーツァルト 大阪市平野区長吉長原東３－１－７１ かぼちゃムース 洋生菓子 なし
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菓子類

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

モーツァルト 大阪市平野区長吉長原東３－１－７１ 紅茶ムース 洋生菓子 なし

モーツァルト 大阪市平野区長吉長原東３－１－７１ レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

茂木秀年 石巻市南中里２－４－２ 洋生菓子 菓子 なし 該当なし

望月光久 岡谷市長地小萩１－１５－１ ババロア、ムース、ゼリー 菓子 なし

本村製菓（株） 佐賀市金立町大字金立1544 ぼうろ 菓子類 無

本村製菓（株） 佐賀市金立町大字金立1544 ﾊﾟｲ・ｸｯｷｰ 菓子類 無

桃太郎製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町７－６８－２ うるおいももミルク キャンディ なし

桃太郎製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町７－６８－２ のど飴スーパーセブン キャンディ なし

桃太郎製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町７－６８－２ のどの恋人 キャンディ なし

桃太郎製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町７－６８－２ ハスカップ北海道メロン キャンディ なし

桃太郎製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町７－６８－２ はちみつ黒飴のど飴 キャンディ なし

桃太郎製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町７－６８－２ まろやかミントキャンディ キャンディ なし

桃太郎製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町７－６８－２ りんごくろず飴 キャンディ なし

桃太郎製菓（株） 各務原市鵜沼各務原町７－６８－２ 和風みるく飴 キャンディ なし

持屋　宗義 栃木市湊町7-3 ゼリー、ムース 洋菓子 なし

森　松蔵 大阪府堺市旭ヶ丘南町３丁２－３４ ケーキ類 洋生菓子 無

森田　茂 江戸川区東松本１－８－１１ 洋生菓子類 洋菓子 なし

森永スナック食品（株） 千葉県野田市尾崎
２３９７－２

ポテロング スナック菓子 なし 　

森永スナック食品（株） 千葉県野田市尾崎
２３９７－２

ポテロング
（キムマヨ味）

スナック菓子 なし 　

森永スナック食品（株） 千葉県野田市尾崎
２３９７－２

K/T ヤキトウモロコシ
スナック

スナック菓子 なし

森永スナック食品（株） 千葉県野田市尾崎
２３９７－２

ＴＤＳ ＩＬＮ ツツガタケース スナック菓子 なし

森永スナック食品（株） 千葉県野田市尾崎
２３９７－２

遊戯王ブーツ
（コーンスナックカレー）

スナック菓子 なし

森永スナック食品（株） 千葉県野田市尾崎
２３９７－２

P/N コーンスナックカレー スナック菓子 なし

森永製菓（株）
中京工場

愛知県安城市桜町
２０－６

おっとっと（コンソメ味） スナック菓子 なし 　

森永製菓（株）
中京工場

愛知県安城市桜町
２０－６

お土産おっとっと
（味噌煮込うどん味）

スナック菓子 なし 　
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菓子類

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

森永製菓（株）
中京工場

愛知県安城市桜町
２０－６

お土産おっとっと
（宇都宮餃子味）

スナック菓子 なし 　

森永製菓（株）
中京工場

愛知県安城市桜町
２０－６

お土産おっとっと
（東北牛タン味）

スナック菓子 なし 　

森永製菓（株）
中京工場

愛知県安城市桜町
２０－６

お土産おっとっと
（静岡わさび味）

スナック菓子 なし 　

森永製菓（株）
中京工場

愛知県安城市桜町
２０－６

お土産おっとっと
（とんこつ味）

スナック菓子 なし 　

森永製菓（株）
中京工場

愛知県安城市桜町
２０－６

ミッフィービスケット ビスケット なし 　

森永製菓（株）
塚口工場

兵庫県尼崎市上坂部
１－１－１

チョイス ビスケット なし 　

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ チョコボール
ピーナッツ

チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ チョコボール
アーモンド

チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ アーモンドボール チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ カラーボール チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ ビッグチョコボール
ピーナッツ

チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ キョロチャンショップ チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ キョロリンケース チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ コロコロクルリン チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ セサミストリート
カラフルチョコレート

チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ 小箱チョコボール
ピーナッツ

チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ ピンズチョコレート チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ 星のカービーチョコ チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ 遊戯王缶チョコ チョコレート菓
子

なし

森永製菓㈱ 東京都港区芝５－３３－１ ＳＡＦキャンディ＆チョコ チョコレート菓
子

なし

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 森永プリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 森永プリン９０×３ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ くらしモアプリン９０ｇ×３ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ e-priceプリン９０×３ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ マックふんわりチョコムース 生菓子 無
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菓子類

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

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ ココアプリン８０ｇ×３ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ メロン牛乳プリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 特濃牛乳プリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 珈琲牛乳プリン１１０ｇ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 珈琲牛乳プリン１８０ｇ 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 石鍋シェフのカフェラテプリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ たっぷりプリン 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 石鍋シェフのとろけるブラマン
ジェ　ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｿｰｽ付

生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 森永プリン本舗・抹茶ミルク 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 森永プリン本舗･枝豆ミルク 生菓子 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ ココアプリンつぶつぶマロンソー
ス入り

生菓子 無

森永乳業㈱東京工場 東京都 飾区奥戸１－２９－１ 北海道ファーム焼きプリン 菓子類 なし なし

森永乳業㈱東京工場 東京都 飾区奥戸１－２９－１ 北海道焼きプリン 菓子類 なし なし

森永乳業㈱東京工場 東京都 飾区奥戸１－２９－１ なめらかクリーミィプリン 菓子類 なし なし

森永乳業㈱東京工場 東京都 飾区奥戸１－２９－１ 石鍋シェフのまろやかブリュレ 菓子類 なし なし

森永乳業㈱東京工場 東京都 飾区奥戸１－２９－１ クリーミィチーズケーキ 菓子類 なし なし

森永北陸乳業株式会社富山工場 富山市向新庄町８－３－４５ シューアイス アイスクリーム
類

無 乳製品、
牛脂

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

パルフェ・グラッセ
いちごとバニラのケーキ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

パルフェ・グラッセ
チョコレート

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

パルフェ・グラッセ
クレープ・ド・チーズケーキ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢチョコレートケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢレアチーズ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢマウントショコラ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢリモーネ 菓子 なし
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菓子類

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
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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

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢシブーストアプリコ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢ洋梨のケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢいちごのケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＭＭチョコレートムース 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＭＭレアーチーズケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＭＭごまプリン 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＭＭブラマンジェ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＭＭチーズムース 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＭＭチョコムース 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓクリームチーズ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＨＣＦオレンジの
シャルロット

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＨＣＦストロベリーケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＨＣＦアンティックショコラ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓザバイオーネ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓズッパ・イングレーゼ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＨＣＦマウントモンブラン 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

白桃のシャルロット 洋菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

フロッケン・ザーネトルテ 洋菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

マロンケーキ 洋菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ドンファーマー
白桃のタルト

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＦＦオールドファッション
レアクリームチーズ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

いちごのショートケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　Ｍモンブラン 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　ミルクレープ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　モンブラン 菓子 なし
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森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　抹茶ケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　レアチーズケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　ティラミス 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　クランベリーショート 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　マンゴープリン 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　シブースト 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　ショコラムース 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　スペシャルタルト
レアチーズ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　スペシャルショコラ
ムース

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　スペシャル
シブースト

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ａ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＤＣ　ゴマのパンナコッタ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＴＯＨＯ　レアチーズ
ケーキ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＴＯＨＯ　桃のフルーツ
ケーキ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＴＯＨＯ　マウントショートケー
キ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＴＯＨＯ　アップルシブースト 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＴＯＨＯ　ティラミスカフェ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＴＯＨＯ　ガトー・ショコラ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＴＯＨＯ　カマンベール
チーズ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＦＲ　ティラミスムース
ＮＥ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＫＡ　ストロベリーケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＫＡ　ストロベリーケーキ
（卵抜き）

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢ　ティラミスムース 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ケーキクラン　ポティロン 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

レモンヨーグルトケーキ 洋菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ベルリーベ　リモーネ 菓子 なし
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原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ベルリーベ
カラメドモクール

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　クレーム・ド・ブリュレ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

シートケーキ
チーズとリモーネのケーキ

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　ショコラとリモーネのケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

シートケーキ
リモーネのシャルロット

菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　ティラミス 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　ブルーベリーヨーグルト 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　チョコレート 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　シブースト 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　ストロベリー 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　モンブラン 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　キャラメルムース 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

Ｓ　抹茶ケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＭＭ　ストロベリーケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＮＢ　焼きチーズケーキ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ＦＲ　ミルクレープ 菓子 なし

森永レストランデザート
株式会社　Ｂ

横浜市鶴見区下末吉
２－２－１

ミルクココアマフィン 洋菓子 なし

森本悦央（銘菓処やまと） 岸和田市春木旭町5-21 ショートケーキ（4種） 洋菓子 無

森本悦央（銘菓処やまと） 岸和田市春木旭町5-21 ゼリー和菓子（3種） 和菓子 無

森山　正春　「ベーカリーモリ」 東京都日野市大坂上1-30-26 エッグタルト 焼菓子 なし

森山恵次 稚内市宝来3丁目2-10 ムース類 ムース 無

モロゾフ㈱ 東灘区御影本町６－１１－１９ チーズケーキ類 生洋菓子 なし

モロゾフ㈱ 東灘区御影本町６－１１－１９ プリン類 生洋菓子 なし

モロゾフ㈱ 東灘区御影本町６－１１－１９ ウイスキーボンボン 洋菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 メロンエクレア 生菓子 なし
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菓子類

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

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 生シュークリーム 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 ショートケーキ 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 オムレット 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 プリンアラモード 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 マロン 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 チェリー 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 シュークリーム 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 シトロン 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 モンブラン 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 サバラン 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 レアチーズ 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 チーズケーキ 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 ボストン 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 ラズベリー 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 ブルーベリー 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 チョコレートケーキ 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 マッチャ 生菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 オーブルクッキー 焼菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 ローズクッキー 焼菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 サブレクッキー 焼菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 パウンド 焼菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 アマンドパイ 焼菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 マドレーヌ 焼菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 ガトーノア　クッキー 焼菓子 なし

諸橋　義正　「マロン洋菓子店」 東京都日野市南平7-6-6 ハニーショコラ 焼菓子 なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

モンシュメーン鴫立亭 藤沢市鵠沼海岸５－７－１２ ババロワ 洋生菓子 なし

モンドール洋菓子店 寒川町倉見５４７－４ ババロア 洋生菓子 なし

モンピジョン 北安曇郡白馬村北城８２８－３３３ 洋菓子 菓子 なし

モンペリエ　森田　靖彦 小平市小川西町三丁目１９番１５号 洋生菓子 洋生菓子 なし

モンレーブ 宇都宮市下荒針町3581 レアチーズ　コーヒーゼリー 洋菓子 なし

八雲製菓（株） 甲府市池田２－４－２３ ボンボン 菓子 なし

泰成製菓有限会社 豊橋市つつじが丘１－６－６ チーズ＆チョコケーキ 菓子 なし

柳沢英司 下諏訪町社東１６－１４ ババロア 菓子 なし

柳瀬鉄弥 豊田市野見山町１－１０１－８ ババロア 菓子 無し

柳瀬鉄弥 豊田市野見山町１－１０１－８ ムース 菓子 無し

山栄食品工業（株） 福岡市博多区諸岡３－２５－４５ わさびスナック 菓子類 無

山栄食品工業㈱ 岐阜市細畑華南２０番地 うまかつ 菓子 なし

山栄食品工業㈱ 岐阜市細畑華南２０番地 梅味ごま物語 菓子 なし

山栄食品工業㈱ 岐阜市細畑華南２０番地 おつまみ２１世紀 菓子 なし

山栄食品工業㈱ 岐阜市細畑華南２０番地 黒ごま物語 菓子 なし

山栄食品工業㈱ 岐阜市細畑華南２０番地 ごま物語 菓子 なし

ヤマキ食品（株） 上尾市平方1141 ガラスープ スープ なし

ヤマキ食品（株） 上尾市平方1141 牛骨スープ スープ なし

ヤマキ食品（株） 上尾市平方1141 豚骨スープ スープ なし

ヤマキ食品㈱ 上尾市平方１１４１ ガラススープ ガラススープ顆
粒

なし

ヤマキ食品㈱ 上尾市平方１１４１ 牛骨スープ ビーフ顆粒 なし

ヤマキ食品㈱ 上尾市平方１１４１ 豚骨スープ 豚骨スープ顆粒 なし

山口しげ子（屋号：ｷｬﾗﾒﾙ） 東京都杉並区高井戸西１－９－１０ ゼリー 洋生菓子 なし

山口久蔵 東京都練馬区大泉町３－３３－３ オレンジ 菓子 なし

山口久蔵 東京都練馬区大泉町３－３３－３ ムース 菓子 なし
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山口久蔵 東京都練馬区大泉町３－３３－３ レアチーズ 菓子 なし

山口正隆 東京都練馬区石神井町２－９－１５ ムース類 菓子 なし

ヤマゴ食品（株） 碧南市田尻町３－８７ えびせんべい 菓子類 なし

山崎　多佳子 横浜市旭区白根６－１－１６ ババロア，ゼリー 洋生菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ チップスタースパイシーチリ　L スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ チップスタースパイシーチリ　ミ
ニ

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ チップスターガーリック　L スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ チップスターガーリック　ミニ スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ プチコーン　粗挽きペッパーコン
ソメ風味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ プチコン　ホットバーベキュー味 スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ 良味１００選コーンスナックバー
ベキュー味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ 良味１００選コーンスナックバー
ベキュー味〃

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテトチップ　ビーフコンソメ スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテトライト　コンソメ味 スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ 味わいポテト　ピリ辛焼肉キムチ
味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ 味わいポテト　ピリ辛マーボー味 スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ 味わいポテト野菜スープ味ペッ
パー仕立

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテトチップ　うしお スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテトチップ　のりしお スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ 良味１００選　ポテトチップ　し
お味

スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ うまいじゃが　すっきりサラダ味 スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ うまいじゃが　すっきりサラダ味 スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ うまいじゃが　さっぱりしお味 スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ うまいじゃが　さっぱりしお味 スナック菓子 なし

ヤマザキ・ナビスコ株式会社古河
事業所

猿島郡総和町丘里７ ポテライト　チーズ味 スナック菓子 なし
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山崎喜介 桃生郡河北町相野谷飯野川町43 洋生菓子 菓子 なし 該当なし

山崎孝二 東京都世田谷区砧５－１１－１０ ゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

山崎孝二 東京都世田谷区砧５－１１－１０ ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

山崎製パン（株） 浜松市三島町２７６ 中華まん 菓子 無

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ おむすび（牛めし） 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 天重 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 行楽用俵弁当 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン長野クールデリカ事業
所

長野県更埴市雨ノ宮５３４－１ ソース焼そば 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ おむすび（牛めし） 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし
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山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 天重 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 行楽用俵弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱伊勢崎クールデリカ
事業所

群馬県伊勢崎市宮前町１１２０－２ ソース焼そば 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ おむすび（牛めし） 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 天重 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 行楽用俵弁当 菓子類 なし
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山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱香川クールデリカ事
業所

香川県綾歌郡宇多津町６８０ ソース焼そば 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ おむすび（牛めし） 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 天重 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 行楽用俵弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし
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山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ソース焼そば 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ おむすび（牛めし） 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 天重 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 行楽用俵弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ソース焼そば 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ おむすび（牛めし） 菓子類 なし
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山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 天重 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 行楽用俵弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ソース焼そば 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ おむすび（牛めし） 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 天重 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 行楽用俵弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ソース焼そば 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 おむすび（牛めし） 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 天重 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 行楽用俵弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし
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山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱久御山クールデリカ
事業所

京都府久世郡久御山町市田小字大領 ソース焼そば 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ おむすび（牛めし） 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ おむすび（ちりめんじゃこ青菜） 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ きのこカレーライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ ミニオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ きのこハヤシオムライス 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 天重 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 焼肉丼（キムチ味） 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 行楽用俵弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 日替り弁当（水） 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ ×○醤焼肉弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 牛カルビ丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ ねぎ塩カルビ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 鮭チャーハン＆豚丼 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 煮込みハンバーグ弁当 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ チキンカツサンド 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ ソース焼ソバロール 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 牛カルビ入バーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ 白身フライバーガー 菓子類 なし

山崎製パン㈱平塚クールデリカ事
業所

神奈川県平塚市新町５－６０ ソース焼そば 菓子類 なし
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菓子類

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

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ナガチョコナツクレ 菓子類 無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ナマチーズケーキ２ 菓子類 無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ナマチョコポンフ２ 菓子類 無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 シェイクカップカフ 菓子類 無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ジャンボシュー 菓子類 無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 シューロールケーキ 菓子類 無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 180スイスロール 菓子類 無

山三商会（株） 南知多町豊浜貝ｹ坪２９－１ せんべい 菓子類 なし

山路潔（菓子工房ﾓﾝ･ﾅﾎﾟﾚｵﾝ） 八尾市山本町南４－１ 洋生菓子 菓子類 無

山田　行広（リヨン） 高山市昭和町2-141 洋生菓子 菓子 なし

山田次郎 名古屋市西区清里町６９－６４ ラスク 菓子 なし

山田俊男 名古屋市南区三吉町３－２２ ムースババロア 菓子 なし

山谷信一 稚内市大黒4-5-9 ムース類 ムース 無

山田美保子 東京都東久留米市新川町１－７－６－
１０４　ベベ・グラン

ババロア 菓子類 なし

山田美保子 東京都東久留米市新川町１－７－６－
１０４　ベベ・グラン

スフレグラッセ 菓子類 なし

山田明光 名古屋市西区栄生３－８－１７ 餅飴 菓子 なし

山中製菓㈱ 岐阜市西荘４丁目３番１９号 Ｎしょうゆ板 菓子 なし

山中製菓㈱ 岐阜市西荘４丁目３番１９号 Ｎのり千枚 菓子 なし

山中製菓㈱ 岐阜市西荘４丁目３番１９号 Ｎ双目板 菓子 なし

山中製菓㈱ 岐阜市西荘４丁目３番１９号 厚焼おかき 菓子 なし

山梨缶詰(株） 清水市興津中町974 あずきたっぷりん 生菓子 なし

山梨缶詰(株） 清水市興津中町974 かぼちゃたっぷりん 生菓子 なし

山梨缶詰(株） 清水市興津中町974 ごまたっぷりん 生菓子 なし

山梨缶詰(株） 清水市興津中町974 抹茶たっぷりん 生菓子 なし

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248 ヨーグルトプルーン 菓子 無
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248 ひとくちむらさき芋ようかん 菓子 無

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248 マリンランドラムネ 菓子 無

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248 サインチョコ（チョコ・ピンク・
ホワイト）

菓子 無

ヤママサフーズ㈱筑波工場 真壁郡真壁町東矢貝248 ひとくち焼きいもようかん 菓子 無

山本修 群馬県甘楽郡甘楽町金井９０－３ ゼラチン（骨、皮）使用菓子 菓子 なし

山本清一（菓詩工房ひでのや） 郡山市田村町大善寺字上石切場７５ ムース 洋生菓子 無

山元善弘（ポロボロン） 栗東市小柿７丁目２－９ 洋生菓子 菓子 なし

ヤヨイ食品株式会社大井川工場 志太郡大井川町高新田６０７－１ ゼリー 菓子 無

ヤヨイ食品株式会社大井川工場 志太郡大井川町高新田６０７－１ ムース 菓子 無

ヤヨイ食品株式会社袖師工場 清水市袖師町１３５４ ＲＴディッシュアップティラミス 生菓子 なし

ヤヨイ食品株式会社袖師工場 清水市袖師町１３５４ ＲＴフリーカットキャラメリーゼ 生菓子 なし

有限会社青木よせもの店 東京都中央区築地６－１８－４ ムース 洋生菓子 無

（有）　サンタモニカ 額田郡幸田町大字菱池字毘沙門　１２
２－１

ババロア、　　ムース 菓子 なし

（有）　タツミヤ 岡崎市戸崎新町３２ ババロア、　　ムース 菓子 なし

(有)　ベルアンジュ 一宮市萩原町字県５ ゼリー 菓子類 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ 千歳飴 菓子 なし

有限会社 松美屋製菓工場 東京都豊島区巣鴨４－５－１５ 千歳袋 菓子 なし

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

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

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

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

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

（有）アウロスチトセ 群馬県藤岡市中栗須27-4 ゼラチン（皮）菓子 菓子 なし

（有）青木商店 塩沢町塩沢81 ムースケーキ　他 洋生菓子 なし

（有）赤羽製菓 長野県松本市筑摩２－１４－１０ カステラ菓子 菓子 なし
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菓子類

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

（有）赤羽製菓 長野県松本市筑摩２－１４－１０ カステラ菓子 菓子 なし

（有）アンデパンダ 三木市緑が丘町中１－２２－８ パン 菓子

（有）池田屋製菓 長野県松本市大字笹賀５４４１ 抹茶ケーキほか 菓子 なし

（有）栄太樓 三木市緑が丘町東１－１－４８ パン 菓子

（有）かぎや菓子舗 北上市堤ヶ丘二丁目９－１ 洋菓子のムース 菓子 無

有限会社カスヤ製菓 足立区舎人2-11-11 黒パン 菓子 なし

有限会社カスヤ製菓 足立区舎人2-11-11 まつたけパン 菓子 なし

有限会社カスヤ製菓 足立区舎人2-11-11 しそパン 菓子 なし

有限会社亀むら 足立区中川2-3-14 ルーブルターツ 菓子 なし

有限会社亀むら 足立区中川2-3-14 チーズケーキ 菓子 なし

（有）きさらぎ 十日町市子２９７－４ ムース 菓子 なし

有限会社喜田家 足立区花畑4-26-27 シブースト 菓子 なし

有限会社喜田家 足立区花畑4-26-27 スーボア 菓子 なし

有限会社喜田家 足立区花畑4-26-27 フロマージュ 菓子 なし

有限会社喜田家 足立区花畑4-26-27 ババロア 菓子 なし

有限会社喜田家 足立区花畑4-26-27 ムース 菓子 なし

有限会社　エリカ洋菓子店 瀬戸市京町２－１０ ババロア 菓子 なし

有限会社 大島製菓 台東区西浅草３－１０－４ ザラ玉、みかん、イチゴ飴 菓子 なし

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

有限会社 春日屋ベーカリー 豊島区千川２－２－１ パン（マーガリン使用） パン類 なし

有限会社　木本食品 海部郡牟岐町川長字天神前１２ ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷ 菓子類 無

有限会社　クレール 板野郡土成町大字土成東原97 ケーキ 菓子類 無

有限会社　サンタネ 東京都渋谷区上原２－４８－１１ 黒蜜ぜりー 生菓子 無

有限会社　章　月 二戸市福岡八幡下59-3 洋生菓子 生菓子 無

有限会社　庄七商店 栃尾市滝の下町８－１９ 洋菓子 洋菓子 なし

237 / 442 ページ



菓子類

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

有限会社　フルーリス 富士宮市黒田１１０－２６ ゼリー 菓子 なし － － － － －

有限会社　フルーリス 富士宮市黒田１１０－２６ ババロア 菓子 なし － － － － －

有限会社　ボナール洋菓子店 茅ヶ崎市高田１－１１－５ ゼリー 洋生菓子 なし

有限会社　牧原製菓 豊橋市柱五番町３２－１ バームクーヘン 菓子 なし

有限会社　牧原製菓 豊橋市柱五番町３２－１ ワッフル 菓子 なし

有限会社　山田宝来堂 海部郡海部町奥浦字町内１７３－１ ﾏｰｶﾞﾘﾝ使用製品 菓子類 無

有限会社　山田宝来堂 海部郡海部町奥浦字町内１７３－１ ｾﾞﾗﾁﾝ使用製品 菓子類 無

有限会社　山田宝来堂 海部郡海部町奥浦字町内１７３－１ ｺｰﾋｰｾﾞﾘｰ 菓子類 無

有限会社アーモンド洋菓子店 東京都世田谷区太子堂３－１４－１ ムース 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社アーモンド洋菓子店 東京都世田谷区太子堂３－１４－2 ババロア 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社アーモンド洋菓子店 東京都世田谷区太子堂３－１４－3 ゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社青山ケーキ 尼崎市名神町１―１７－８ コーヒーゼリー 洋菓子類 なし

有限会社赤ずきん 東京都練馬区桜台２－３７－１０ ムース 菓子 無

有限会社朝日屋菓子店 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井７９５－５ 洋菓子（ケーキ） 洋生菓子（菓
子）

なし

有限会社アルペンローザ 四日市市生桑町８６５－６ ババロア、ムース、ゼリー 洋菓子 なし

有限会社五十嵐製菓 郡山市安原町字宮ノ後８６ー１１ ウイスキーボンボン 菓子 無

有限会社苺屋 荒川区西日暮里1-5-3 プラムケーキ 菓　子 なし

有限会社一柳 福岡市中央区清川二丁目１６番５号 ケーキ 菓子類 無

有限会社一柳 福岡市中央区清川二丁目１６番５号 ムース 菓子類 無

有限会社イヨタ 松山市清水町３－１６１－３ ムース 菓子類 無

有限会社おうみどう 豊中市千成町２丁目7-11 各種菓子類 菓子類 無

有限会社大泉製菓 東京都練馬区大泉町３－１７－９ バームクーヘン 菓子 なし

有限会社大泉製菓 東京都練馬区大泉町３－１７－９ マドレーヌ 菓子 なし

有限会社大泉製菓 東京都練馬区大泉町３－１７－９ レモンケーキ 菓子 なし

有限会社大泉製菓 東京都練馬区大泉町３－１７－９ マロンケーキ 菓子 なし
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菓子類

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

有限会社大竹屋菓子店 郡山市大槻町字上町６４ チーズケーキ 洋生菓子 無

有限会社大竹屋菓子店 郡山市大槻町字上町６４ ポアール 洋生菓子 無

有限会社大竹屋菓子店 郡山市大槻町字上町６４ ヨーグルトフレーズ 洋生菓子 無

有限会社翁堂 岩手県釜石市小佐野町１－４－１ ゼリー・ムース 洋生菓子 無

有限会社かしの木 東京都練馬区石神井台８－２２－１ フランポワーズ 菓子 なし

有限会社かしの木 東京都練馬区石神井台８－２２－１ シャルロットポワール 菓子 なし

有限会社かしの木 東京都練馬区石神井台８－２２－１ ティラミス 菓子 なし

有限会社かしの木 東京都練馬区石神井台８－２２－１ 抹茶ケーキ 菓子 なし

有限会社菓れん 東京都世田谷区若林３－１５－６ 宇治 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社かたばみ屋 東京都練馬区旭丘１－６９－５ シュークリーム各種 菓子 無

有限会社片山食品 清水市北脇７１３ 青りんご味ゼリー 生菓子 なし

有限会社片山食品 清水市北脇７１３ バナナミルク味ゼリー 生菓子 なし

有限会社片山食品 清水市北脇７１３ ブルーベリー味ゼリー 生菓子 なし

有限会社片山食品 清水市北脇７１３ ブルーベリームース 生菓子 なし

有限会社片山食品 清水市北脇７１３ ミニプリン味ゼリー 生菓子 なし

有限会社家伝あたぎや羊羹製造元 三好郡池田町字マチ2200番地の6 阿波のさぎそう 菓子類 無

有限会社家伝あたぎや羊羹製造元 三好郡池田町字マチ2200番地の6 阿波のほまれ 菓子類 無

有限会社ガトウカワカミ 東京都練馬区中村１－１４－１ 洋菓子 菓子 無

有限会社かめやま 岩手県釜石市中妻町2丁目13番8号 ムース 洋生菓子 無

有限会社木村屋 山形県鶴岡市山王町9-25 ケーキ類 菓子 なし

有限会社くにぼん 恵庭市柏陽町３丁目17-18 ゼリー 菓子 なし

有限会社くにぼん 恵庭市柏陽町３丁目17-18 ムースクリーム 菓子 なし

有限会社ケーアンドシー 東京都世田谷区桜３－２－１３ ムース 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社幸月 門真市上馬伏492-1 スポンジケーキ 洋菓子 無

有限会社サヴォイア 東京都練馬区早宮２－１６－３７ ムース 菓子 無
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菓子類

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

有限会社坂本せん餅 東京都練馬区貫井１－７－２７ 人形焼 菓子 無

有限会社沢菊 久慈市十八日町2-1 ゼリー 菓子 無

有限会社沢菊 久慈市十八日町2-1 ムース 菓子 無

有限会社シェリール 鈴鹿市南玉垣町３０１１－１ ババロア 菓子 なし

有限会社シェリール 鈴鹿市南玉垣町３０１１－１ ムース 菓子 なし

有限会社シベール洋菓子店 東京都世田谷区世田谷３－１１－１２ フルーツゼリー 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社ｼｬﾄｰﾀｶﾏﾂ 久慈市中央4-16 ムース 菓子 無

有限会社ｼｬﾄｰﾀｶﾏﾂ 久慈市中央4-16 ゼリー 菓子 無

有限会社シューネスメーア 平塚市平塚２－４９－９ ハイムツイ
ンクル１F

焼き菓子 菓子 なし

有限会社シュルプリーズ 郡山市朝日２－２０－２６ シュルプリーズ 洋生菓子 無

有限会社シュルプリーズ 郡山市朝日２－２０－２６ ティラミス 洋生菓子 無

有限会社シュルプリーズ 郡山市朝日２－２０－２６ パフェ 洋生菓子 無

有限会社シュルプリーズ 郡山市朝日２－２０－２６ ピラミッド 洋生菓子 無

有限会社シュルプリーズ 郡山市朝日２－２０－２６ モカドール 洋生菓子 無

有限会社シュルプリーズ 郡山市朝日２－２０－２６ レアチーズケーキ 洋生菓子 無

有限会社志んこや 山形県上山市仙石字久保田988－1 いちごムース 洋生菓子 なし

有限会社志んこや 山形県上山市仙石字久保田988－1 いちご生クリームケーキ 洋生菓子 なし

有限会社志んこや 山形県上山市仙石字久保田988－1 チーズケーキ 洋生菓子 なし

有限会社志んこや 山形県上山市仙石字久保田988－1 ﾁｮｺﾚｰﾄ生クリームケーキ 洋生菓子 なし

有限会社志んこや 山形県上山市仙石字久保田988－1 レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

有限会社瑞宝軒 亀山市御幸町２３１ 苺ムース 洋生菓子 なし

有限会社瑞宝軒 亀山市御幸町２３１ テラミス 洋生菓子 なし

有限会社瑞宝軒 亀山市御幸町２３１ フランボアーズムース 洋生菓子 なし

有限会社瑞宝軒 亀山市御幸町２３１ マンゴムース 洋生菓子 なし

有限会社高久洋菓子店 水沢市聖天61-3 ババロア・ムース５種類 洋生菓子 無
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菓子類

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

有限会社たんばや製菓 山形県東田川郡立川町大字狩川雁ｹ原
151

フルーツカステラ 菓子 なし

有限会社たんばや製菓 山形県東田川郡立川町大字狩川雁ｹ原
151

バター入りどら焼き 菓子 なし

有限会社たんばや製菓 山形県東田川郡立川町大字狩川雁ｹ原
151

どら焼き風ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ入り 菓子 なし

有限会社たんばや製菓 山形県東田川郡立川町大字狩川雁ｹ原
151

牛乳カステラ 菓子 なし

有限会社チロル 茅野市ちの３５５５ ムース、ババロア 菓子 なし

有限会社チロル洋菓子店 東京都練馬区上石神井１－１４－５ ムース 菓子 なし

有限会社つず美湯元園 田方郡韮山町中８７３－４ レアチーズ 菓子 なし

有限会社ティー・エム 茅ヶ崎市若松町６－２０ ムース 洋生菓子 なし

有限会社中川商店 鈴鹿市白３丁目７－３ ブルーベリームース 洋生菓子 なし

有限会社中川商店 鈴鹿市白３丁目７－３ フレジェ（イチゴムース） 洋生菓子 なし

有限会社中川商店 鈴鹿市白３丁目７－３ モンブラン 洋生菓子 なし

有限会社二鶴 徳島市東新町１丁目１０ ドーナツ３０品目 菓子類 無

有限会社パステル・ファーム（森
のくまさん）

東京都練馬区中村北４－８－２３ コーヒーゼリー 菓子 無

有限会社パティスリープラネッツ 東京都練馬区大泉学園町５－８－２０ ムース 菓子 なし

有限会社ハニーファーム 東京都世田谷区成城５－１－２３ 抹茶ケーキ 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社ハニーファーム 東京都世田谷区成城５－１－２４ レアーチーズケーキ 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社ハニーファーム 東京都世田谷区成城５－１－２５ プリン 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社永進堂 前沢町字長檀78-1 前沢牛ビーフパイ 菓子 無

有限会社永進堂 前沢町字長檀78-1 前沢牛ラスク 菓子 無

有限会社ヒョウタニ 豊中市庄内幸町2丁目24-15 洋菓子 菓子類 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 レアチーズ 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 レアチーズタルト 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 ティラミス 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 クラッシックショコラ 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 モンブラン 菓子 無
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菓子類

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

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 ティラミスのタルト 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 プチレアチーズ 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 モンブランケーキ 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 クランチチーズケーキ 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 ファミリーティラミス 菓子 無

有限会社風月堂 盛岡市川目町23-11 ファミリーレアチーズ 菓子 無

有限会社フランボワーズ 本巣郡北方町高屋条里２－２０ ゼリー 洋生菓子 なし

有限会社フランボワーズ 本巣郡北方町高屋条里２－２０ ババロア 洋生菓子 なし

有限会社フランボワーズ 本巣郡北方町高屋条里２－２０ ムース 洋生菓子 なし

有限会社ブルボン 東京都練馬区桜台１－５－２ 洋生菓子 菓子 無

有限会社ボンゴ 東京都練馬区栄町４６－９ 洋菓子 菓子 無

有限会社ボンゴ 東京都練馬区栄町４６－９ 焼洋菓子 菓子 無

有限会社松栄堂 一関市地主町3番36号 小倉ムース 生洋菓子 無

有限会社松栄堂 一関市地主町3番36号 ムースココ 生洋菓子 無

有限会社松栄堂 一関市地主町3番36号 レアチーズケーキ 生洋菓子 無

有限会社松葉屋商店 南会津郡田島町大字田島字上町甲461-
1

抹茶ムース 洋菓子 なし

有限会社丸賀 岩手県釜石市浜町３－１－１６ ババロア・ムース類 洋生菓子 無

有限会社丸中 岩手町沼宮内9-25 ムース 菓子 無

有限会社丸中 岩手町沼宮内9-25 ババロア 菓子 無

有限会社丸中 岩手町沼宮内9-25 ゼリー 菓子 無

有限会社丸藤製菓 知多市岡田字上田中５５－２ せんべい 菓子 なし

有限会社丸文製菓 荒川区西日暮里5-35-2 多胡麻おこし 菓　子 なし

有限会社みかわや製菓 久慈市天神堂199-1 ムース 菓子 無

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

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

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

有限会社三縄あたぎや 三好郡池田町中西字マガリダ86の2 給食パン 菓子類 無

有限会社三縄あたぎや 三好郡池田町中西字マガリダ86の2 温・あたぎやまんじゅう 菓子類 無

有限会社三縄あたぎや 三好郡池田町中西字マガリダ86の2 大納言カステラ 菓子類 無

有限会社三縄あたぎや 三好郡池田町中西字マガリダ86の2 まんじゅう 菓子類 無

有限会社村田菓子舗 盛岡市本町通一丁目9-42 洋菓子 菓子 無

(有)やまた香花堂 稚内市中央3丁目8-20 ムース類 ムース 無

有限会社ユー松月 東京都練馬区中村北４－２－２ 洋菓子 菓子 無

有限会社ラ・プリムール 東京都練馬区石神井台２－３５－２２ ムース 菓子 なし

有限会社ルピナス 盛岡市若園町6-22 ムース 菓子 無

有限会社ルピナス 盛岡市若園町6-22 ババロア 菓子 無

有限会社ルピナス 盛岡市若園町6-22 ゼリー 菓子 無

有限会社ルモンド 留萌市錦町３丁目 ゼリー 洋菓子 なし

有限会社レ・ラフィーネ 東京都練馬区豊玉北５－２４－２０ 洋生菓子 菓子 無

有限会社ローヤル洋菓子店 東京都練馬区北町２－１７－１７ キャラメルムース 菓子 無

有限会社ロンドール 茅ヶ崎市浜之郷４３５－１ ゼリー 洋生菓子 なし

（有）コイズミパン 諏訪市小和田１４－１４ レアーチーズケーキ 菓子 なし

(有)越路 横浜市旭区白根５－１０－１ ババロア，ゼリー 洋生菓子 なし

（有）古藤商店 六日町西泉田474 ティラミス　他 洋生菓子 なし

（有）彩霞堂 松任市石同町２２番地１ 桜もち 菓子 なし - - -

（有）佐藤屋製菓 六日町六日町46-7 ムースケーキ　他 洋生菓子 なし

(有)シプレ 四條畷市岡山東1-8-2 ケーキ 洋菓子 無

（有）嶋屋 松任市中町９ ゼリー 菓子 なし - - -

（有）ジャーマンロック 三田市南が丘１－５０－１ カレーパン 菓子 なし

（有）ジャーマンロック 三田市南が丘１－５０－２ ピロシキ 菓子 なし

ユース株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６９７５－１ 岩下の新生姜飴 菓子 無
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菓子類

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

ユース株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６９７５－１ サントリーＣ．Ｃ．レモンタブ
レットスティック

菓子 無

ユース株式会社 千葉県匝瑳郡光町宮川６９７５－１ サントリーＣ．Ｃ．グレープタブ
レットスティック

菓子 無

（有）杉屋商店 長野県松本市大手４－３－１０ イタリアンアイスクリーム アイスクリーム なし

有限会社鈴富製菓 足立区一ツ家1-22-20 人形焼 菓子 なし

（有）好月 中魚沼郡津南町大字下船渡戊４９７ ゼリー、ムース 菓子 なし

(有)泰伸 豊橋市下地町字神田１６－１ カステラまんじゅう 菓子 なし

(有)泰伸 豊橋市下地町字神田１６－１ パイ菓子 菓子 なし

（有）大珍食品公司 横浜市中区山下町１３０ マンゴープリン 菓子 なし

（有）田中屋商店 諏訪市高島３－１４０５－１ ムース、ババロア 菓子 なし

（有）ダンケシェーン 三木市緑が丘町中１－８－７ パン 菓子

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ ＡＢラック 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉・特粉97・特粉Ａ 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉サブレ 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉Ｓ 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉ソフトミックス 製菓材料 無

(有)つくば保健食品 牛久市南４－１４－１ 特粉ＣＰ 製菓材料 無

(有)徳永製菓 西尾市徳永町西側８ かにせんべい せんべい（菓
子）

なし

（有）長島製菓 本巣郡北方町朝日町１－４６－１ 雲流ムース抹茶 洋生菓子 なし

（有）長島製菓 本巣郡北方町朝日町１－４６－１ 雲流ムースむらさきいも 洋生菓子 なし

（有）長島製菓 本巣郡北方町朝日町１－４６－１ 和風チーズ栗 洋生菓子 なし

（有）長島製菓 本巣郡北方町朝日町１－４６－１ 和風チーズ胡麻 洋生菓子 なし

（有）長島製菓 本巣郡北方町朝日町１－４６－１ 和風チーズよもぎ 洋生菓子 なし

有限会社夏っ子プライニング 江戸川区西瑞江２－２２－６ 洋生菓子類 洋生菓子 なし

有限会社奈良屋 江戸川区東小岩５－２０－８ 洋菓子類 洋菓子 なし

（有）ヌーベル梅林堂 岡谷市本町３－８－４０ ババロア、ムース、ゼリー 菓子 なし
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菓子類

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

(有)葉山商店 豊橋市駅前大通１丁目９２ ｻﾝｺｰ 赤ちゃんせんべい せんべい なし

有限会社パローレ 江戸川区西葛西４－２－３１ 洋菓子類 洋菓子 なし

(有)フォンテーヌ 摂津市正雀本町1-19-11 ゼリー 菓子類 無

有限会社ポム・ドゥ・テール 江戸川区中葛西４－２０－２０ 洋生菓子類 洋菓子 なし

有限会社ポム・ドゥ・テール 江戸川区中葛西４－２０－２０ パイ 菓子 なし

有限会社ボンヌール 江戸川区春江町３－１２－１０ コーヒーゼリー 洋菓子 なし

（有）松屋 中魚沼郡津南町大字下船渡丁２２２２ ムース 菓子 なし

（有）三葉屋物産店 湯沢町湯沢354-2 モンブラン　他 洋生菓子 なし

（有）みやな賀 松任市石同新町１６ フルーツゼリー、ムース 菓子 なし - - -

(有)ミルリトン 豊橋市南栄町字空池６７－３ ババロア 菓子 なし

(有)ミルリトン 豊橋市南栄町字空池６７－３ ムース 菓子 なし

（有）ももの木 海部郡弥富町大字前ヶ須新田字野方
771

ゼリー 菓子類 なし

（有）洋菓子のマメヤ 石巻市鋳銭場４－８ 洋生菓子 菓子 なし 該当なし

有限会社ラ・フィーユ 江戸川区船堀４－１０－２３ ケーキ・ムース類 洋菓子 なし

有楽製菓㈱　札幌工場 札幌市厚別区厚別東５条２丁目１４－
２３８

チョコレート菓子類 菓子類 なし

有楽製菓㈱　札幌工場 札幌市厚別区厚別東５条２丁目１４－
２３８

各種チョコレート 菓子類 なし

有楽製菓㈱　札幌工場 札幌市厚別区厚別東５条２丁目１４－
２３８

各種クッキー 菓子類 なし

有楽製菓㈱　札幌工場 札幌市厚別区厚別東５条２丁目１４－
２３８

各種ケーキ類 菓子類 なし

ユーロインターナショナル株式会
社

町田市成瀬５０３８－１ パッションシャーベット 氷菓 なし

(有)ロッキー 川崎市幸区下平間４０－２８ 牛ゼラチン使用ケーキ 生菓子 なし

有限会社わたなべ 足立区千住3-76 洋菓子 菓子 なし

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 Ｐ　バニラ アイスクリーム なし

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 学級カップＮ アイスクリーム なし

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 雪印　学乳　８Ｐ アイスクリーム なし

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 ﾘｰﾍﾞﾝﾃﾞｰﾙﾊﾞﾙｸﾊﾞﾆﾗ アイスクリーム なし
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菓子類

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

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 コーヒーモナカ アイスミルク なし

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 メロンＸＬ アイスミルク なし

雪印乳業(株)名古屋工場 名古屋市守山区幸心三丁目1601番地 ﾊｰｼｰﾁｮｺﾚｰﾄﾊﾞｰﾏﾙﾁ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ シャーベットオレンジ 氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ シャーベットメロン 氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノースターメロン５Ｌ 氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノースターオレンジ５Ｌ 氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノースターレモン５Ｌ 氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐオレンジシャーベット４Ｌ 氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐカリフォルニアブルー４Ｌ 氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ Ｐメロンシャーベット４Ｌ 氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイックオレンジＭ８０ｍ
ｌ，スノークイックオレンジＭ５
５ｍｌ

氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイックメロンＭ８０ｍ
ｌ，スノークイックメロンＭ５５
ｍｌ

氷菓 なし

雪印乳業㈱　神戸工場 西区伊川谷町潤和８２４－１ スノークイック抹茶シャーベット
８０ｍｌ

氷菓 なし

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

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

雪印乳業㈱愛知工場 宝飯郡小坂井町伊奈字南山新田３５０
－７９

プチガトーマスカルポーネ 菓子 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ リーベンデール　バニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ リーベンデール　チョコレート アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ リーベンデール　ストロベリー アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ リーベンデール　抹茶 アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ファミリーＰ　バニラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ファミリーＰ　サンショク ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 抹茶カップ ラクトアイス なし
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菓子類

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

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 小倉カップ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ シャーベットオレンジ 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ シャーベットメロン 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ なめらかミルクＸＬ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 抹茶ミルクＸＬ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ メロンミルクＸＬ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ サクッとさらさらカフェフロート 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ チーズファクトリー　カマンベー
ル

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ チーズファクトリー　ゴーダ＆ミ
ルク

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ チーズファクトリー　クリーム
チーズ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ コロムチーズ　クリーム＆レモン アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ コロムチーズ　クリーム＆エスプ
レッソ

アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ コーヒーモナカ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ミルクアイスＸＬモナカ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 大地の味わい生乳モナカ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＬＤバルク　バニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＬＤバルク　チョコレート アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＬＤバルク　ストロベリー アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＬＤバルク　抹茶 アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｓロイヤルバニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳロイヤルＲバニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｓキングバニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳキングＫバニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｓクインバニラ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｓクインストロベリー アイスミルク なし
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販売中止 製品回収
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え

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｓクインチョコレート アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｓクイングリンティ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳスターＥバニラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳスターＴバニラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳスターＶパンプキン アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳスターＥストロベリー ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳスターＥチョコレート ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｓスターメロン 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｓスターオレンジ 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ユキバニラＭ１２ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ユキバニラＭ８ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　バニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　ストロベリー アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　チョコマーブル アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　チョコレート アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　オレンジシャーベット 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　カルフォルニアブルー 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　ミントチョコ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　メロン アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　メロンマーブル アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　メロンシャーベット 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　バナナチョコチップ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　レモン アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　クリームチーズストロ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　コーヒーアーモンド アイスクリーム なし
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原料切換
え

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　マッチャ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　ヨーグルトストロ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　レモンチーズケーキ 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　グレープＳＢ 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　ヨーグルト風味バナナ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　クリームチーズＢＲ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　クッキー＆ダージリン アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　ゴールデンレーズン アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　アズキ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　ムラサキイモ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　ミルク アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　ラムネ 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　メロンバニラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｐ　コーラフロート ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　バニラ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　チョコレート アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　抹茶 アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　ティラミス アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　クリームチーズ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　バナナ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　ヨーグルト風味 アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　チョコチップ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　カボチャ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　イチゴミルク ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　ヨーグルト風味ピーチ 氷菓 なし
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え

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　エダマメ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　ロイヤルミルクティ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　モカクランチナッツ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　マロンショコラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　ムラサキイモ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　キャラミルクッキー アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｄ．ＧＬ　アーモンドショコラ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｄ．ＧＬマッチャ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＤＧＬミルク アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｄ．ＧＬカボチャ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＤＧＬホワイトホッカイドウ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｄ．ＧＬイタリアンマロン アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＤＧＬカプチーノ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＤＧＬクッキー＆クリーム アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＤＧＬバナナ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｄ．ＧＬ黒ゴマ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ Ｄ．ＧＬ苺ミルフィーユ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳＭミルクアイス アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　ＬＤ　バニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　バニラＭ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　バニラＶ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　オレンジ 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　メロン 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　抹茶 ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　チョコ アイスクリーム なし
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え

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　ストロベリー アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ チーズアイス　クリームチーズ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ チーズアイス　ゴーダ＆ミルク アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ チーズアイス　カマンベール アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＳＥＪモンブランソフト ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ハットリ　花　バニラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ハットリ　月　バニラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＭトクツキバニラＴ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ 花バニラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ハナオグラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＣＨバルクバニラ ラクトアイス なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ クイックロイヤルバニラＳ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ スノークイック　サクラ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ニッショク北斗星紀行 アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ノンプラアイスバニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ロマンスカーアイスエクセレント アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ アオモリアップルＳＢ 氷菓 なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ＧＬ　クロゴマ アイスミルク なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ キデンのアイスクリーム アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ センチュリーハイアットバニラ アイスクリーム なし

雪印乳業㈱日野工場 東京都日野市日野７５３ ピエトロバニラ アイスクリーム なし

雪印ラビオ株式会社 三島市東本町２－１－６０ 亜細亜茶館杏仁豆腐 菓子 なし

雪印ラビオ株式会社 三島市東本町２－１－６０ 亜細亜茶館ココナッツミルクプリ
ン

菓子 なし

雪印ラビオ株式会社 三島市東本町２－１－６０ クリーム＆コーヒーゼリー 菓子 なし

雪印ラビオ株式会社 三島市東本町２－１－６０ クリーム＆プリン 菓子 なし
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え

雪印ラビオ株式会社 三島市東本町２－１－６０ ハーシーミルクチョコレートプリ
ン

菓子 なし

雪印ラビオ株式会社 三島市東本町２－１－６０ 雪印プりン 菓子 なし

有限会社タンプルタン 東京都中央区月島１－２４－３ ババロア、ムース 洋生菓子 無

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 アリスの森へスポンジミックス 菓子原料 無

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 アリスの森へクッキーミックス 菓子原料 無

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 アリスの森へマフィンミックス 菓子原料 無

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 カスタードクリームミックス 菓子原料 無

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 ｃｏｏｐチーズホットケーキミッ
クス

菓子原料 無

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 ACOOPホットケーキミックス 菓子原料 無

ユニオン商事(株) 名古屋市西区野南町１５ アーモンドカットロースト 菓子材料 なし

ユニオン商事(株) 名古屋市西区野南町１５ ドライフルーツ 菓子材料 なし

ユニテック産業㈱ 三郷市鷹野５－４７３ 加工米飯類 米飯 なし

ユ－ボン洋菓子店 大和市南林間６－２３－１６ 洋生菓子 菓子 なし

有限会社柳屋 東京都中央区日本橋人形町２－１１－
３

バニラアイス ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 無

洋菓子倶楽部ムラオカ 豊橋市南大清水町字元町262番地の1 イチゴムース 菓子 なし

洋菓子倶楽部ムラオカ 豊橋市南大清水町字元町262番地の1 さくらんぼのゼリー 菓子 なし

洋菓子倶楽部ムラオカ 豊橋市南大清水町字元町262番地の1 ババロア 菓子 なし

洋菓子倶楽部ムラオカ 豊橋市南大清水町字元町262番地の1 ﾚﾓﾝゼリー 菓子 なし

洋菓子倶楽部ムラオカ 豊橋市南大清水町字元町262番地の1 ワインのムース 菓子 なし

洋菓子店レマン 大曲市朝日町１３－１５ 洋生菓子 菓子 無

洋菓子の店　パティシエール 神栖町平泉外１２入会６４－２０４ ヨーグルトゼリー 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール 神栖町平泉外１２入会６４－２０４ 抹茶 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール 神栖町平泉外１２入会６４－２０４ ポエム（苺のババロア） 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール 神栖町平泉外１２入会６４－２０４ ムース・オ・フレーズ 洋菓子 無

洋菓子の店　パティシエール 神栖町平泉外１２入会６４－２０４ ケーゼクレーム 洋菓子 無
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洋菓子の店　パティシエール 神栖町平泉外１２入会６４－２０４ チロラートルテ 洋菓子 無

洋菓子の店不二屋 蒲生郡日野町松尾二丁目134 ケーキ 菓子 なし

横山正一 福井県勝山市元町１0-10 ｺｰﾋｰｾﾞﾘｰ 菓子（洋菓子） なし

與吾商店 南知多町豊浜字清水谷２７－５ せんべい 菓子類 なし

吉井　秀明 遠賀町今古賀松ノ元７４２－８ ゼリー 菓子類 無

吉浦弘明（菓子の木） 早良区荒江２－１２－２１ 洋菓子 菓子類 無 　

吉川　徹真　「夢屋」 東京都日野市多摩平2-4 クッキー 焼菓子 なし

吉田ピーナツ食品㈱ 長田区神楽町２－３－２２ 豆菓子類 豆菓子類 なし

吉野長嗣 上浮穴郡久万町大字久万町166-1 ゼリー 菓子類 無

吉村　豊隆 鈴鹿市野村町１７３－４ いちごのムース 洋生菓子 なし

吉村　豊隆 鈴鹿市野村町１７３－４ オレンジゼリー 洋生菓子 なし

吉村　豊隆 鈴鹿市野村町１７３－４ ババロア 洋生菓子 なし

吉村　豊隆 鈴鹿市野村町１７３－４ 抹茶ムース 洋生菓子 なし

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 和菓子屋さんのチョコ饅頭 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 和菓子屋さんのミルク饅頭 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 パイまん1Ｐ 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 くるみ餡饅頭１Ｐ 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 たまご饅頭１Ｐ 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 印旛の月 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 焼菓子ゴマまんじゅう 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 生どら焼（小倉） 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 特上どら焼 菓子 無

米屋株式会社第二工場 成田市新泉32 小倉＆クリームどら焼 菓子 無

ラ・シェット　ブランシュ 藤沢市亀井野１５１５ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ六会 ゼリー 洋生菓子 なし

ﾗｲｵﾝ菓子㈱ 二本松市安達ヶ原１－３００ ソフトキャンデー 菓子 なし
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ﾗｲｵﾝ菓子㈱ 二本松市安達ヶ原１－３００ ハードキャンデー 菓子 なし

ライオン工芸（株） 文京区小石川１－１－３ コーヒーゼリー 菓子 無 有

ライオン製菓株式会社 寝屋川市河北東町7-1 豆菓子 菓子 無

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 サンテコロッケソース ソース なし

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 サンテブラウンソース ソース なし

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 サンテ万能テリヤキソース ソース なし

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 ブーケソース（１０ＬＱＢ） ソース なし

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 ブーケソース（２０ＬＱＢ） ソース なし

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 ブーケソース（一般） ソース なし

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 ブーケソース（三桂） ソース なし

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 三桂デミグラスソース ソース なし

ライオンフード株式会社 新座市堀の内3-7-37 焼豚丼のたれ ソース なし

ラブルーエお菓子サロン 宇都宮市桜4-3-21 洋菓子 菓子 なし

ﾗﾐﾁﾞｭﾊﾟﾝ･ｴﾝﾃﾞｨｱｲ有限会社 守山市金森町245-8 ラスク 菓子 なし

ラメーゾン 群馬県高崎市田町２４ ゼラチン使用菓子 菓子 なし

リエ洋菓子店 足利市利保町１－２９－１６ コーヒーゼリー 洋生菓子 なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 フレンジー（７０，３０，Ｆ）他 加工用副原料
（製菓用油脂）

なし なし

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ 生活志向ﾁｮｺｼｭｰ85g 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９０0 うまい棒ﾃﾘﾔｷﾊﾞｰｶﾞｰ味 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ うまい棒サラミ味 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ 牛どんスナック25g 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ ﾁｮｺｶﾙｼｭｰ 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ 徳用ｶﾙｼｭ 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ ｶﾙｼｭｰﾊﾞﾅﾅﾁｮｺ 菓子 無

リスカ㈱ 結城郡石下町蔵持９００ ｶﾙｼｭｰｲﾁｺﾞﾁｮｺ 菓子 無
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販売中止 製品回収
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え

リトルマーメイド　小田原店 小田原市栄町２－８－５ カレーパン 菓子パン なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｼﾅﾓﾝﾎﾟﾃﾄ） 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｻﾞｯﾊﾄﾙﾃ生ﾁｮｺｹｰｷ） 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾌﾘｰｼｰﾄ生ﾁｮｺ） 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｶﾞﾅｯｼｭR) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾏﾛﾝｼｮｺﾗ） 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｶﾞﾄｰﾌﾟﾗﾘﾈ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾁｰｽﾞｽﾌﾚ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾁｰｽﾞｹｰｷS) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞｹｰｷ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞｹｰｷ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾍﾞｰｸﾄﾞﾁｰｽﾞｹｰｷ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(りんごとﾘｺｯﾀのﾁｰｽﾞ
ｹｰｷ)

菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾊﾟｲﾀﾙﾄ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾊﾟｲﾄﾙﾃ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾁｮｺﾚｰﾄｹｰｷ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(5号ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｶﾞﾄｰﾌﾞﾗﾝ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｶﾞﾄｰｼｮｺﾗ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｸﾗｼｯｸﾁｰｽﾞｹｰｷ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾁｰｽﾞﾛｰﾙ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｸﾘｰﾐｰﾁｰｽﾞｹｰｷ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾌﾘｰｼｰﾄ焼ﾁｰｽﾞｹｰｷ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾆｺｺﾅｯﾂ) 菓子 なし
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リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾆｼｮｺﾗ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾆﾌﾟﾗﾘﾈ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾆﾓﾝﾌﾞﾗﾝ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾆﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾆｵﾗﾝｼﾞｪ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾆ抹茶） 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾃﾞﾆｯｼｭｱｯﾌﾟﾚｱﾁｰｽﾞ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾃﾞﾆｯｼｭｱｯﾌﾟﾃｨﾗﾐｽ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾆ桜) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾃﾞﾆｯｼｭｱｯﾌﾟ抹茶) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾌﾚｯｼｭﾚｱﾁｰｽﾞ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾌﾟﾘﾝｸﾘｰﾑ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾏﾝｺﾞﾌﾟﾘﾝ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾊﾟｲｼｭｰ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾐﾙﾌｪ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾁｪﾘｰとｼｭｰのｹｰｷ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(生ﾁｮｺﾐﾙﾌｨｰﾕ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｷｬﾗﾒﾙｼﾌｫﾝ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾌﾘｰｼｰﾄﾁｮｺ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｼｮｺﾗ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｶﾌﾟﾁｰﾉ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｲﾁｺﾞﾐﾙｸ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｶﾞﾄｰｲﾁｺﾞ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｽﾞｯﾊﾟｲﾝｸﾞﾚｰｾﾞ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｵﾑﾚｯﾄ) 菓子 なし

256 / 442 ページ



菓子類
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販売中止 製品回収
原料切換
え

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｵﾑﾚｯﾄ抹茶) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾁｮｺﾊﾞﾅﾅ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ｶﾞﾄｰﾓﾝﾌﾞﾗﾝ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(紅茶のｼﾌｫﾝ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾌﾘｰｼｰﾄｶｼｽ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(紅茶とりんごのｵﾑﾚｯﾄ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾍﾞﾘｰのｹｰｷ） 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(宇治金時） 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾎﾟﾃﾄﾊﾟｲ) 菓子 なし

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ﾃﾞｻﾞｰﾄｹｰｷ(ﾎﾟﾃﾄﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ) 菓子 なし

隆勝堂フーズ株式会社 福岡県八女市大字蒲原７２９番地の1 モンブラン 菓子類 無

隆勝堂フーズ株式会社 福岡県八女市大字蒲原７２９番地の１ ごまプリン 菓子類 無

隆勝堂フーズ株式会社 福岡県八女市大字蒲原７２９番地の1 抹茶のケーキ 菓子類 無

隆勝堂フーズ株式会社 福岡県八女市大字蒲原７２９番地の1 ショコラグランマンエ 菓子類 無

隆勝堂フーズ株式会社 福岡県八女市大字蒲原７２９番地の1 レアチーズ 菓子類 無

龍門商事株式会社　重慶飯店食品
工場

横浜市都筑区東山田４－４３－１７ 中華菓子 菓子類 なし

ルッツエルン菓子店 足柄下郡湯河原町土肥２－１５－６ ババロア 洋菓子 なし

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 雪印プリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ バニラプリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 北海道プリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ クリーム＆コーヒーゼリー 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ クリーム＆プリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ ハーシーミルクチョコレートプリ
ン

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ マイルドプリン（ジャパンミルク
ネット）

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 業務用カフェゼリー 菓子類 無
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菓子類
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ いちごのクリームブリュレ 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 大山 低脂肪プリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 白バラプリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 北海道生クリーム使用 蒸しプリン
（雪印ラビオ）

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ ミルクたっぷりマンゴープリン
（丸大食品）

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 北海道生クリーム入り蒸しプリン
Ｃａ

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ ほろにがカラメルプリン（パル
コープ）

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 北海道生クリーム入り焼きプリン
（雪印ラビオ）

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 北海道生クリーム入り焼きプリン
（ルナ）

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 北海道生クリーム入り焼きプリン
（らくれん）

菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 焼きカスタードプリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ ブルーベリーのクリームブリュレ 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ いちごのクリームブリュレ 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 中酪プリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 全酪 北海道焼きプリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 大山牧場焼きプリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ プリンプリン（日本ルナ） 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ いかるがプリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ キシモトプリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ みどりプリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ ルナ プリン 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ プリンで鉄・カルシウム 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 森の人気者プリン（らくれん） 菓子類 無

ルナ物産株式会社 松山市南高井町１５７７ 大山高原焼きプリン 菓子類 無

ルフラン洋菓子（住吉 孝） 大阪市東住吉区西今川１-２０-２２ 洋生菓子 洋生菓子 なし
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菓子類

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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使用・混
入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

レーマン製菓（株）軽井沢工場 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４
１０８－８

無印良品カステラチョコ 菓子 なし

レーマン製菓（株）軽井沢工場 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４
１０８－８

千万味カステラチョコ 菓子 なし

レーマン製菓（株）軽井沢工場 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４
１０８－８

カステラチョコ 菓子 なし

レーマン製菓（株）軽井沢工場 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４
１０８－８

ＤＬ２クッキークランチ 菓子 なし

レーマン製菓（株）軽井沢工場 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４
１０８－８

ＬＩ１チョコレートクッキー 菓子 なし

レーマン製菓（株）軽井沢工場 長野県御代田町大字御代田４１０８－
８

ＣＥＬアソートチョコレート チョコレート なし

レーマン製菓（株）軽井沢工場 長野県御代田町大字御代田４１０８－
８

ＯＰＣクリーミーチョコレート チョコレート なし

レーマン製菓（株）軽井沢工場 長野県御代田町大字御代田４１０８－
８

ＥＸＰチョコレートバー チョコレート なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 アーモンドチュイル 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 アーモンドチョコクッキー（焼菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 カスタードプリン 洋生菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ガトーショコラカラメル（焼菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ガトーショコラフレーズ（焼菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 クッキーチョコレート（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 クルミチョコパウンド（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 こだわり果実園 洋生菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 コルネパイ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 シュトロイゼルタルト 焼菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ショコラバトン（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ショコラポロン（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ショコラミルフィーユ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 スィートポテトタルト（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ステリア チョコレート菓
子

なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ストロベリームース 洋生菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ｽﾌﾟｰﾝﾁｮｺﾚｰﾄ＆ｸｯｷｰ（ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ付）
（焼菓子）

菓子 なし
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え

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ダックワーズ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チーズケーキ 焼菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チュコフィナンシュ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チュコレーズンサンド（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコカバードクッキー（焼菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ﾁｮｺｶﾊﾞｰﾄﾞﾅｯﾂｸｯｷｰ（ﾁｭｺﾚｰﾄ菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコチップクッキー（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコバナナマフィン（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコブラウニー（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコメレンゲ（焼菓） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ﾁｮｺﾚｰﾄ＆ｸｯｷｰ（ﾁｮｺﾚｰﾄ菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコレートウエハース（焼菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ﾁｮｺﾚｰﾄｶﾊﾞｰﾄﾞｸｯｷー＆ﾁｮｺﾚｰﾄ（ﾁｮｺ
ﾚｰﾄ菓子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ﾁｮｺﾚｰﾄｶﾊﾞｰﾄﾞｸﾗﾝﾌﾞﾙ（ﾁｮｺﾚｰﾄ菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ﾁｮｺﾚｰﾄｶﾊﾞｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾆｰ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコレートケーキ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ﾁｮｺﾚｰﾄﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸｯｷｰ（ﾁｮｺﾚｰﾄ菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコレートプリン 洋生菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾛﾗﾝﾀﾝ（ﾁｮｺﾚｰﾄ菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ﾁｮｺﾚｰﾄﾗｲﾄﾋﾞｽｹｯﾄ 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 チョコロールパイ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ティファラー チョコレート菓
子

なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ティラミス 洋生菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ナッツケーキバー（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ハリケーンパイ（焼菓子） 菓子 なし
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菓子類

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

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ピニョンタルト（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 プチマドレーヌ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 フルーツケーキ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 フルーツケーキミックス（焼菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 フルーツタルト 焼菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 フルーツミックスタルト（焼菓
子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 マーブルチーズケーキ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 マロンショコラ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 マロンショコラタルト（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 リーフサブレ（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 ルーブリアン 洋生菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 レーズンサンドケーキ 焼菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 丸ごとチョコマロン（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 銀座ソフトタルト（焼菓子） 菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 生チョコタルト（ホワイト）（焼
菓子）

菓子 なし

レーマン製菓株式会社　和光工場 和光市中央1-3-1 生チョコタルト（焼菓子） 菓子 なし

レカミエ　（松森雅彦） 長野県松本市宮渕１－２－３ ババロアムース 菓子 なし

レザン 藤沢市本町４－３－１ ムース 洋生菓子 なし

レボリューション 守口市大日東町２２－１１ 洋菓子 無

ロアンヌ 宇都宮市石井町3006 ムース，ババロア，ゼリー等 洋菓子 なし

ロイヤル（株） 福岡市博多区那珂３－２８－５ パン類 菓子類 無

ロイヤル食品(株) 東区和白東五丁目１１番２３号 ゼリー類 菓子類 無

ロイヤル食品(株) 東区和白東五丁目１１番２３号 ムース類 菓子類 無

ロイヤル食品(株) 東区和白東五丁目１１番２３号 クッキーサンド 菓子類 無
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ロージェ 宇都宮市今泉町345 ゼリー,ムース,ババロア等 洋菓子 なし

ローヤル製菓（株） 羽島郡岐南町平島6-103 鈴カステラ 菓子 なし

ローヤル製菓（株） 羽島郡岐南町平島6-104 ソフト焼 菓子 なし

ローヤル製菓（株） 羽島郡岐南町平島6-105 どら焼 菓子 なし

ローヤル製菓（株） 羽島郡岐南町平島6-103 落花せんべい 菓子 なし

ローレンス洋菓子店 茅ヶ崎市松浪２－９－７ ムース 洋生菓子 なし

ロシェル洋菓子店 宇都宮市上野町3176-35 ムース等 洋菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 北海道チーズケーキ 菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 サワーソフトレモン 菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 レアチーズケーキ 菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 ﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷﾍﾞｰｽ 菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 ﾍﾞﾋﾞｰﾀｲﾌﾟさわやかｸﾘｰﾐｨｰ 菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 チーズデザート 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 焼きチーズケーキプレーン 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 チーズ屋さんの焼きチーズケーキ 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 神戸チーズケーキ 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 ニューヨークチーズケーキ 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 神戸ふんわりチーズケーキ 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 ベークドチーズケーキ 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 アップルチーズケーキ 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 ティラミス 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 クリームチーズプリン 洋生菓子 なし

六甲バター㈱ 加古郡稲美町 カスタードプリン 洋生菓子 なし

六甲フーズ㈱加西工場 加西市繁昌 QBB神戸チーズケーキ 洋生菓子 なし

ロビン洋菓子店 小田原市栄町１－１８－３２ ババロア 洋菓子 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

ロワール光月堂 藤沢市高倉８７７ ムース 洋生菓子 なし

ワーカーズコレクティブ　まめ 東京都板橋区南常盤台２－６－５ クッキー 菓子 無

ワーカーズコレクティブ　まめ 東京都板橋区南常盤台２－６－５ パウンドケーキ 菓子 無

ワーカーズコレクティブ　まめ 東京都板橋区南常盤台２－６－５ ヨーグルトゼリー 菓子（洋生菓
子）

無

若岡伍郎 藤枝市郡1‐7‐1 和菓子 菓子類 無

ワカサ㈱ 大阪市福島区鷺洲1-10-8 メガネサンゼリー 菓子 なし

和菓子のちま(千間修身) 大阪市住吉区墨江1-2-16 和菓子 菓子 なし

若鳩製菓(株) 名古屋市港区西福田三丁目１００６ あられ 菓子 なし

若鳩製菓(株) 名古屋市港区西福田三丁目１００６ スナック菓子 菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 マロンムース 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 抹茶ムース 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 黒ごまムース 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 杏仁豆腐 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 杏仁フルーツ 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 カロリーひかえめ杏仁フルーツ 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 マンゴー豆腐 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 マンゴーフルーツ 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 マンゴープリン 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 カロリーひかえめマンゴーフルー
ツ

洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 みかんゼリー 洋菓子 なし

和歌山産業株式会社 山形県東根市神町南1-5-26 パイン＆ナタデココゼリー 洋菓子 なし

和田　英世 中間市中尾１－３－１０ ゼリー 菓子類 無

渡部　延道 松山市南高井町１３１３－１ ういろうしぐれもち 菓子類 無

渡辺　信雄 野木町丸林223-11 ケーキ 洋菓子 なし

渡辺徹 名古屋市西区天神山町７－１０ ミレーフライ ビスケット なし
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菓子類

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

渡辺正洋（ベルジュ） 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬3277-1 アップルパイ 洋生菓子 なし

ワッフルの店アンシャンテ 宇都宮市御幸ヶ原町136-69 ワッフル 洋菓子 なし

和楽㈱ 足利市多田木１３１３－１ いそべ餅　高菜 和菓子 なし

阿部　淳一 大阪府東大阪市小阪１－７－２－１０
９

ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

阿部　文子 大阪府東大阪市下小阪５－４－１７ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

阿部昭義 青森市千刈1丁目16-4 和菓子 菓子 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1140 ホイップアンドチーズ 製菓 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1162 神戸屋シート 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1177 ロレンスシート 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1178 ビバロールカスタード 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1179 ホイップアンドカスター 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1180 ホイップアンドショコラ 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1181 ホイップアンドミルク 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1182 ホイップアンドマロン 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1183 ホイップアンドプリン 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1184 ﾎｲｯﾌﾟ&ｶｽﾀｰ 各種 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1185 ﾎｲｯﾌﾟ&ﾚﾓﾝ 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1186 ﾎｲｯﾌﾟ&ｼｮｺﾗSP 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1187 ﾋﾞﾊﾞﾛｰﾙ 各種 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1192 ﾎｲｯﾌﾟ&ﾊﾞﾅﾅ 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1193 ﾎｲｯﾌﾟ&練乳 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1194 ﾎｲｯﾌﾟ&ｲﾁｺﾞ 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1195 ﾎｲｯﾌﾟ&ﾁｰｽﾞ 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1196 ﾎｲｯﾌﾟ&ﾌﾟﾘﾝ 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1197 ﾎｲｯﾌﾟ&ｺｰﾋｰ 製菓材料 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1198 ﾎｲｯﾌﾟ&ﾐﾙｸ 各種 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1199 ﾎｲｯﾌﾟ&抹茶 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1200 ﾎｲｯﾌﾟ&ｻﾜｰ 製菓材料 なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1201 ﾎｲｯﾌﾟ&ﾒﾛﾝ 製菓材料 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニラクトＦＯＣ 製菓材料 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ゼラチンＫ 製菓材料 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ゼラチンＡ 製菓材料 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ゼラチンＦ 製菓材料 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ゼラチンＢ 製菓材料 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ９１２４２０＝ゼラチンＡＬ 製菓材料 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆｰｹﾞﾙBS-45 製菓材料 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰ 製菓材料 なし

芦の屋 中郡二宮町二宮８９０ ムース 菓子 なし

綾瀬食品工業㈱妻沼第一工場 妻沼町妻沼３７２－１キンマルボシ
ショウユナイ

しいたけつゆ つゆ なし

綾瀬食品工業㈱妻沼第一工場 妻沼町妻沼３７２－１キンマルボシ
ショウユナイ

ふじむらさき しょうゆ加工品 なし

綾瀬食品工業㈱妻沼第一工場 妻沼町妻沼３７２－１キンマルボシ
ショウユナイ

めんつゆ つゆ なし

綾瀬食品工業㈱妻沼第一工場 妻沼町妻沼３７２－１キンマルボシ
ショウユナイ

錦味味・松錦 しょうゆ加工品 なし

綾瀬食品工業㈱妻沼第一工場 妻沼町妻沼３７２－１キンマルボシ
ショウユナイ

煮物のつゆ つゆ なし

安藤　誠 多治見市高根町４－３０－６ ムース 洋生菓子 なし

伊藤製パン株式会社　平塚工場 平塚市堤町１－３ カレーパン 菓子パン なし

伊豫部良次 東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田１ー
１８７

ドーナツ、焼き菓子 菓子 なし

井上スパイス工業（株） 上尾市上野491-1 カレールウ カレー なし

井上スパイス工業㈱ 上尾市上野４９１－１ カレールー ビーフエキス なし

井上スパイス工業㈱ 上尾市上野４９１－１ カレールー 牛脂 なし

一野辺製パン（株）八戸工場 八戸市城下三丁目１－５ パン（１００円　ホテルカレー、
９０円ソフトバナナサンド）

菓子 なし
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菓子類

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

宇野耕生 青森県弘前市大字相良町６－４ 菓子 菓子 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ドライケーキ ピーナッツチョコ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ドライケーキ ココアバター 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ドライケーキ オレンジバター 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ドライケーキ ココアマカロン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ドライケーキ レモンリング 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ドライケーキ セサミヨーグルト 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ドライケーキ セサミチョコ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ドライケーキ ホワイトピーナッツ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ふらんすサンドアップル 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ふらんすサンドレーズン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ショコラケーキ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 フルーツケーキ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 レーズンケーキ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ハイレーズン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 レーズンガナッシュ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 クラシックショコラ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 クラシックオレンジ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 マロンドール 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 マロンケーキプレーン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 マロンケーキ小豆 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ブランディーケーキいも 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ブランディーケーキアップル 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ブランディーケーキグレープ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ソフトベリーアップリコット 菓子類 なし
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栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ソフトベリーラズベリー 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ソフトベリーいちご 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ムーンケーキ  イチゴ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ムーンケーキ  アンズ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ムーンケーキ  リンゴ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 パイケーキ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 クルミクランチケーキ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 フイナッシュプレーン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 フイナッシュチョコ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 フイナッシュ抹茶 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ソフトダックプレーン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ソフトダック抹茶 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 パイ畑パンプキン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 パイ畑スイートポテト 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 パイ畑あずき 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 穫れたておさつ蒸しいも 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 穫れたておさつ焼いも 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ボンボンボンズ  スイートポテト 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ボンボンボンズ  マロン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ボンボンボンズ  オレンジ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 果実パイいちご 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 果実パイりんご 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 果実パイ山ぶどう 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ダックワーズ  ヘーゼル 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ダックワーズ  チーズ 菓子類 なし

267 / 442 ページ



菓子類

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

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ダックワーズ  キャラメル 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ロシアケーキ  ゴールドチエリー 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ロシアケーキ  ピーナッツチョコ 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ロシアケーキ    ホワイトリング 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ロシアケーキ    カントリー 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ロシアケーキ    青りんご 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ロシアケーキ    セサミマカロン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ロシアケーキ    パインマカロン 菓子類 なし

栄光堂製菓㈱ 東京都東村山市久米川町5‐33‐26 ロシアケーキ  アーモンドマカロ
ン

菓子類 なし

永澤紀子 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井
２４７

菓子 菓子 なし

遠田悠行 八戸市大字売市字杉山 ムースゼリーババロア 菓子 なし

塩見實 綾部市宮代町宮代２９番地 パウンドケーキ 洋菓子 なし

奥崎平 青森市大字幸畑字谷脇６１ー４ 菓子 菓子 なし

横井謙一 羽曳野市羽曳が丘5-10-4 ケーキ 菓子 無

横井謙一 羽曳野市羽曳が丘5-10-4 ゼリー 菓子 無

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ポーションアイスストロベリーア
イスカップ５５

アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ポーションアイスチョコアイス
カップ５５

アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ １５０円ティアーモ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ２Ｌ立山高原バニラ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ５㍑Ｍバルクストロ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ５㍑Ｍバルクバニラ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ こしひかりソフト アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ こしひかり最中 アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ さかたやコシヒカリカップ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ さかたやコシヒカリソフト アイスクリーム
類

なし
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横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ さかたやコシヒカリバルク アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ さかたやコシヒカリモナカ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ さかたや笹だんごアイス アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ さかたや夢ひかりバニラ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ さかたや夢ひかりブルーベリー アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ソフトあずき アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ タカチホブルーベリーソフト アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ タカチホリンゴソフト アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ チョコマーブル アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ノープラソフト アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ バニラカップ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ バニラモナカ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ミニソフト アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ メロンサワー アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ りんごモナカ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ロングチョコ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ロングバナナ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 横山１００円立山高原ソフトチョ
コ

アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 横山１００円立山高原ソフトバニ
ラ

アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 横山１００円立山高原ソフトミル
クティ

アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 横山１００円立山高原ソフト抹茶 アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 山本グリーンソフト アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 小島屋クッキーバー アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 小島屋クランチバー アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 小島屋スーパーソフトチョコ アイスクリーム
類

なし
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え

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 小島屋スーパーソフトバニラ アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 小島屋ストロベリーバー アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 小島屋ミルクバー アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 松村９％バルクアイスクリーム アイスクリーム
類

なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ さかたやキャンデー 氷菓 なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ポーションアイスグレープフルー
ツルビーシャベットカップ５５

氷菓 なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ポーションアイスメロンシャー
ベット５５

氷菓 なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ ポーションアイス巨峰シャーベッ
トカップ５５

氷菓 なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 井村屋３００円フルーツよりどり
バスケット

氷菓 なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 井村屋８０円山梨巨峰 氷菓 なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 井村屋８０円津軽りんごアイス 氷菓 なし

横山冷菓株式会社 富山県魚津市江口柳ヶ坪９４５ 井村屋８０円北海道メロン 氷菓 なし

横浜ポンパドウル　小田原　ＥＰ
Ｏ店

小田原市栄町２－９－３９ ピロシキ 菓子パン なし

欧風菓子　クドウ 大和市南林間１－６－４ 洋生菓子 菓子 なし

欧風洋菓子・パンめるへん 綾瀬市上土棚南２－７－８８ 洋生菓子 菓子 なし

岡部　篤二 五所川原市字寺町2-25 ケーキ 菓子 なし

岡部製菓株式会社 大阪市天王寺区勝山1-4-4 かりんとう 菓子 なし

沖縄明治乳業株式会社 浦添市牧港１－６５－１ プリン 菓子類 無

沖縄明治乳業株式会社 浦添市牧港１－６５－１ マンゴプリン 菓子類 無

沖縄明治乳業株式会社 浦添市牧港１－６５－１ キャロットゼリー 菓子類 無

加賀種食品工業株式会社 金沢市春日町８－８ アイス最中 菓子材料 なし

加藤充昭(ｶﾄﾚｰﾇ) 深谷市上野台3195-4 レアチーズ他 洋生菓子 なし

加藤製菓(株） 飯田市鼎東鼎20-6 ネーベル 菓子 なし

加藤製菓(株） 飯田市鼎東鼎20-6 里の味 菓子 なし

加茂 英文 大阪市都島区大東町３－４－２９ 洋菓子 菓子 なし
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え

海老沼稔（ロレーヌ洋菓子店） 東京都練馬区春日町５－１２－５ ムース類 菓子 無

海老沼稔（ロレーヌ洋菓子店） 東京都練馬区春日町５－１２－５ ムース類 菓子 無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ 牛脂・脂肪酸使用製品 菓子類（レモン
ケーキ）

無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ 牛脂・脂肪酸使用製品 クリームケーキ 無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ 牛脂・脂肪酸使用製品 チョコミルク
ケーキ

無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ 牛脂・脂肪酸使用製品 マイケーキ 無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ クリームケーキ 菓子 無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ パフィ 菓子 無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ ブッセ 菓子 無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ マイケーキ 菓子 無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ チョコミルクケーキ 菓子 無

柿原製菓株式会社 鹿児島市下伊敷１－５４－５ レモンケーキ 菓子 無

角田屋製パン　有限会社 小田原市本町２－１－１０ カレーパン 菓子パン なし

株式会社　あづま 金沢市二宮町ハ１０ ケーキ 洋生菓子 なし

株式会社　イトーヨーカ堂　むぎ
のいえ

小田原市中里２９６－１ カレーパン 菓子パン なし

株式会社　ダイエー　トポス藤沢
店　サンエトワール

藤沢市藤沢５２０ カレーパン 菓子パン なし

株式会社　ヤギ食品 金沢市八日市２丁目２４４ 野菜ムースケーキ　黒豆 生洋菓子 なし

株式会社　ヤギ食品 金沢市八日市２丁目２４４ 野菜ムースケーキ　枝豆 生洋菓子 なし

株式会社　ヤギ食品 金沢市八日市２丁目２４４ 野菜ムースケーキ　人参 生洋菓子 なし

株式会社　ヤギ食品 金沢市八日市２丁目２４４ 野菜ムースケーキ　南瓜 生洋菓子 なし

株式会社　葦 平塚市八重咲町１２－２８ ケーキ類 菓子 なし

株式会社　銀座コージーコーナー
神奈川清川工場

愛甲郡清川村煤ヶ谷４２９１ 洋生菓子 菓子 なし

株式会社　新野屋 柏崎市駅前１丁目５番１４号 あられ　等 米菓 なし

株式会社　神戸屋　海老名工場 海老名市杉久保２６０ 菓子パン 菓子パン なし

株式会社　石塚製菓 柏崎市大字茨目３２番地 チョコナッティ クッキー なし
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株式会社　赤坂柿山富山工場 富山県西砺波郡福光町松木８ あられ・おかき 米菓 なし

株式会社　中村屋　神奈川工場 海老名市東柏ヶ谷４－４－１ 中華まんじゅう 菓子 なし

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

モイ．デジマ 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

アップル．ハーフェン 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

スケルデ 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

アップルパイ 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

ピッツェロ 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

らんプティー，びわカスタ，みよ
しずく

菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

おたくさ 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

長崎物語 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

出島蘭館 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

ブローチェ．ファレ．ホールン
（チーズフルーツ）

菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　唐草 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３１６番
地

ひまわり 菓子類（焼菓
子）

　無

株式会社　東新製菓 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎1317番地
4

焼き菓子 菓子 なし

株式会社　藤一 大和市深見西４－２－４５ 和菓子 菓子 なし

株式会社　梅月堂　多良見工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名１５３
０

レアチーズケーキ 菓子類 　無

株式会社　富士商事 江戸川区西小岩１－２６－７ 製菓材料（ムース・ババロアの
素）

製菓材料 なし

株式会社　富士商事 江戸川区西小岩１－２６－７ 製菓材料（インスタントムースの
素）

製菓材料 なし

株式会社　木村屋総本店藤沢工場 綾瀬市上土棚北５－１０－２０ 菓子パン 菓子パン なし

株式会社　麩金 金沢市畝田中４丁目５７番地２ 笹麩 生菓子 なし

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ マスカルポーネティラミス 菓子 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ムース（コーヒー、チョコ、イチ
ゴ、抹茶等）

菓子 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ゼリー（コーヒー、キウイ、メロ
ン等）

菓子 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ プリン 菓子 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ババロア 菓子 無
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株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ クリームチーズ 菓子 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ コーヒーサンデー 菓子 無

株式会社キャメル珈琲 東京都世田谷区代田２－３０－１４ ゼラチンシルバー 製菓材料 なし

株式会社クロレラ本社 大分県大分郡庄内町大字東長宝４３７
－５

マンゴーヨーグルトデザート 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社クロレラ本社 大分県大分郡庄内町大字東長宝４３７
－９

プリン 菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

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 タカノ珈琲  コーヒーゼリー１Ｌ 洋生菓子 なし

株式会社ジーピーフーズ 川内市青山町4602番地 おさつ三昧 菓子 無

株式会社ジーピーフーズ 川内市青山町4602番地 おさつバナナ 菓子 無

株式会社ブルボン巻工場 西蒲原郡巻町大字巻乙480番地 チーズピッツア、のりツナマヨ
ネーズ　等

ｽﾅｯｸ菓子 なし

株式会社ブルボン巻工場 西蒲原郡巻町大字巻乙480番地 せんべい、味ごのみ　等 米菓 なし

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 ピッカラ等 スナック菓子 なし

株式会社ブルボン本社工場 柏崎市松波4-2-14 プチチョコラングドシャ　等 ビスケット なし

株式会社むらせや 天竜市山東４２５３番地の１ ムース 菓子 無

株式会社ラグノオささき 青森県弘前市大字百石町９ 菓子 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 モンブラン 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ポワーミニヨンヌ 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 カシュカシュ 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ヴィニョーヴル 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ティユール 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 ラムショコラ 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 マルキーズ 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 クレオパトラ 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 テラミスパンナコッタ 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 カレーパン 菓子 なし

株式会社ロイヤルホテル 大阪市北区中之島5-3-68 カレーパン 菓子 なし

273 / 442 ページ



菓子類

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

株式会社菓翔庵よしもと 松原市大掘5-8-2 蘇プリン 菓子 無

株式会社菓翔庵よしもと 松原市大掘5-8-2 プリン 菓子 無

株式会社菓翔庵よしもと 松原市大掘5-8-2 ゼリー 菓子 無

株式会社菓翔庵よしもと 松原市大掘5-8-2 羊羹 菓子 無

株式会社工藤パン 青森市金沢３丁目２２－２ 洋菓子 洋生菓子 なし

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 生チーズケーキ 菓子類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ コーヒーゼリー 菓子類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ オレンジゼリー 菓子類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ レアチーズブルーベリー 菓子類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ティラミス 菓子類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 生チョコボンブ 菓子類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ながーいチョコナッツクレープ 菓子類 無

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １０Ｐおやつの国 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １０Ｐおやつの国 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １０Ｐおやつの国 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １１０㌘あまかき 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １１０㌘あまかき 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １１０㌘あまかき 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １１０㌘はちみつ小揚げ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ 120㌘ミルクのせんべい 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １２０㌘海老とじゃこのおせんべ
い

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １２５㌘やきたて餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １２５㌘やきたて餅しょうゆ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １２５㌘やきたて餅しょうゆ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １２５㌘やきたて餅しょうゆ 米菓 なし
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菓子類

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

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １２枚、２枚、４枚増量ホームサ
イズおかき餅

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３０㌘ひとくちかき餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３０㌘ひとくちかき餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３０㌘ひとくちかき餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３５㌘、９㌘増量餅づくり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３５㌘、９㌘増量餅づくり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３５㌘、９㌘増量餅づくり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １３５㌘、９㌘増量餅づくり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １５０㌘柿板あられ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １５０㌘柿板あられ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １５０㌘柿板あられ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １５０㌘柿板あられ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １７５㌘、９㌘増量海苔巻きミッ
クス

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １７５㌘、９㌘増量海苔巻きミッ
クス

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １７５㌘、９㌘増量海苔巻きミッ
クス

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ １７５㌘、９㌘増量海苔巻きミッ
クス

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２００㌘杵つきの里 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２００㌘杵つきの里 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２００㌘杵つきの里 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２００㌘杵つきの里 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２８０㌘おこのみ餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２８０㌘おこのみ餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２８０㌘おこのみ餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２８０㌘おこのみ餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ２８０㌘おこのみ餅 米菓 なし
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菓子類

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

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘、３４０㌘つきたてサラ
ダ

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘、３４０㌘つきたてサラ
ダ

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘、３４０㌘つきたてサラ
ダ

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘、３４０㌘つきたてサラ
ダ

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘、３４０㌘つきたてサラ
ダ

米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘つきたてサラダ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘つきたてサラダ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘つきたてサラダ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘つきたてサラダ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ３００㌘つきたてサラダ 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ７５㌘えび千枚 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ７５㌘杵もちミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ７５㌘杵もちミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ７５㌘杵もちミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ７５㌘杵もちミックス 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９０㌘ほっそり小餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９０㌘ほっそり小餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９０㌘ほっそり小餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９５㌘おかきめぐり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９５㌘おかきめぐり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９５㌘おかきめぐり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９５㌘おかきめぐり 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９５㌘粒入り小餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９５㌘粒入り小餅 米菓 なし

株式会社三幸荒川工場 荒川町大字長政字上野６３－１ ９５㌘粒入り小餅 米菓 なし
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菓子類

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

株式会社四谷維新號 東京都江東区猿江１－３－２ 牛まん（中華饅頭） 菓子類 無

株式会社雪華堂 東京都練馬区旭丘２－１９－８ パイ菓子（うぐいすあん） 菓子 無

株式会社相生 羽曳野市古市3-4-6 グミキャンディー 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 醤油マヨネイズあられ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 岩戸焼（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 わさびドレッシング 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 たこ焼きあられキムチ味 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 たこ焼きあられ(マル） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 からしマヨネーズあられ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 サラット（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 しきしま（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 小粒あられ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 浜ちどり（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 恋歌綴り（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 彩ミックス（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 味の名勝負（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 たこ焼きあられ(ピロ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 こどもにやさしいボーロ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 卵を使ってないボーロ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 割れおかき 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 カルシウムたまごボーロ400 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 スポンジケーキ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 チーズケーキ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 カルケット乳ボーロ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 卵卵ボーロ 菓子 無
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菓子類

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

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 キミコちゃん 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 チョボチョボクッキー 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 乳ボーロ（カゼインカルシウムペ
プチド入り）

菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 えびマヨドレッシング（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 マヨネーズあられ 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 えびチリ千枚（あられ） 菓子 無

株式会社大阪前田製菓 藤井寺市小山6-5-46 乳ボーロ 菓子 無

株式会社東あられ本舗 八千代市上高野１３５５－３ 昆布巻あられ（米菓） 菓子類 無

株式会社飛鳥菜館
（製造委託者　株式会社大地）

東京都江東区塩浜２－７－１０ 肉まん 菓子類 有 なし 脊髄 調味料 販売中止 株式会社
大地が自
主回収

１０月１
９日納品
分から株
式会社大
地からの
指示でチ
キンエキ
スに変更
済

株式会社飛鳥菜館
（製造委託者　株式会社大地）

東京都江東区塩浜２－７－１０ カレーマン 菓子類 有 なし 脊髄 調味料 販売中止 株式会社
大地が自
主回収

１０月１
９日納品
分から株
式会社大
地からの
指示でチ
キンエキ
スに変更
済

株式会社美都家 富山県高岡市大坪町１－４－１ 餅菓子 菓子 なし

株式会社不破福寿堂 富山県高岡市京田１４０ 洋菓子 菓子 なし

株式会社武州養蜂園 熊谷市久保島９４５－１ はちみつマーガリン マーガリン なし

株式会社武州養蜂園 熊谷市久保島９４５－１ ホイップハニーソフト マーガリン なし

株式会社蓬莱551蓬莱稲荷工場 大阪市浪速区稲荷1-4-20 氷菓 菓子 なし

株式会社蓬莱本館 大阪市浪速区桜川2-2-19 豚饅 菓子 なし
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菓子類

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

株式会社珈和 大阪府東大阪市菱江２丁目２番３３号 チーズケーキ 洋生菓子 なし

㈱　アンヌプリ 札幌市清田区里塚１条１丁目３ チーズケーキ 洋生菓子 なし

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

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

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

㈱　きらら 岐阜市東鶉３丁目３１番地１ 米菓 菓子 なし

㈱　神戸?月堂　西神工場 西区高塚台６丁目１９－２０ ゴーフル類 菓子 なし

㈱　神戸?月堂　西神工場 西区高塚台６丁目１９－２０ デザート類 菓子 なし

㈱　神戸?月堂　西神工場 西区高塚台６丁目１９－２０ ウェハース 菓子 なし

㈱　神戸?月堂　西神工場 西区高塚台６丁目１９－２０ レスポワール 菓子（クッキー
類）

なし

㈱　神戸?月堂　西神工場 西区高塚台６丁目１９－２０ パレオショコラ 菓子（チョコ
レート菓子類）

なし

㈱　神戸?月堂　西神工場 西区高塚台６丁目１９－２０ ソレイユ 菓子（バター
ケーキ類）

なし

㈱　神戸?月堂　西神第二工場 西区高塚台５丁目４－２０ 生ケーキ類 菓子 なし

㈱　神戸?月堂　西神第二工場 西区高塚台５丁目４－２０ ゴーフレール 菓子（チョコ
レート菓子類）

なし

㈱　神戸?月堂　西神第二工場 西区高塚台５丁目４－２０ 和菓子類 和菓子 なし

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

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

㈱　札幌コートドール 札幌市豊平区平岸６条９丁目３－２０ ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　札幌パリ 札幌市白石区菊水３条４丁目３－３７ 菓子パン類 菓子類 なし

㈱　札幌パリ 札幌市白石区菊水３条４丁目３－３７ 洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈱　三八 札幌市中央区南１条西１２丁目３２２ ショートケーキ（いちごフレー
ズ）

洋生菓子 なし

㈱　三八 札幌市中央区南１条西１２丁目３２２ いちごカスタードムース 洋生菓子 なし

㈱　壷屋 札幌市白石区平和通１６南１－２６ ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　壷屋 札幌市白石区平和通１６南１－２６ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　トリコロール 札幌市豊平区平岸１条７丁目２－１０ ムース菓子類 洋生菓子 なし
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菓子類

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

㈱　トリコロール 札幌市豊平区平岸１条７丁目２－１０ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ドンク北海道 札幌市白石区中央２条３丁目１－５６ 菓子パン類 菓子類 なし

㈱　ドンク北海道 札幌市白石区中央２条３丁目１－５６ デニッシュ 菓子類 なし

㈱　パールモンドール 札幌市西区二十四軒１条４丁目６－７ ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　パールモンドール 札幌市西区二十四軒１条４丁目６－７ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　パールモンドール　本店 札幌市中央区南６条西２３丁目４－１ ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　パールモンドール　本店 札幌市中央区南６条西２３丁目４－１ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ピースリー 札幌市中央区南３条西２４丁目１５４
－６５

ムース菓子類 洋生菓子 なし

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

㈱　弁釜　釧路工場 北海道白糠郡白糠町庶路甲区６－１１
１７

各種洋生菓子 洋生菓子 なし

㈱　ボストン 札幌市北区北１８条西４丁目２１番地 食パン類 菓子類 なし

㈱　ボストン 札幌市北区北１８条西４丁目２１番地 各種菓子パン 菓子類 なし

㈱　ポルカ 札幌市南区真駒内上町２丁目２－１ 洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ポルカ 札幌市南区真駒内上町２丁目２－１ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ポルカ 札幌市西区八軒１西１，アルカサーノ
琴似

洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ポルカ 札幌市西区八軒１西１，アルカサーノ
琴似

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　ミルクの郷 札幌市東区丘珠町537-27 プリン類 洋生菓子 なし

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

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

㈱　八千代堂 札幌市中央区南９条西１５丁目１－１ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈱　八千代堂 札幌市中央区南９条西１５丁目１－１ ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈱　八千代堂 札幌市中央区南９条西１５丁目１－１ プリン類 洋生菓子 なし

㈱　柳月 北海道帯広市大通南８丁目１５ フルーツゼリー 洋生菓子 なし

㈱　ロバパン 札幌市白石区本通７丁目5-1 菓子パン類 菓子類 なし

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 レアーチーズケーキ 菓子 無
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菓子類

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

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 ティラミス 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 プリンアラモード 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 チーズーケーキ 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 プリンモンブラン 菓子 無

㈱ＤＦ松栄 那珂郡大宮町工業団地13-1 モンブラン 菓子 無

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ イギリスパン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ ウインナーロール パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ おさつ蒸しパン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ カルシウム食パン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ キャベツメンチカツパン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ クルミパン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ コロッケパン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ コロネ パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ スィートブール パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ チルド食パン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ パイドーナツ パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ パネトーネ パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ ﾋﾞｯｸﾒﾛﾝﾊﾟﾝ・ﾋﾞｯｸﾁｮｺﾁｯﾌﾟﾊﾟﾝ パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ ホットロール パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ ミルククッペ・ミルク玉生地 パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ ミルク丸板 パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ ロングアーモンド パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 加工用ロール パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 菓子パン生地玉Ａ・Ｂ パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 玄米３斤 パン なし
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菓子類

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

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 玄米ブレット パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 黒ゴマ食パン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 黒糖レーズンブレット パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 手作りクッキー パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 食パン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 調理８０生地玉 パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 田舎パン パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 特・肉じゃがコロッケ パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 白四角 パン なし

㈱ＶＤＦサンロイヤル 春日部市南栄町９－１０ 胚芽食パン パン なし

㈱アートフーズセンター 川崎市川崎区殿町３－５－１４ 生ケーキ 洋生菓子 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ ココ・キャラメル 菓子 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ ショコラ・バニーユ 菓子 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ パルファシード・フレーズ 菓子 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ ムース・ソレイユ 菓子 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ カフェ・ショコラ 菓子 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ フランスチョコケーキ 菓子 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ マルサラ・サバイヨンタルト 菓子 なし

㈱アオキ・アーバン・デペロップ
メント

大阪市北区大淀中１－１－２０ シャンパンオレンジタルト 菓子 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 味付カット麺ｷﾑﾁ　10kg 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 味付カット麺ﾁｷﾝ　10kg 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ いい味みつけた 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 大判味付麺ﾁｷﾝ（ﾊﾞﾗ） 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ おかしのやま 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ お徳用ちびちゃん 即席めん類 なし
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菓子類

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
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え

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 菓子工房ﾗｰﾒﾝｽﾅｯｸ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ カップチキン味（ババア） 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 自然味ﾌﾟﾁﾇｰﾄﾞﾙ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ しょうこちゃん 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 生活志向　おやつﾗｰﾒﾝ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 撰菓良品ﾌﾟﾁﾇｰﾄﾞﾙ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 超辛ﾗｰﾒﾝ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ ﾌｧｲﾝ100ﾐﾆﾗｰﾒﾝ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ ﾍﾙｼｰ気分　健 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ ﾎﾝﾎﾞﾍﾞｽﾄ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ ﾐﾆﾗｰﾒﾝのｲﾁﾛｳくん 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ ﾐﾆﾗｰﾒﾝの次郎くん 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ ﾐﾆﾗｰﾒﾝの太郎くん 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ ﾐﾆﾗｰﾒﾝの花子さん 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 良味百選ﾐﾆﾗｰﾒﾝ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 良品コーンみそ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 良品ﾐﾆﾗｰﾒﾝえび 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 良品ﾐﾆﾗｰﾒﾝｷﾑﾁ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 良品ﾐﾆﾗｰﾒﾝﾁｷﾝ 即席めん類 なし

㈱アカギ 岡部町岡部５３５－２ 良品わかめ正油 即席めん類 なし

㈱浅野屋 檜山郡江差町字本町45 生ケーキ類：ゼラチン ケーキ なし

㈱アジョイン 大東市赤井１－１－２０ ケーキ 洋菓子 無

㈱アプローズ（屋号：ﾛｰﾙﾄﾞｰﾙ） 東京都杉並区阿佐谷北４－３０－６ ムース 洋生菓子 なし

㈱アルカザール 五所川原市字末広町30-43 ゼリー 菓子 なし

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ 菓子パン 菓子パン なし
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菓子類

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

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ 油菓子 油菓子 なし

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ 菓子 菓子 なし

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ 生菓子 生菓子 なし

㈱アンデルセン秦野工場 秦野市曽屋５９８－２ ミルクソフト 菓子パン なし

㈱アンデルセン秦野工場 秦野市曽屋５９８－３ カレーパン 菓子パン なし

㈱アンデルセン秦野工場 秦野市曽屋５９８－４ ケーキ 菓子 なし

㈱アンデルセン秦野工場 秦野市曽屋５９８－５ シュー 洋生菓子 なし

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ ブランマンジェ 洋菓子 不明 安全性を確認（仕入元
よりｱﾙｶﾘ処理(1N
NaOH　80℃ 30分）

ゼラチン

㈱いかりスーパーマーケット 宝塚市亀井町１２－４０ ミルキーロール 洋菓子 不明 安全性を確認（仕入元
よりｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ(300℃
120分・ｱﾙｶﾘ処理(1N
NaOH　80℃ 30分）を
確認した）

牛脂加工
品

㈱入河屋 引佐郡三ケ日町三ケ日230 苺のムース 菓子 なし

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 シュークリーム 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 モカマロン 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 シェルスイート 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 マロンファッジ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ミルクショコラ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ストロベリーショート 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 レアチーズ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 五ヶ瀬プリン 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 スフレチーズ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 チョコレートケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 モンブラン 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 フルーツババロア 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ストロベリーロワイヤル 菓子類 無
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菓子類

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

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 赤い実のトルテ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 紅茶のケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 フルーツクレープケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 コーヒーゼリー 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 モンブランパルフェ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ボンサンクのプリン 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 秋栗のミルフィーユ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 抹茶あずき 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ショコラバナーヌ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ショコラ・オ・カフェ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 マロンシャンティー 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ポワール・コライユ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　プチ抹茶ムース 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　パンナコッタ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　プチストロベリー 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　ベイクドチーズケー
キ

菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　レアチーズ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　マロンタルト 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　ベリーベリー 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　フランボアーズ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　ティーオーレ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　プチあんず 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　プチフランボアーズ
ムース

菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　シュークリーム 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　プチライム 菓子類 無
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菓子類

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

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　プチモンブラン 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　プチショコラ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　プチ栗 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　グリーンロール 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 プチフール　サンマルク 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 マロンシューロール 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 カプリシャスショコラ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 カプリシャスモカロール 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 カプリシャス抹茶 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 カプリシャスクッキーショコラ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 カプリシャスいちご 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 カプリシャスチョコバナナ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ＢＣ２プレーンロール 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ＢＣ２チョコロール 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ＢＣ２フルーツロール 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ＢＣ２抹茶ロール 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ＢＣ２マロンロール 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 かぼちゃプリン 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 なめらかかぼちゃプリン 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 いちごチョコケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 フルーツトルテ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 バターデコレーションケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 フルーツシャルロット 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 車でGo！ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 モンブランBOX/渋皮栗のモンブラ
ン

菓子類 無
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菓子類

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

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 キティーちゃんケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ショコラ・ボア/プチショコラボア 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 レーズンビスキュイ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ザッハトルテ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 マロン・ピティヴィエ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 シャポー・ド・ポム 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 まんまる林檎パイ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 パケ・ド・ジョア 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 カカオ・ミルフィーユ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 マドレーヌ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 アマンディーヌロリエ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ザッハトルテ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 エンガディーナピエス 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 フロランティーヌ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ムッシュポテト 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ジョルジュサンク（レーズン） 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ジョルジュサンク（オレンジ） 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ガトーフリュイ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 フルーツオランジュ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ティーケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 フィーユ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 サクレ（プレーン） 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 サクレ（紅茶） 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 サクリスタン 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 オレンジタルト 菓子類 無
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菓子類

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

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ショコラタルト 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ヴィンテージショコラ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 御芽出鯛 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 木の実のケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 松の実のケーキ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 ショコラクッキー 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 紅さつまスイートポテト 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 お月様伝説 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 かすたあ満月 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 チーズ萬十郎 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 どらやき大納言抹茶生クリーム 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 どらやきラムレーズン生クリーム 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 どらやき大納言生クリーム 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 蒸しドラ（チョコバナナ） 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 蒸しドラ（栗） 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 蒸しドラ（切り割り果実） 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 よござっしょ 菓子類 無

㈱石村萬盛堂新宮工場 糟屋郡新宮町大字下府字長津町514-1 阿の月 菓子類 無

㈱一色屋 蒲郡市松原町４－２１ １２０g さざ波、浜の色彩り、煎
餅（梅・わさび、えび・いか
等）、

菓子類 なし

㈱いなげや　日野万願寺駅前店」 東京都日野市新井33-2 コロネチョコ 菓子パン なし

㈱いなだ豆 福岡県大牟田市浜田町１０ 柿ピー 菓子類 無

㈱いなだ豆 福岡県大牟田市浜田町１０ のんき豆 菓子類 無

㈱いなだ豆 福岡県大牟田市浜田町１０ ナッツメイト 菓子類 無

㈱ヴィベール 大阪府堺市東雲西町１丁２－２ ケーキ類 洋生菓子 無

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 わさび村 菓子 なし
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菓子類

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

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 わさび村 菓子 なし

㈱うなぎパイ本舗 浜松市神田町５５２ うなぎパイ 菓子 無

㈱エヌ・エス・イー 岩槻市加倉３－６－９ ﾚｯﾂｹﾞｯﾄﾀﾞｲｴｯﾄ具だくさんｺﾝｿﾒｽｰ
ﾌﾟ

乾燥スープ なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ メリケン亭デニッシュうずまき 菓子菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ シホン 洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ スライスロール 洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ブッセ 洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ シホン（プレーン） 洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ スライスロール（モカ） 洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ミニシュークリーム 洋生菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ メリケン亭チーズ蒸し 生菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ミニ蒸しケーキチーズ（５） 生菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ミニ長崎蒸しパン（５） 生菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ もろもろ小豆蒸し 生菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 長崎蒸し 生菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ メリケン亭カフェラテケーキ 洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ リフトオムレット（ミルククリー
ム）

洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ アーモンド（３） 洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ソフトメロンケーキ 洋菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ アップルパイ 洋生菓子 なし

㈱欧州商事（銀座ｲﾀﾘｰ亭） 東京都中央区銀座１－６－８ クリームチーズケーキ 洋生菓子 無

㈱欧州商事（銀座ｲﾀﾘｰ亭） 東京都中央区銀座１－６－８ ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰのﾖｰｸﾞﾙﾄｹｰｷ 洋生菓子 無

㈱欧州商事（銀座ｲﾀﾘｰ亭） 東京都中央区銀座１－６－８ ティラミス 洋生菓子 無

㈱大壁羽山堂 福井県福井市毛矢３丁目５－２１ ゴマプリン 洋生菓子（菓
子）

なし

㈱筬春 本町7‐4 ムース、ゼリー 洋菓子 なし
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菓子類

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

㈱オレンジフードコート「ﾃﾞｨｯ
ﾊﾟｰﾀﾞﾝ」

東京都多摩市落合1-1040丘の上ﾊﾟﾃｨｵ ジェラート・クレープ 菓子 なし

㈱香月堂 豊川市西島町袖身８ 香月堂バウムクーヘン、香月堂マ
ドレーヌ、coopチーズケーキ、無
印良品スイートポテトバウム等

菓子類 なし

㈱花月 七尾市一本杉町４５ ゼリー 菓子 なし - - -

㈱金谷ホテルベーカリー 宇都宮市宮園町5-4 ミートピロシキ 菓子 なし

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ ラーメン屋さん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ キャベツ太郎９０ｇ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ もろこし輪太郎８８ｇ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ やきそば屋さん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ どーん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 焼肉さん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ ビッグカツ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 玉ねぎさん太郎 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ いかあしあられ７８ｇ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ もろこし輪太郎豆板醤 スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ フライドポテト７８ｇ スナック菓子 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 肉じゃが太郎 スナック菓子 無

㈱川上製菓 八街市八街い２１４－３ 人形カステラ 菓子 無 　

㈱川上製菓 八街市八街い２１４－３ おもちゃカステラ 菓子 無

㈱川上製菓 八街市八街い２１４－３ ひとくちカステラ 菓子 無

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ フラワーパレット 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ｼｭﾄｰﾚﾝ[ｷﾞﾌﾄ用] 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ カスティーユ 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ フィナンシェショコラ 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ 木の実のガレット 菓子 なし
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菓子類

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

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ガレット 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ マドレーヌ 焼菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ オヤツマドレーヌ 焼菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ 林檎のかくれんぼ チョコレート菓
子

なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ クッキー角缶 焼菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ 喜びのマドレーヌ 焼菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ 雑穀クッキー 焼菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ゴマクッキー 焼菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ロッシェ チョコレート菓
子

なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ﾄﾘｭﾌﾏﾛﾝ[ｷﾞﾌﾄ用] 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ﾌｧﾝｼ&ﾛｯｼｭ[ギフト用] 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ トリュフアソート チョコレート菓
子

なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ スイートポテト 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ チーズタルト 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ アップルパイ 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ パンプキンパイ 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ 東京コッペパイ 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ シュークリーム 生菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ カボチャプリン 生菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ 朝焼生プリン 生菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ゴマプリン 生菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ フィナンシェ 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ノアゼット 菓子 なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ アーモンドピット キャンディー なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ココナッツピット キャンディー なし
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菓子類

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

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ゴマピット キャンディー なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ チョコレートピット チョコレート なし

㈱菊花堂 岐阜市本町４丁目１５番地 クリームパピオ 菓子 なし

㈱菊花堂 岐阜市本町４丁目１５番地 ナッツリング　バームクーヘン 菓子 なし

㈱菊花堂 岐阜市本町４丁目１５番地 ミレーフライ 菓子 なし

㈱キタジマ 北海道函館市西桔梗８５５－１ パン類 菓子類 なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ アイスミルクバー アイス類 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 どら焼き 生菓子 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 芋ようかん 生菓子 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 マリーナ 生菓子 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 栗一粒 生菓子 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 レアチーズケーキ 生菓子 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 プリン 生菓子 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 ショートケーキ 生菓子 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 パウンドケーキ 焼菓子 なし

㈱紀の國屋 東京都日野市多摩平1-5-2 キャラメルモカ 生菓子 なし

㈱岐阜鮎水産 岐阜市加野下り戸３８２番地 ヨーグルト風ゼリー 菓子 なし

㈱木村製パン 貝塚市堀3-14-7 パン（30種） 菓子 無

㈱キヨヒサ 横浜市港北区新羽町１２０４ クッキー 焼菓子 なし

㈱金吾堂製菓 藤岡町都賀1208 CO-OPプチせん三人衆 米菓 なし

㈱金吾堂製菓 藤岡町都賀1208 素朴焼草加 米菓 なし

㈱銀座コージーコーナー 新宿区弁天町９４ アイスクリームバニラ アイスクリーム なし

㈱銀座コージーコーナー 新宿区弁天町９４ ｱｲｽｸﾘｰﾑﾁｮｺﾚｰﾄ アイスクリーム なし

㈱銀座コージーコーナー 新宿区弁天町９４ アイスクリーム抹茶 アイスクリーム なし

㈱銀座コージーコーナー 新宿区弁天町９４ アイスモナカ抹茶 アイスクリーム なし

292 / 442 ページ



菓子類

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

㈱銀座コージーコーナー 新宿区弁天町９４ アイスモナカおぐら アイスクリーム なし

㈱銀座コージーコーナー 新宿区弁天町９４ アイスモナカバニラ アイスクリーム なし

㈱銀装　羽衣工場 高石市高師浜1-4-10 カステラ 無

㈱銀装　羽衣工場 高石市高師浜1-4-10 デザート 無

㈱銀装　羽衣工場 高石市高師浜1-4-10 焼菓子 無

㈱銀装　羽衣工場 高石市高師浜1-4-10 洋生菓子 無

㈱クラウンベーカリー 大阪府堺市東雲西町２丁４－３３ ケーキ類 洋生菓子 無

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－３ アンパンマンかたやきせんべい 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 宇都宮限定ハローキティーのちい
さなばかうけギョウザ風味

米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 関西限定ハローキティーのちいさ
なばかうけたこ焼き風味

米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 キティーのキッスサラダ 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－３ 米百景 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 醤じまん 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 ちいさなばかうけカレー 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 ちいさなほしたべよポタージュ 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 とろけるポタージュ 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 ばかうけカレー 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 ばかうけチーズ 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 ばかうけデラックス 米菓 なし

㈱栗山米菓新発田工場 新発田市岡田１８２４－3 ハローキティーのサラダせん 米菓 なし

㈱栗山米菓中条工場 北蒲原郡中条町柴橋１１８８ さらりあげ（わさび） 米菓 なし

㈱栗山米菓中条工場 北蒲原郡中条町柴橋１１８８ みやこ昆布あられ 米菓 なし

㈱クレセント 東京都渋谷区神南１－２１－１４ ムース 生菓子 無

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 チョコレートケーキ 生菓子 なし
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 クッキー生地 焼菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 タルト、レット生地 焼菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 シュー生地 焼菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 ババロア 生菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 ゼリー 生菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 ヨーグルトゼリー 生菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 クレーム・ブリュレ 生菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 タルトオフロマージュ（チーズ
ケーキ）

生菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 スポンジ生地 焼菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 パイ生地 焼菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 メロンパンの皮 焼菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 ブルーベリーマフィン 焼菓子 なし

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 ホットケーキ 焼菓子 なし

㈱神戸ベル 東灘区住吉浜町１５－１ ゼリー，ムース類 洋生菓子 なし

㈱神戸屋ﾚｽﾄﾗﾝ浜田山店 東京都杉並区浜田山３－２６－１８ ゼリー 洋生菓子 なし

㈱神戸浪漫 兵庫区氷室町1-4-18 神戸パイ 菓子 なし

㈱神戸浪漫 兵庫区氷室町1-4-18 クッキー 菓子 なし

㈱志満秀 香川県観音寺市観音寺町甲2744番地1 えびせんべい 菓子類 無

㈱コスモス 宇都宮市馬場通り4-1-16 ショートケーキ類 洋生菓子 なし

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ ジブストポンム 洋生菓子 なし

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ シャルッロトマロン 洋生菓子 なし

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ ナポリタン 洋生菓子 なし

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ フルーツコンポート 洋生菓子 なし

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ フルーツババロア 洋生菓子 なし

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ ポワールプラリネ 洋生菓子 なし
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菓子類
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え

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ マニーユ 洋生菓子 なし

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ ミニストルグラサージュ 洋生菓子 なし

㈱コロンバン 川口市青木３－１－２４ レアチーズ 洋生菓子 なし

㈱ゴンチャロフ 東灘区御影塚町３－１－３ キャンデー 菓子 なし

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ ショートケーキ 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ 色彩ショート 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ ムースポワ－ル 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ ムースマロン 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ バニラプリン 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ 黒糖プリン 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ ココナッツプリン 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ シュークリーム 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ パート・シガレット 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サン・フーズ 東京都港区赤坂５－１－５ フィナンシュ 洋生菓子 無 ― ― ― ― ― ―

㈱サンク　ド　ノア 春日井市味美上ノ町初茸2032-1 ケーキ、クッキー 菓子類 なし

㈱サングリーン 小樽市新光５－３－１８ クッキー 菓子 無

㈱サングリーン 小樽市新光５－３－１８ シュークリーム等 生菓子 無

㈱ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ 川崎市高津区二子1-17-1 洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ 野菜ミックス（浅漬） 菓子類 なし

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ カブスライス（浅漬） 菓子類 なし

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ 長なす（浅漬） 菓子類 なし

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ きゅうり２本（浅漬） 菓子類 なし

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ 一口きゅうり（浅漬） 菓子類 なし

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ 味わいキムチ 菓子類 なし

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ 白菜キムチ 菓子類 なし
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菓子類
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え

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ 本格キムチ 菓子類 なし

㈱サンフードジャパン 東京都東村山市恩田町５－３８－２ ゆず白菜漬（浅漬） 菓子類 なし

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ 神戸そばめしソース１Ｌ ソース類 なし

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ ごまたっぷりとんかつソース２０
ｇ

ソース類 なし

㈱サンワフーズ 鳩ヶ谷市三ツ和３－６－１ とんかつ洋風デミ１Ｌ ソース類 なし

㈱シェ・シミズ 東京都渋谷区渋谷２－９－２ ムース 生菓子 無

㈱シェリエ 児玉町塩谷１１７の１ バームクーヘン 菓子 なし

㈱シルビア 丹羽郡大口町上小口2-124-1 洋菓子、ケーキドーナツ、焼き菓
子

菓子類 なし

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ 生菓子 生菓子 なし

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ フルーツゼリー ゼリー なし

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ ヨーグルトゼリー ゼリー なし

㈱末廣昆布三陸工場 気仙沼市西八幡町２３ 海草加工品 珍味菓子 なし 該当なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｷｰﾌﾞﾗｰﾊﾟｲｸﾗｽﾄｼｪﾙﾁｮｺﾚｰﾄ 製菓材料 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ﾍﾞﾃｨｸﾛｯｶｰｹｰｷﾐｯｸｽ/ﾌﾙｰﾂﾛｰﾙｱｯﾌﾟ 製菓材料 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ Culinarクッキー 菓子 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ アンデスチョコレート 菓子 なし

㈱ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽｸﾗﾌﾞ（屋号：ﾒﾙﾍﾞｲﾕ） 東京都杉並区高円寺南２－１７－２ レアチーズ 洋生菓子 なし

㈱西洋フードシステムズ 川崎市川崎区日進町１－１１ 菓子 菓子 なし

㈱千秋庵総本家 北海道函館市宝来町９－９ ゼリー 菓子類 なし

㈱ゾフィ 東灘区深江北町１－１４－１ ムース 洋生菓子 なし

㈱大丸製菓 宇都宮市西川田南2-6-5 米菓 菓子 なし

㈱高砂堂 秋田市保戸野通町２－２４ ムース 菓子 なし

㈱高島屋 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４－１ カスタードクリーム 生菓子 無

㈱高瀬 大船渡市大船渡町字野々田11-3 ババロア・レアチーズ 菓子 無

㈱たかはたファーム 高畠町大字入生田１００ ムース 洋生菓子 なし

296 / 442 ページ



菓子類

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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㈱たかはたファーム 高畠町大字入生田１００ ムース 洋生菓子 不明 有(加圧下200℃　20分
以上の加水分解)

不明 ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂
肪酸ｴｽﾃﾙ

㈱高幡まんじゅう松盛堂 東京都日野市高幡1-1 大福（カゼイン入り） 生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ アールグレイケーキ（スイート
ガーデン）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ あんふぃーゆポテトあん（販売
店）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ あんふぃーゆ粒あん（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ イタリアンドルチェティラミス
（外販）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ いちごプリン（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ エクレア（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ エクレア（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ カカオのケーキ（スイートガーデ
ン）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ カプチーノ（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ キャラメルプリン（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ サワーオレンジ（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ シューアイスストロベリー（販売
店）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ シューアイスチョコレート（販売
店）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ シューアイスバナナ（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ シューアイスバニラ（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ シューアイスメロン（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ シューアイス抹茶（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ チョコレートケーキ（スイート
ガーデン）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ チョコレートプリン（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ ティラミス（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ ティラミストルテ（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ ナッツケーキ（スイートガーデ
ン）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ パイクリームティガー（販売店） 洋生菓子 なし
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㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ ビッグシュー（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ プーさんメープルシュー（販売
店）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ プリンシュー（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ プリンシュー（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ プリンパフェ（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ フルーツアラモード（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ フルーツケーキ（スイートガーデ
ン）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ フルーツパラダイス（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ ホワイトチョコ＆ミルクプリン
（外販）

洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ マンゴシュー（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ ミルクキャラメル（販売店 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ ミルフィーユ（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ モンブラン（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ モンブランプリン（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ リモネーシュー（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 小倉シュー（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 生シュー（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 生シュー（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 生チョコケーキ（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 特選エクレア（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 特選シュークリーム（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 特選生シュークリーム（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 北海道レアチーズ（外販） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 抹茶シュー（販売店） 洋生菓子 なし

㈱タカラブネ 久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 抹茶トルテ（販売店） 洋生菓子 なし
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菓子類

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

㈱タカラブネ神戸工場 西区高塚台５丁目４－１ 洋生菓子 洋生菓子 不明 有り（200℃、20分間
加水分解処理）

脳・脊
髄・眼・
回腸遠位
端

マーガリ
ン（牛
脂）

㈱但馬寿 美方郡温泉町細田６－６ せんべい 菓子 なし

㈱田中永吉商店 宇都宮市馬場通り2-3-5 ムース，ゼリー，ババロア等 洋菓子 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ ピーナッツセンター 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ パンプキン 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ カレーカシュー 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ ノリ青大豆 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ いりこスナック 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ えびスナック 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ かえりスナック 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ ハイスパニッシュ 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ ピーサリー 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ ピコアーモンド 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ 味付けかぼちゃ 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ スナックピー 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ わさびグリーン 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ アーモンドサリー 豆菓子類 なし

㈱タバタ神戸工場 西区高塚台５丁目４－３ ビール豆 豆菓子類 なし

㈱ﾀﾏﾚｲ 川崎市高津区久地８５３－１ 洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈱太郎庵 会津坂下町字福原前４１０８－１ ムースケーキ 菓子 なし

㈱チーリン製菓 八尾市竹渕４－６６ ｻｲﾚﾝﾐﾝﾂ　他２種 菓子 無

㈱筑波学園ホテル　（オークラフ
ロンティアホテルつくば）

つくば市吾妻１－１３６４－１ 洋生菓子 菓子 無

㈱つたや製菓舗 豊田市水源町１丁目２４番地２ 生ケーキ 菓子 無し

㈱つたや製菓舗 豊田市水源町１丁目２４番地２ 焼菓子 菓子 無し
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菓子類

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

㈱つるや製菓 大阪市平野区瓜破西1-8-51 ショコラアラモーチ 洋生菓子 なし

㈱つるや製菓 大阪市平野区瓜破西1-8-51 ラグジュアリーケーキ 洋生菓子 なし

㈱つるや製菓 大阪市平野区瓜破西1-8-51 さとの四季 和菓子 なし

㈱つるや製菓 大阪市平野区瓜破西1-8-51 甘薯日記 和菓子 なし

㈱つるや製菓 大阪市平野区瓜破西1-8-51 栗育ち 和菓子 なし

㈱つるや製菓 大阪市平野区瓜破西1-8-51 鶴かの子 和菓子 なし

㈱つるや製菓 大阪市平野区瓜破西1-8-51 柿団子 和生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 白玉クリームぜんざい 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 白玉抹茶プリン 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ クリームカフェゼリー 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ やわらかクリームプリン 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 生クリームバナナスティック 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ タピオカココナッツプリン 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 生チョコバナナクレープ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ ティラミスロール 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ なめらかカフェ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ なめらかイチゴ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ プリンアラモード 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ なめらかカスタードシュー 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ プチガトーティラミス 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 北海道ジャンボエクレア 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 北海道ジャンボシュー 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 北海道かぼちゃの焼プリン 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ クラッツクショコラ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ こってりチーズスフレ 洋生菓子 なし
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菓子類

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

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ ムースチョコプリン 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ レアチーズのシュークリーム 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 北海道Ｗシュークリーム 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ りんごのミルフィーユ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 北海道かぼちゃのミルフィーユ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 焼栗モンブラン 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ ミルクレーム 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ いちごのミルクレープ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ いちごのシャルロット 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 生チョコのシャルロット 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 和栗のシャルロット 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ モンブランプリン 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ ミニシューＭＩＸ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 生チョコいちごクレープ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ スイートポテトクレープ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ ムースチョコプロフィットロール 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ なめらか杏仁＆マンゴ 洋生菓子 不明 有（２５０℃，５０気
圧，１時間の高圧蒸気
滅菌）

不明 牛脂 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。）

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ カフェショコラ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ 木いちご＆レアチーズ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ ティラミス 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ サワークリームナッツケーキ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ チーズケーキ 洋生菓子 なし
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菓子類

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

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ チーズクリーム 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ クリームパフ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ アップルクランブルパイ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ ザッハトルテ 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ コーヒーシェイク 洋生菓子 なし

㈱デザートランド 横浜市中区花咲町３－１０３－２ レアチーズタルト 洋生菓子 なし

㈱東急ストア 東京都渋谷区渋谷２－２１－１２ 生クリーム 生菓子 無

㈱東急百貨店　　アンデルセン 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ パイ等 生菓子 無

㈱東急百貨店　　キャトル 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ ゼリー 生菓子 無

㈱東急百貨店　　新宿高野 東京都渋谷区渋谷２－２４－１ ゼリー等 生菓子 無

㈱東急百貨店　ｶﾞﾄｰボワイヤー
ジュ

東京都渋谷区渋谷２－２４－１ パンプキンムース 生菓子 無

㈱東京風月堂 東京都東久留米市東本町1-8 レアチーズ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東久留米市東本町1-8 ﾚｱﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東久留米市東本町1-8 ｶﾞﾄｰ･ｵ･ﾃｨｰ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東久留米市東本町1-8 ﾑｰｽ･ｵ･ﾎﾟﾜｰﾙ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東久留米市東本町1-8 ﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾎﾃﾙﾌﾞﾚｯﾄﾞ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾚｯﾄﾞ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｲｷﾞﾘｽﾊﾟﾝ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 パンドミー 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 食パン 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ(ﾋﾟｰﾅｯﾂｸﾘｰﾑ入り） 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｼﾅﾓﾝﾛｰﾙｱｯﾌﾟﾙﾃﾞﾆｯｼｭ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｺﾛｯｹﾊﾟﾝ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾀﾏｺﾞﾄﾞｰﾅｯﾂ 菓子類 なし
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菓子類

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

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 黒糖ﾄﾞｰﾅｯﾂ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝﾄﾞｰﾅｯﾂ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｾｻﾐﾄﾞｰﾅｯﾂ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 白パン 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 黒ゴマパン 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 カレーパン 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 あんﾄﾞｰﾅｯﾂ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 バタートップ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｵﾆｵﾝﾌﾞﾚｯﾄﾞ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 レーズンナッツ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 天然酵母ｸﾛﾜｯｻﾝ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 バターロール 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾁｰｽﾞﾌﾗﾝｽ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｶﾞｰﾘｯｸﾌﾗﾝｽ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾊﾞﾀｰﾌﾗﾝｽ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾍﾞｰｺﾝﾌﾗﾝｽ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾌﾗﾝｸﾌﾗﾝｽ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 桜あんぱん 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 小倉あんぱん 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 うぐいす 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 紫芋あんぱん 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾁｮｺﾚｰﾄﾊﾟﾝ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 メロンパン 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾁｰｽﾞﾌﾛﾏｰｼﾞｭ(ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞ) 菓子類 なし
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菓子類

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

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 おやきぱん（野沢菜入り） 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｺﾞﾎﾞｳｻﾗﾀﾞぱん 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ツナロール 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｰｽﾞﾛｰﾙ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ハムロール 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｳｲﾝﾅｰﾛｰﾙ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾚｰｽﾞﾝｼｭｶﾞｰ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾚｰｽﾞﾝﾊﾞﾝｽﾞ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ(ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ入り） 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ピザパン 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ツナピザパン 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾊﾞﾅﾅﾃﾞﾆｯｼｭ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾏｶﾛﾆﾃﾞﾆｯｼｭ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｼﾅﾓﾝﾃﾞﾆｯｼｭ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｱｯﾌﾟﾙﾃﾞﾆｯｼｭ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｱﾙﾒｯﾄﾊﾟｲ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 やきそば 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｴﾋﾞたっぷりｻﾝﾄﾞ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾌｨﾚｵﾌｨｯｼｭ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 卵ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ツナサンド 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ハムサンド 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ﾐｯｸｽｻﾝﾄﾞ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ 菓子類 なし
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菓子類

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

㈱東京風月堂 東京都東村山市秋津町5-7-8 かつｻﾝﾄﾞ 菓子類 なし

㈱東京風月堂 江東区亀戸５－１－１ ガトー・オ・ティー 洋菓子 無

㈱東京風月堂 江東区亀戸５－１－１ ムース・オ・ポワール 洋菓子 無

㈱東京風月堂 江東区亀戸５－１－１ レアチーズケーキ 洋菓子 無

㈱東京風月堂 江東区亀戸５－１－１ レアチーズタルト 洋菓子 無

㈱東京風月堂 江東区亀戸５－１－１ レアチーズ 洋菓子 無

㈱東京風月堂 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５ ムース 生菓子 無

㈱東京風月堂 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５ モンブラン 生菓子 無

㈱東京風月堂 東京都渋谷区恵比寿南１－５－６ ヨーグルトムース 生菓子 無

㈱東京風月堂 東京都渋谷区恵比寿南１－５－７ 抹茶ムース 生菓子 無

㈱東京風月堂 東京都渋谷区恵比寿南１－５－８ ムース・オ・ポワール 生菓子 無

㈱東京風月堂 東京都渋谷区恵比寿南１－５－９ 杏仁フルーツ 生菓子 無

㈱東京風月堂 東京都渋谷区恵比寿南１－５－１０ ガトー・オ・ティー 生菓子 無

㈱東京?月堂 新宿区北新宿４－３２－１１ ショコラ・オ・マロン 洋生菓子 なし

㈱東京?月堂 新宿区北新宿４－３２－１１ キャラメル・オ・ポンム 洋生菓子 なし

㈱東京?月堂 新宿区北新宿４－３２－１１ ﾀﾙﾄ･ｵ･ﾌﾛﾏｰｼﾞｭ 洋生菓子 なし

㈱東京ポンパドウル宇都宮店 宇都宮市宮園町5-4 菓子パン 菓子パン なし

㈱徳倉 江東区北砂１－１８－２ グレーズパウダー 製菓材料 無

㈱徳倉 江東区北砂１－１８－２ ＭＤフィニッシング 製菓材料 無

㈱徳倉 江東区北砂１－１８－２ 製菓材料０５ 製菓材料 無

㈱徳倉 江東区北砂１－１８－２ 製菓材料１０ 製菓材料 無

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ かまくら 菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ チョコかまくら 菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 杏仁豆腐 生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 抹茶白玉 生菓子 なし
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菓子類

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

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 贅沢杏仁 生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 生チョコｹｰｷ 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ レアチーズケーキ 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ミルクたっぷりとろりんシュー 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ かぼちゃプリン 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ティラミス（新） 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ティラミス 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ たっぷりクリームプリン 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ かぼちゃプリン 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 栗のプリン 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 胡麻のブラマンジェ 洋生菓子 なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ メロンプリンパフェ 洋生菓子 なし

㈱虎谷 足利市新山町１－６ 苺タルト 菓子 なし

㈱虎谷 足利市新山町１－６ 飾り人形 菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ あゆ 和菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ おはぎ 和菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ 柏もち 和菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ 草だんご 和菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ 桜もち 和菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ 大福もち 和菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ ニッキもち 和菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ 花見だんご 和菓子 なし

㈱鳥居政蔵商店 高島郡マキノ町知内１８３７ 米肥 和菓子 なし

㈱ドンク神戸六甲アイランド工場 東灘区向洋町西５－４ 半生洋菓子 洋生菓子 なし

㈱ドンク神戸六甲アイランド工場 東灘区向洋町西５－４ 半生洋菓子 洋生菓子 なし
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菓子類

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

㈱ドンク神戸六甲アイランド工場 東灘区向洋町西５－４ 洋菓子類 洋菓子 なし

㈱ドンク東京 川崎市中原区宮内2-31-1 菓子パン類 菓子パン なし

㈱ナカジマ 大阪市阿倍野区美章園3-7-7 マンゴムース 菓子 なし

㈱ナカジマ 大阪市阿倍野区美章園3-7-7 ココナッツミルクムース 菓子 なし

㈱ナカムラ製菓 西尾市市子町平加８７ たこやき、えび素材、ごぼうせ
ん、海鮮ミックス等

せんべい（菓
子）

なし

㈱長良園 岐阜市北鶉４丁目３０番地 ゴーフレット 菓子 なし

㈱長良園 岐阜市北鶉４丁目３０番地 玉子煎餅 菓子 なし

㈱夏目製菓 豊橋市東森岡１丁目５－１０ おからかりんとう 油菓子 なし

㈱夏目製菓 豊橋市東森岡１丁目５－１０ ｶﾙｼｭｳﾑかりんとう 油菓子 なし

㈱夏目製菓 豊橋市東森岡１丁目５－１０ ごまかりんとう 油菓子 なし

㈱夏目製菓 豊橋市東森岡１丁目５－１０ 白かりんとう 油菓子 なし

㈱夏目製菓 豊橋市東森岡１丁目５－１０ 全粒粉かりんとう 油菓子 なし

㈱夏目製菓 豊橋市東森岡１丁目５－１０ ﾐﾙｸかりんとう 油菓子 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ マンゴー１／２カット 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ラ・フランス 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ 桃（ホール） 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ 伊予柑シャーベット 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ パパイヤ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ マンゴー 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ 桃１／２カット 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ りんごシャーベット 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ 赤りんご 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ フジリンゴ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ スィーティー１／２ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ハッピーナイト アイスクリーム
類

なし
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菓子類

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

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｶｯｻｰﾀ アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ レモンシャーベット 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞｼｬｰﾍﾞｯﾄ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ 日向カボチャ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ PCパフェフラゴーラ160ml アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ５ｌシャンパン 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌぶどう 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌアプリコット 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌメロン 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌマンゴ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌポワール 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌスイカ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌ赤肉メロン 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌ桃 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌスウィーティ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌ山川紫 アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌリンゴ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌ甘夏 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌざくろ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌ巨峰 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌレモン 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌストロベリー 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌオレンジ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌカシス 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌ野イチゴ 氷菓 なし
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菓子類

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

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ４ｌパンプキン 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ジェラーレ アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ パーニエリーノ アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ パッフェフラゴーラ アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ パッフェチョコラータ アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ パッフェ小倉 アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ トロワグロストロベリー 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ トロワグロレモン 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ クイーンアリスあずき 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ｸｲｰﾝｱﾘｽｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ カッサータ アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ブリック アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ﾌﾟﾌﾟﾊﾞﾆﾗ&抹茶 アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ﾌﾟﾌﾟﾊﾞﾆﾗ&チョコ アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ パンナ アイスクリーム
類

なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ２ｌオレンジ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ２ｌポムベール 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ２ｌフランボワーズ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ２ｌフレーズ 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ ゆずシャーベット 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ 上記以外のﾅﾎﾟﾘﾌﾞﾗﾝﾄﾞ氷菓 氷菓 なし

㈱ナポリアイスクリーム 新宿区左門町２１－２ 上記以外のﾅﾎﾟﾘﾌﾞﾗﾝﾄﾞｱｲｽｸﾘｰﾑ類 アイスクリーム
類

なし

㈱南海ベーカリー 貝塚市中1546 パン（1種） 菓子 無

㈱新潟不二フード 三条市東裏館３－３－２ コーヒーゼリー 菓子 なし

㈱ニチベイ 鳥栖市藤木町若桜６－９ 柿の種ﾐｯｸｽ､NO1柿ﾋﾟｰﾐｯｸｽ､おつま
みｶﾝﾄﾘｰ

菓子類 無
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菓子類

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

㈱ニチベイ 鳥栖市藤木町若桜６－９ ｽｲｰﾄｼｼｪﾙｱｰﾓﾝﾄﾞ 菓子類 無

㈱ニチベイ 鳥栖市藤木町若桜６－９ NO1柿ﾋﾟｰﾐｯｸｽ､おつまみｶﾝﾄﾘｰ､ｱｰ
ﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾂﾌﾞﾗﾝ

菓子類 無

㈱ニチベイ 鳥栖市藤木町若桜６－９ ｾｻﾐﾐｯｸｽ他3種 菓子類 無

㈱ニチベイ 鳥栖市藤木町若桜６－９ ﾃｲｽﾃｨﾐｯｸｽﾃﾝ 菓子類 無

㈱ニチベイ 鳥栖市藤木町若桜６－９ わさびｱｰﾓﾝﾄﾞﾅｹﾞｯﾄ 菓子類 無

㈱ニッカ食品 春日部市豊野町２－８－２ 白菜ｷﾑﾁ（ニッカ食品） 漬物 なし

㈱日新製菓 上河内町下小倉１３１２ 江戸の波奈　たまり煎 米菓 なし

㈱日新製菓 上河内町下小倉１３１２ 江戸の波奈　七味 米菓 なし

㈱日新製菓 上河内町下小倉１３１２ あばれうす焼き　七味辛し 米菓 なし

㈱日新製菓 上河内町下小倉１３１２ 絹どけ醤油揚げせん 米菓 なし

㈱日本ガストロノミー研究所 東京都渋谷区猿楽町２３－２ ガトーカシス等 生菓子 無

㈱ﾈｰｼﾞｭ 八尾市若林町２－９０ 三宝柑 氷菓 無

㈱根本製菓 下館市外塚801 米菓 菓子 無

㈱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
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菓子類

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

㈱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

㈱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
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菓子類

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

㈱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

㈱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 　
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菓子類

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

㈱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

㈱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

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ココナッツのブラマンジェ 生菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ マッチャのブラマンジェ 生菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ カスタードプリン 生菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂのﾌﾟﾘﾝ 生菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ 紅茶のプリン 生菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ｻﾂﾏｲﾓとﾊﾞﾅﾅの焼き菓子 菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ 黒ゴマとﾁｮｺﾚｰﾄのﾌﾟﾘﾝ 生菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ バナナのプリン 生菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ﾊﾟﾝとﾘﾝｺﾞのﾌﾗﾝ 生菓子 なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ｶﾎﾞﾁｬのﾌﾟﾘﾝ 生菓子 なし
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菓子類

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

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ 抹茶とあずきのｶﾞﾄｰ 生菓子 なし

㈱はこだて柳屋 北海道函館市万代町３－１３ 洋生菓子 洋生菓子 なし

㈱初雪 吉川市小松川７０４－１ 菓子 たまごパン、メ
ロンパン、アー

なし

㈱花園万頭 新宿区新宿５－１６－１５ 春日山 菓子 なし

㈱花園万頭 新宿区新宿５－１６－１５ 栗きんつば 菓子 なし

㈱早和 東京都港区虎ﾉ門３－１９－９ アイスクリーム アイスクリーム 無 ― ― ― ― ― ―

㈱はり糸 新潟市女池７－２－１０ 菓子 菓子 なし なし

㈱はり糸（クレーシェル洋菓子
店）

新潟市川端町１－６－１ 菓子 菓子 なし なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 スポンジケーキ（ｼｮｰﾄｹｰｷ） 生菓子 なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 菓子パン類 菓子パン なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 蒸しパン 菓子パン 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 浅漬かぶ 漬物 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 あっさりキムチ 漬物 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 岩瀬さんちのこだわり白菜 漬物 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 ｵｲｷﾑﾁ 漬物 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 ｵｲｷﾑﾁ 漬物 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 キャベツ浅漬 漬物 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 ｻﾗﾀﾞ風あっさりｷﾑﾁ 漬物 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 たまり白菜 漬物 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 つけもの小鉢 漬物 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 松前白菜 漬物 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 ミックスピクルス 漬物 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 もりもり白菜 漬物 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 ゆず白菜 漬物 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 調味液 なし
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菓子類

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

㈱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 胡瓜浅漬 漬物 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 浅漬け白菜 漬物 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

㈱ピックルスコーポレーション所
沢工場

三芳町上富１０３１－１ 漬物盛合せ 漬物 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 北海道ｻﾗﾀﾞかぶ 漬物 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 本格ｿｳﾙｷﾑﾁ 漬物 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 本格ソウルキムチ 漬物 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 霧育ち白菜 漬物 なし

㈱平田屋 静岡県三島市平成台
７番地

Ｇ　ストロベリーケーキ 菓子 なし

㈱ファッション須賀 東京都渋谷区恵比寿南３－３－８ ムース 生菓子 無

㈱ブールミッシュ 川崎市川崎区日進町１－１１ 洋生菓子 洋生菓子 なし

㈱フクイ 草加市弁天2-27-25 チョコレート 菓子 なし

㈱フクイ 草加市弁天2-27-25 柿の種チョコ 菓子 なし

㈱藤生企画「ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ・ﾄﾞｩ・ｼｪ
ﾌ・ﾌｼﾞｳ」

東京都日野市高幡17-8 洋生菓子類 生菓子 なし

㈱藤生企画「ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ・ﾄﾞｩ・ｼｪ
ﾌ・ﾌｼﾞｳ」

東京都日野市高幡17-8 半生菓子類 生菓子 なし

㈱藤生企画「ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ・ﾄﾞｩ・ｼｪ
ﾌ・ﾌｼﾞｳ」

東京都日野市高幡17-8 焼き菓子類 焼菓子 なし

㈱藤生企画「ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ・ﾄﾞｩ・ｼｪ
ﾌ・ﾌｼﾞｳ」

東京都日野市高幡17-8 チョコレート菓子 生菓子 なし

㈱プチ･プランス 大阪市東淀川区豊里7-3-27 洋菓子類 菓子 なし

㈱芙蓉 横浜市戸塚区秋葉町９－１ 団子（みたらし，あん，ごまだ
れ，すあま，月見）

和菓子 　なし

㈱芙蓉 横浜市戸塚区秋葉町９－１ 大福（白大福，豆大福，草大福，
ごま大福）

和菓子 　なし 　

㈱芙蓉 横浜市戸塚区秋葉町９－１ おはぎ（こし，粒，きなこ，ご
ま，道明寺）

和菓子 　なし 　
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適切な防止措置の有無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱芙蓉 横浜市戸塚区秋葉町９－１ 餅類（あべかわ餅，すりごま餅，
柏餅，草餅，小餅）

和菓子 　なし 　

㈱芙蓉 横浜市戸塚区秋葉町９－１ 紫いも小餅 和菓子 　なし 　

㈱芙蓉 横浜市戸塚区秋葉町９－１ 桜餅 和菓子 　なし 　

㈱芙蓉 横浜市戸塚区秋葉町９－１ 栗茶巾 和菓子 　なし 　

㈱フランセ 東京都渋谷区東１－３－１ ババロア等 生菓子 無

㈱プランタン銀座（ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ) 東京都中央区銀座３－２－１ オランジュ 洋生菓子 無

㈱プランタン銀座（ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ) 東京都中央区銀座３－２－１ ピエロ 洋生菓子 無

㈱プランタン銀座（ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ) 東京都中央区銀座３－２－１ ミュスカ 洋生菓子 無

㈱プランタン銀座（ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ) 東京都中央区銀座３－２－１ ショコラピスタチオ 洋生菓子 無

㈱プランタン銀座（ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ) 東京都中央区銀座３－２－１ スーリール 洋生菓子 無

㈱古田製菓 岐阜県加茂郡八百津町八百津4569-2 焼き菓子 焼き菓子 なし

㈱プレジィール 蟹江町西之森柳原216-1 ケーキ・ギフト用洋菓子 菓子類 なし

㈱フローレンス 大阪市住吉区苅田７-9-19 ババロア、チーズ 洋菓子 なし

㈱ベニヤ洋菓子店 東京都杉並区久我山２－２８－４ ゼリー 洋生菓子 なし

㈱ベニヤ洋菓子店 東京都杉並区久我山２－２８－４ ババロア 洋生菓子 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3-28-2 うなぎのたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3-28-2 焼鳥のたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 信州ハムカレーハンバーグソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 信州ハムトマトハンバーグソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 信州ハムデミグラスソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 きんぴらのたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 棒棒鶏のたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 魚貝野菜あんかけ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 ひじき煮のたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 Ｙガーリックスパイス 菓子類 なし
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菓子類

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

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 クリアカルビたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 スパイシーステーキソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 老舗風味      とんかつソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 老舗風味フライ用ソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 漬込みのたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 RS二段仕込みソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 桃花林中華たれ酢豚 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 特製二幸ローストビーフソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 特製二幸ハンバーグソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 和風二幸ハンバーグソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 ツルヤ特撰     中濃ソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 ツルヤ特撰     ウスターソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 ツルヤ特撰     とんかつソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 ツルヤ特撰     ハンバーグソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 コープながの    新味噌味 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 神明牧場自家製  すき焼牛丼のた
れ

菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 棒棒鶏ソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 洋食屋さんのソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 洋食屋さんのお子様ソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 レストランとんかつソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 レストランウスターソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 レストラン中濃ソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 RSソースかつ丼ソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 桃花林KOKUカルビ焼肉のたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 RSレストランウスターソース 菓子類 なし
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 RSレストラン中濃ソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 RSレストランとんかつソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 COOPとんかつソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 COOP中濃ソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 COOPウスターソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 COOPレストランソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 花亭ビストロおろしステーキソー
ス

菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 冷しゃぶおろしぽん酢 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 海鮮丼のたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 桃花林焼肉のたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 花亭ビストロガーリックステーキ
ソース

菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 桃花林オイスターソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 桃花林みそ炒めソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 味付け名人 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 中華料理の素 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 ソースカツ丼ソースSV 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 焼きとりのたれSV 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 新マーボーなすのたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 イカリングのたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 チンジャオロース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 煮物のたれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 ミソカルビタレ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 カツドンソース 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 ニモノタレ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 チュウカタレ 菓子類 なし
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菓子類

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

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 中華たれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 信州ハム㈱チキンロールキャベツ
スープ

菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 豚キムチの  たれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 総菜キムチの  たれ 菓子類 なし

㈱ポールスタア 東京都東村山市久米川町3－28－2 信州ハム㈱和風ロールキャベツ
スープ

菓子類 なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 ｼｬﾄﾚｰｾﾞダブルシュークリーム シュークリーム なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 ｼｬﾄﾚｰｾﾞプレミアムシュークリー
ム

シュークリーム なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－１ 抹茶ムースケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－１ レモンムースケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 ショコラパリケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 エンゼルケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 カラメルポアールケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 レアチーズケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 セサミスイートケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 フルーツカクテルケーキ ショートケーキ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 ｼｬﾄﾚｰｾﾞとうきびチョコ チョコレート なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 とうきびチョコDX チョコレート なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 夕張メロンケーキ パイ なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 ドラキュラ葡萄ハスカップケーキ パイ なし

㈱ボン・オーハシ 新潟市女池神明３－３－１２ ケーキ 菓子 なし なし

㈱本高砂屋 東灘区向洋町西５－１ 和生菓子 和生菓子 なし

㈱マイケルジェイズ倶楽部 東灘区住吉東町４－６－１６ 洋生菓子 洋生菓子 なし

㈱マスキン 宇都宮市平出工業団地45-9 ショートケーキ類 洋生菓子 なし

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ ソースマヨもんじゃ 菓子 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ （ＣＯ－ＯＰ）おつまみックス 菓子 無
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菓子類

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

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ ﾀﾏｺﾞﾎﾞｰﾛ （焼き菓子） なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ ｼｭｳｸﾘｰﾑ　　　　　　　　ﾌﾟﾁｼｭｰ ﾊﾟﾌ なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ 　６個ﾌﾟﾁｹｰｷ、ﾚﾓﾝ、ｶﾌｪｵﾚ 洋菓子 なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ 　生ﾁｰｽﾞｹｰｷ 洋菓子 なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ 　生ﾌﾟﾁｹｰｷ 洋菓子 なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ 　生ﾏﾌｨﾝｹｰｷ 洋菓子 なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ 　北海道ﾁｰｽﾞﾏﾌｨﾝ 洋菓子 なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ ２個ﾏﾌｨﾝ、ﾚﾓﾝﾏﾌｨﾝ、ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝﾏﾌｨ
ﾝ

洋菓子 なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ ﾌｧﾐﾁｰｹｰｷ･ｷｬﾛｯﾄ･ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝﾌﾟﾁ 洋菓子 なし

㈱マルキン 豊橋市日色野町字藤井３番地の５ 洋菓子　ｶﾞﾄｰﾏﾌｨﾝ（ﾌﾟﾚｰﾝ）・
（ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ）

洋菓子 なし

㈱丸新 岸和田市大北町9-25 和洋菓子（108種） 和洋菓子 無

㈱丸紅商会 大阪府堺市寺地町東３－２－２ かつおだし 和風だし 無

㈱マロニエ 栃木市倭町4-20 洋菓子 洋菓子 なし

㈱万葉会館 東京都渋谷区宇田川町２４－１ ムース等 生菓子 無

㈱ミッシェル 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 ピリ辛ラスク 菓子 なし

㈱三星 北海道苫小牧市字糸井141番地 ｼｮｰﾄｹｰｷ ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

㈱みやび野 東京都日野市東豊田1-9-5 パウンドケーキ 焼菓子 なし

㈱ミルフィーユ 吹田市五月が丘北２５－３８ 生ケーキ 洋菓子 無

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ えびまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ かにまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ チーズまんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ ごままんじゅう 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ パンプキンまん（中華まんじゅ
う）

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ ミニ包子・あんまん（中華まん
じゅう）

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ マイカル肉まん（中華まんじゅ
う）

菓子 なし
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ マイカルあんまん（中華まんじゅ
う）

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ クリームまん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ チョコレートまん（中華まんじゅ
う）

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ キムチまん（中華まんじゅう） 菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ 札幌国際観光（株）ブランド　ミ
ニ包子・肉まん（中華まんじゅ

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ 札幌国際観光（株）ブランド　え
びまんじゅう

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ 札幌国際観光（株）ブランド　か
にまんじゅう

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ 札幌国際観光（株）ブランド
チーズまんじゅう

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ 札幌国際観光（株）ブランド　キ
ムチ餃子

菓子 なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ 札幌国際観光（株）ブランド　胡
麻まんじゅう

菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾟﾁｸﾘｰﾑﾁｮｺ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾟﾁﾁｮｺ（白） 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｼｮｺﾗﾌﾞﾚｯﾄ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾁｮｺ棒 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ｽｲｰﾄﾌﾞﾗﾝ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 ﾌﾟﾁﾁｮｺ 菓子 なし

㈱もりもと 千歳市千代田町12-1 Bﾁｮｺ 菓子 なし

㈱モンド 下館市野殿1555 ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 緑黄色野菜のクラッカー 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 本物の味ミックスフィンガー 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ＢＳチョコ英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ミニストップ80ｇフィンガーチョ
コ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 スリーエフ45ｇテーブルチョコ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 マルシゲＨＡＰＰＹチョコフィン
ガー

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 買物専科チョコビス（赤） 菓子 無
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菓子類

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

㈱モンド 下館市野殿1555 ちょっとおいしいヨ　チョコ英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 自然味フィンガーチョコ95g 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 にぎわい倶楽部チョコシガー 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 満点チョイス110ｇチョコビス 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 無印チョコ掛けココアビス 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 買物専科チョコビス（青） 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 300ｇテーブルチョコ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 90ｇカカオ倶楽部テーブルチョコ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 スリーエフ65ｇチョコ英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ミニチョコチップクッキー 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ミニバタークッキー 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 満点チョイス65ｇチョコチップ
クッキー

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 260ｇミックステーブル 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 コープシリアルビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 留型マリービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 300ｇマリオビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 175ｇいい味見つけたマリービス
ケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 160ｇ小麦倶楽部スナッククラッ
カー

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 160ｇ小麦倶楽部シガービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 160ｇ小麦倶楽部プレーン英字ビス
ケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 160ｇ小麦倶楽部ごま英字ビスケッ
ト

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 400ｇプチラックビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 380ｇゴマ英字ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 150ｇダフネの英字ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 12枚全粒粉ごまビスケット 菓子 無
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菓子類

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

㈱モンド 下館市野殿1555 12枚全粒粉ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ＢＳハードビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ファイン100ハードビスケット（オ
レンジ）

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ファイン100ハードビスケット（ピ
ンク）

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ファイン100フィンガーチョコ（オ
レンジ）

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ファイン100フィンガーチョコ（ピ
ンク）

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 暮らしの88英字ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 生活志向シガービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 生活志向マリービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ＴＯＣプレーン英字ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ＣＯ－ＯＰごまだらけビスケット
120ｇ

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 マリービスケット（100）190ｇ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 4連やんちゃるモンちゃホワイトク
リームビスケット

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ８パックおじゃる丸おやつパック 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ６パックおじゃる丸おやつパック 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 40ｇしまじろう英字ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 40ｇしまじろうゴマビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 しまじろう４連ビスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓シガービスケット（増
量）30％

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓ハードビスケット（増
量）20％

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓シガービスケット（増
量）20％

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓ホワイト英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓シガービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓プレーン英字ビス 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 味好百菓ハードビスケット 菓子 無
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菓子類

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

㈱モンド 下館市野殿1555 お買得気分ホワイト英字ＣＶＳ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 お買得気分ホワイト英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 満点チョイス95ｇホワイト英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ごまごまＡＢＣ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ちょこっとシガービスケット 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ４連忍たま乱太郎チョコビスケッ
ト

菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 200ｇアルプローゼ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 80ｇカカオ倶楽部アルプローゼ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 110ｇカカオ倶楽部チョコ英字 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 250ｇＣＯＯＰアソートチョコ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 ＪＣＣ280ｇアソートチョコ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 フレッシュアソートチ240ｇ 菓子 無

㈱モンド 下館市野殿1555 サークルＫ328ｇアソートチョコ 菓子 無

㈱山盛堂本舗 三重県桑名郡多度町香取４８８－１ 昆布巻 菓子 なし

㈱ﾕｰﾊｲﾑ 川崎市高津区下野毛3-15-2 洋生菓子類 洋生菓子 なし

㈱ﾕｰﾊｲﾑ 川崎市高津区下野毛3-15-2 菓子類 菓子 なし

㈱ユーハイム・コンフェクト 西区北別府２丁目１－２ マシュマロ 洋生菓子 なし

㈱ユーハイム・コンフェクト 西区北別府２丁目１－２ マシュマロ・ドルチェ 洋生菓子 なし

㈱ユーハイム・コンフェクト 西区北別府２丁目１－２ 洋菓子類 洋生菓子 なし

㈱湯田牛乳公社 湯田町小繋沢５５－１３８ icoopみるくプリン 菓子 無

㈱湯田牛乳公社 湯田町小繋沢５５－１４０ 湯田プリン 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

栗のパフェ 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

胡麻のブランマンジェ 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

贅沢杏仁 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

チョコかまくら 菓子 無
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菓子類

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

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

ティラミス 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

生チョコケーキ 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

抹茶白玉 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

ミルクたっぷりとろりんシュー 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

メロンプリンパフェ 菓子 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

レアチーズケーキ 菓子 無

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 ドライケーキ（クッキー） 焼菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 リトルリーフ・パルシェ（パイ
類）

焼菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 ビクトリア 焼菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 チーズケーキ・カマンベールチー
ズケーキ・トマトタルト

焼菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 チーズスフレ・ベイクドチーズ 生菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 シュークリーム 生菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 フロメスト 生菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 モロケーキ・マロンケーキ・モカ
ロール

生菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 モザイク・エンゼル 生菓子 なし

㈱洋菓子舗ウエスト　日野工場 東京都日野市南平1-59-5 モンブラン・ショート・プリン・
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙｼｮｺﾗ・ｼｮｺﾗ・チョコレー
トケーキ

生菓子 なし

㈱横浜ポンパドウル 横浜市港南区上大岡西1-18-3 食パン 菓子 なし

㈱横浜ポンパドウル 横浜市港南区上大岡西1-18-3 菓子パン 菓子 なし

㈱呼人堂 枚方市岡本町10-3 和菓子 無

㈱ライフフーズ 市内５店舗 チョコリング，ツイスト，ツイン
ズ，アンドーナツ，フランクドー
ナツ

菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 クインブレッド，ミニクイン 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 ジャンボゴマドーナツ，ジャンボ
ドーナツ，エクセル，ハニートー
スト，粗引きフランクロール

菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 バターロール，ロールバラ，エク
セルブレット

菓子パン なし
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菓子類

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 市内５店舗 たっぷりコーンロール，焼き込み
パン

菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 レーズンシュガー 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 レーズンパン，レーズンブレッ
ト，フレンチレザン，レーズン
ロール，イギリスパン

菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 プチクロワッサン，スイートクロ
ワッサン

菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 あんぱん 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 アップルデニッシュ，デニッシュ
ブレッド，デニッシュハーフ，さ
つまデニッシュ

菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 バタースティック 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 コロネ 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 イタリアントマトピザ，きのこピ
ザ

菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 ピーナッツフランス，カルツォー
ネ，レザンノア，クグロフ

菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 アップルパイ 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 たまごパン 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 クイニーアマン 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 荒挽きフランクロール 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 コーヒーロール，あんドーナツ 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 パイシュー 菓子パン なし

㈱ライフフーズ 市内５店舗 かぼちゃロール，りんごフロマー
ジュ

菓子パン なし

㈱ラキット 大阪市平野区喜連５－２－２０ 動物ビスケット 菓子 なし

㈱ラキット 大阪市平野区喜連５－２－２０ クリームウェハース 菓子 なし

㈱ラキット 大阪市平野区喜連５－２－２０ アーモンドチョコレート 菓子 なし

㈱ラキット 大阪市平野区喜連５－２－２０ タマゴボーロ 菓子 なし

㈱ラキット 大阪市平野区喜連５－２－２０ スカッチキャンディ 菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 栗のシュークリーム 菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 シートケーキ
栗かぼちゃ

菓子 なし
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菓子類

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

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 シートケーキ
ティラミス

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 シートケーキ
フランボア

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 シートケーキ
ブルーベリー

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
シフォンケーキ（紅茶）

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
シフォンケーキ（バニラ）

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
ショートケーキ

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
ショコラ・ショコラ

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
スクエア・プリンケーキ

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
ツインチーズケーキ

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
ビスキュイ

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
ブルーベリーのタルト

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
ヨーグルトババロア　オレンジ

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 デザートコース
ヨーグルトババロア　ブルーベ

菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 プッチンプリン 菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 りんごのシュークリーム 菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 りんごのロールケーキ 菓子 なし

㈱ラトリア 名古屋市天白区中砂町310番地 レアチーズケーキ 菓子 なし

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ミルキーメロン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ 小倉あんドーナツ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ こしあんドーナツ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ モカチーノサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ メープルのパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ シナモンスティックドーナツ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ごまとカマンベール 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ くるくるシュクレ 菓子パン 無
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菓子類

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

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ スイートポテトのパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ メロンパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ 豊の香いちご＆ホイップ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ブルーベリー＆ミルク 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ホイップチョコ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ホワイトミルクロール 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ モカチーノサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ クリーミーおさつ＆ホイップ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ホイップ＆カスタードーナツ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ バナナカスター＆ホイップ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ カフェモカサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ コッペつぶあん＆マーガリン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ コッペジャム＆マーガリン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ スイートポテトなパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ソフトピーナツサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ 豊の香いちご＆ホイップ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ミルクパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ちぎりパン（バニラチョコ） 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ブルーベリー＆ミルク 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ メープルのパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ プロベストEL 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ おさつスティックサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ふんわりクリームサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ロングシュガーマーガリン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ダブルクリームサンド 菓子パン 無
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菓子類

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

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ホイップショコラ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ カフェモカサンド 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ クリーミーおさつ＆ホイップ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ クリームパン 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ホイップ＆カスタードーナツ 菓子パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ ミルキーフランス 菓子パン 無

㈱ル・ピノー 大阪市西区北堀江2-4-12 ゼリー 洋菓子 なし

㈱ルモンドアリコ 成田市西三里塚1-172 菓子類 菓子 無

㈱ローランローゼ 新潟市女池神明３－３－１２ ケーキ 菓子 なし なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ ｷｼﾘﾄｰﾙﾀﾌﾞﾚｯﾄ＋２〈ｱｲｽﾐﾝﾄ〉 清涼菓子 なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ ｷｼﾘﾄｰﾙﾀﾌﾞﾚｯﾄ＋２〈ｽﾘｰﾐﾝﾄ〉 清涼菓子 なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ ｷｼﾘﾄｰﾙﾀﾌﾞﾚｯﾄ＋２〈ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾐﾝ
ﾄ〉

清涼菓子 なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ 超ミント 清涼菓子 なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ NPP(150円)小梅(袋) キャンディー なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ NPP(150円)小梅〈青梅〉(袋) キャンディー なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ 60円小梅（P店用） キャンディー なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ かわりんぼ チューインガム なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ ふーせんの実ｽｲｰﾃｨ チューインガム なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ ふーせんの実ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ チューインガム なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ 200さくっとﾎﾟﾃﾄ(明太子) ビスケット なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ 800さくっとﾎﾟﾃﾄ(とんこつ) ビスケット なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ 800さくっとﾎﾟﾃﾄ(八丁味噌) ビスケット なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ 80ジャガ一本（塩） ビスケット なし

㈱ロッテ 新宿区西新宿３－２０－１ 80ジャガ一本（ﾏｽﾀｰﾄﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ) ビスケット なし

㈱ロビニア 埴科郡坂城町中之条541番地 CO-OPカラフルチョコボール チョコレート菓
子

なし
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菓子類

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

㈱ロビニア 埴科郡坂城町中之条541番地 レーズンチョコ チョコレート菓
子

なし

㈱一口堂製菓本舗 大阪市東住吉区針中野4-8-2 菓子 菓子 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

㈱栄福堂 大阪市東住吉区今川1-4-18 菓子 菓子 なし

㈱永昌源 深谷市櫛引98 ECGﾊﾀｹｼﾒｼﾞ王子１号 その他 なし

㈱永昌源 深谷市櫛引98 ＥＳＧハタケシメジ王子１号 食品用カプセル なし

㈱永昌源 深谷市櫛引98 老酒 酒 なし

㈱岡崎物産 草加市小山1-24-20 クリームあんみつ 菓子 なし

㈱岡崎物産 草加市小山1-24-20 ｺｰﾋｰｾﾞﾘｰ 菓子 なし

㈱岡崎物産 草加市小山1-24-20 こんにゃくゼリー 菓子 なし

㈱岡崎物産 草加市小山1-24-20 みかんゼリー 菓子 なし

㈱岡崎物産 草加市小山1-24-20 ﾐｯｸｽｾﾞﾘｰ 菓子 なし

㈱岡崎物産 草加市小山1-24-20 杏仁フルーツ、杏仁豆腐 菓子 なし

㈱加ト吉 戸田市美女木４－２８－１ 鰻蒲焼きのたれ たれ なし

㈱菓生堂 大阪市平野区喜連東3-12-29 ヨーチビスケット 菓子 なし

㈱菓生堂 大阪市平野区喜連東3-12-29 くだものビスケット 菓子 なし

㈱丸米製菓 富山県西砺波郡福光町高宮1,380番地 サラダホープ 米菓 なし

㈱岩田コーポレーション 熊本市和泉町168-18 甘夏ミンツ 菓子 無

㈱岩田コーポレーション 熊本市和泉町168-18 梅ミンツ 菓子 無

㈱岩田コーポレーション 熊本市和泉町168-18 リフレッシュミンツ　フルーツミ
ント

菓子 無

㈱岩田コーポレーション 熊本市和泉町168-18 クロレッツミンツ 菓子 無

㈱岩田コーポレーション 熊本市和泉町168-18 トロピカルミンツ 菓子 無
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菓子類

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

㈱岩田コーポレーション 熊本市和泉町168-18 すずめ 菓子 無

㈱岩田コーポレーション 熊本市和泉町168-18 リフレッシュミンツ　ストロング
ミント

菓子 無

㈱喜久寿 大阪市住吉区東粉浜3-28-12 和菓子 菓子 なし

㈱喜久寿 大阪市住吉区東粉浜3-28-12 洋菓子 菓子 なし

㈱喜久寿 大阪市住吉区東粉浜3-28-12 洋菓子 菓子 なし

㈱喜久寿 大阪市住吉区東粉浜3-28-12 洋菓子 菓子 なし

㈱吉川フローズンサプライ 戸田市氷川町ー９－６ ビーフカレードーナツ 菓子 なし

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 蒸しパン（フラノメロン） 菓子 無

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 ツブツブマロンケーキ 菓子 無

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 カマンベールチーズツイスト 菓子 無

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 カマンベールチーズリング 菓子 無

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 シュークリーム類 菓子 無

㈱熊本菓房 熊本市戸島町920-3 ムースケーキ 菓子 無

㈱湖池屋　関東工場 加須市久下1615 スティックカラムーチョ　ホット
チリ味

菓子 なし

㈱湖池屋　関東工場 加須市久下1615 ドンタコス　たっぷりチーズ味 菓子 なし

㈱湖池屋　関東工場 加須市久下1615 ドンタコス　メキシカンチリ味 菓子 なし

㈱湖池屋　関東工場 加須市久下1615 ポップナウ　うすしおバター味 菓子 なし

㈱湖池屋　関東工場 加須市久下1615 ポップナウ　和風バーベキュー味 菓子 なし

㈱湖池屋　関東工場 加須市久下1615 ポテトチップス　ガーリック味 菓子 なし

㈱湖池屋　関東工場 加須市久下1615 ポテトチップス　カラムーチョ
ホットチリ味

菓子 なし

㈱湖池屋　関東工場 加須市久下1615 ポテトチップス　すっぱムーチョ 菓子 なし

㈱湖池屋　京都工場 船井郡園部町千妻マカリ１－１ スコーン和風バーベキュウ味 スナック菓子 なし

㈱湖池屋　京都工場 船井郡園部町千妻マカリ１－１ スティクカラムーチョ　ホットチ
リ味

スナック菓子 なし

㈱湖池屋　京都工場 船井郡園部町千妻マカリ１－１ ドンタコスメキシカンチリ味 スナック菓子 なし

㈱湖池屋　京都工場 船井郡園部町千妻マカリ１－１ ポテトチップスガーリック味 スナック菓子 なし
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菓子類

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

㈱湖池屋　京都工場 船井郡園部町千妻マカリ１－１ ポテトチップスすっぱムーチョ スナック菓子 なし

㈱湖池屋　京都工場 船井郡園部町千妻マカリ１－１ ポリンキービーフコンソメ味 スナック菓子 なし

㈱御菓子司絹笠 大阪市鶴見区今津北３－１－８ 洋菓子、ショートケーキ、プリン 洋菓子 なし

㈱佐々木製菓 大阪市阿倍野区松崎町4-6-3 チョコレート 菓子 なし

㈱阪急百貨店（アンリシャルパン
ティエ）

大阪市北区角田町８－７ ミルクレープ 菓子 なし

㈱阪急百貨店（アンリシャルパン
ティエ）

大阪市北区角田町８－７ バースデーデコ 菓子 なし

㈱阪急百貨店（アンリシャルパン
ティエ）

大阪市北区角田町８－７ プティングオムレット 菓子 なし

㈱阪急百貨店（アンリシャルパン
ティエ）

大阪市北区角田町８－７ ボストンプティングパイ 菓子 なし

㈱阪急百貨店（ハイジ） 大阪市北区角田町８－７ ショートケーキ全品 菓子 なし

㈱阪急百貨店（ミルフィーユ） 大阪市北区角田町８－７ 生ケーキ全品 菓子 なし

㈱阪急百貨店（レアール） 大阪市北区角田町８－７ カレーパン類 菓子 なし

㈱阪急百貨店（レアール） 大阪市北区角田町８－７ ＤＦスパイシーピロシキ 菓子 なし

㈱阪急百貨店（レアール） 大阪市北区角田町８－７ パン類 菓子 なし

㈱阪急百貨店（新宿高野） 大阪市北区角田町８－７ ストロベリーショート 菓子 なし

㈱阪急百貨店（新宿高野） 大阪市北区角田町８－７ クレープオランジェ 菓子 なし

㈱阪急百貨店（新宿高野） 大阪市北区角田町８－７ 早生栗モンブラン 菓子 なし

㈱阪神百貨店（マダムリー） 大阪市北区梅田１－１３－１３ 豚まん 菓子 なし

㈱三星社 大阪市都島区中野町２－１４－１５ クリームウェハウス 菓子 なし

㈱三星社 大阪市都島区中野町２－１４－１５ 乳ボーロ 菓子 なし

㈱三星社 大阪市都島区中野町２－１４－１５ シュガーウェハウス 菓子 なし

㈱山久 東京都北区神谷2-50-6
＊工場が群馬県桐生市に有り

ゼラチン使用菓子類 菓子 なし

㈱山久 東京都北区神谷2-50-6
＊工場が群馬県桐生市に有り

ショートニング（牛脂）使用菓子
類

菓子 なし

㈱山久 東京都北区神谷2-50-6
＊工場が群馬県桐生市に有り

乳化剤（牛脂）使用菓子類 菓子 なし

㈱山内製菓 日置郡日吉町吉利1680 ケーキ 菓子 無

㈱山内製菓 日置郡日吉町吉利1680 ドーナツ 菓子 無
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菓子類

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

㈱山内製菓 日置郡日吉町吉利1680 ケーキ 菓子 無

㈱山内製菓 日置郡日吉町吉利1680 ケーキ 菓子 無

㈱山内製菓 日置郡日吉町吉利1680 洋風ぼうろﾁｰｽﾞ 菓子 無

㈱志村菓生堂 志木市中宗岡1-5-11 ｔo-c動物ヨーチ 菓子 なし

㈱志村菓生堂 志木市中宗岡1-5-11 平成の郷動物ビスケット 菓子 なし

㈱戎大黒本舗 大阪市北区天神橋３－８－１５ 乳菓まんじゅう 和菓子 なし

㈱上野ふう月堂東京工場 八潮市古新田310 ケーキ・クッキー全般 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LW揚げパンカレー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ビーフとマッシュルームのカレー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 牛カルビ焼肉カレー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELカレーパン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ハムカレー＋マヨネーズ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 カレードーナッツ類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWフランクドッグ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 スイスロール（バニラ、モカ） 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ニチリュウスイスロール（バニ
ラ、モカ）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 スーパー用スイスロール（バニ
ラ、モカ）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 シャルロット（ミルク、ココア、
セサミ、チーズ）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 コープスイスロール（バニラ、モ
カ）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 マイケーキ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 モカケーキ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 50円ロール類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 フランスロールシリーズ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 神戸クラブカフェシリーズ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 シルキーシリーズ 菓子 なし
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菓子類

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

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWピザパン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 クリスマスケーキ（多層生クリー
ム、多層生チョコ、生５０号、多
層生クリスマスアソート）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 FMジューシー（粒あん、こしあ
ん）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 レモンケーキパイ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 シューロールカスタード 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 シューロールチョコ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 コーヒーシュガー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 バームメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 チョコバナナスナック 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 神戸マスクメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 神戸カスタードメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ホワイトメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ミニメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 Dメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 セール用メロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 パンプキンメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 クリームチーズメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 カボチャのメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 FMミニメロン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWメロンシリーズ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 シュークリーム類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 シュークリームパイ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 神戸シューケーキ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 CCクロワッサン 菓子 なし
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菓子類

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

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 丹念クリームパン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELクリームパン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWクリームパン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWコーンマヨネーズ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWツナオニオン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 シュガーツイスト 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 天津甘栗クリームスナック 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ローレル 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ムギ７つの穀物パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ちぎりクリーム 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ウィーン食卓パンクリーム類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ミニクロワッサンクリーム類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ミニクロワッサンチョコ類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 あんドーナツ類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ふわふわﾀﾏｺﾞドーナツ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 豚まんの具＋からしマヨネーズ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 神戸屋づくり（150円、170円、
200円）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 神戸そだち食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 K食パン（150円、170円） 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 新古典派食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 豊穣スペシャル食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 湯種食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWコロッケカレーバーガー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWベーコンエッグﾏﾖﾈｰｽﾞ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWフライドソーセージ 菓子 なし
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菓子類

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

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 チーズﾏﾖﾈｰｽﾞ（４コ入・３コ入） 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ホワイトブレッド 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ホワイト＆グラハム 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 サンデー食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 厳選仕込食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 くらしモアオリジナルブレッド 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ライフこだわり食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ホテル食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ソフトカモリッチ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 伝統種 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ブラウンブレッド 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 CCライ麦食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 バターロール類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 豊穣スペシャルロール 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 あじわいブレッド 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 マルイ食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 CCレーズン食パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELリンゴのペストリー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 FBおさつのペストリー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 FBさっくりリンゴ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 クロワッサン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ｸﾘｰﾑﾂｲｽﾄ（5本入り、3本入り、
ダイエーｵﾘｼﾞﾅﾙ）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 フラワーデニッシュ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 チョコケーキ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWごまおさつパン 菓子 なし
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菓子類

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

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWクロワッサン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LW清里ミルクブレッド 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWヨーロピアンチーズ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWハンバーガー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 小倉スナック 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 サンミー 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 クラックサンドチョコ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 小倉ミルク 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 スイートアップルレーズン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 おやつクリーム 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 小倉ねじりん棒 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ハムマヨ2個入り 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWブラックショコラ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ムギオレンジのパン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ムギクランベリーとレーズン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELオレンジのパン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SEL6種のフルーツ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 LWダブルテリヤキハンバーグ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 揚げパン類 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ソースコロッケ＋ﾏﾖﾈｰｽﾞ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELクリーム 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELメロンパン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 カンパーニュ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ムギカンパーニュ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ムギイチヂクのパン 菓子 なし

337 / 442 ページ



菓子類

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

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ムギプチレーズン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ムギプチクルミ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ムギサガヤキ 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELイチゴジャム 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELクリアン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELさつまいも 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SEL粒あん 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SEL黒豆パン 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 SELカマンベール 菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ミニｸﾘｰﾑ（7個入、5個入、8個
入、ﾀﾞｲｴｰｵﾘｼﾞﾅﾙ）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ﾐﾆ小倉（7個入、5個入、８個入、
ﾀﾞｲｴｰｵﾘｼﾞﾅﾙ）

菓子 なし

㈱神戸屋 大阪市東淀川区豊新2-16-14 ﾐﾆﾁｮｺ（7個入、5個入、８個入、ﾀﾞ
ｲｴｰｵﾘｼﾞﾅﾙ）

菓子 なし

㈱神戸屋ﾚｽﾄﾗﾝ浜田山店 東京都杉並区浜田山３－２６－１８ ババロア 洋生菓子 なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ アーモンドフランス 菓子パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ クレープイチゴサンド 菓子 なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ コーヒークリーム 菓子 なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ ココアフランス 菓子パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ シベリア 菓子 なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ スイスロール（バニラ、ココア、
シナモン）

菓子 なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ チーズ＆マヨネーズ 菓子パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ チョコクリームボール 菓子パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ チョコチップメロン 菓子パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ チョコフランス 菓子パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ ほんのり甘いマロンデニッシュ 菓子パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ ミルクフランス 菓子パン なし
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菓子類

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

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ もっちり十勝バター 菓子 なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ 十勝バターシフォンサンド 菓子 なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ 長崎カステラスチームケーキ 菓子 なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ アメリカンブレッド パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ コーンマヨネーズ 調理パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ ツナポテト 調理パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ バターロール パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ レーズン食パン パン なし

㈱神戸屋東京工場 戸田市川岸１－２－３６ 小麦のうまみ パン なし

㈱秦日進堂 大阪市阿倍野区文の里3-10-19 もち菓子 菓子 なし

㈱秦日進堂 大阪市阿倍野区文の里3-10-19 和生菓子 菓子 なし

㈱多務良屋 松伏町築比地２１５７ 柿ピー 米菓子・豆菓子 なし

㈱多務良屋 松伏町築比地２１５７ 豆好み 米菓子・豆菓子 なし

㈱多務良屋 松伏町築比地２１５７ カレーフレーク スナック類 なし

㈱多務良屋 松伏町築比地２１５７ ホワイトルイ カレールウ類 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ カスタードプリン 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ カレーまん 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ チーズ＆ベーコン 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ つのはづ小豆 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ バーノンケーキ 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ パウンドケーキプルーン 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ ピザまん 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ ホットロールカルビ焼肉 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ レアチーズケーキ 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 種月餅 菓子 なし
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菓子類

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

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 特製肉まん 菓子 なし

㈱中村屋　埼玉工場 菖蒲町昭和沼１７ 和秀菓月餅木の実 菓子 なし

㈱鶴屋八幡 大阪市中央区今橋4-4-9 せんべい 菓子 なし

㈱土生田商会 大阪市東成区大今里１-２６-３１ ピーナッツチョコレート 菓子 なし

㈱土生田商会 大阪市東成区大今里１-２６-３１ マーブルチョコ 菓子 なし

㈱土生田商会 大阪市東成区大今里１-２６-３１ 加工豆 菓子 なし

㈱東ハト関東工場 三芳町上富中西１３３２ チャターイチゴシナモン 菓子 なし

㈱東ハト関東工場 三芳町上富中西１３３２ チャターキャラメルマキアート 菓子 なし

㈱東ハト関東工場 三芳町上富中西１３３２ なげわﾋﾞｰﾌジャーキー味 菓子 なし

㈱東ハト関東工場 三芳町上富中西１３３２ ビーノ焼き醤油味 菓子 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品BLCL ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品BLCLR ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品BLML ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品BT60FCHO ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品BTBICH ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品BTOC ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品CHSDX ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品CSLS ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品CSM ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品CSM-Z ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品CSS ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品ELBICCO ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品GC ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品GSC ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品SCFFCHOD ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品SCHOAL ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品SRC ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品SRCDX ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品VVC ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品VVSCNB ﾁｮｺﾚｰﾄ利用食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞACEBOH ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞBFHU ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞCNS-1 ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸCNS-AM ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞCRT ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞELS ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞEMXVW ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸEVLT ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸGS ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞGYBT ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞHIS ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞHRS ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞHRSR ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞIBO ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞKYSL ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞMP ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞMPK ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞMPSP ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸMPY ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞMXSY ショートニング なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸNDOS ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸNRCO ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞNSB ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞNSBCP200 ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞPMXOSNO.1 ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞPS ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸPSD ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞPSGK ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸPSKT ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸQBD ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞQBDCO ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞSBY ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸSBYW ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞSNL ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞSOLST ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸSSWK ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸSTVSK ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸSUSS ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞTFB ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞTFBZ ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸVGBA ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸVSK ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞVSKF ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞVSKT ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸVSP ショートニング なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸYCK ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ｼｮｰﾄﾆﾝｸYSS ショートニング なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄCRMYKAY フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄELCRF フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄELCRV フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄELFKA150 フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄELKAFN フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄELMH フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄELMR フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄELSWPO フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄELTKA300 フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKCGRZL フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKCHEH フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKCRCAM フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKCRCH フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKFK フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKFKH フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKHCHEH フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKMSOF フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKP フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKSOFC フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄESKW フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄHECRSV フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄMILCHDX フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄMILCHSE フラワーペース
ト

なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄMILCHSH フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄMILCHSOF フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄMILCHYA フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄNRMK フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄNRMKH フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄQKABK フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSNRFKA フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSNRKA フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSNRKAM フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSRCRMR フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSRKA フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSRKADX フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSRKAKSP フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSRMDX フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSRMHAE フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSRMI フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSRST フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSULBIC フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSULFCH フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSULFKA フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSULKAEG フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSULMRM フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSULPUAJ フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄSULSWPO フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄVVCNBN フラワーペース
ト

なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄVVKA フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄVVLMNR フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄVVMRFU フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄVVSKAG フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄVVSKANB フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄVVSKANBS フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄVVSWC フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄYMERP フラワーペース
ト

なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝ　ｻﾝｺﾞｰﾙ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝACC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝACCF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBACNC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBAEF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBAF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBAFFM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBAM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBANM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBANMVE マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBECAMD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBECSUP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBETA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBETL マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBETL-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBETUP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBF-MK マーガリン なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBF-MKZA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBHD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLNMWPS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLO100 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLO10V マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLO70 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOAF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOFL マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOFQ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOPIT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOPSK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOSV マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOSV10 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOSV2 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBLOSVKW マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBNDYK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBRDF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBRNCS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBRRS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBSF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝBSFG マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCGK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCGKC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCGYK マーガリン なし
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㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCGYKC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCMS7 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCNCEU マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCNCFB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCNCFBY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCNCNA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCNCNX マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCNCTFB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCR100N マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCR10Y マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCR-50YK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCR80YK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRCT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRIS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRKA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRSWCOF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRSWM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRV マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRVA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRVI マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRVR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCRW マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCSTM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCTEXL1 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUA マーガリン なし
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㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUAF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUAFT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUAR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUCA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUCAW マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUME マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUME-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUMES マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUX マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXFH マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXHR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXRO-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXSUP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCUXYO マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝCXM100 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝDKMX マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝDNECR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEF0V マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEF10 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFA マーガリン なし
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㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFFST マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFKBF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFKP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFM140 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFM150 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFMT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFPVN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFRT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFU マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEFX マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝELHIM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝELNFP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝELNGD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝELNHT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝELNLM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝELNMSP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝELNSPYS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMP10Y マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMP50 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMP50N マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMP5Y マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMP91OR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPANC マーガリン なし

349 / 442 ページ



菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPD7 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPE マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPEN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPES8 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPES9 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPES9CO マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPEU マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPFJ5 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPFJN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPFT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPFY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPHF30 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPHR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPHRY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPKA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPKDM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPKF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPMI マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPMIY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPMIYP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPPFY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPRY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMP-RZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPSC マーガリン なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEMPVSJ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝENGSFT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝENGY100 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEPPF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEVLFYE マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEXBN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEXC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEXE マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEXHBN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEXM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝEXS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝFAIEUD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝFAIR14H マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝFAIR14S マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝFAIR30 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝFFDM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝFKM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝFREGM30 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝFSMM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝGR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝH50 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHBM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHBMA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHIFS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHIM マーガリン なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHIMCP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHIMS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHIMY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHIMZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝHVRTY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKARS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKBZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKCP30 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKCP39 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKEM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKFCM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKG マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKGWZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKGZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKMTZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKPDZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKPM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKRM200AFK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKRM200K マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKRM200KBP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKRME マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKRM-RZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKVFO マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝKY マーガリン なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝLES30 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝLESLMN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝLIFVD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMAKLEO マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMAKLEO-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMAKV マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMAKY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMASH マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMASHE マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMAVA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMAVAY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMAVF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMAVQS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMBDFB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMCG マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMCG-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMCGS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMELSD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMELUP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMG マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMGAD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMGD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMGKE マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMGM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMILCP33 マーガリン なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMILCP500 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMILM-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMILP-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMILSR-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMILSVSR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMILSVSR27 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMIRI マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMLSG マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMMCS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMMKC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMMKCA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMMKM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMMKN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMOSRCO マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMOSRN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMOSRY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝMYF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNB20 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝN-BETL マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝN-BETLZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNM15 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMEX マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMF マーガリン なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMFD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMGD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMIXM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMOSR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMRY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMSE マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMSJ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMSW マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMSY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMYJ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNMYK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNOMEZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNRDF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNSM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNSO マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝＮＳＯＹ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNVFET マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNVFO マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNVSC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNVTT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNWM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝNWMD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝOMSM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPDX マーガリン なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPF208 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPF209 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPIL10A マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPILFY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPIM7SB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPIMAK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPIMHB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPIMWA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPIMWAS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPM200K マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPM200KC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS14 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS30SA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS5 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7AJDX マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7DX マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7FB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7H マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7HM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7HT マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7M マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7NH マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7S マーガリン なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPMS7SCO マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPPD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPPP マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPRKMH マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPSM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝPSMBB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝQEMY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRET800 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRETF50 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRETP10 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRM2000 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMAJ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMCNCEU マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMD マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMEI マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMFB15 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMFB-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMFK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRML マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRM-LF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMNOMBZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMS-2 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMSB マーガリン なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRMSEN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝROYF マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝROZS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝRYS93 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝS7SB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSBM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSBMBZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSBMFB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSBMZA マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSBMZAFB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSCOFM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSFK マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSFNRM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSHISS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSILVL マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSKMZ15CAN マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSNJ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSNJH マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSNJZ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSOLS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSOLSS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSOLWS マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSPG マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSPGC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSPSY マーガリン なし
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菓子類
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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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSPWDX マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSSMI マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSSSMAB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSTPB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSTW マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSUNB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSUPB マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSVL-1 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSVL15 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSVL2 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSVL2Z マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSVL3 マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSVLCHO-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝSVLR-L マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝVITFQ マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝWIDH マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝWIDHR マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝWLST マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝXOC マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝXOM マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ ﾏｰｶﾞﾘﾝYSMOAY マーガリン なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-BM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-BMF マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-CHM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-CLM マヨネーズ類 なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-CM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-CMR マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-HBM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-HFM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-HM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-HPM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-KM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-KMR マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-MRKE マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-SCN マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-SMN マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-SS マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-TOM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-YKU マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-YMH マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-YMSP マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類DM-YSM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ マヨネーズ類TKYM マヨネーズ類 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BBJ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BBJ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BJSYCOF 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BLCRQ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BLEL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BLM 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BLMLR 油脂加工食品 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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BLMML 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BLSL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BLSOFML 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BLVALS 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BT601C 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BT60AMDT 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BT60CCRL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BT60CCRLF 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTBN 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTBNL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTBNML 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTBNNMIQ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTBNSPMQ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTCAFEORES 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTCARCFQ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTCRENQ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTCRPL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTEXCFL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTGYU 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTHBRENQ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTIMD 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTKAQ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTKOKUSGL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTLMNL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTM 油脂加工食品 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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTNICGL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTNLMNL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTNRI 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTRMR 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTRMRS 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSGCR 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSGCR15 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSTB 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSTMIQ2 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSUCKM 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSUCM 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSUCTOP2 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSUCTOP2E 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSUCTT 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSUT2TB 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSWKML 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSWM 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSWMLM 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSWORN 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTSWTMLN 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTTKAZ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTTMRF 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTVALORN 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品BTWWPVA 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品CNAPLJS 油脂加工食品 なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品COFJ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品DWBTTM 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品DWCHZT 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品DWHTMAR 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品DWKAE 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品GTKAE 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品GTKPE 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品HKMLNJ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品LMNPJ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品NBTHMELKA 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品NBTTMR 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品NSOF 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品ORNPJ 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品PP13 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品RYC2000 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFBSPMH 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFCOTL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFCRENH 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFLMNPL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFMEPS 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFMIH 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFMPD 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFNLM 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFNSGCOFL 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFRMRM 油脂加工食品 なし
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菓子類

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

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCFTAD 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCOTGM 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCPCHZT 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCPKCHAT 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCPMEFU 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCPMI 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SCPNMAR 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SJKYOHOS 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SJST 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SNFCHOT80 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SNFHDGYU80 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SSCORENN 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 油脂加工食品SSTAZREN 油脂加工食品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 卵加工品YO25 卵加工品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 卵加工品YO25YL 卵加工品 なし

㈱東京カネカフード 三芳町竹間沢２３ 卵加工品YOX40 卵加工品 なし

㈱東京ミツカン　東京工場 戸田市下前１－１１－１６ OＤＶーＢ（３００） ドレッシング なし

㈱東京ミツカン　東京工場 戸田市下前１－１１－１６ しょうゆドレッシング（15ml,10ml) ドレッシング なし

㈱東京ミツカン　東京工場 戸田市下前１－１１－１６ つぼ八ゆずしょうゆ ドレッシング なし

㈱東京ミツカン　東京工場 戸田市下前１－１１－１６ パスカルごまＤ ドレッシング なし

㈱東京ミツカン　東京工場 戸田市下前１－１１－１６ 甘太郎しそドレッシング ドレッシング なし

㈱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 きざみザーサイ 瓶詰め食品 なし

㈱桃屋春日部工場 春日部市赤沼堂面４１０ ザーサイあっさり味CVS 瓶詰め食品 なし

㈱桃屋春日部工場 春日部市赤沼堂面４１０ メンマあっさり味CVS 瓶詰め食品 なし
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菓子類

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

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱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

㈱美坂屋 日置郡市来町湊町2855 ﾊﾞｰﾑｸｰﾍﾝ 菓子 無

㈱美坂屋 日置郡市来町湊町2855 ｲﾁｺﾞﾊﾞｰﾑ 菓子 無

㈱美坂屋 日置郡市来町湊町2855 ﾊﾞﾀｰﾊﾞｰﾑ 菓子 無

㈱美坂屋 日置郡市来町湊町2855 あんぱん 菓子 無

㈱美坂屋 日置郡市来町湊町2855 ｸﾛﾜｯｻﾝ 菓子 無

㈱美坂屋 日置郡市来町湊町2855 ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子 無

㈱不二家　秦野工場 秦野市曽屋２２８ ウェファース(バニラクリーム) 焼き菓子 なし

㈱不二家　秦野工場 秦野市曽屋２２８ ウェファース(いちごクリーム) 焼き菓子 なし

㈱不二家　秦野工場 秦野市曽屋２２８ シューアイス アイスクリーム なし

㈱不二家　秦野工場 秦野市曽屋２２８ ペコちゃんのホッペアイス ラクトアイス なし

㈱不二家　秦野工場 秦野市曽屋２２８ アイスクリーム アイスクリーム なし

㈱武蔵野フーズ 新座市野火止１－１３－５１ ﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟワンタン麺 即席麺 なし

㈱武蔵野フーズ 新座市野火止１－１３－５１ ﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ札幌みそラーメン 即席麺 なし

㈱武蔵野フーズ 新座市野火止１－１３－５１ ﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ醤油とんこつﾗｰﾒﾝ 即席麺 なし

㈱武蔵野フーズ 新座市野火止１－１３－５１ 徳用鍋焼うどん うどん なし

㈱武蔵野フーズ 新座市野火止１－１３－５１ 鍋焼き天ぷらうどん うどん なし

㈱法善寺あられ 兵庫県出石郡出石町宮内４１９ 牛せん 菓子 無

㈱末広製菓 大阪市生野区勝山南３-８-２５ チーズチップ 菓子 なし

㈱末広製菓 大阪市生野区勝山南３-８-２５ はぜえびチリソース味 菓子 なし

㈱末広製菓 大阪市生野区勝山南３-８-２５ おやつカレー 菓子 なし

㈱洋菓子のサフラン 大阪市生野区生野西2-1-32 洋菓子 洋菓子 なし

㈱洋菓子ブルメン 大阪市平野区平野本町４－１－１８ ゼリー 洋生菓子 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ Ｅアプリコット 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ Ｅシナモンロール 菓子パン なし
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菓子類

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

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ Ｅパンプキン 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ Ｅブルーベリー 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ＭＣスイートポテト 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ アップルパイ 洋菓子 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ おめでとうケーキ 生洋菓子 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ お茶のカップケーキ 洋菓子 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ クリームパン 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ スイートチーズ 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ スイートチーズブレッド 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ スイートチョコ 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ソフトフランスブール 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ チョコレートパン 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ブラウニー 生洋菓子 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ フランスコッペ・おぐら＆マーガ
リン

菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ フランスコッペ・ミルクアーモン
ド

菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ベリーデニッシュ、ストロベリー 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ベリーデニッシュ、ブルーベリー 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ホワイトオムレット 洋菓子 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ミニクリームデニッシュ 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ミニフランスサンド 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ミニマロンデニッシュ 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ミニ小倉デニッシュ 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ メロンパン 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ リベーグプチ 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ローレル 菓子パン なし
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菓子類

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

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ 牛乳ロール 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ 三色おやつ 菓子パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ 生チョコレートケーキ 生洋菓子 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ Ｅハム＆チーズ 調理パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ 味薫五 パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ あんぱん パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ オニオンチーズブレッド パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ カレーフォカッチャ パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ カンパーニュ パン類 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ クロワッサン パン類 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ クロワッサン（チョコ） パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ジャーマンドック パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ チーズフランス パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ チョコレートロール パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ デニッシュ パン類 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ バタートースト パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ バターブール パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ パン パン類 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ プチ山型パン パン類 なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ フレッシュ＆テイスト パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ベーグル パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ホットドックロール 調理パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ポピーローフ パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ミラノパン パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ミルクフランス パン なし
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菓子類

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

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ミルク牧場のプチブレッド パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ライ麦食パン パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ ライ麦畑のプチブレッド パン なし

㈱榮喜堂 三芳町北永井２６５－１ レーズン村のプチブレッド パン なし

釜久米菓（有） 越生町大谷226 米菓 米菓 なし

関西アイスカービング株式会社 大阪府東大阪市新喜多２丁目３番１５
号

ケーキ 洋生菓子 なし

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ クレープ類 菓子 なし

丸越食品工業㈱ 新座市堀の内３－７－３７ ＪＣピザソース ピザソース なし

丸越食品工業㈱ 新座市堀の内３－７－３７ 今半ごまだれほたてｴｷｽ 焼肉のたれ なし

丸越食品工業㈱ 新座市堀の内３－７－３７ 今半ごまだれ昆布エキス 焼肉のたれ なし

丸越食品工業㈱ 新座市堀の内３－７－３７ 今半ごまだれ肉エキス 焼肉のたれ なし

丸越食品工業㈱ 新座市堀の内３－７－３７ 今半焼肉のたれほたてエキス 焼肉のたれ なし

丸越食品工業㈱ 新座市堀の内３－７－３７ 物産ピザソース ピザソース なし

岩川南州パン 曽於郡大隅町岩川6552 パン 菓子 無

岩田淳 東大阪市鴻池元町６－２１ ムース 洋菓子 なし

吉田　清治（お菓子のお店　ファ
リーヌ）

鶴ヶ島市羽折町7-17 カシス、フランボアワーズ、フ
リュイ、紅茶のムース、シブス
ト、レアチーズ

洋生菓子 なし

吉田　清治（お菓子のお店　ファ
リーヌ）

鶴ヶ島市羽折町7-17 ココナッツのムース 洋生菓子 なし

吉田　清治（お菓子のお店　ファ
リーヌ）

鶴ヶ島市羽折町7-17 フロマージュ、カマンベール、
パッション、モンブラン、ティ
ベール

洋生菓子 なし

橘食品工業所（鈴木勲） 大阪市西成区松1-10-19 米菓（あられ） 菓子 なし

久保　正 八戸市下長四丁目２－２５ 洋・生菓子 菓子 なし

宮崎県立高原高等学校 西諸県郡高原町４９８１－２ シュークリーム 菓子類 無

京寿楽庵㈱ 久世郡久御山町市田新珠城１６９－１ 遊雅 洋菓子 なし

京寿楽庵㈱ 久世郡久御山町市田新珠城１６９－２ 遊雅 洋菓子 なし

京都宝製菓株式会社 栗東市六地蔵１０６０ ヴァッフェル 菓子 なし
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菓子類

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

京都冷菓株式会社 綾部市味方町久保勝一番地 しらゆきれん乳ホワイト アイスクリーム なし

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

興真乳業株式会社 八千代市大和田新田135 コーシンプリン 洋生菓子 無

近松幹夫 綾部市本町一丁目本宮３１ 餅菓子 菓子 なし

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ ハローキティめんたいキャンデー 菓子類 無

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ ハローキティめんたいせんべい 菓子類 無

熊本県酪農業協同組合連合会熊本
工場

熊本市戸島町46 クリーミィカフェ 菓子 無

君ヶ袋政行 枝幸郡枝幸町本町 ムース類 ムース 無

恵比寿製菓（株） 大阪府東大阪市川中５－１１ プリン 菓子 なし

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ 製菓材料（７製品） 製菓材料 なし

古賀一徳 長崎県大村市木場２－１９０－４ ケーキ類 菓子類 　無

江崎グリコ（株） 大田区西六郷３－２－１６ ８粒グリコ 菓子 なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾋﾟｯｸｵﾘｺﾞｷｬﾝﾃﾞｨｰ キャンディー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 厚焼きｸｯｷｰ<たっぷりｼｮｺﾗ> ｸｯｷｰ なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾍﾞｼﾞｰﾉ スナック菓子 なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｶﾌﾟﾘｺ<ﾐｯｸｽ> ﾁｮｺﾚｰﾄ なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｶﾌﾟﾘｺ<いちご> ﾁｮｺﾚｰﾄ なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｶﾌﾟﾘｺ<ｸｯｷｰ＆ｸﾘｰﾑ> ﾁｮｺﾚｰﾄ なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾑｰｽﾎﾟｯｷｰ チョコレート菓
子

なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾑｰｽﾎﾟｯｷｰ<ﾎﾜｲﾄ> チョコレート菓
子

なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾑｰｽﾎﾟｯｷｰ<ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ> チョコレート菓
子

なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｶﾘｰ<ﾃｲｽﾃｨｶｶｵ> ﾋﾞｽｹｯﾄ なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ブラン工房「お試しセット」 ﾋﾞｽｹｯﾄ、ｸﾗｯ
ｶｰ、乾燥ｽｰﾌﾟ
（ﾎﾟﾀｰｼﾞｭ）

なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 8粒ｸﾞﾘｺ 菓子 なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 小袋ｺﾒｯｺ<ｶﾙﾋﾞｷﾑﾁ味> 菓子 なし
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菓子類

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
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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

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 細焼きｶﾘﾘ袋<甘辛じゃこ> 菓子 なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 液粒<ﾌﾞﾚｽ> 清涼菓子 なし

江頭　律子 大阪府東大阪市友井３－１－１５ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

高座渋谷マルヤ 大和市福田２０３６－６ 和生菓子 菓子 なし

高田  忠雄 京都市下京区西七条東久保町12 菓子（ゼラチン） 菓子 なし

黒光製菓株式会社 厚木市恩名１６１６ 和菓子 菓子 なし

黒光製菓株式会社 厚木市恩名１６１６ 洋菓子 菓子 なし

佐々木静子 八戸市大字沢里字古宮３５－３ ケーキ 菓子 なし

佐世保製菓(有) 長崎県佐世保市大塔町２００２－３９ 生チョコロール 菓子 無

佐世保製菓(有) 長崎県佐世保市大塔町２００２－３９ 生モカロール 菓子 無

佐世保製菓(有) 長崎県佐世保市大塔町２００２－３９ 生抹茶ロール 菓子 無

佐世保製菓(有) 長崎県佐世保市大塔町２００２－３９ 生フルーツロール 菓子 無

佐世保製菓(有) 長崎県佐世保市大塔町２００２－３９ オペラロール 菓子 無

佐世保製菓(有) 長崎県佐世保市大塔町２００２－３９ ﾋﾞｱｲｰｽﾄｸｯｷｰ(ﾌﾟﾚｰﾝ） 菓子 無

佐世保製菓(有) 長崎県佐世保市大塔町２００２－３９ ﾋﾞｱｲｰｽﾄｸｯｷｰ(ナッツ） 菓子 無

佐世保製菓(有) 長崎県佐世保市大塔町２００２－３９ ﾋﾞｱｲｰｽﾄｸｯｷｰ(エビ） 菓子 無

佐藤法誉 磐田郡豊岡村下神増１１３２－１ ゼリー 菓子 無

坂本　外司 大阪府東大阪市衣摺４－２９－１４ ケーキ 洋生菓子 なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ ｺｯﾍﾟｻﾝﾄﾞ（ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ） 菓子パン なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ ｻﾝﾄﾞﾊﾟﾝ（ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ） 菓子パン なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ ｽｸｰﾙﾒﾛﾝ 菓子パン なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ ﾖｰｸﾛｰﾙ（ｶｽﾀｰﾄﾞ） 菓子パン なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ ﾖｰｸﾛｰﾙ（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ) 菓子パン なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ ﾖｰｸﾛｰﾙ50 菓子パン なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ あさりごはん 米飯 なし
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原料切換
え

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ たけのこごはん 米飯 なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ ﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ ﾊﾟﾝ なし

埼玉県学校給食パン協同組合 岩槻市南平野２２０ ﾐﾆｸﾛﾜｯｻﾝ ﾊﾟﾝ なし

三河屋製菓㈱ 大阪市阿倍野区天王寺町北２-30-19 海老丸 菓子 なし

三笠フーヅ㈱ 神川町大字元阿呆１２９５ クラコットサアンド　ツナ＆マヨ
ネーズ

菓子 なし

三笠フーヅ㈱ 神川町大字元阿呆１２９５ クラコットサンド　カマンベール
チーズ

菓子 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 ＣＳ－ミックス 加工用原料 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 サワーパウダーＳＹ３０ 加工用原料 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

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 いちごジャムサンド 菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 いちごジャムサンド 菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 オリジナルいちごジャムクラッ
カー

菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 オリジナルいちごジャムクラッ
カー

菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 ジャムサンドクッキーゴールド
ジャム

菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 ジャムサンドクッキーゴールド
ジャム

菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 みかんジャムクラッカー 菓子 なし
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え

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 みかんジャムクラッカー 菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 りんごジャムサンドクッキー 菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 りんごジャムサンドクッキー 菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 牛乳鈴カステラ 菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 牛乳鈴カステラ 菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 東都生協　牛乳鈴カステラ 菓子 なし

三黒製菓㈱ 八潮市南川崎938 東都生協　牛乳鈴カステラ 菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ ＢＵＧフライドパスタスナック 菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ アイスサンドクッキー 菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ アゲセン・カレー 油菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ うにせん（匠の枝） 油菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ うに丸 油菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ うに揚煎餅 油菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ かりんとう 菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ クッキーランド 菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ ﾊﾞｳﾑｻﾝﾄﾞｸｯｷｰ、恐竜ｼﾙｴｯﾄｻﾌﾞﾚ、
ｽﾇｰﾋﾟｰｸｯｷｰ、ｳｯﾃﾞｨｸｯｷｰ、ｷｭﾘｱｽ
ｼﾞｮｰｼﾞｸｯｷｰ

菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ 倶楽部カリー 油菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ 鹿鳴館カリー 油菓子 なし

三州製菓㈱ 春日部市豊能町２－８－３ 鉄板小丸・カレー味 米菓 なし

三田飲料株式会社 東京都八王子市川口町１４００番地 ハーゲンダッツ　ティーゼリー 菓子 なし

三田飲料株式会社 東京都八王子市川口町１４００番地 コーヒーゼリー 菓子 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 あさりごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 あさりごはんベース その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 あさりとひじきごはんの具 その他の食品 なし

372 / 442 ページ



菓子類

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

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 おかか２ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 かつをごはんＭＢ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 かに釜めし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 かに雑炊２ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 カレーピラフ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 きのこ狩り その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ無添加　五目釜め
し

その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ無添加ちらしずし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 スパイシーピラフの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 たけのこおこわの具 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 たけの子釜めし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 チキンライス その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 チャーハン その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 ちらしずし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 ちらしずしの具 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 とりごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 とりめしの具 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 とり釜めしの具 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 バレンシア その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 バレンシアライスの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 ひじきごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 ほたて釜めし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 もぐり（１１具材の華やかずし） その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 レチルト　松茸釜めしの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 レチルトごはんの素五目１２００ その他の食品 なし
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三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 レチルト五目ごはんの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 レチルト五目ばらずしの具 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 レチルト松茸釜めしの素Ａ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 レチルト特選ひじきごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 牛肉ごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 京ごもく その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 金平牛蒡ごはんの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 具だくさん竹の子釜めしの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 鶏ごはんの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 県学給炊き込み御飯用ちらしずし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 五目ずしの具 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 五目釜めし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 広島県学校給食用炊き込みちらし
ずし

その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 混ぜ込み　カレーピラフ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 混ぜ込み　チャーハン その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 混ぜ込み　五目めしの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 混ぜ込み　松茸ごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 混ぜ込みごぼうごはんの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 混ぜ込みひじきごはんの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 埼玉県学校給食用　あさりごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 埼玉県学校給食用たけのこ釜めし
の素

その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 桜ごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 桜ずし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 桜ちらし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 鮭寿司 その他の食品 なし
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三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 雑炊の素（きのこ） その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 山菜ごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 山菜ちらし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 山菜釜めし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 四季のごはんベース その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 若茶飯の素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 松茸ごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 松茸ごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 松茸ごはんの素１３００ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 松茸ごはんベース２ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 松茸釜めしの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 炊き込みごはんの素　たけのこ その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 炊き込みちらしずし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 鯛ごはん その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 竹の子おこわの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 茶飯の素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 特選　茶碗蒸しの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 特選かつをだし その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 濃縮かに雑炊 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 梅しそおこわの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 舞茸ごはんの素 その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 冷凍　おむすびの素（青菜しら
す）

その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 冷凍　青菜しらす その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 冷凍　茶わんむしの素（濃縮） その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 冷凍　茶碗蒸し１００（濃縮） その他の食品 なし
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三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 和風だしベース その他の食品 なし

三島食品（株）関東工場 坂戸市千代田5-4-30 筍ごはんの素 その他の食品 なし

三友堂製菓(有) 久留米市津福本町1627-2 われせんべい 菓子類 無

三立製菓㈱大阪製造所 大阪市城東区鴫野西4-9-1 ビスケット 菓子 なし

山口しげ子（屋号：ｷｬﾗﾒﾙ） 東京都杉並区高井戸西１－９－１０ ムース 洋生菓子 なし

山口菓子舗 小田原市栄町２－７－３１ ケーキ 洋菓子 なし

山口製菓有限会社 小田原市扇町２－１６－４３ ケーキ 洋菓子 なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ CGC・ポテトチップス・うすしお
味・１９０ｇ

スナック菓子 なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ CGC・断然お得ポテトチップス・
うすしお味

スナック菓子 なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ TV・ポテトチップス・コンソメ・
９０ｇ

スナック菓子 なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ９９オンリーＳ・ポテトチップ
ス・うすしお味１００ｇ

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ＣＧＣ・断然お得ポテトチップ
ス・コンソメ味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ おいもがおいしいポテトチップ
ス・あっさりしお味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ サクックル・グリルチーズ味 ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトシューストロング・ピー
ナッツ入りわさビーフ

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・ガーリックカ
レー

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・グレードＵＰに
んにく屋

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・こしょビーフ ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・こども１００人
に聞きました。コンソメバーベ
キュー味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・こども１００人
に聞きました。テルヤキチキン味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・しおビーフ ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・じゃがいもチッ
プス・マヨネーズ味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・スクリューペッ
パー

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・タルタルガー
リック味

ポテトチップス なし
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山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・ポテトチップ
ス・バーベキュー味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・マヨビーフ・６
０ｇ（１０袋入）

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・マヨビーフ・６
５ｇ（１２袋入）

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・レッドガーリッ
ク

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・わさびマヨネー
ズ

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・焼きとうもろこ
し

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・焼肉カルビ味 ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・唐揚げ ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・特選素材・うす
しお味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス・特選素材・コン
ソメ味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップストマビーフ・６０
ｇ

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップスわさビーフ・６５
ｇ（１０袋入）

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップスわさビーフ・６５
ｇ（１２袋入）

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップスわさビーフ・６５
ｇ（１２袋入）

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス小袋マヨビーフ２
５ｇ

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ポテトチップス小袋わさビーフ２
５ｇ

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ ユーコープ・ポテトチップス・
ローストビーフ味９６ｇ　３５０
ｇ

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ 創健社　ポテトチップスコンソメ
味

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ 創健社　ポテトチップスバター
しょうゆ味・９０ｇ

ポテトチップス なし

山芳製菓（株） 杉戸町本郷１１２３ 日生協・ポテトチップス・のりし
お・９０ｇ×３袋

ポテトチップス なし

山芳製菓㈱ 朝来郡朝来町 ポテトチップス　３９種 菓子 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ ＳＥチルド生姜 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ ＳＥチルド千切生姜 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ かつお大根 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ キムチにんにく 漬物 なし
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山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ たまりらきょう 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ 華ふぶき大根 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ 割干味ふく 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ 黒にんにく 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ 細切りかつお大根 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ 石野のにんにく京桜 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ 全糖福神漬 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ 大根ナルム 漬物 なし

山本食品工業㈱ 行田市埼玉４８６１ 梅にんにく 漬物 なし

柴田敏伸 東大阪市東鴻池町１－３－７ 菓子 菓子 なし

若木屋製菓（有） 飯田市時又５３８ 亀の一 菓子 なし

若木屋製菓（有） 飯田市時又５３８ 沖の石 菓子 なし

若木屋製菓（有） 飯田市時又５３８ あんきり 菓子 なし

若木屋製菓（有） 飯田市時又５３８ しんあん 菓子 なし

若木屋製菓（有） 飯田市時又５３８ シナモンポテト 菓子 なし

若木屋製菓（有） 飯田市時又５３８ あずき庵 菓子 なし

守山乳業株式会社　平塚工場 平塚市宮の前９－３２ 洋生菓子 菓子 なし

酒田米菓株式会社 山形県酒田市両羽町2-24 せんべい 米菓 なし

酒田米菓株式会社 山形県酒田市両羽町2-24 せんべい 米菓 なし

酒田米菓株式会社 山形県酒田市両羽町2-24 せんべい 米菓 なし

酒田米菓株式会社 山形県酒田市両羽町2-24 せんべい 米菓 なし

戎  亙 青森市大字羽白字池上２０５ー４ ゼリー 菓子 なし

戎  亙 青森市大字羽白字池上２０５ー４ ゼリー 菓子 なし

戎  亙 青森市大字羽白字池上２０５ー４ ゼリー 菓子 なし

渋川みつ 青森市大字浪館字前田６ー１３ バター煎餅 焼き菓子 なし
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渋谷勝三 青森市旭町１丁目２－２６ 洋菓子、和菓子 生菓子 なし

渋谷洋路（ムッシュガーデン） 東京都練馬区高松４－１９－２３ みつばちのおくりもの 菓子 無

渋谷洋路（ムッシュガーデン） 東京都練馬区高松４－１９－２３ プラマンジェ 菓子 無

渋谷竜博 青森市大野字片岡４６ー４ 洋菓子 洋生菓子 なし

緒方新一（サンドリーム） 東京都練馬区練馬２－２－２２ チーズケーキ 菓子 無

緒方新一（サンドリーム） 東京都練馬区練馬２－２－２２ コーヒーゼリー 菓子 無

小西　浩司 大阪府東大阪市長栄寺１－５－２ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

小西栄三 富山県西砺波郡福光町6790 パイマン（パイシート） 菓子 なし

小西栄三 富山県西砺波郡福光町6790 ロマンス（カステラ） 菓子 なし

小倉食品株式会社　本社工場１ 大和市下鶴間２８３９－１ 豆乳プリン 菓子 なし

小谷　剛 大阪市城東区今福東３－９－１２ 菓子 和菓子 なし

小林製薬㈱ 大阪市淀川区三津屋南3-13-35 ブレスケア（レモン、ミント） 菓子 なし

松島　稔 天竜市二俣町二俣１５３８－１－３ ゼリー 菓子 無

上浪　峰雄 大阪市城東区関目３－７－１８ 菓子 洋菓子 なし

上浪　峰雄 大阪市城東区関目３－７－１８ 菓子 和菓子 なし

森永製菓 　ヤマト工場 大和市西鶴間６－２２－１０ アイスクリーム類 アイスクリーム
類

なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 スーパー出茶飴 キャンデー なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 本梅干し小粒 菓子 なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 ECカロチン 菓子 なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 サラダビタミン 菓子 なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 ココカル 菓子 なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 ツインクリンペパーミント 菓子 なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 ツインクリンレモンミントスー
スー

菓子 なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 ツインクリングリーンアップル
スースー

菓子 なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 梅のチカラ 菓子 なし
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森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 鼻のど甜茶飴 菓子 なし

森下仁丹㈱ 大阪市中央区玉造1-1-30 本梅干し 菓子 なし

深津　栄三 土岐市泉町大富２３６－２ ケーキ 洋生菓子 なし

深津　栄三 土岐市泉町大富２３６－２ ババロア 洋生菓子 なし

深津　栄三 土岐市泉町大富２３６－２ ムース 洋生菓子 なし

水尻孝幸 青森市大字大野字片岡７６ー１ ゼリー 菓子 なし

水尻孝幸 青森市大字大野字片岡７６ー１ ケーキ 洋生菓子 なし

生活協同組合コープかながわ寿町
店

小田原市寿町４－７ カレードーナツ 菓子パン なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ 国産牛味付カルビ焼肉 たれ なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ やきとりのタレ たれ なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ 焼き鳥のタレ たれ なし

生活協同組合さいたまコープ桶川
物流センター

桶川市赤堀１－２ 添付用　牛脂 牛脂 なし

西井　哲美 大阪府東大阪市小阪本町２－３－１３ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

西田泰三 熊本県山鹿市大字山鹿１６０８ クッキ 菓子 無し 　

西田泰三 熊本県山鹿市大字山鹿１６０８ 洋菓子 菓子類 無し 　

西田泰三 熊本県山鹿市大字山鹿１６０８ ショートケーキ 菓子類 無し 　

西洋菓子処　MOMO 日田市中央１－３－５　香月ビル１Ｆ ケーキ類（クレームパティシュー
ル）

菓子類 無 なし 該当なし 該当なし

石井食品(株）八千代工場 八千代市吉橋１８３５ 杏仁豆腐 菓子類 無

赤城乳業㈱ 深谷市上柴町東２－２７－１ アイスクリーム 氷菓子 なし

赤城乳業㈱ 深谷市上柴町東2-27-1 ﾎｰﾑ･ﾄﾞ･ｸﾗﾝﾁ他 アイスミルク なし

赤城乳業㈱ 深谷市上柴町東2-27-1 元気玉ｼｭﾜなｸﾞﾚｰﾌﾟ&ｸﾞﾚｰﾌﾟ 氷菓 なし

赤城乳業㈱ 深谷市上柴町東2-27-1 馬車道ｱｲｽｸﾘﾝ他 ラクトアイス なし

雪おこし食品㈱ さいたま市三橋６－６５５ 石焼ごはんカレー味 米菓 なし

雪おこし食品㈱ さいたま市三橋６－６５５ 石焼ごはんしょうゆ味・メンタイ
味

米菓 なし

雪印食品㈱関東工場 春日部市小淵１２６３ ﾌﾟﾁHBﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ112G ソース なし
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菓子類

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

扇野繁 青森市栄町２丁目８ー１４ 洋菓子 洋生菓子 なし

扇野繁 青森市栄町２丁目８ー１５ 洋菓子 洋生菓子 なし

前田製菓（株） 大阪府堺市京町通１番３２号 ビスケット 菓子 なし

前田製菓㈱ 大阪府堺市京町通１番３２号 クラッカー 焼菓子 無

相鉄ローゼン富水店 小田原市新屋１１８ カレーパン 菓子パン なし

村上貞夫 東大阪市鴻池２２０３－１４ 和菓子 和菓子 なし

台糖株式会社　神奈川営業所 秦野市三屋１２１ ババロアの素 菓子材料 なし

大浦　真弓 大阪府東大阪市小若江２－７－２ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

大加製菓㈱ 大阪市東住吉区杭全2-1-9 飴菓子 菓子 なし

大橋珍味堂株式会社 神崎郡能登川町種１７１７ 味足 菓子 なし

大橋珍味堂株式会社 神崎郡能登川町種１７１７ うまかつ 菓子 なし

大橋珍味堂株式会社 神崎郡能登川町種１７１７ ゴールドツナ 菓子 なし

大橋珍味堂株式会社 神崎郡能登川町種１７１７ 豆の集団 菓子 なし

大黒堂モンオール（福井宏之） 大阪市淀川区三津屋北1-23-15 ケーキ類 洋菓子 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 １食ｽﾄﾚｰﾄ冷し中華ｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ １食みそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ １食みそラーメンスープ他１食 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ １食醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 33-326めんつゆA スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 34-440冷しﾗｰﾒﾝしょうゆ味-A スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ３食みそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ３食みそラーメンスープ他１食 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ４食みそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ４食みそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし
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菓子類

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

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-10 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-10 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-108 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-82 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-82 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-910 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-9B スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-9B スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ Ａ－９Ｂ他７食品」 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ Ａ－ＣＯＯＰみそ味 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-Coopみそ味 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ Ａ－Ｆ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-F スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-F スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ A-M3 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ C-10 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ C-5 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ Coop味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ D-15 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ DM-30 その他 なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ DM-30 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ DM-40 その他 なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ DM-40 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ DM-60 その他 なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ DM-60 スープ なし
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菓子類

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

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ DXしょうゆﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ E-D スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ GめんつゆA100 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ HOTｽﾊﾟｰ冷し スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ HOTめんつゆｵﾚﾝｼﾞ つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ HOTﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ45 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ＨＯＴラーメンスープ４５他３食
品

スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ IYｽﾄﾚｰﾄそばつゆ330S スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ N-704 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ NG鶏だしうどんつゆ液体 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ あじときつゆ40 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｱﾙﾐつゆｽﾄﾚｰﾄ60 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ いちふじにぼしﾗｰﾒﾝ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ うどん、つゆ、昆布 めんつゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ うどんつゆ２人前 めんつゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ うどんつゆ２人前 めんつゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ うどんつゆ２人前 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ うどんつゆUK-28 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ うどんつゆこんぶだし つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ うどんつゆ昆布 めんつゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ うどんつゆ昆布 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｵｲｽﾀｰﾍﾞｰｽ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ガーリックソースＣ－４ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｶﾞｰﾘｯｸｿｰｽC-4 ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｶﾞｰﾘｯｸｿｰｽC-4 ソース なし
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菓子類

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

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｶﾞｰﾘｯｸ醤油ｿｰｽC-16 ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ カツ丼のたれ たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｶﾞﾛﾝｽﾊﾟｿｰｽC-15 ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ きつねうどんつゆ25 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ きつねそばつゆSS-1 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ きょうや醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｺｰﾌﾟそばつゆ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ こだわりしょうゆ味スープ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ こだわりしょうゆ味ｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ こだわりしょうゆ味たれ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ こだわりしょうゆ味たれ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ こだわりﾗｰﾒﾝしょうゆたれ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ こだわりﾗｰﾒﾝみそ味たれ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ こっそり醤油ｽｰﾌﾟ38 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ごまだれ冷し スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｼﾏﾀﾞほぐし汁20 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｼﾏﾀﾞﾔそばつゆ70 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｼﾏﾀﾞﾔ冷凍麺用冷し中華ｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｼﾞｬｽｺ３食しょうゆﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｼﾞｬﾝｶﾞﾗﾗｰﾒﾝ液体ｽｰﾌﾟ２連 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ しょうゆﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ドレッシング なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ しょうゆとんこつ江戸屋 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ しょうゆﾗｰﾒﾝHK スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ しょうゆﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟA-1 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ しょうゆﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟA-1 スープ なし
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菓子類

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

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ すき焼きつゆ つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｽﾄﾚｰﾄつゆF-70S スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｽﾄﾚｰﾄつゆSF-70 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰｿｰｽC-12 ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ そばつゆ２人前 めんつゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ そばつゆ２人前 めんつゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ そばつゆ２人前 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ そばつゆ２人前 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ そばつゆｽﾄﾚｰﾄ60 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾀﾝﾒﾝｽｰﾌﾟSE-D スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ タンメンスープＳＥ－Ｄ他１食品 スープ 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

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾁｬｰｼｭｰA-HD たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ちゃんぽんT業務用 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ つぎたし用おでん汁 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ つゆH-70 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ つゆSF-70 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ つゆ無添加100 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ つゆ無添加120 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ つゆ無添加70 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ とんこつM-48 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ とんこつらーめんT-KS スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝｿｰｽM ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ調味液C-8 ソース なし
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菓子類
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販売中止 製品回収
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え

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ調味液C-9 たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ にぼしﾗｰﾒﾝ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ふとやきｿｰｽ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ プルコギ丼のたれ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾌﾟﾙｺｷﾞ丼のたれ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾌﾟﾙｺｷﾞ丼のたれ たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾌﾚｯｸﾗｰﾒﾝ小袋液体４連 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ペペロンチーノＴ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉT ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾍﾟﾍﾟﾛﾝﾁｰﾉT ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾎｯｺｸしょうゆﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾎｯｺｸﾀﾝﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾎｯｺｸみそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾏﾙｴﾂ２食みそﾗｰﾒﾝ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ みそC-10 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ みそSC-50 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ みそｽｰﾌﾟKH-43 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ みそﾗｰﾒﾝ43 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ みそﾗｰﾒﾝH-64 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ みそﾗｰﾒﾝKH スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ めかぶのたれ たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ めんつゆJK-21 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝ50A スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝA-30 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝA-703 スープ なし
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え

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝA-8 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝA-8 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝA-CN スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝA-CN スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝAI-24 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝAI-24 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝAI-44 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝAI-62 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝAM-45 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝDX-42 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ6-B スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟA-15 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟA-16 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟA-16 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ラーメンスープＦ－０４ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟF-04 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟF-04 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟSA スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ ﾛｰﾏｲﾔ和風ｿｰｽ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 塩ベース１６ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 塩ﾍﾞｰｽ16 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 塩焼そばｿｰｽA-20 ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鴨南つゆ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鴨南つゆ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 業務用「新おでん汁DD」 スープ なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 業務用「新おでん汁ＤＤ」初回仕
込み用

スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 業務用HOT醤油ﾗｰﾒﾝ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 業務用おでんつゆ仕込用 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 恵比寿塩ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 恵比寿塩ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鶏がらラーメン５０ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鶏がらﾗｰﾒﾝ50 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鶏そばつゆ180 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 更科八割そばつゆ つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 江戸屋ﾌｰｽﾞごまだれ50 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 坂内A-150 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 煮干しみそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 煮干しﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 煮豚用漬込み液Ｂ たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 周ラーメンスープ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 周ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 小袋液体ｽｰﾌﾟ日本酸素とんこつｽｰ
ﾌﾟ２連

スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 小袋液体ｽｰﾌﾟ日本酸素ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ４
連

スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 小袋液体ｽｰﾌﾟ日本酸素新ｼﾞｬﾝｶﾞﾗ
ﾗｰﾒﾝ２連

スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 小袋液体ｽｰﾌﾟ日本酸素冷し中華ｽｰ
ﾌﾟ

スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 焼うどんかつお味 ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 焼うどんかつお味 ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 焼うどんかつお味 たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 焼うどんかつお味 たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 焼うどんかつお味 たれ なし

388 / 442 ページ



菓子類

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

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 焼うどんｿｰｽB-7 ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 焼うどん合わせだし スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 焼きうどんしょうゆ味のたれNo.2 たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 新ﾀﾝﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 新特選めんつゆ70S スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 星野物産冷し中華ｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 生姜焼きのたれ たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 赤味噌ﾍﾞｰｽ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 蔵の街50A スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 蔵の街５０Ａ他３食品 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 大輝健食醤油味 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 大輝健食醤油味 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 樽政ｱﾙﾐそばつゆｽﾄﾚｰﾄ70 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 樽政ｱﾙﾐめんつゆｽﾄﾚｰﾄ70 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 担担麺 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 中華ｿｰｽ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 中華そば液体 めんスープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 中華そば液体 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 中華そば液体（ｗ－１） めんスープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 中華街冷し100 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 笛木あさ漬の素 その他 なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 湯かけうどんつゆ西 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 湯かけうどんつゆ東 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 湯かけそばつゆD つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 湯かけみそCK-42 スープ なし
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え

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 湯かけめんつゆUK-40 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 豚ﾊﾞﾗﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鍋焼うどんNA-27M スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鍋焼うどんつゆN-15 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鍋焼きうどんつゆ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鍋焼ﾍﾞｰｽ18L スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 鍋味噌つゆ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 日生協ざるうどんつゆ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 日生協ざるそば スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 日生協横浜ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 日生協冷し中華ｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 日本酸素とんこつｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 日本酸素ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 日本酸素新ｼﾞｬﾝｶﾞﾗﾗｰﾒﾝ液体ｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 日本酸素冷し中華ｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 背油とんこつﾗｰﾒﾝ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 梅じそ冷し20 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 梅じそ冷しD-5 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 便利なﾀﾝﾒﾝ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 便利な醤油ﾗｰﾒﾝ４連 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 北海道みそ業務用 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 本格しょうゆﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 本格しょうゆﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 本格しょうゆﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 本格鶏がらｽｰﾌﾟ スープ なし
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え

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 味噌バターコーンスープ１３－７ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 味噌ﾊﾞﾀｰｺｰﾝｽｰﾌﾟ13-7 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 味噌ラーメン４３ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 味噌煮込うどん45 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 名人おすすめしょうゆたれ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 名人おすすめみそたれ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 名人おすすめみそたれ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 明太子ﾍﾞｰｽ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 麺食ｽｰﾌﾟﾍﾞｰｽ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 麺食みそﾗｰﾒﾝ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 麺食みそ味 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 油そばｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 揚出豆腐つゆY つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しごまだれ たれ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しざるほうとうつゆ つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝN-200 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝW-180S スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝW-250 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝW-280S スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝY-200 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝとんこつ180S スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝ塩180S スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝ赤200S スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷しﾗｰﾒﾝ担々麺 スープ なし
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大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷し中華ｽｰﾌﾟDT-120 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷し中華ｽｰﾌﾟDT-50 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷し中華ｽｰﾌﾟDT-65 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷し中華ｽｰﾌﾟDT-80 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷し中華無添加70 つゆ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷し無添加100 スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷凍３食みそラーメンスープ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷凍３食みそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷凍３食醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷凍３食醤油ラーメンスープ他１
食品

スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 冷凍うどんつゆHOT スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 和歌山ﾗｰﾒﾝM スープ なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 和風オニオンソース ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 和風ｵﾆｵﾝｿｰｽ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 和風ｵﾆｵﾝｿｰｽ ソース なし

大東食研株式会社 深谷市幡羅町１－１７ 和風ﾊﾟｽﾀｿｰｽ ソース なし

大澤祐治（屋号：プチオオサワ） 東京都杉並区浜田山２－２４－１ ムース 洋生菓子 なし

大總商事㈱ 東京都杉並区西荻南３－１４－６ ゼリー 洋生菓子 なし

大總商事㈱ 東京都杉並区西荻南３－１４－６ ムース 洋生菓子 なし

辰巳豊 東大阪市島之内２－１４－１５ 洋菓子 洋菓子 なし

谷内　剛 京都市上京区今出川通堀川東入ル飛鳥
井町２５２　フォルム堀川今出川１Ｆ

シブースト，ダージリン，アニ
ス，ポアール，リューズ，レア
チーズ

洋生菓子 なし

鍛冶  喜好 羽咋市石野町ニ４４－１ アイスクリーム アイスクリーム なし - - -

池内　和彦 大阪府東大阪市下小阪５－５－９ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

中西　良雄 大阪府東大阪市友井３－９－１ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし
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え

中西商店 大阪市阿倍野区昭和町2-19-19 クレープ菓子 菓子 なし

中島公則 東大阪市瓜生堂１－５－８ 洋菓子 洋菓子 なし

朝川孝男 青森県弘前市大字土手町１９３ ケーキ 菓子 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 （株）ナチュラルグループ本社
アニューお子様カレー

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 （株）ナチュラルグループ本社
アニューピュアカレー

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 39％野菜和風ドレッシングソース
70ｇ

ドレッシング類 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 ＣＯ・ＯＰハッシュドビーフ ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰカレー甘口　240ｇ、120
ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰカレー大人の時間　120
ｇ×2

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰカレー中辛　240ｇ、120
ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰクリームシチュー120ｇ、
120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰハヤシライス ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰビーフシチュー120ｇ、
120ｇ×2

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰ香りのカレーと風味のカ
レー２００ｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰ食卓カレー１９１ｇ ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰ低塩クリームシチュー ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＣＯＯＰ北のクリームシチュー２
４０ｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 Ｃ中華スープ　1ｋｇ 乾燥スープ なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ＭＯＡ麻婆豆腐の素　180ｇ その他の食品 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 アサヒコフレークカレールウ（直
火焼）　160ｇ、1ｋｇ、10ｋｇ×
2

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 アサヒコフレーククリームシ
チュー（直火焼）　160ｇ、1ｋ
ｇ、

ルウ類 なし
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朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 アサヒコフレークハヤシルウ（直
火焼）　160ｇ、1ｋｇ、10ｋｇ×
3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 あさひ庵醤油ラーメンスープ　30
ｇ×2

めんつゆ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 あさひ庵味噌ラーメンスープ　30
ｇ×3

めんつゆ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 エースコックＣＮＰ　17.7ｇ ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 エースコックＫＣＵ-１　18.0ｇ ルウ類 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コンソ
メスープ　70ｇ

乾燥スープ 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 かに酢 たれ・ソース類 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 キット用中華風ドレッシング（辛
口）　50ｇ

ドレッシング類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 コープカレ１２０ｇ甘口 ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 コープカレ１２０ｇ辛口 ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 コープカレ１２０ｇ中辛 ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 コープネット　クリームシチュー
ミックス　120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 コープネットハッシュドビーフ
120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 コープネット低塩クリームシ
チュー　120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 コープ九州　クリームシチュー
ミックス　120ｇ×3

ルウ類 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 ジーエスフードランチスープ　12
ｋｇ

乾燥スープ なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ナガノカレールウ　1ｋｇ ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ナガノホワイトルウ　1ｋｇ ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ナガノホワイトルウ（食塩無添
加）1ｋｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ナガノ無塩ホワイトルウ原料用
12ｋｇ

ルウ類 なし
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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

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ミニ味噌つゆ　10ｇ めんつゆ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ユーコープみんなのカレー甘口
125ｇ×2、125ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 ユーコープみんなのカレー中辛
125ｇ×2、125ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 丸大カレーフレーク甘口　10ｋｇ
×2

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 業務用てり焼きのたれ たれ・ソース類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 経済連向ステーキソース　35g×２ たれ・ソース類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 細打ちらーめん醤油味　30ｇ×2 めんつゆ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 三笠フーヅカレーフレークＡ-１
1ｋｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 糸ぐるまラーメンスープ　37ｇ めんつゆ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 生協中華風スープ（鶏肉と椎茸）
49ｇ、49ｇ×2

乾燥スープ なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 大阪いずみクリームシチューミッ
クス　120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 大阪いずみ生協チーズ風味クリー
ムシチュー　120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 中華油そばタレ1ｋｇ たれ・ソース類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 朝日クリームシチュー　80ｇ、
120ｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 東都生協オリジナルカレーフレー
ク中辛　10ｋｇ×2

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 東都生協オリジナルカレー甘口
120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 東都生協オリジナルカレー中辛
120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 東都生協オリジナルクリームシ
チューミックス　120ｇ×3

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 東都生協ハヤシライスルウ　120
ｇ×2

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 東都生協直火焼カレールウ　200
ｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 東都生協直火焼ビーフシチュール
ウ　200ｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 東洋商事（株）ゴールドカレー ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 鍋特製味噌つゆ　40ｇ めんつゆ類 なし
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朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 日生協業務用焼き肉のたれ（フ
ルーツ味）3kg

たれ・ソース類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 風見こどもカレールウ　100ｇ ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 豊栄産業直火焼ハヤシルウ　100
ｇ、160ｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 無印良品カレールゥ（フレークタ
イプ）　160ｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 無印良品チリ風ソース　240g たれ・ソース類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 無印良品デミグラス風ソース たれ・ソース類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 無印良品ハヤシルゥ（フレークタ
イプ）　160ｇ

ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 無印良品赤ワインソース　240g たれ・ソース類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓（株）おでんの素 その他の食品 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓（株）カレールウ ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓（株）ハヤシルウ ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓（株）ホワイトル ルウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓（株）粉末スープ その他の食品 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓㈱おでんの素 スープの素 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓㈱カレールウ カレールウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓㈱ハヤシルウ カレールウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓㈱ホワイトルウ カレールウ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 明治製菓㈱粉末スープ スープの素 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 揚げ出し豆腐用濃縮つゆ　20ｋｇ たれ・ソース類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 冷やし中華スープ　80ｇ めんつゆ類 なし

朝日食品工業（株）坂戸工場 坂戸市千代田5-4-39 冷奴のたれ（麻婆味）15g たれ・ソース類 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ホワイトショコラタルト 洋生菓子 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ レアチーズ 洋生菓子 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ am/pm　アジア風野菜焼そば 調理めん なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ am/pm　とろろそば 調理めん なし
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朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ am/pm　割子そば 調理めん なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ am/pm　上海風焼そば 調理めん なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ am/pm　鍋焼ちゃんこうどん 調理めん なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ am/pm　鍋焼天ぷらうどん 調理めん なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ am/pm　明太子スパゲッティ 調理めん なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ あさひ庵　湯かけ天ぷらうどん
あさひ庵　湯かけ天ぷらそば

調理めん なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ デイリーヤマザキお湯かけ醤油豚
骨ラーメン

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ デイリーヤマザキお湯かけ天婦羅
うどん

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ デイリーヤマザキお湯かけ天婦羅
そば

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　ちいさな味噌
ラーメン

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　ネギチャー
シューメン

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　中華つけめん 調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　中華油そば 調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　湯かけきしめ
ん

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　湯かけ天ぷら
うどん

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　湯かけ天ぷら
そば

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　鍋天ぷらうど
ん

調理麺 なし

朝日食品工業株式会社児玉工場 上里町大御堂６７３－１ ファミリーマート　冷しラーメン 調理麺 なし

朝日食品工業㈱ 行田市持田２－１７－８ レトルト豆腐Ｍ４００ｇ 豆腐 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 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ他 その他 なし

長谷川香料㈱ 深谷市幡羅町1-13-2 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ他 その他 なし

長谷川香料㈱ 深谷市幡羅町1-13-2 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ他 その他 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
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長谷川香料㈱ 深谷市幡羅町1-13-2 ｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ その他 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

長谷川香料㈱ 深谷市幡羅町1-13-2 ﾋﾞｰﾌﾍﾟｰｽﾄ他 その他 なし

長谷川製菓株式会社 松原市天美北8-3-3 シュガーコーン 菓子 無

長谷川製菓株式会社 松原市天美北8-3-3 コーン 菓子 無

長尾　徹 大阪府東大阪市下小阪５－６－４ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

津具屋製菓（有） 高森町山吹１６４６－１２ ワインパイ 菓子 なし

津具屋製菓（有） 高森町山吹１６４６－１２ いちごパイ 菓子 なし

津具屋製菓（有） 高森町山吹１６４６－１２ 巨峰パイ 菓子 なし

津具屋製菓（有） 高森町山吹１６４６－１２ りんごパイ 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 平成の郷　半生ミックス 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ ＵＯチョコ 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ ＹＦＯチョコ 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ プチシュークリーム 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ まんてん　ベビーシュー 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ お菓子屋さん　ミニどら焼き 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 欧風ミックス 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 栗どんどん 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 天竜伴野原堀喜 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 市田柿ムース 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 菓実祭　シークワーサー 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 菓実祭　マンゴー 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 紅いもパイ 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ どら大将 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ 焼きいもまんじゅう 菓子 なし
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天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ 味きららどら焼きﾐｯｸｽ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ミニどら焼 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ AL-30ﾃﾞｻﾞｰﾄ・ｱ･ﾗ･ﾓｰﾄﾞ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ AL-20ﾃﾞﾞｻﾞｰﾄ・ｱ･ﾗ･ﾓｰﾄﾞ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ プリン 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ WDｸﾚｰﾌﾟｸｯｷｰﾎﾜｲﾄ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ﾌｧｲﾝｾﾚｸﾄひとくちどら焼（１３５
ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ COOPひとくちどら焼 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ２４０ｇ洋菓ミックス 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ２８５ｇともだちのわ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ８個二色和風パイ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ５個マロンあんパイ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ひとくち栗まんじゅう（５個１６
０ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ちょっとの幸福焼いも 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ 三色まんじゅう（１６０ｇ・２４
５ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ひとくち焼きいも 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ 天恵どら焼（１６０ｇ・２３５
ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ お好み最中（３３０ｇ） 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ミックス最中（１８０ｇ・２７０
ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ お菓子屋さんミックス最中 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ チョコクレープクッキー 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ クレープクッキーホワイト 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ２１０ｇスキスキマシュマロ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ふんわかチョコタン（１１０ｇ・
１６０ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ １１０ｇプリンマシュマロ 菓子 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

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ＮＳマシュマロ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ＮＳお好みどら焼 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ちょっとの幸福どら焼 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ３００ｇ二色どら焼 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ 北海道十勝どら焼（１７５ｇ・２
１０ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ カスタードどら焼（１２０ｇ・１
９０ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ 栗どら（１６０ｇ・２３５ｇ） 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ８個ブランデーケーキ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ８個フルーツケーキ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ８個さわやかブルｰベリｰ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ １７０ｇテンケイベビｰシュｰ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ 夢づつみ（８個・進物） 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ムーおばさんチｰズケｰキ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ムーおばさんバナナケｰキ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ムーおばさんチョコケーキ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ 味きららミックスマシュマロ 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ちょっとの幸福ミックス最中 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ プチあずきパイ（５個・12個） 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ １１０ｇぱっふといちご 菓子 なし

天恵製菓（株） 豊丘村神稲６８５５ ひとくちチョコまんじゅう（５
個）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ ポンポンミックス（２８５ｇ） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 長良川（２７０ｇ） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 茶の友 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ おもしろァソート（３３０ｇ） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 梅と菓子（２９０ｇ） 菓子 なし
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菓子類

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

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ ともだちのわ（１７０g) 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 半生ミックス（３４０ｇ） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ エクセレンス（２０００円） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 天恵和風パイ（２０００円） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ テンケイバラエティ（２０００
円）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 味あわせ（１０００円） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 天恵和風パイ（１０００円・１５
００円）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ カスタードプリン（１０００円・
１５００円）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ プレミアムトリオ（１５００円） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 洋菓集（１５００円） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 栗粒入り　十勝どら焼 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ さくらどら焼（１６０ｇ・２３５
ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ さくら餅最中（１７０ｇ・２５０
ｇ）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 餅最中（１７０ｇ・２５０ｇ） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ ウエハロール（ホワイトチョコ） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ ぱふっといちご（角パック） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ チョコまん 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ １０円　函入りチョコタン 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 小倉あんパイ（５個） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ ふらんす万頭（８個・１０個） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 和風小倉パイ（３個・９個） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ かぼちゃあんパイ（５個） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ １２０ｇテンケイシュークリーム 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ １７０ｇチョコクリームシュー 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ １５５ｇプチシュー 菓子 なし
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菓子類

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

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ フルーツタルト 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ チーズタルト 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ クリーム入り栗ケーキ（３個・６
個）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ クリーム入り小倉ケーキ（３個・
６個）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ グッディー・ア・ラ・カルト（菓
子）

菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ プチブルーベリーパイ（５個） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ ミルクプリン（５個） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ セゾン・ド・ボー（菓子） 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ カスタードプリン 菓子 なし

天恵製菓（株） 下伊那郡豊丘村神稲６８５５ カフェオレプリン 菓子 なし

渡井正人　（精良軒） 山梨県南巨摩郡増穂町青柳町81 コーヒーゼリー 菓子 なし

渡井正人　（精良軒） 山梨県南巨摩郡増穂町青柳町81 マドレーヌ他３品目 菓子 なし

渡邊製パン有限会社 足柄下郡箱根町宮ノ下３４３ クリームパン 菓子パン なし

都ホテル大阪（株式会社近鉄ホテ
ルシステムズ）

大阪市天王寺区上本町６－１－５５ 洋菓子 洋菓子 なし

土井良彦 桃生郡河南町字町３２ ババロア 菓子 なし 該当なし

東京製菓㈱ 上里町神保原８００ どうぶつヨーチ 菓子 なし

東京製粉株式会社 東京都江東区扇橋２－１０－３ パン用ミックス粉 製菓材料 無

東京製粉株式会社 東京都江東区扇橋２－１０－３ ドーナツシュガー 製菓材料 無

東京堂乳業食品㈱ 草加市吉町5-6-21 氷菓（ｳｰﾛﾝ茶ｼｬｰﾍﾞｯﾄ） 氷菓 なし

東京堂乳業食品㈱ 草加市吉町5-6-21 氷菓（ｵﾚﾝｼﾞｼｬｰﾍﾞｯﾄ） 氷菓 なし

東京堂乳業食品㈱ 草加市吉町5-6-21 氷菓（ｼﾅﾓﾝｱｯﾌﾟﾙｼｬｰﾍﾞｯﾄ） 氷菓 なし

東京堂乳業食品㈱ 草加市吉町5-6-21 氷菓（ﾆｭｰｻﾏｰｵﾚﾝｼﾞｼｬｰﾍﾞｯﾄ） 氷菓 なし

東京堂乳業食品㈱ 草加市吉町5-6-21 氷菓（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼｬｰﾍﾞｯﾄ） 氷菓 なし

東京堂乳業食品㈱ 草加市吉町5-6-21 氷菓（ﾎﾟﾜｰﾙｼｬｰﾍﾞｯﾄ） 氷菓 なし

東京堂乳業食品㈱ 草加市吉町5-6-21 氷菓（ﾗｲﾁｼｬｰﾍﾞｯﾄ） 氷菓 なし
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菓子類

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

東京堂乳業食品㈱ 草加市吉町5-6-21 氷菓（苺牛乳ｼｬｰﾍﾞｯﾄ） 氷菓 なし

東京洋菓子㈱ 草加市1-2-3 乾燥洋菓子 菓子 なし

藤沢さいか屋Ｂ1Ｆローストビー
フ鎌倉山

藤沢市藤沢５５５ ムース 洋生菓子 なし

内生蔵正二（正栄堂） 魚津市上村木1－１３－５ アップルゼリー 洋菓子 なし

内生蔵正二（正栄堂） 魚津市上村木1－１３－５ オレンジゼリー 洋菓子 なし

内生蔵正二（正栄堂） 魚津市上村木1－１３－５ グレープフルーツゼリー 洋菓子 なし

内生蔵正二（正栄堂） 魚津市上村木1－１３－５ テイラミンス 洋菓子 なし

内生蔵正二（正栄堂） 魚津市上村木1－１３－５ レーアチーズ 洋菓子 なし

内生蔵正二（正栄堂） 魚津市上村木1－１３－５ 抹茶ムース 洋菓子 なし

縄本日栄堂（縄本矩嗣） 大阪市東住吉区駒川2-4-22 ムース 洋生菓子 なし

縄本日栄堂（縄本矩嗣） 大阪市東住吉区駒川2-4-22 ショートケーキ 洋生菓子 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 あいがめ 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 かおり千枚 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 こきりこ 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 こぶ柿 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 ざらめ煎 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 磯ふたり 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 歌づくし 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 昆布かきもち 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 伝承うす焼えび 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 豆おかき 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 梅ざらあられ 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 白えび紀行 米菓 なし

日の出屋製菓産業㈱ 富山県西砺波郡福光町田中411 米菓専科 米菓 なし

日世株式会社　甲府工場 中巨摩郡甲西町宮沢工業団地内 旬のｿﾌﾄｸﾘｰﾑﾐｯｸｽ　ふじりんご 一般食品（製菓
材料）

なし
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菓子類

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

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ ご当地スナック　宇都宮名物餃子
味

スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ ご当地スナック　宇都宮名物餃子
味

スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ ご当地スナック水戸名物ねぎ納豆
味

スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ ご当地スナック静岡名物わさび茶
漬け味

スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ ご当地スナック大阪名物たこ焼き
味

スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ ご当地スナック博多名物とんこつ
明太味

スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ チーズリッチピザ味 スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ 宇都宮風餃子味 スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ 大阪風たこ焼き味 スナック菓子 なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ ルイシャンティー２０００円缶 ビスケット なし

日清シスコ株式会社 妻沼町妻沼５０００ ルイシャンティー３０００円缶 ビスケット なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ ＣＯＯＰフルーツヨーグルトア
ソート

菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ ＣＯＯＰフルーツヨーグルトバラ
エティセット

菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ ＣＯＯＰフルーツヨーグルトファ
ミリーセット

菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ アロエヨーグルト 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ いちごヨーグルト 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ コアヨーグルト 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ つぶつぶ白桃ヨーグルト 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ ホワイトプリン 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ マイルドビター 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ マンゴープリン 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ みんなのチョコプリン 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ レモンヨーグルト 菓子 なし

日清ヨーク㈱関東工場 羽生市上村君堤根２７２ 生チョコレート 菓子 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ ２０金星Ｙ－２１１ ミックス粉 なし
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え

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ ＡＫ－２０唐揚粉 ミックス粉 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

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ ＹＳ－１２ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ ＹＳ－１４ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ たこ焼Ｚ－２０６ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ たこ焼Ｚ－２１６ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ たこ焼Ｚ－２１９ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ バッターＭ－３２４ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ ピザＥ－２３ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ フリッターＭ－１０５ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ 金星Ｙ－２１１ ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ 国産お好み焼き（山芋粉入り）４
５０g

ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ 国産お好み焼き（山芋粉入り）７
００g

ミックス粉 なし

日東製粉株式会社 熊谷市御稜威ヶ原６１１－１１ 打粉Ｚ ミックス粉 なし

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 子餅えび 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 味三彩 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 三色おかき 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 できたて揚げせん 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 うにあられ 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 無印良品あげせん 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 まさご 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 ＣＯＯＰうにせん 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 味一徹うにせん 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 無印良品うにあられ 菓子 無

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 西友うにあられ 菓子 無
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え

日乃本米菓㈱ 那珂郡那珂町後台西原1487-8 できたて揚げせんうに 菓子 無

日本リッチ株式会社ブレドール 東京都江東区三好３－１０－７ カフェデュモンド手作りクッキー 洋菓子 無

日本リッチ株式会社ブレドール 東京都江東区三好３－１０－７ カフェデュモンドピーカンナッツ
パイ

洋菓子 無

日本リッチ株式会社ブレドール 東京都江東区三好３－１０－７ カフェデュモンドレーズンペカン 洋菓子 無

日本レストランコンフェクショナ
リー（株）

大田区鵜の木３ー１０ー１４ ゼリー、レアチーズケーキ 菓子 なし

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

セルクルムース（杏仁、桜、ｺｺﾅｯ
ﾂ､ﾏﾝｺﾞｰ､ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ、抹茶、白ご
ま、甘夏、チョコバナナ、白桃、
サツマイモ、ｶﾌｪｶﾗﾒﾙ）

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

セルクルムース（苺、栗） 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

セルクルムース 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

ﾐﾆｶｯﾌﾟﾑｰｽ（ﾃｨﾗﾐｽ､ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ､ｲ
ﾀﾘｱﾝﾚﾓﾝ､ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ､ﾒﾛﾝ､抹茶､
ｶｽﾀｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝ､蓋つきﾃｨﾗﾐｽ）

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

ﾐﾆｶｯﾌﾟﾑｰｽ（黒ごま） 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

ﾐﾆｶｯﾌﾟﾑｰｽ（ﾃｨﾗﾐｽ､ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ､
黒ごま､ｲﾀﾘｱﾝﾚﾓﾝ､ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ､ﾒ
ﾛﾝ､ﾞﾌﾟﾘﾝ､蓋つきﾃｨﾗﾐｽ）

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

ＦＣムース(ｶﾌﾟﾁｰﾉ､洋梨のｼｬﾙﾛｯ
ﾄ、ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞのｼｬﾙﾛｯﾄ､ﾊﾞﾅﾅｺｺﾅﾂ
ﾑｰｽ,D.Dｶﾌﾟﾁｰﾉ､ﾏﾙｼｪﾃｨﾗﾐｽ､ﾓﾝﾃ
ﾛｰｻﾞｻﾂﾏｲﾓﾑｰｽ）

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

ＦＣムース(ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ､ｼｮｺﾗ)） 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

ＦＣムース 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

ＫＦＣマロンムース 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

ＫＦＣいちごムース 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

ＫＦＣココナツババロア 無

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 経済連バニラ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ シルバーバニラ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ 日航バニラ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし
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え

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ ハイランド ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ レナウンバニラ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ ローズ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ バイオレット アイスミルク なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ リリー アイスミルク なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ ミルクゼリー 氷菓 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ レモンライム 氷菓 なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ アイスモロー ラクトアイス なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ イチゴ ラクトアイス なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ チョコレート ラクトアイス なし

日本酪農協同株式会社 大津市あかね町３－１ マッ茶 ラクトアイス なし

馬場俊厚 上北郡下田町字中下田５０２－１ ケーキ 菓子 なし

白木裕之 綾部市岡町２－６０ 洋菓子 洋菓子 なし

箱根プリンスホテル 足柄下郡箱根町元箱根蛸川１４４ ケーキ 洋菓子 なし

不二家　栢山店 小田原市栢山３９３－１ ケーキ 洋菓子 なし

不二家　津久井店 津久井町太井１１９ ケーキ 洋生菓子 なし

不二家　湯河原店 足柄下郡湯河原町土肥１－９－３ ケーキ 洋菓子 なし

不二家ＦＣ　座間店 座間市入谷１－１９２－１ 洋生菓子 菓子 なし

不二家ＦＣ愛川中津店 愛甲郡愛川町中津３０３－３ 洋生菓子 菓子 なし

不二家ＦＣ小田原東口店 小田原市栄町１－２－８ ケーキ 洋菓子 なし

富屋惣菜㈲ 大阪市都島区内代町２－１－１８ クッキー 菓子 なし

富士食産㈱ 大阪市東住吉区杭全３-４-５ ムース 洋生菓子 なし

冨士食品株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ﾊｰｼｰｱｰﾓﾝﾄﾞﾁｮｺﾊﾞｰｵｰﾙﾌﾞﾗｯｸ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ｼｬｰﾍﾞｯﾄ･ﾒﾛﾝ 氷菓 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｯｸＤｸﾞﾚｰﾌﾟｱﾝﾄﾞﾏｽｶｯﾄ 氷菓 なし
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冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ｷｰｳｨﾊﾞｰ 氷菓 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ あずきﾊﾞｰ 氷菓 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 しらゆきれん乳ｱｽﾞｷ 氷菓 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 かき氷れん乳ｱｽﾞｷ 氷菓 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 十勝あずき 氷菓 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｯｸＬＤﾊﾞﾆﾗｱﾝﾄﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ぐるるるるｸﾞﾚｰﾌﾟあんどﾊﾞﾆﾗ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ぐるるるるﾌﾟﾘﾝ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ぐるるるるﾐﾝﾄｱﾝﾄﾞﾁｮｺ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾊﾞﾆﾗﾊﾞｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾊｰｼｰﾁｮｺﾚｰﾄｱｲｽﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｯｸ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ いちごﾊﾞｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾁｮｺﾊﾞﾅﾅ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾊｰｼｰﾁｮｺﾅｯﾂﾓﾅｶｵｰﾙﾌﾞﾗｯｸ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾊﾞﾆﾗﾊﾞｰ生ｸﾘｰﾑﾌﾞﾚﾝﾄﾞ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾊｰｼｰﾎﾜｲﾄﾁｮｺｱﾝﾄﾞｸｯｷｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ﾊﾞﾆﾗｿﾌﾄ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺１７０ ｿｰﾀﾞｿﾌﾄ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 しらゆきれん乳ﾎﾜｲﾄ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 かき氷れん乳ﾎﾜｲﾄ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 LDｽﾃｨｯｸﾏﾙﾁ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 LDｽﾃｨｯｸﾏﾙﾁﾊｰﾌ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ﾊｰｼｰﾁｮｺﾚｰﾄﾊﾞｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ﾊｰｼｰﾁｮｺﾚｰﾄｴｸﾚｰﾙ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ﾐﾙｸｱﾝﾄﾞｺｰﾋｰﾊﾞｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし
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販売中止 製品回収
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え

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 Cookieｸｯｷｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ﾐﾙｸ仕立てのあずきﾊﾞｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 ﾊﾞﾆﾗﾊﾞｰﾏﾙﾁ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 平安ｱｲｽ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 Ｍｱｲｽﾊﾞｰ ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 なし

風月フーズ（株） 福岡市南区野間一丁目１１－８ 洋菓子 菓子類 無

福井昭俊 長崎県大村市乾馬場町８４３－７ 生洋菓子類 菓子類 　無

福士儀正 青森市新町１丁目１３ー５ ババロア、ムース 菓子 なし

福寿軒山本冷菓　（株） 京都市西京区大枝沓掛町１５－２３ 氷菓 氷菓 なし

福助製菓㈱ 大阪市阿倍野区共立通1-10-2 フルーツラムネ 菓子 なし

福助製菓㈱ 大阪市阿倍野区共立通1-10-2 おとくラムネ 菓子 なし

福助製菓㈱ 大阪市阿倍野区共立通1-10-2 チョコレート 菓子 なし

福島雪印牛乳㈱ いわき市小川町西小川字上居合１５３ プリン 生菓子 なし 　

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ モンブラン 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ ポワールカラメル 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ サパイン 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ サンマルク 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ フロマージュ 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ ｸﾚｰﾑ･ｵｰ･ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ ﾑｰｽ･ｵｰ･ﾋﾟｽﾀｰｼｭ 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ ﾑｰｽ･ｵｰ･ﾉﾜ 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ フレイズ 洋生菓子 無

文明堂製菓株式会社 東京都中央区勝どき４－３－１３ ミルフィーユ 洋生菓子 無

兵庫興農㈱ 朝来郡和田山町 チョコレートクリーム なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 ウェハース 菓子 なし
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え

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 ウェハース 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 キャンディ 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 キャンディ 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 チョコレート 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 チョコレート 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 チョコレート 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 チョコレート菓子 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 チョコレート菓子 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 柿の種チョコ 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 焼き菓子 菓子 なし

平塚製菓㈱草加工場 草加市八幡町628 焼き菓子 菓子 なし

宝製菓株式会社藤沢工場 藤沢市大庭７９３０ ビスケット　　　　　　　（ビー
フ味）

菓子 なし

北海道はまなす食品(株) 北広島市北の里 柿の種バターピー 菓子 なし

北海道はまなす食品(株) 北広島市北の里 スイートハートセサミ 菓子 なし

北日本羽黒食品株式会社 山形県東田川群羽黒町赤川２７２番地 ミックスパックFS(クラッカーサン
ド)

クッキー なし

北日本羽黒食品株式会社 山形県東田川群羽黒町赤川２７２番地 プチえびせんべい 焼菓子 なし

北日本月潟食品株式会社 西蒲原郡月潟村大字西萱場610番地 きどりっこ クッキー なし

北日本月潟食品株式会社 西蒲原郡月潟村大字西萱場610番地 嵐のプチポテト、ポテルカカレー
等

スナック菓子 なし

北日本月潟食品株式会社 西蒲原郡月潟村大字西萱場610番地 パワフレッシュ、白ぶどうガム
等

ﾁｭｰｲﾝｶﾞﾑ なし

北日本月潟食品株式会社 西蒲原郡月潟村大字西萱場610番地 嵐のﾌﾟﾁﾋﾞｽｹｯﾄﾌﾟﾁﾁｮｺﾗﾝｸﾞﾄﾞｼｬ　等 ビスケット なし

北日本月潟食品株式会社 西蒲原郡月潟村大字西萱場610番地 プチえびせんべい 焼菓子 なし

北日本月潟食品株式会社 西蒲原郡月潟村大字西萱場610番地 エクセレントデザート 生菓子 なし

北日本月潟食品株式会社 西蒲原郡月潟村大字西萱場610番地 せんべい、つぶよりミックス（柿
の種）　等

米菓 なし

北日本村上食品株式会社 村上市大字仲間町300 クオリアバタークッキー　等 クッキー なし

北日本村上食品株式会社 村上市大字仲間町300 チーズクリームクラッカー クラッカー なし
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え

北日本村上食品株式会社 村上市大字仲間町300 嵐のプチビスケットプチチーズ スナック菓子 なし

北日本大潟食品株式会社 中頸城郡大潟町大字上小舟津浜550番
地

ホワイトロリータ　等 クッキー なし

北日本大潟食品株式会社 中頸城郡大潟町大字上小舟津浜550番
地

ザスク スナック菓子 なし

北日本大潟食品株式会社 中頸城郡大潟町大字上小舟津浜550番
地

オーロラ ビスケット なし

北日本大潟食品株式会社 中頸城郡大潟町大字上小舟津浜550番
地

味ごのみ全品 米菓 なし

北日本豊浦食品株式会社 北蒲原郡豊浦町大字荒町甲1209-6 ﾌﾟﾁﾎﾟﾃﾄｵﾆｵﾝｺﾝｿﾒ味　　等 スナック菓子 なし

北日本豊浦食品株式会社 北蒲原郡豊浦町大字荒町甲1209-6 デリシャス 焼菓子 なし

北日本豊浦食品株式会社 北蒲原郡豊浦町大字荒町甲1209-6 せんべい　等 米菓 なし

北日本和島食品株式会社 三島郡和島村大字両高2431番地 プチフレンドビスケット　等 ビスケット なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ABCクッキー 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ＰＣドーナツ 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ いちごカンパン 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ おいもサブレ 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ カプチーノクッキー 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ カレーカンパン 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ カンパン 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ココナッツマカロン 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ゴマ英語 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ シガーフライ 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ スリムミール 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ チョコアーモンドクッキー 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ドーナツビスケット 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ハードビスケット 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ファットポイ（特定保健用食品） 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ヘルケット（特定保健用食品） 菓子 なし
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北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ マロンクッキー 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ みかんクッキー 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ ユレーカ 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ りんごクッキー 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ 紫いもクッキー 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ 揚げカンパン 菓子 なし

北陸製菓株式会社 金沢市押野２丁目２９０番地１ 揚げビスケット 菓子 なし

堀口　伸 大阪府東大阪市小阪２－１６－４ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 焼き菓子 菓子類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 焼き菓子 焼き菓子類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 グミ グミ類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 グミ グミ類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 チョコレート チョクレート類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 チョコレート チョコレート類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 糖衣掛けﾁｮｺﾚｰﾄ チョコレート類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 インスタント紅茶 粉末清涼飲料水 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 インスタント紅茶 インスタント飲
料

なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 ココア 粉末清涼飲料水 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 ココア インスタント飲
料

なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 スナック スナック類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 スナック スナック類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 チョクスナック スナック類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 チョコスナック スナック類 なし

明治製菓（株）関東工場 坂戸市千代田5-3-1 糖衣掛けチョコレート スナック類 なし

明治乳業（株）京都工場 京都府京田辺市大住立原１の１ １００エッセルココア18A1等１5
品種

アイスクリーム
類

なし
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明治乳業（株）京都工場 京都府京田辺市大住立原１の１ フォレットとろけるプリン 生菓子 なし

明治乳業（株）京都工場 京都府京田辺市大住立原１の１ フォレットミルクババロア 生菓子 なし

明治乳業（株）青森工場 八戸市大字八幡字下樋田１ 明治プリン 生菓子 なし

明治乳業㈱埼玉工場 春日部市南栄町１－５ 明治ベビーフード赤ちゃん村　ｺｰ
ﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

スープ なし

明治乳業㈱埼玉工場 春日部市南栄町１－５ 明治ベビーフード赤ちゃん村　ﾎﾜ
ｲﾄｿｰｽ

スープ なし

明治乳業㈱埼玉工場 春日部市南栄町１－５ 明治ベビーフード赤ちゃん村　完
熟ﾄﾏﾄのﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

スープ なし

明治乳業㈱埼玉工場 春日部市南栄町１－５ 明治ベビーフード赤ちゃん村　野
菜スープ

スープ なし

野坂カ子 青森市新町１丁目１４ー１ パン 菓子 なし

野坂カ子 青森市新町１丁目１４ー１ ケーキ、タルト 洋生菓子 なし

野崎道夫 長崎県諌早市山川町１－５－３ ケーキ類 菓子類 　無

柳浦　寿光 七尾市神明町ロ２２－１０ アイスクリーム アイスクリーム なし - - -

柳屋製パン合資会社 小田原市南町１－３－７ カレーパン 菓子パン なし

柳月堂（小柳英雄） 大阪市西成区橘3-5-21 六方焼（まんじゅう） 菓子 なし

有限会社　エールトベーレ 大和市大和南１－１６－２２ 洋生菓子 菓子 なし

有限会社　サン・マロー 中郡二宮町二宮１３５０－１１ ケーキ類 菓子 なし

有限会社　チロル 大和市大和南１－５－１１ 生洋菓子 菓子 なし

有限会社　フランド－ル 大和市福田３３３９－２９ 洋生菓子 菓子 なし

有限会社　マロン洋菓子店 津久井町中野２６６－３ ケーキ 洋生菓子 なし

有限会社　ミノン 藤沢市辻堂新町２－１２－２５ ムース 洋生菓子 なし

有限会社　ミハシ 大和市福田２－６－５ 洋生菓子 菓子 なし

有限会社　メルヘン 小田原市鴨宮４２３－５ ババロア 洋菓子 なし

有限会社　ラ・ローザンヌ 藤沢市辻堂１１７４－１０ ムース 洋生菓子 なし

有限会社　ラ・ローザンヌ 藤沢市辻堂１１７４－１０ ゼリー 洋生菓子 なし

有限会社　レマン 藤沢市弥勒寺２―１―６小倉ビル１０
１号

ゼリー 洋生菓子 なし

有限会社　レマン 藤沢市弥勒寺２―１―６小倉ビル１０
１号

ムース 洋生菓子 なし
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菓子類

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

有限会社　舘岡製菓 西多摩郡瑞穂町大字武蔵69番地１ クッキーサブレ 菓子 なし

有限会社　舘岡製菓 西多摩郡瑞穂町大字武蔵69番地１ サブレ 菓子 なし

有限会社　山崎冷菓 富山県西砺波郡福光町栄町９４７－１ ごまアイス ラクトアイス なし

有限会社　山崎冷菓 富山県西砺波郡福光町栄町９４７－１ ソバアイス ラクトアイス なし

有限会社　山崎冷菓 富山県西砺波郡福光町栄町９４７－１ ソフトコーン ラクトアイス なし

有限会社　山崎冷菓 富山県西砺波郡福光町栄町９４７－１ ユズアイス ラクトアイス なし

有限会社　山木屋 長崎市坂本１丁目６番５号 ソース 菓子類 無

有限会社　大和ファクトリー 大和市下鶴間３８８１－１ 洋生菓子 菓子 なし

有限会社　富士美シャンテリー 平塚市宮の前９－２ カレーパン 菓子パン なし

有限会社　宝来屋 長崎市中里町１０２３番地２ ソース 菓子類 無

有限会社アンスリール 東京都世田谷区弦巻２－８－１７ 洋生菓子 菓子類（洋生菓
子）

なし

有限会社コルベールキョウエー 大阪府東大阪市高井田２８番１号 ムース 洋生菓子 なし

有限会社サヴォイア 東京都練馬区早宮２－１６－３７ ババロア 菓子 無

有限会社マルカワ渋川せんべい 青森市旭町１丁目２－１１ せんべい 菓子 なし

有限会社ローヤル洋菓子店 東京都練馬区北町２－１７－１７ フランポワーズ 菓子 無

有限会社ローヤル洋菓子店 東京都練馬区北町２－１７－１７ ナポレオンマンダリン 菓子 無

有限会社ローヤル洋菓子店 東京都練馬区北町２－１７－１７ レアチーズケーキ 菓子 無

有限会社永楽堂 富山県高岡市永楽町２－１ 和菓子 菓子 なし

有限会社坂本せん餅 東京都練馬区貫井１－７－２７ 瓦せんべい 菓子 無

有限会社三原堂フーズ 東京都江東区森下４－２０－５ ハバロア 洋菓子 無

有限会社西澤養蜂場 宮崎県東諸県郡高岡町浦之名3224－8 アイスクリーム 無

有限会社赤ずきん 東京都練馬区桜台２－３７－１０ ババロア類 菓子 無

有限会社双味庵 青森県弘前市大字住吉町２２－９ 菓子 菓子 なし

有限会社梅村兄弟商会 東八代郡中道町下曽根３４００－６ タルトビスッケト他１ 焼き菓子 なし

有限会社本家文旦堂 姶良郡加治木町日木山９８０ せんべい 菓子 無
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菓子類

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

㈲　アイデア学苑総業 札幌市豊平区西岡４条１０丁目 食パン類 菓子類 なし

㈲　アルディ 札幌市東区北３４条東２１丁目１－２
６

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈲　アルディ 札幌市東区北３４条東２１丁目１－２
６

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈲　ヴァサラ・ベイク 札幌市南区藤野３条５丁目５－３０ パン類 菓子類 なし

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

㈲　シエムジャポン 札幌市豊平区平岸５条７丁目８－２７ ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈲　シエムジャポン 札幌市豊平区平岸５条７丁目８－２７ ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈲　つぼあん 札幌市北区新琴似７－１１，５－３０ 焼き菓子類 菓子類 なし

㈲　つぼあん 札幌市北区新琴似７－１１，５－３０ 洋生菓子類 洋生菓子 なし

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

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

㈲　宮越商事 札幌市中央区南２３西１５，プレイス
ビル

洋生菓子類 洋生菓子 なし

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

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

㈲アイドルつるかめ 福井県敦賀市金山沢７２－３ 洋菓子（ｾﾞﾘｰ） 洋菓子（菓子） なし

㈲旭製パン いわき市平字下川原18－1 菓子パン 生菓子 なし 　

㈲アッシュ　「洋菓子ハルキ」 東京都稲城市平尾1-52-18 ガトーキュンメル 生菓子 なし

㈲今井製パン いわき市四倉町５丁目１７３ 食パン 菓子 なし 　

㈲今井製パン いわき市四倉町５丁目１７３ 菓子パン 生菓子 なし 　

㈲梅月堂 いわき市小名浜字古湊１９６－３ 菓子パン 生菓子 なし 　

㈲梅月堂菓子店 宇都宮市池上町2-8 ムース，ゼリー 洋菓子 なし

㈲エーデルワイス 東京都多摩市落合6-11-15 ケーキ類 生菓子 なし

㈲エーデルワイス 東京都多摩市落合6-11-15 ババロア・ムース・レアチーズ 生菓子 なし

㈲エーデルワイス 東京都多摩市落合6-11-15 サワーケーキ 生菓子 なし

㈲エーデルワイス 東京都多摩市落合6-11-15 チーズケーキ・クリームチーズ
ケーキ

生菓子 なし
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菓子類

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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈲エーデルワイス 東京都多摩市落合6-11-15 メレンゲ 製菓材料 なし

㈲エーデルワイス 東京都多摩市落合6-11-15 チョコレートケーキ 生菓子 なし

㈲エム・エー・ティーカンパニー 東京都渋谷区東２－８－１７ ババロア等 生菓子 無

㈲円か いわき市平下神谷字仲田117－1 洋生菓子 生菓子 なし 　

㈲大竹屋 横浜市戸塚区戸塚町４０ 戸塚の宿 和菓子 なし

㈲岡埜 宇都宮市池上町4-3 ババロア類 洋菓子 なし

㈲オネスト「ダ・ルチアー」 東京都日野市南平9-36-24 クレープ 菓子 なし

㈲菓子工房カマタ いわき市平字小太郎町３－１ 洋生菓子 生菓子 なし 　

㈲ガトウ・タチバナ 迫町佐沼字中江４－１－７ ホワイトケーキ（ムース） 菓子 なし なし

㈲ガトウ・タチバナ 迫町佐沼字中江４－１－７ オレンジケーキ（ムース） 菓子 なし なし

㈲金田屋パン店 宇都宮市泉町１－１９ クリームパン 菓子パン なし

㈲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

㈲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
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え

㈲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

㈲グリュ-洋菓子店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷1-36-17 ムース 菓子 なし

㈲小島屋 宇都宮市中央本町4-22 ムース，ゼリー，ババロア 洋菓子 なし

㈲コボリ洋菓子店 宇都宮市滝谷町2-9 ムース,ババロア 洋菓子 なし

㈲サンドリヨン 熊谷市広瀬268-7 乳製品 洋菓子 なし

㈲シェフ・ゼフィール 福井県福井市経田１丁目２０２－１ 洋生菓子 洋生菓子（菓
子）

なし

㈲シェル・ボン洋菓子 東京都清瀬市松山１－１－４ ゼリー 菓子類 なし

㈲シェル・ボン洋菓子 東京都清瀬市松山１－１－４ ムース 菓子類 なし

㈲シェル・ボン洋菓子 東京都清瀬市松山１－１－４ ババロア 菓子類 なし

㈲シェル・ボン洋菓子 東京都清瀬市松山１－１－４ クッキー 菓子類 なし

㈲シャルドン 羽咋市川原町テ９１－１ アイスクリーム アイスクリーム なし - - -

㈲シャンベルタン 宇都宮市二荒町8-16 シュークリーム 洋菓子 なし

㈲春華堂 浜松市神田町５５３－２ チョコチップクッキー 菓子 無

㈲春華堂 浜松市神田町５５３－２ ショートケーキ 生菓子 無
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え

㈲スプランドールとらや 宇都宮市末広1-2-23 ムース 洋菓子 なし

㈲セルクル 宇都宮市鐙山町３５４－８ ゼリー，ムース等 洋菓子 なし

㈲センボン 宇都宮市竹林町４００－３ ゼリー，ババロア，ムース，
ショートケーキ等

洋菓子 なし

㈲ソルベグラスヨコハマ 南都留郡忍野村内野１９０ チーズケーキ 菓子 なし

㈲チレボン 宇都宮市石那田町876-34 ケーキ 洋菓子 なし

㈲ト･フェ 宇都宮市花房2－8－6 洋菓子 菓子 なし

㈲中村金生堂 鳴門市撫養町弁財天字三ツ井丁４０ 餅類３品目 菓子類 無

㈲中村金生堂 鳴門市撫養町弁財天字三ツ井丁４０ ういろう 菓子類 無

㈲中村金生堂 鳴門市撫養町弁財天字三ツ井丁４０ あんドーナツ 菓子類 無

㈲中村屋菓子店 長野県下高井郡山ノ内町佐野2565-2 ケーキ 洋生菓子 なし

㈲中村屋菓子店 長野県下高井郡山ノ内町佐野2565-2 ムース 洋生菓子 なし

㈲野上菓子舗 滝川市黄金町東４丁目２－２ 洋生菓子 ｼｮｰﾄｹｰｷ なし

㈲パティスリーヒラノ 長野県飯山市大字飯山2228-3 ケーキ 洋生菓子 なし

㈲パティスリールクプル 小山市東城南4-18-11 ムース、ババロア 洋菓子 なし

㈲パネテリア　アミ 横浜市港南区日野9-1-14 カレーパン 菓子 なし

㈲パンプス 宇都宮市中久保2-6-27 洋生菓子 菓子 なし

㈲ハンブルグ 大阪市淀川区十三元今里2-19-2 洋菓子 洋菓子 なし

㈲秀月堂 宇都宮市江野町3-6 ムース,ゼリー 洋菓子 なし

㈲プチトマト 宇都宮市大通り2-3-12 菓子パン 菓子 なし

㈲プチトマト 宇都宮市大通り2-3-12 焼きこみパン 菓子 なし

㈲プルミエール 札幌市中央区南１９条西１２丁目１－
１９

ゼリー菓子類 洋生菓子 なし

㈲プルミエール 札幌市中央区南１９条西１２丁目１－
１９

ムース菓子類 洋生菓子 なし

㈲ポンテザール 春日部市緑町１－６－５ カレーパン パン なし

㈲ボンヌール 大阪市淀川区西三国2-3-4 ゼリー 洋菓子 なし

㈲ママンタルトカンパニー 名古屋市天白区原五丁目906番地 洋生菓子 菓子 なし

418 / 442 ページ



菓子類

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

㈲マルガー 鳳至郡能都町瑞穂１６３－１ アイスクリーム アイスクリーム なし - - -

㈲マルタカ 兵庫県西宮市樋ノ口町2丁目10-10 マーブルチョコ 菓子 なし

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ いちご園のデザート 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ いちごムース（越後姫） 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ おぐらむうす 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ おれんじむうす 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 柿ムース 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 牛乳入りプリン 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ クリームレモンティ 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ グレープソフト 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ グレープリッチ 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ グレープレモン 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 米粉入ﾖｰｸﾞﾙﾄﾑｰｽ（こしひかり） 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ｺﾝｾﾙｳﾞｪｰｼﾞｭｱｵﾘﾝｺﾞ､ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ､ｸﾞﾚｰ
ﾌﾟ､ｵﾚﾝｼﾞ

菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾑｰｽ､ｵﾚﾝｼﾞﾑｰｽ 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ はすかっぷむうす 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ﾌﾟﾘﾝ＆ｾﾞﾘｰ夏みかん、梨、青りん
ご

菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ メロンムース 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ ヨーグルトムース 菓子 なし - - -

㈲みやけ食品 七尾市千野町ヘ部１８ 六甲牧場のプリン 菓子 なし - - -

㈲紅葉屋 阿南市富岡町内町２４４ 和菓子、パン 菓子類 無

㈲モンドール 鳳至郡柳田村神和住ア４０ 朱鷺の巣ごもり 焼き菓子 なし - - -

㈲大和屋製菓舗 浜名郡雄踏町宇布見5265-1 ムース 菓子 なし

㈲吉田屋 横浜市戸塚区戸塚町３９６０ バターどらやき 和菓子 　なし 　

㈲吉田屋 横浜市戸塚区戸塚町３９６０ だんご 和菓子 　なし 　
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え

㈲リッシモン 宇都宮市元今泉6-2-13 ムース類 洋菓子 なし

㈲龍栄堂 北海道函館市上新川町６ー７ 洋菓子 菓子類 なし

㈲ル　ブラン 安蘇郡田沼町田沼５４９番地 ゼリー・ムース・ショートケーキ 洋生菓子 なし

㈲レンガ屋 東京都渋谷区猿楽町２９－１８ ババロア等 生菓子 無

㈲ローレライ 小山市天神町1-2-7 ババロア、ムース 洋菓子 なし

㈲わかな 新潟市姥ヶ山６－６－２６ ムース 菓子 なし なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 コーンスナックベーコン味 菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 コーンスナックベーコン味 菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 ポテトチップス（コンソメ） 菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 ポテトチップス（コンソメ） 菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 ポテトチップス（コンソメ） 菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 ポテトチップス（コンソメ） 菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 ポテトチップスガーリックバター
味

菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 ポテトチップスガーリックバター
味

菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 宇都宮餃子味ポテトチップス 菓子 なし

㈲菊水堂 八潮市大字垳58 宇都宮餃子味ポテトチップス 菓子 なし

㈲光嘉堂 大阪市西成区松1-5-30 和菓子（焼菓子） 菓子 なし

㈲三協製菓 別府市山の手町１０番２３号 ジャージー牛乳パイ 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

㈲三協製菓 別府市山の手町１０番２３号 カマンベールチーズタルト 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

㈲三協製菓 別府市山の手町１０番２３号 チーズまんじゅう 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

㈲三協製菓 別府市山の手町１０番２３号 ブルーベリーチョコサンド 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

㈲三協製菓 別府市山の手町１０番２３号 カボスサンドクッキー 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

㈲三協製菓 別府市山の手町１０番２３号 カボスパイ 菓子 無 なし 該当なし 該当なし

㈲山勝 大阪市天王寺区逢阪2-4-17 洋菓子 菓子 なし

㈲西山菓工 大阪市北区大淀中３－１４－２ 天着カラーラムネ 菓子 なし
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㈲西山菓工 大阪市北区大淀中３－１４－２ 天着カラーラムネ 菓子 なし

㈲西山菓工 大阪市北区大淀中３－１４－２ 天着カラーラムネ 菓子 なし

㈲西山菓工 大阪市北区大淀中３－１４－２ 天着カラーラムネ 菓子 なし

㈲西山菓工 大阪市北区大淀中３－１４－２ 天着カラーラムネ 菓子 なし

㈲白い貴婦人 熊本市貢町537-18 洋菓子 菓子 無

洋菓子　いちぐらむ 小田原市鴨宮６６４ ケーキ 洋菓子 なし

洋菓子　ひょうたん屋 小田原市蓮正寺３７０－８２ ケーキ 洋菓子 なし

洋菓子ｱﾄﾘｴｱﾙｶﾝ・ｼｪﾙ（岩下一
行）

大阪市東住吉区鷹合2-15-28 洋生菓子 洋生菓子 なし

洋菓子ユーナ・オカノ 藤沢市用田６０２ ムース 洋生菓子 なし

洋菓子館　ボヌール 小田原市南鴨宮１－７－１－１２１ モンブラン 洋菓子 なし

雷おこし食品（株） さいたま市三橋6-655 石焼ごはんカレー味 米菓 なし

雷おこし食品（株） さいたま市三橋6-655 石焼ごはんしょうゆ味 米菓 なし

雷おこし食品（株） さいたま市三橋6-655 石焼ごはんメンタイ味 米菓 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

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
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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

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
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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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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

435 / 442 ページ



菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

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
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菓子類

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 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

立山　洋 熊本県山鹿市９９２ 洋菓子ショートケーキ 菓子類 無し 　
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菓子類

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

林製菓（株） 飯田市上郷別府２６８９－１ りんごケーキ 菓子 なし

林製菓（株） 飯田市上郷別府２６８９－１ ブルーベリーマフィン 菓子 なし

林製菓（株） 飯田市上郷別府２６８９－１ バナナマフィン 菓子 なし

林製菓（株） 飯田市上郷別府２６８９－１ いちご摘みケーキ 菓子 なし

林製菓（株） 飯田市上郷別府２６８９－１ ファミリータイム 菓子 なし

林製菓（株） 飯田市上郷別府２６８９－１ よつばの便り 菓子 なし

鈴木　由美 瑞浪市樽上町１－３６ ゼリー 洋生菓子 なし

鈴木　由美 瑞浪市樽上町１－３６ ババロア 洋生菓子 なし

鈴木元 青森市大字浜田字板橋６－４ ケーキ 洋生菓子 なし

鈴木晧予 天竜市只来９３８ ゼリー 菓子 無

鈴木晧予 天竜市山東４２９５番地の３ ゼリー 菓子 無

浪花実業㈱プランタン湊町 大阪市浪速区敷津西１－９－３３ 洋菓子 菓子 なし

國本　喜照 大阪府東大阪市中小阪１－２０－２５ ゼリー・ケーキ 洋生菓子 なし

葩亭 平塚市桜ヶ丘２－２２ 焼菓子 菓子 なし

イトーヨーカ堂　中央林間店内
パンコキール

大和市下鶴間１５９８－１ カレーパン 菓子パン なし

いなげや　大和桜ヶ丘店 大和市福田２－７－４ コロッケパン 菓子パン なし

ベルベ本店 大和市大和東３－１３－３ 洋生菓子 菓子 なし

とよす株式会社 池田市住吉１－３－１１ SN-M(あられ・せんべい詰合せ) 米菓 なし

（株）アントステラ大阪センター 八尾市若林町２－８９ ﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ他９種類 洋菓子(10) なし

（株）ヨックモック 吹田市江坂町１－１８－１４ フロマージュ 洋生菓子 無

（株）ヨックモック 吹田市江坂町１－１８－１４ ﾌﾚｰｽﾞ・ｼｬﾙﾛｯﾄﾎﾞﾜｰﾙ　ﾄﾗﾝｼｭｼｬﾝ
ﾌﾞﾉﾜｰｽﾞ

洋生菓子 無

（株）ヨックモック 吹田市江坂町１－１８－１４ ムースショコラ 洋生菓子 無

（株）ヨックモック 吹田市江坂町１－１８－１４ ﾄﾗﾝｼｭｼｬﾝﾌﾞﾉﾜｰｽﾞ 洋生菓子 無

有限会社アイ・エム計画 戸田市本町２－１４－２１ 生洋菓子、焼き菓子 菓子 なし

富士高フーヅ工業株式会社　羽生
工場

羽生市下岩瀬７２７ サンリオフルーツミックスゼリー 菓子 なし
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