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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　えびチリソース　１８５
ｇ／１５×２

　 なし

株式会社ニチロシ－フ－ズ 　ひたちなか市和田町３－１３４００
－２

イクラ醤油漬け 　魚介類加工品 無

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 野菜フライ  魚肉練り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ かにっこ串天  魚肉練り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 新鮮素材かに  魚肉練り製品 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ ちりめん御飯弁当 　弁当 なし

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ ラーメンスープ　　８３４１０ 　ポリ容器詰 無

ウキシマメディカル株式会社 富士市中里２６２６－６５ 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

エムディーエフ株式会社 富士市宮下２７２－１ 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

エムディーエフ株式会社 富士市宮下２７２－１ 健康食品用ハードカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

株式会社　川嶋昆布 富士市中里水門前２６２６－３３ 混ぜご飯の素（ひじき、しらす、
かつお、わかめ）

（その他の食
品）

なし － － － － －

株式会社　三協 富士市伝法５７３－１３ 健康食品用ハードカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

株式会社　三協 富士市伝法５７３－１３ 食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

株式会社　三協 富士市伝法５７３－１３ 食品用ハードカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

株式会社　島田製薬 富士宮市杉田３８８－１ 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

株式会社　島田製薬 富士宮市杉田３８８－１ 健康食品用ハードカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

株式会社　日健メディカル 富士郡芝川町西山６８０－２ 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

株式会社　日健メディカル 富士郡芝川町西山６８０－２ 健康食品用ハードカプセル （その他の食
品）

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 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ ＭＭポークキムチ （その他の食
品）

なし － － － － －

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ クッパベース （その他の食
品）

なし － － － － －

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ 白湯スープ （その他の食
品）

なし － － － － －

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ 中華スープ （その他の食
品）

なし － － － － －

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ トム・ヤン・クンの素(スープ） （その他の食
品）

なし － － － － －

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ パエリヤの素(スープ）Ｇ－１５
０

（その他の食
品）

なし － － － － －

ダイニシ冷凍株式会社 富士市久沢１１０８－１ パエリヤの素(スープ）Ｎ－１５
０

（その他の食
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
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適切な防止措置の有無
使用・混
入部位
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販売中止 製品回収
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え

東洋カプセル株式会社　芝川工場 富士郡芝川町下柚野押出１７５－１ 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

東洋カプセル株式会社　芝川工場 富士郡芝川町下柚野押出１７５－１ 健康食品用ハードカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

ピィシーシステム株式会社 富士市今泉２－１３－１２ 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

ピィシーシステム株式会社 富士市今泉２－１３－１２ 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

ピィシーシステム株式会社 富士市今泉２－１３－１２ 健康食品用ハードカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

富士カプセル株式会社 富士宮市大中里１０３５番地 食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

富士カプセル株式会社 富士宮市大中里１０３５番地 食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

三生医薬株式会社 富士宮市大岩５３３－２ 健康食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

有限会社ニッポー商事 富士宮市大中里１０３５番地 食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

有限会社ニッポー商事 富士宮市大中里１０３５番地 食品用ソフトカプセル （その他の食
品）

なし － － － － －

寿がきや食品株式会社 豊橋市東脇三丁目10－5　株式会社神藤
製麺

生名古屋の味みそ煮込うどん二人
前

（ﾁﾙﾄﾞめん） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ コンソメｽｰﾌﾟ （乾燥ｽｰﾌﾟ） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ チキンコンソメｽｰﾌﾟ２品 (乾燥ｽｰﾌﾟ） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ビーフコンソメｽｰﾌﾟ （乾燥ｽｰﾌﾟ） なし

井村屋製菓㈱調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口８８ ＳＣＰ－ＣＳ (健康食品素材) なし

井村屋製菓㈱　調味料事業部 豊橋市西七根町奥足田口88 ポリアミーエース顆粒 （蛋白加水分解
物（牛・豚・

なし

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DP赤だしMA-320 DP赤だしMA-320 無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DP阿波のそば米汁 DP阿波のそば米
汁

無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DP京風味噌汁AS DP京風味噌汁AS 無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DPたまごｽｰﾌﾟMF-200､MF-320 DPたまごｽｰﾌﾟ
MF-200､MF-320

無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DPふかひれｽｰﾌﾟDC-2 DPふかひれｽｰﾌﾟ
DC-2

無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DPみそ汁（ごぼう）MA-200 DPみそ汁（ごぼ
う）MA-200

無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DPみそ汁（たけのこ）MA-200 DPみそ汁（たけ
のこ）MA-200

無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DPみそ汁（ながねぎ）MA-200 DPみそ汁（なが
ねぎ）MA-200

無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DPみそ汁（なす）MA-200 DPみそ汁（な
す）MA-200

無

マリンフード株式会社AJM 豊中市豊南町東４丁目5-1 DPﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ320M DPﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ320M 無
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前田産業株式会社 八尾市渋川町７－１ 赤ワイン酢 赤ワイン酢 無

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ バラいももち揚 揚げ蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ バラかぼちゃ揚 揚げ蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ バラ玉子ほうれん草 揚げ蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ バラ野菜天 揚げ蒲鉾 なし

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ フライ麺 揚げ麺 無

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　特Ｇ－３ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　Ｆ－２ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＡＨ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＡＨ－１ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＡＨ－２ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＡＨ－４ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＡＨ－５ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＡＨ－７ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 葵みやびバッターミックス 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＡＨ－５Ｐ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＡＨ－５Ｗ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　ＦＨ－３８ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　１４ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニフラワー　特ＡＹ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　FR-7 揚げ物用ﾐｯｸｽ粉 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　FB 揚げ物用ﾐｯｸｽ粉 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　特FB 揚げ物用ﾐｯｸｽ粉 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　特F-4 揚げ物用ﾐｯｸｽ粉 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　AA 揚げ物用ﾐｯｸｽ粉 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　KF 揚げ物用ﾐｯｸｽ粉 なし
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旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FC 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FD-1 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　F－３M 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FFミンチ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FF－コロッケ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　特F－１ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FD-２ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FD-５ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FH-1 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FD-７ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ３５A28（改訂） 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　AH-２０ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ５５T０７ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニフラワー　SP 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　L-1 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FD-３ 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　FR-3 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　KF-5 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　KF-6 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　F-1 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆﾊﾞｯﾀｰ　F-3 揚げ物用ミック
ス粉

なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニバッター　F-3（改） 揚げ物用ミック
ス粉

なし

㈱ビワコ屋 大阪府堺市南花田町５５番２号 漬物類 浅漬 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ オーガニック玄米酢使用浅漬けの
素

浅漬の素 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 麺類弁当3種類 味付け油揚げ
（消泡剤）

無

（株）エス・ティ・フーズ 三島郡寺泊町万善寺８３１ 魚介類加工品 味付け加工品 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社サン海苔 佐賀市光２丁目２－１ 味付海苔 味付けのり 無

株式会社白子 江戸川区中葛西７－５－９ 味付けのり類 味付けのり なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ 味付のり 味付のり なし

㈱みの屋海苔店 西尾市市子町西蓑手３６ 味付海苔たれ 味付海苔 なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ ざるそば 味の素 無

ﾈｽﾚｼﾞｬﾊﾟﾝ 飾磨郡香寺町 マギーアスピック アスピック なし

国貞化学工業株式会社 豊中市千成町２丁目3-32 ｱｽﾋﾟｯｸｾﾞﾘｰの素ｼﾞｭﾚｱｽﾋﾟｯｸ洋風 ｱｽﾋﾟｯｸｾﾞﾘｰの素
ｼﾞｭﾚｱｽﾋﾟｯｸ洋風

無

国貞化学工業株式会社 豊中市千成町２丁目3-32 ｱｽﾋﾟｯｸｾﾞﾘｰの素ｼﾞｭﾚｱｽﾋﾟｯｸ和風 ｱｽﾋﾟｯｸｾﾞﾘｰの素
ｼﾞｭﾚｱｽﾋﾟｯｸ和風

無

ヤマト食品株式会社 広島県福山市東深津町五丁目３番３２
号

オーバンオイル あぶら 無

有限会社　宮崎商会 広島県福山市胡町１番２２号 牛ケンネン脂 あぶら 無

三澤　勲（石田豆腐店） 島根県仁多郡仁多町大字三成２０３－
５

油揚げ（３） 油揚 なし

小山　教一（小山豆腐店） 島根県大原郡大東町大字大東７６７ 油揚げ（２） 油あげ なし

㈲こなかわ 三条市北新保２－１１－１ 油揚 油揚 なし

池田　助市（池田豆腐店） 島根県大原郡加茂町大字加茂中９８７
－１

油揚げ（４） 油揚げ ない

石田　信雄（石田豆腐店） 島根県仁多郡横田町大字横田１０９８
－４

油揚げ（３） 油揚げ なし

泉食品株式会社 泉佐野市住吉町２８－１２ 味付け油揚げ（チルド） 油揚げ 無

泉食品株式会社 泉佐野市住吉町２８－１２ 油揚げ 油揚げ 無

岩田　繁治（中松賀） 島根県大原郡加茂町大字東谷１１５６ 油揚げ（１） 油揚げ ない

オーケー食品工業株式会社 甘木市小田１０８０－１ 味付け油揚げ あぶらあげ 無

オーケー食品工業株式会社 甘木市小田１０８０－１ 味付け油揚げ あぶらあげ 無

オーケー食品工業株式会社 甘木市小田１０８０－１ 味付け油揚げ あぶらあげ 無

オーケー食品工業株式会社 甘木市小田１０８０－１ 味付け油揚げ あぶらあげ 無

甲斐　公英（甲斐豆腐店） 島根県仁多郡横田町大字横田９０３ 油揚げ（１） 油揚げ なし

木村　賢治（木村豆腐店） 島根県大原郡木次町大字里方１０９３
－４５

油揚げ（２） 油揚げ なし

木村　賢治（木村豆富店） 島根県大原郡木次町大字里方１０９３
－４５

油揚げ（２） 油揚げ ない

桜井信一 神崎郡五個荘町川並５５６ 油揚げ 油揚げ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

柴田　セツ子（柴田豆腐店） 島根県飯石郡頓原町大字八神６１－６ 油揚げ（１） 油揚げ なし

社会福祉法人　仁寿会　山光園 島根県飯石郡掛合町大字松笠２１５４
－１

油揚げ（１） 油揚げ ない

白根　活美（白根豆腐店） 島根県仁多郡仁多町大字亀嵩１６５７ 油揚げ（２） 油揚げ なし

二瀬　アサノ（二瀬） 島根県飯石郡掛合町大字掛合１２５９
－３

油揚げ（２） 油揚げ ない

（有）石田豆腐店 島根県飯石郡三刀屋町大字給下１９－
７

油揚げ（４） 油揚げ なし

指賀澄子（指賀豆富店） 島根県大原郡加茂町大字加茂中１２８
１

油揚げ（１） 油揚げ ない

有限会社豆腐亀 近江八幡市西生来町１２３１ 油揚げ 油揚げ なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ メリケン亭デニッシュドーナツ 油菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ あんドーナツ 油菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ さくさくドーナツ 油菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ツイストドーナツ 油菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ あんドーナツ 油菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 粒あんドーナツ 油菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ジャーマンドーナツ 油菓子 なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 中華風ピロシキ 油菓子 なし

イチビキ㈱ 豊川市御油町美世賜２１０番地 業務用ミックス あわせみそ 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 あん あん 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 あん（梅あん） あん なし

㈱田中食品興業所 大阪府堺市砂道町３丁５－２ マロンあん等 あん 無

国貞化学工業株式会社 豊中市千成町２丁目3-32 杏仁豆腐の素ｼﾞｭﾚ杏仁 杏仁豆腐の素ｼﾞｭ
ﾚ杏仁

無

オリエンタル酵母工業株式会社 東京都板橋区小豆沢３－６－１０ イーストフード製剤 イーストフード
製剤

無

共同食品工業㈱ 豊田郡川尻町西5-11-6 珍味加工品 イカ、すけと
う、タラすり身

無

（株）大塩するめ 広島県呉市広白岳５丁目３－２４ いかくん いかくん製品 なし

（株）スグル食品 広島県呉市広古新開１丁目５－８ 本格いかくん いかくん製品 なし

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地１０ いかくん いか薫製品 なし

株式会社加島屋 中蒲原郡亀田町亀田工業団地１－３－
１４

いかの黒作り等 いか塩辛 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

前田産業株式会社 八尾市渋川町７－１ いずみ市民生協お好み焼粉 いずみ市民生協
お好み焼粉

無

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ おめでたづくし 板付き蒲鉾 なし

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

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 鯛入り松竹梅セット 板付き蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 楽しいお正月 板付き蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 楽しいクリスマス 板付き蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 別選松竹梅セット 板付き蒲鉾 なし

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 炒め用ソース、キンピラ蒟蒻炒め
等

炒め用ソース なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 故郷のきゅうり 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ みぶ菜ミックス 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 熟成白菜キムチ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ちょい辛白菜 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 白菜風味漬 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ゆず白菜 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ キャベツミックス 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 春のほほえみ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 新キャベツ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 大人の胡瓜 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 胡瓜一本漬 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ こだわり胡瓜の浅漬 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 浅漬きゅうり 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ オイキムチ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ かぶ胡瓜 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ みそ仕立てあさづけかぶ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ちょい辛蕪 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ かぶの香味漬 一夜漬 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 白菜キムチ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 野菜元気 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ カラフル野菜（ゆず風味） 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 洒落キャベ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ お洒落キャベツ（菜の花入り） 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 野菜の祭 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ キャベツの香り漬 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ わさび風味キャベツ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 白キムチ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ちょい辛白菜東京あさづけ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ たて割りなす 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ しば風味東京あさづけ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ にしき漬 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 大根の小口切り 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ カクテキ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 菜の花 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ からし菜 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ うりあさづけ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ちび赤だいこん 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ エシャレットのキムチ 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ あさづけみっくす 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ちび赤ミックス 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ からし菜ミックス 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ゆず風味白菜 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 森のキノ子白菜 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 香香白菜 一夜漬 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 白菜なます 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ しょうゆ白菜むらさき白菜 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ たて割り長なす 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 仙台長なす 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 大人の茄子 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ヘタ取り長なす 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ かおりづけきゅうり 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 香味きゅうり 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 半切きゅうり6本入 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 朝採り半切きゅうり5本入 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 半切り胡瓜の香り漬 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぬかづけ胡瓜ぬかセット 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 夏が来たちょい辛きゅうり 一夜漬 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ピリ辛胡瓜 一夜漬 なし

〃 〃 ｼｬｰﾍﾞｯﾄﾐｯｸｽ　　　　　アオウメ 一般食品 なし

〃 〃 こつぶっこ 一般食品 なし

〃 〃 干小梅 一般食品 なし

〃 〃 甲州小梅 一般食品 なし

国分㈱ 岡山市鉄３２０－１ パン粉 一般食品 なし

国分㈱ 岡山市鉄３２０－１ ハンバーグの素 一般食品 なし

国分㈱ 岡山市鉄３２０－１ 赤パン粉 一般食品 なし

国分㈱ 岡山市鉄３２０－１ クルトン 一般食品 なし

国分㈱ 岡山市鉄３２０－１ クルトン（ハーブ＆チーズ） 一般食品 なし

国分㈱ 岡山市鉄３２０－１ 味付けクルトン 一般食品 なし

山陽豆富協業組合 岡山市祇園７０５ 山陽卵豆腐添付つゆ 一般食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＳＥパウダーうす塩バター 一般食品 なし
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仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ＳＥパウダーサワー＆オニオン 一般食品 なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ ストロベリーＦＳ－２４ 一般食品 なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ ストロベリーＦＳ－ＦＯ 一般食品 なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ ピーチＦＳーＨＯ 一般食品 なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ ヨーグルトＦＳーＫＤ 一般食品 なし

株式会社　カクヨ 中巨摩郡櫛形町山寺１０６２－１ 洋菓子 一般食品 なし

㈱飛竜 岡山市撫川９４１－１ 肉うどん 一般食品 なし

㈱飛竜 岡山市撫川９４１－１ ストレートラーメンスープ 一般食品 なし

㈱飛竜 岡山市撫川９４１－１ チャンポンスープ 一般食品 なし

㈱飛竜 岡山市撫川９４１－１ ストレートうどんスープ 一般食品 なし

雪印乳業（株）群馬工場 群馬県邑楽郡大泉町１２０１ ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ（脂）使用
マッシュポテト

イモ乾燥品 なし

（有）ブイエフアンドティ 岡山県笠岡市茂平２９１８－２１ ＶＦ　ポテト５ｍｍ 芋類加工品 無

（有）ブイエフアンドティ 岡山県笠岡市茂平２９１８－２１ ＶＦ　ポテト１９ｍｍ 芋類加工品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ビーフエキス使用製品 いわしのつけあ
げ

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ ごぼう天うどん インスタントう
どん（カップ）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ えび天うどん インスタントう
どん（カップ）

無

味の素ゼネラルフーヅ株式会社鈴
鹿工場

鈴鹿市南玉垣町６４１０ マキシムレギュラーコーヒー　２
カップティーバッグタイプ

インスタント
コーヒー

なし

徳島製粉株式会社 徳島市南二軒屋町３－１－８ うどん、ﾗｰﾒﾝ等２５品目 インスタント麺 無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 焼き豚ラーメン８０ｇ インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 八ちゃん飯店焼き豚ラーメン１４
９ｇ

インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 博多の味とんこつラーメン８０ｇ インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 広島かき醤油ラーメン１０２ｇ インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 熊本ラーメン100g インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 横浜インターコン・ラーメン100g インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 極旨キムチラーメン９８ｇ インスタント
ラーメン

無

10 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 台湾ラーメン８６ｇ インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 中華街ふかひれラーメン７８ｇ インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 和歌山中華そば インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 焼き豚ラーメンミニ33g インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 生テッセン和歌山屋台ラーメン
108g

インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 生テッセン焼きそば一番線90g インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 生テッセン焼き豚ラーメン84g インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 生テッセン博多の味とんこつラー
メン80g

インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 生テッセンドンペペロンチーノ
82g

インスタント
ラーメン

無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ チャンプル92g インスタント
ラーメン

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 博多屋台通り インスタント
ラーメン（カッ

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 焼豚らーめん　とんこつ味 インスタント
ラーメン（カッ

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 博多ねぎらーめん　とんこつ味 インスタント
ラーメン（カッ

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 得盛　長崎ちゃんぽん インスタント
ラーメン（カッ

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 博多中州屋台ラーメン インスタント
ラーメン（カッ

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 博多屋台きくらげらめーん インスタント
ラーメン（カッ

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ ごましょうゆ味棒ラーメン インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ みそ味棒ラーメン インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 醤油とんこつラーメン インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 半生冷し中華 インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 醤油とんこつ棒ラーメン インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ （棒）博多長浜ラーメン インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 半生　濃厚とんこつラーメン インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 屋台九州味棒ラーメン インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 博多長浜ラーメン インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ これだ インスタント
ラーメン（袋）

無
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株式会社マルタイ 福岡市西区周船寺３－２３－４２ 袋　冷やし中華 インスタント
ラーメン（袋）

無

株式会社　狩野ジャパン 長崎県大村市東大村１丁目２３７６－
６

ナポリタン1食入り インスタント麺
類

無

株式会社　狩野ジャパン 長崎県大村市東大村１丁目２３７６－
６

エビカレーパスタ１食入り インスタント麺
類

　無

株式会社　狩野ジャパン 長崎県大村市東大村１丁目２３７６－
６

ミートソース1食入り インスタント麺
類

無

株式会社　狩野ジャパン 長崎県大村市東大村１丁目２３７６－
６

明太子スパゲティ1食入り インスタント麺
類

　無

株式会社　狩野ジャパン 長崎県大村市東大村１丁目２３７６－
６

長崎皿うどん３食入り インスタント麺
類

無

株式会社　狩野ジャパン 長崎県大村市東大村１丁目２３７６－
６

長崎カタヤキ　３食入 インスタント麺
類

無

株式会社　狩野ジャパン 長崎県大村市東大村１丁目２３７６－
６

春巻の中華そば７食入り インスタント麺
類

無

株式会社　狩野ジャパン 長崎県大村市東大村１丁目２３７６－
６

家族ラーメン６色入 インスタント麺
類

無

株式会社　東洋軒 長崎県諌早市津久葉町６－７５ グリコ長崎特産　皿うどん（２
食）

インスタント麺
類

　無

株式会社　東洋軒 長崎県諌早市津久葉町６－７５ 東洋軒　頑固で御麺 インスタント麺
類

　無

株式会社　東洋軒 長崎県諌早市津久葉町６－７５ 東洋軒　宮崎地鶏ラーメン２食 インスタント麺
類

　無

株式会社　東洋軒 長崎県諌早市津久葉町６－７５ 東洋軒　長崎皿うどん２食 インスタント麺
類

　無

株式会社　東洋軒 長崎県諌早市津久葉町６－７５ 東洋軒　横浜かた焼そば２食 インスタント麺
類

　無

株式会社　東洋軒 長崎県諌早市津久葉町６－７５ 長崎ちゃんぽん２食 インスタント麺
類

　無

株式会社　東洋軒 長崎県諌早市津久葉町６－７５ 東洋軒　長崎皿うどん海鮮味２食 インスタント麺
類

　無

株式会社白雪食品 長崎県諌早市正久寺町１０６番 復刻版　とんこつラーメン インスタント麺
類

　無

株式会社白雪食品 長崎県諌早市正久寺町１０６番 復刻版　中華そば インスタント麺
類

　無

株式会社白雪食品 長崎県諌早市正久寺町１０６番 復刻版　味噌ラーメン インスタント麺
類

　無

株式会社白雪食品 長崎県諌早市正久寺町１０６番 サッポロラーメン インスタント麺
類

　無

株式会社白雪食品 長崎県諌早市正久寺町１０６番 焼そば，茹ちゃんぽん類 インスタント麺
類

　無

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 ココアほか 飲料 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 ココアほか 飲料 なし

有限会社二鶴 徳島市東新町１丁目１０ 飲料５品目 飲料 無

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－1 アキレスカット 牛アキレス 無

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－1 牛細切 牛ウデ肉 無
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株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－1 スキンメイト 牛横隔膜皮 無

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－1 ムキハラミ 牛横隔膜肉 無

（株）桶川住吉商店 金沢市八日市２丁目２４４ おでんに牛すじ 牛加工品（半製
品）

なし

（株）桶川住吉商店 金沢市八日市２丁目２４４ おでんに牛煮こみ 牛加工品（半製
品）

なし

（株）桶川住吉商店 金沢市八日市２丁目２４４ 牛すじ(ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ15本入) 牛加工品（半製
品）

なし

株式会社　十字屋 金沢市利屋町リ３４番地 牛筋串 牛加工品（半製
品）

なし

新田ゼラチン株式会社 八尾市二俣２－２２ FGH-2001他27種 牛皮ゼラチン 無

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－１ 牛カルビ焼肉用（焼肉・鉄板焼） 牛バラ肉 無

株式会社 カルパ 松山市勝岡町２７０－1 ショートリブカット（15mm、
13mm、10mm、8mm）

牛バラ肉 無

新田ゼラチン株式会社 八尾市二俣２－２２ ＃100　他264種 牛骨、牛皮ゼラ
チン

無

新田ゼラチン株式会社 八尾市二俣２－２２ ＃３００　他146種 牛骨ゼラチン 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン使用製品 うず潮 無

株式会社　三輪そうめん山本 奈良県桜井市箸中 880 NEW麺カレー饂飩 うどん なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-24 焼きうどんｾｯﾄ うどん なし

株式会社武蔵野フーズ瀬高冷凍麺
工場

福岡県山門郡瀬高町上庄１７８８ 冷凍うどん うどん 無

（株）スズキ麺工 岡山県浅口郡鴨方町鴨方１０８８ coopカレーうどん うどん 無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 生テッセンカレーうどん八番線
86g

うどん 無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ カレーうどん90g うどん 無

（株）横山製麺工場 岡山県浅口郡里庄町里見４２４５ 味わいうどん松茸入り95g うどん 無

（有）木次ドライブイン 島根県大原郡木次町大字里方１０７８
－３

うどん（１） うどん ない

有限会社　小早川製粉 島根県大原郡大東町大字田中５１５ うどん（１） うどん なし

有限会社　飛田製粉製麺所（新庄
工場）

島根県大原郡大東町大字新庄４１５－
１

うどん（１） うどん なし

（有）本田商店 島根県大原郡木次町大字木次３２３ 乾うどん（１） うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 鍋焼ききつねうどん うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ＳＴ鍋焼きつね うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 肉うどん鍋 うどん なし
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㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 カレーうどん うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 昆布うどん うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 力餅うどん うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ＷＶきつねうどん うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ＷＶ天ぷらうどん うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 具たっぷり牛肉うどん うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 刻みうどん うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 大関鍋（天ぷら） うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 大関鍋（肉） うどん なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ＦＰきつねうどん うどん なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-21 焼きうどんﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ味 うどん なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-22 ﾄﾚｰ味味噌煮込みうどん うどん なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-23 味噌煮込みうどん うどん なし

山庄食品工業㈱ 三重県桑名市大字友村３５９－２ めんるい食堂鍋さるうどん、めん
るい食堂和風ざるらーめん、めん
るい食堂そばそうめん（鰹つゆ付
き）

うどん（スー
プ）

なし

山庄食品工業㈱ 三重県桑名市大字友村３５９－２ めんるい食堂鍋焼きうどん（味噌
スープ付）

うどん（スー
プ）

なし

㈱北海道加ト吉 赤平市字赤平６０６ 麺類 うどん、そば、
ラーメン

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 味噌煮込みうどんスープＨ うどんスープ なし

有限会社　小早川製粉 島根県大原郡大東町大字田中５１５ うどんつゆ（１） うどんつゆ なし

木の国酒造株式会社 和歌山県西牟婁郡中辺路町大字小皆５
６０

梅酒 梅酒 なし

株式会社　ウメタ 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ ろ過梅酢 梅酢 なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 純金茶　梅茶 梅茶 なし

株式会社紀州農園 和歌山県川辺町江川２４００ かつお梅、シソ漬け 梅干し なし

中田食品株式会社 和歌山県田辺市下三栖１４７５ 梅干し 梅干し なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ２９６　中華スープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　コーンスープ 液体スープ なし
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あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 王宮ラーメンスープ（しょうゆ
味）

液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 活力亭　正油ラーメンスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 活力亭　みそラーメンスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ コルノ物産しょうゆラーメンスー
プ

液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 三和　中華そばのたれ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 四川飯店　中華スープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 十文字スペシャルスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ しょうゆラーメンスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 醤油ラーメンスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 関本　冷中華スープ（業） 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ だい久　醤油ラーメンスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ だい久　みそラーメンスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 高山らーめんスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 高山らーめんみそ味 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 担々麺スープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　ちゃんこ鍋スープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チャルメラ亭しょうゆだれ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チャルメラ亭本みそだれ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ とんこつ醤油たれ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 生ラーメンスープ　ちびっ子 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 濃厚　ガラ入り醤油ラーメンスー
プ

液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 冷やしみそスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ミツヤス　みそラーメンスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ヨコスカ　みそラーメンスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ラーメン用（典座　）元タレ 液体スープ なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ 和風ラーメンスープ 液体スープ なし
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あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1023中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1015中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1039冷し中華ストレートタイプ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 1171冷し棒々鶏 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 5215加ト吉肉うどんつゆ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 5540大番　特製正油ラーメンスー
プ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 5631ハイウェイラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱下妻工場 下妻市半谷字大口山４６８ 5623クロコダイルラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1016味わい中華亭（醤油味） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1019味わい中華亭（冷し中華味） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1021中華スープ（E-20) 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1051冷し棒々鶏スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1054冷しラーメン 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1055冷麺スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1060冷中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1063冷中華スープ（ジャンボ） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1064冷中華スープ（ジャンボ１０
０）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1066冷中華スープ（レモン入） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1067冷中華スープ（フレッシュ） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1069冷中華スープ（Ｂｉｇ） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1070さわやかスープ（風鈴） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1071冷中華スープ（特選グルメ） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1072冷し中華（ごまだれ） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1073特選　グルメ冷中３連 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1074冷中華スープ（特選グルメ） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1075特選グルメ冷中華スープ　５
連

液体スープ 無

16 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1076冷中華スープ（特選グルメ）
２連

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1078冷中華スープ（ジャンボ）３
連

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2010生ラーメンスープ　ちびっこ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2101生中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2102から味ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2104Wパックラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2110竜マークみそラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2114みうら食品冷中華スープフ
レッシュ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2125和風白湯スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2400中華亭　ラーメンスープ醤油
味

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2447味わい中華亭（冷し中華味） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 2448味わい中華亭（醤油味） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4200山口醤油ラーメンスープ２連 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4201山口醤油ラーメンスープ３連 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4230埋金製麺　横浜ラーメン 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4231龍舌ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4240長崎ちゃーめん 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4982美味１００選　和風白湯スー
プ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 4983美味１００選　豚骨ラーメン
スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5030はくばく　棒麺スリム醤油味
連結

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5035はくばく　棒麺スリム醤油
スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5036はくばく　あっぱれ！一番塩
スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5038はくばく　味噌ラーメンスー
プ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5039はくばく　みそ　連結 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5091重慶しょうゆスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5120都一　冷中華スープ 液体スープ 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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使用・混
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販売中止 製品回収
原料切換
え

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5169関本　和風ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5172関本　冷中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5173関本　例中華スープ（菜） 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5177関本　冷中華スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5188関本とんこつ醤油スープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5218十文字　風鈴ラーメン 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5224十文字ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5226十文字ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5227十文字　Wパックラーメン
スープ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5275ゆめやサッポロしょうゆスー
プ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5296あかさたな京風ラーメン（醤
油味）

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5312だい久　冷中華スープ　ビッ
グ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5321丸大　塩ラーメンスープ 液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5324崎陽軒しょうゆラーメンスー
プ

液体スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5330シーエスシー　生ラーメン
スープ

液体スープ 無

株式会社蓬莱551蓬莱稲荷工場 大阪市浪速区稲荷1-4-20 ラーメンスープ 液体スープ なし

㈱徳山物産 大阪市生野区桃谷４-２-１７ 高麗冷麺のスープ 液体スープ なし

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1372トックスープ 液体すーぷ 無

（有）アリランハウス 新潟県東頚城郡浦川原村横川６６９ キムチ鍋の素（２種） 液体鍋の素 なし

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ エグロンヨーク№３ 液卵 無

キューピー株式会社五霞工場 猿島郡五霞町小手指１８００ 凍結卵白濃縮№３ 液卵 なし

㈱高見澤 長野県中野市大字安源寺708 なめ茸 えのきたけ味付
け

なし

㈱高見澤 長野県中野市大字安源寺708 なめ茸（無添加） えのきたけ味付
け

なし

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ ビーフエキス使用製品 エビチリソース 無

ｻﾝｽﾀｰ㈱ 高槻市朝日町3-1 清涼飲料水 ｴﾗｽﾁﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 無

株式会社　純 福岡市西区周船寺３－１７－１０ 辛子明太子 塩乾物 無
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え

株式会社　純 福岡市西区周船寺３－１７－１０ 味付け数の子 塩乾物 無

福岡県漁業協同組合連合会　　加
工事業所

福岡市西区西浦１０７８ ちりめん昆布 塩乾物 無

福岡県漁業協同組合連合会　　加
工事業所

福岡市西区西浦１０７８ しそわかめちりめん 塩乾物 無

福岡県漁業協同組合連合会　　加
工事業所

福岡市西区西浦１０７８ 高菜ちりめん 塩乾物 無

福岡県漁業協同組合連合会　　加
工事業所

福岡市西区西浦１０７８ 野沢菜ちりめん 塩乾物 無

福岡県漁業協同組合連合会　　加
工事業所

福岡市西区西浦１０７８ バラエティちりめん 塩乾物 無

福岡県漁業協同組合連合会　　加
工事業所

福岡市西区西浦１０７８ ひじきちりめん 塩乾物 無

福岡県漁業協同組合連合会　　加
工事業所

福岡市西区西浦１０７８ 梅とちりめん 塩乾物 無

福岡県漁業協同組合連合会　加工
事業所

福岡市西区西浦１０７８ 辛子明太子 塩乾物 無

（株）増子 北蒲原郡聖籠町東港７－５５２５－１
２

南大門キムチ 塩漬け なし

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ ホタテ貝風味エキス オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ トンコツシーズニングオイル オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ チャンポンシーズニングオイル オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ エビ風味オイル オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ デミグラスソースシーズニングオ
イル

オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ カレーシーズニングオイル オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ ローストペッパーシーズニングオ
イル

オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ チャーシューシーズニングオイル オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ チャーシューシーズニングオイル オイル 無

小川香料（株）岡山工場 岡山県勝田郡勝央町大平台１－２ ビーフシーズニングオイル オイル 無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ ビーフエキス使用製品 オープンサンド 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン使用製品 おかずセット 無

東洋食材協同組合 広島市南区宇品神田2-12-24 お好み焼き お好み焼き なし

みなり㈱ 賀茂郡河内町 京のおすまし　じゅんさい おすまし 無

株式会社白子 江戸川区中葛西７－５－９ お茶漬けの素類 お茶漬け なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 うに茶漬調味顆粒ブレンド お茶漬けの素 なし
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え

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 鮭茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 ふぐ茶漬ブレンド お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 壬生菜茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 菜の花茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 しらす茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 野沢菜茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 菊の花茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 しば漬茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 ゆかり茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 みょうが茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 なっとう茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 桜の花茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 鮭茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 広島菜茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 梅茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 のり茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 わさび茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 梅わさび茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 明太子茶漬 お茶漬けの素 なし

味日本㈱ 広島市南区皆実町1-10-8 のり茶漬 山安 お茶漬けの素 なし

三島食品㈱ 広島市中区南吉島2-1-53 お茶漬けの素（わさび風京菜入
り）

お茶漬けの素 なし

三島食品㈱ 広島市中区南吉島2-1-53 お茶漬けわかめ紅鮭入り お茶漬けの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 セービング鮭茶漬け5.5g×６ お茶漬けの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 みえぎょれん鮭茶漬け5.5g お茶漬けの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 みえぎょれんのり茶漬け5.2g お茶漬けの素 なし

石田フード株式会社 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科９５８ 鳥ごぼうおにぎり おにぎり なし
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双葉産業株式会社 福岡市博多区半道橋１－１５－３３ おにぎり おにぎり 無

明治ライスデリカ（株） 狭山市広瀬東２－２８－１ おにぎり　あなご おにぎり なし

明治ライスデリカ（株） 狭山市広瀬東２－２８－１ 具っとおにぎり　鮭明太子マヨ
ネーズ

おにぎり なし

明治ライスデリカ（株） 狭山市広瀬東２－２８－１ 具っとおにぎり　さんまのおかか
煮

おにぎり なし

明治ライスデリカ（株） 狭山市広瀬東２－２８－１ 直巻おにぎり　牛そぼろ おにぎり なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ビーフエキス使用製品 オム炒飯手焼風 無

株式会社宝海苔 大阪府東大阪市御厨東１丁目７番１６
号

鯛茶漬け（タイフレーク） お茶漬けの素 なし

八戸東洋（株） 八戸市大字市川町字長七谷地２－６２
９

業務用料亭のお茶漬け（梅と桜、
紅鮭、たらこ、梅と桜カレン

お茶漬けの素 なし

㈱明治屋食品工場 茨木市西河原3-1-13 ビーフコンソメスープ 加圧加熱殺菌食
品

無

㈱明治屋食品工場 茨木市西河原3-1-13 パンプキンスープ 加圧加熱殺菌食
品

無

㈱明治屋食品工場 茨木市西河原3-1-13 キャロット・パプリカスープ 加圧加熱殺菌食
品

無

㈱明治屋食品工場 茨木市西河原3-1-13 クレソン・ブロッコリースープ 加圧加熱殺菌食
品

無

㈱明治屋食品工場 茨木市西河原3-1-13 ビーフレバーペースト 加圧加熱殺菌食
品

無

㈱明治屋食品工場 茨木市西河原3-1-13 ベビーフード１０種 加圧加熱殺菌食
品

無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ＱＰやさしい献立　ハンバーグ 介護食 無

（株）山城屋 広島市西区観音本町1-18-10 味杖海苔 海藻加工品 なし

（有）難波昆布店 広島市東区中山北町1-10 酢昆布、味付け昆布、味付け結び
昆布

海藻加工品 なし

上田昆布㈱ 広島市西区商工センター7-1-35 とろべー(とろり昆布) 海藻加工品 なし

上田昆布㈱ 広島市西区商工センター7-1-35 ミネラル昆布おやつ 海藻加工品 なし

上田昆布㈱ 広島市西区商工センター7-1-35 やわらか梅こんぶ 海藻加工品 なし

上田昆布㈱ 広島市西区商工センター7-1-35 緑茶こんぶ 海藻加工品 なし

上田昆布㈱ 広島市西区商工センター7-1-35 黒酢こんぶ 海藻加工品 なし

上田昆布㈱ 広島市西区商工センター7-1-35 すこんぶ 海藻加工品 なし

上田昆布㈱ 広島市西区商工センター7-1-35 おやつわかめ 海藻加工品 なし

上田昆布㈱ 広島市西区商工センター7-1-35 おしゃぶり昆布 海藻加工品 なし

株式会社山形屋海苔店 沼津市足高字尾上３８４－６０ 味付海苔 海藻加工品 なし

21 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 甘口釧路昆布 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 子持ち昆布 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 しそ昆布 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 しその実昆布 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 辛し昆布 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 ごま昆布 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 華昆布 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 蕗しめじ 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 江戸前しそ昆布 海藻加工品 なし

広和食品㈱ 広島市西区商工センター2-17-28 江戸前辛し昆布 海藻加工品 なし

児玉海苔（株） 広島市南区向洋中町2-6 味付け海苔 海藻加工品 なし

米吉食品（陰野博文） 広島市安芸区阿戸町276 おぼろ昆布 海藻加工品 なし

島谷昆布（株） 広島県呉市阿賀南４丁目１－１５ とろろ昆布 海藻加工品 なし

瀬川食品㈱ 広島市西区商工センター7-2-37 しそ昆布　　角切昆布 海藻加工品 なし

瀬川食品㈱ 広島市西区商工センター7-2-37 釧路産厚葉一等しそ昆布 海藻加工品 なし

瀬川食品㈱ 広島市西区商工センター7-2-37 釧路産厚葉一等角切昆布 海藻加工品 なし

瀬川食品㈱ 広島市西区商工センター7-2-37 釧路産厚葉一等子持昆布 海藻加工品 なし

中谷物産（株） 広島市安佐南区大町東3-8-1 味付けのり 海藻加工品 なし

丸徳海苔㈱ 広島市西区商工センター7-1-40 味付のり 海藻加工品 ない

丸文商店（笠原文男） 船橋市西船４丁目１６番１２号 うまみ海苔 海藻加工品 無

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 ジャンボところてん（４００ｇ） 海藻加工品 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 平カップところてん（２００ｇ） 海藻加工品 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 角カップところてん（２００ｇ） 海藻加工品 なし

㈱なだや 広島市西区商工センター1-8-40 ソフトひじき 海藻加工品 なし

㈱なるみ物産 広島市中区舟入中町2‐10 とろり昆布 海藻加工品 なし

㈱なるみ物産 広島市中区舟入中町2‐10 すこんぶ 海藻加工品 なし
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㈱なるみ物産 広島市中区舟入中町2‐10 おしゃぶり昆布 海藻加工品 なし  

丸善海苔加工販売㈱ 佐倉市大作２－１－２ 味付けのり（調味液：丸善甘口） 海藻類加工品 無 　

丸善海苔加工販売㈱ 佐倉市大作２－１－２ 味付けのり（調味液：片面味付） 海藻類加工品 無

丸善海苔加工販売㈱ 佐倉市大作２－１－２ 味付けのり（調味液：丸善甘口９
７）

海藻類加工品 無

丸善海苔加工販売㈱ 佐倉市大作２－１－２ 味付けのり（調味液：生協Ｎｏ９
－９７）

海藻類加工品 無

丸善海苔加工販売㈱ 佐倉市大作２－１－２ 味付けのり（調味液：Ｄ－６－
１）

海藻類加工品 無

丸善海苔加工販売㈱ 佐倉市大作２－１－２ 味付けのり（調味液：生協Ｎｏ
９）

海藻類加工品 無

丸善海苔加工販売㈱ 佐倉市大作２－１－２ 味付けのり（調味液：Ｎｏ９８－
２）

海藻類加工品 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛脂使用製品 カキフライ 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーS 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＬ 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＬ特 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＦ 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＡ 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガーＮ 掛け砂糖 無

昭和産業㈱鹿島工場 神栖町東深芝６ ドーナツシュガー東京製粉 掛け砂糖 無

山崎醸造（株） 小千谷市東栄３－７－４ 調味みそuー12他 加工原料 なし

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

 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 ゼリー（業務用） 加工食品 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 和風だしゼリー 加工食品 なし

（株）神谷商会 佐原市伊地山847-140 味付海苔用調味液 加工食品 無

暁魚類株式会社 袖ヶ浦市奈良輪高州２５５４－１９ ピリ辛いか味噌漬他７ 加工食品 無

太田油脂（株）駅前工場 岡崎市柱町字林７－１ シジミとわかめのお吸い物 加工食品 なし

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ サルサ １kgフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ サルサ ３kgフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ カゴメサルサ（Ｂ） １kgフィルム 加工食品 無
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カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ カゴメサルサ（スゴ辛） ３kgフィ
ルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ オムライス亭ケチャップソース
３ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ポポラーレトマトベース ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ピッツｱソース ３ｋｇフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ナポリタンソース ３ｋｇフィル
ム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ 神戸館マリナラソース ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ナポリタンソースＷ ５ｋｇフィ
ルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ピザソース ３ｋｇフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ 洋食屋風ナポリタンソース １ｋ
ｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ トマトソースＫ １ｋｇフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ナポリタンソースＨ２  ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ミートソースベースＣ２  ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ カチャトーラソース ３ｋｇフィ
ルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ アラビアータソースＦ２  ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ トマトソースソースＦ  ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ナポリタンソースＦ３  ５ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ナポリタンソースＦ４  ５ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ナポリタンソースＦ５  ５ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ シカゴピザソース １ｋｇフィル
ム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ スパイス＆ワインケチャップ（総
菜用） １ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ サルサポモドーロ ３ｋｇフィル
ム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ マリナラソース ３ｋｇフィルム 加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ グルメ杵屋向けトマトソース ３
ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ 西洋フードトマトソース １ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ キャナリｲロウ向けトマトソース
３ｋｇフィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ トマトベースソースＺ  ３ｋｇ
フィルム

加工食品 無
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カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ ナポリタンソースＡＲ １ｋｇ
フィルム

加工食品 無

カゴメ（株）茨城工場 東茨城郡美野里町羽鳥２６５２ 熟つぶケチャップ １ｋｇフィル
ム

加工食品 無

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5004 I S-ちらし寿司の素 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 味付け竹の子 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 味付けもやし１ｋｇ 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 味付なめこ 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4990 おかず田舎こんにゃく 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4991 おかず五目きんぴら 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 おかず中華はるさめサラダ 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 おかずメンマ（味付けメンマ） 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 キムチもやし１ｋｇ 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4990 五目寿し 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 山菜どん 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5002 新ちらし寿司ｾﾊﾟﾚｰﾄ 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5000 スーパー用十目ちらし寿司 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4993 炊き込みﾍﾞｰｽ中華味 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5003 ちらし寿司の素ｰMP② 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4992 七味もやし 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4991 ナムルもやし 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 なめこ山菜 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5001 ビビンバ丼 加工食品 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5001 まぜごはんの素本格十目ちらし 加工食品 なし

（株）　ジェーシー・フーズネッ
ト千葉工場

香取郡多古町南中１６９８－８ ピザ 加工食品 無

（株）オリエンタル稲沢工場 稲沢市大矢町１－１ Ｐカレールウ、即席ハヤシド
ビー、激カレーフレーク

加工食品 なし

（株）岐阜ワイエフ 各務原市鵜沼羽場町4-171-1 肉じゃが煮 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 青菜漬の素 加工食品 なし
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厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 エーコープ麹漬の素 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 エーコープたくあん漬の素 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 エーコープなす漬の素 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 おにぎりわかめ赤かぶ 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 コミローナあっさりしそ漬の素 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 コミローナあっさりなす漬の素 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 コミローナあっさりゆず漬の素 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 コミローナなすのあさ漬の素 加工食品 なし

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 ペジレントなす漬の素 加工食品 なし

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ 白だし５００ｍｌ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ 白だし１０００ｍｌ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ 寄せ鍋つゆ（だしパック入り） 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ おでんつゆ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ グルリッキビーフだし（業務用） 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ 浅漬けの素　塩味 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ 本枯鰹節白だし 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ 本枯鰹節　焼き肉のたれ（胡麻風
味）

加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ 本枯鰹節　玉子焼きつゆ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２０８ 本枯鰹節 　茶わん蒸しのつゆ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 炊き込み御飯の素 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 涼拌醤 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ どさんことんこつしょうゆ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 冷やしラーメンスープ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ タンメンスープ 加工食品 無

ちば醤油株式会社 香取郡小見川町木内１２１７ 拉麺スープ（鶏ガラ醤油味、合わ
せ味噌味）

加工食品 無

日本糧食株式会社奈良工場 奈良県北葛城郡當麻町兵家１７７－８ ルウ、シチュー関係 加工食品 なし
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日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＦ－ガーリック　　　　　＃０
３０１４１

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ＴＦ－メンチカツ　　　　　＃１
０７２１１

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ 塩味ＳＥ　ＮＳ９７０２
＃１４８３２３

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ 生協向け　梅ピラフ　　　　＃１
５１１８１

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ チーズＳＥ　ＮＳ０１０２
＃１８２０１５

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ チキンフレーバー　　　　　　＃
００２７４８

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ トンカツミックス７
＃１２６６３９

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ 肉だんご＃１４３３３５８ 加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ビーフＳＥ　ＮＳ０１０１
＃１８２０１３

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ プレミックスＥＳ－５　　　　＃
１４７６８１

加工食品 なし

日本スタンゲ㈱川越工場 川越市竹野１４－５ ベジタブルコンソメＳＥ　　　Ｎ
Ｓ０００７＃１８０９９５

加工食品 なし

羽島顆粒工業（株） 羽島市桑原町東方648 ウニ顆粒MK 加工食品 なし

羽島顆粒工業（株） 羽島市桑原町東方650 お吸い物顆粒MK（松茸味） 加工食品 なし

羽島顆粒工業（株） 羽島市桑原町東方647 カロチン顆粒HA 加工食品 なし

羽島顆粒工業（株） 羽島市桑原町東方649 松茸顆粒MK-9122 加工食品 なし

丸新商事（株） 羽島郡柳津町東塚３－６３ ムキエビ 加工食品 なし

有限会社エムコ食品 袖ヶ浦市奈良輪４５０－１ 白身魚ムニエル他１ 加工食品 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 生活良好お好み焼粉 加工食品 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 トップバリューコーンクリーム
スープ

加工食品 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 ベジタブルブイヨン、ホタテエキ
ス

加工食品 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 乾燥スープ（中華風） 加工食品 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 業務用まかせて粉 加工食品 無

㈱牛信　奈良支店 奈良県北葛城郡河合町穴闇４９０－１ 国産牛お手軽牛丼セット 加工食品 なし

㈱牛信　奈良支店 奈良県北葛城郡河合町穴闇４９０－１ 豚ショウガ味ステーキ 加工食品 なし

ヤマサ蒲鉾 飾磨郡夢前町 エビグラタン４種 加工食品（グラ
タン）

なし

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 おでんの素 加工助剤 無
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氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 うどんつゆ 加工助剤 無

備南ハイフーズ株式会社 広島県福山市曙町二丁目１７番１２号 ごま物語 加工水産物 無

備南ハイフーズ株式会社 広島県福山市曙町二丁目１７番１２号 Ｓ－イカ板（カレー入） 加工水産物 無

備南ハイフーズ株式会社 広島県福山市曙町二丁目１７番１２号 タラごまタラ　ワサビ味 加工水産物 無

備南ハイフーズ株式会社 広島県福山市曙町二丁目１７番１２号 鯛ごまサンド 加工水産物 無

備南ハイフーズ株式会社 広島県福山市曙町二丁目１７番１２号 カットたこ足 加工水産物 無

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 お子様ハンバーグ 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 挽肉そぼろ（５００ｇ） 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 タンとハチノス煮こみ 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 アグリコハンバーグ 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付け牛千切り肉 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 牛肉バラ柔らか煮 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付け牛ロース赤身 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 コムタンスープ 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付けゼンマイ（５００ｇ） 加工品 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 カルビチム 加工品 なし

サンバーグ（株）茨城工場 猿島郡境町西泉田1436番の1 冷凍食品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類､ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ
類）

加工品 なし

サンバーグ（株）茨城工場 猿島郡境町西泉田1436番の1 冷凍食品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類） 加工品 なし

サンバーグ（株）茨城工場 猿島郡境町西泉田1436番の1 冷凍食品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ類､ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ
類）

加工品 なし

サンフーズ（株） 猿島郡総和町高野1442 中華肉まん・あんまん 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ナンドック（カレー味）、ホット
ナンドック（カレー味）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ナンドッグ　ピザ（カレー）東京
コールドチェーン向け

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ＪＢピザ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ピザトースト５枚　加ト吉 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ミックスピザ（ミッキーピザ） 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ミックスピザ　協和向け 加工品 なし
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え

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ミックスピザ　歌広場向け 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ こだわりゴーダーチーズピザ２枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 牛脂 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ソフトピザ　２枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ベーコンドック　４本（ピザ） 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ナンピザ（カレー味） 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 中華のタレＷ（かき油ベース） 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 唐揚げのたれ（甘酢しょうゆ） 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ けんちん汁Ｇ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ けんちん汁Ｋ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ けんちん汁Ｔ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ サクサクピザ４個 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 無添加トーストピザ５枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ナンドッグ　ピザ　カレー味（１
本）、（２本）、（新）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ナンドック（サルサ味）、ホット
ナンドック（トマト味）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ナンドッグ　ピザ　カレー味（１
本）、（２本）、（新）、（ピ

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 無添加ミックスピザ２枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 10インチパーティーピザ（チキ
ン）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 10インチパーティーピザ（ミック
ス）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ パンピザミックス２枚（フレッ
シュピザ）

加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 味噌うどんスープ 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 寄せ鍋のだし「調味料」 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ べこピザ　１枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ ミニトーストピザ　５枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 高温窯ピザ　ミックスピザ　２枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ たらも＆チーズピザ　３本 加工品 なし
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東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ 無添加丸ピザ　３枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ おやつピザ　５枚 加工品 なし

東日本センチュリー（株） 猿島郡総和町下大野1572ｰ５９ デラックスミックスピザ　３枚 加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 鍋物用スープ 加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ ノンオイル青じそドレッシング 加工品 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 鶏肉だんご鍋　冷凍豆腐 加工品 なし

㈱ダイエーミート川崎センター 川崎市川崎区白石町６－１ 和牛カルビねぎ醤油焼肉　丸大豆
醤油たれ

加工品 なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ バイグレックスＡ 加工油脂 なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ バイグレックスＭ 加工油脂 なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ シンカニュークインシーチョコ
フィリング1Ｋ他

加工油脂食品 なし

全農・九州畜産センター 太宰府市都府楼南５－１５－２ 牛骨（スープ用） 加工用原材料 無

㈱アイソニーフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字久保田９４－
１

中華うま煮用タレ 加工用原材料 なし

㈱アイソニーフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字久保田９４－
１

ドレッシング 加工用原材料 なし

㈱アイソニーフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字久保田９４－
１

麻婆豆腐のタレ 加工用原材料 なし

㈱アイソニーフーズ福島 安達郡本宮町大字荒井字久保田９４－
１

焼きそば用タレ 加工用原材料 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ みそラーメンスープ 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 から揚げ粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 もんじゃ焼ミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 アイスクリームミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 カスタードクリームミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ココアカスタードクリームパウ
ダーミックス粉

加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 (Ａ）クレープミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 Ｋ－２ミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 スポンジケーキミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 スポンジケーキベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 チョコスポンジケーキベース 加工用原料 なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 マドレーヌベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 シフォンケーキベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 パンケーキベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 チョコシフォンケーキベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 チーズケーキベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 マフィンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 チョコマフィンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 Ｋ－１ミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 食パンミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 食パンミックス粉（グラハム） 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 食パンミックス粉（ホーマー） 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 マフィンミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 クッキーミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 蕎麦入りクッキーミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 包餡用ドーナツミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 クッキーベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 チョコクッキーベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 スコーンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 モールドチョコクッキーベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 モールドクッキーベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ブラウニーベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ホットケーキミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大判焼きミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 Ｍ焼きまんミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 イタリアンミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ニューイタリアンミックス粉 加工用原料 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 スイートロールミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 黒糖ブレッドミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 パンケーキミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 アメリカンワッフルミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ケーキドーナツミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 Ｒケーキドーナツミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 イーストドーナツミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ニューイーストドーナツミックス
粉

加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ドーナツシュガーミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 サータアンダギミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 チヂミミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 （Ｍ）無印ミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 から揚げミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 杏仁豆腐ミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 あゆ焼きミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 （Ｍ）ホットケーキミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 割包ミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 タルトベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 マフィンケーキミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 カスタードプリンミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 蒸しパンミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 モカシフォンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 かぼちゃシフォンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 かぼちゃマフィンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ショコラマフィンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 レンジケーキミックス 加工用原料 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 紅茶シフォンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 型抜きクッキーミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 バニラレンジミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　ベルギーワッフルミッ
クス

加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　ピザミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　マドレーヌミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　ビールパンミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ショコラシフォンベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 シフォンケーキミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 スコーンミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 フルーツケーキベース 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 ブラウニーミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 パンミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 スポンジケーキミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 パウンドケーキミックス粉 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 カスタードクリームパウダー 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　ホットケーキミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　ドーナツミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　黒糖蒸しパンミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　クレープミックス 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　ココアスポンジミック
ス

加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　ココアクッキーミック
ス

加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　クロワッサン・デニ
シュミックス

加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　プチパンセット 加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　アップルシナモンブ
レッドセット

加工用原料 なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 大地の実　食パンミックス 加工用原料 なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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適切な防止措置の有無
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入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

旭陽化学工業株式会社 姫路市網干区福井４５ ゼラチン（牛皮・国産） 加工用原料 なし

旭陽化学工業株式会社 姫路市網干区福井４５ ゼラチン（牛皮・輸入） 加工用原料 なし

旭陽化学工業株式会社 姫路市網干区福井４５ ゼラチン（牛皮・国産・輸入） 加工用原料 なし

旭陽化学工業株式会社 姫路市網干区福井４５ ゼラチン（牛骨・輸入） 加工用原料 なし

旭陽化学工業株式会社 姫路市網干区福井４５ コラーゲンペプチド（牛皮・国
産）

加工用原料 なし

旭陽化学工業株式会社 姫路市網干区福井４５ コラーゲンペプチド（牛皮・輸
入）

加工用原料 なし

旭陽化学工業株式会社 姫路市網干区福井４５ コラーゲンペプチド（牛皮・国
産・輸入）

加工用原料 なし

旭陽化学工業株式会社 姫路市網干区福井４５ コラーゲンパウダー 加工用原料 なし

池田化糖工業株式会社　箕沖工場 広島県福山市箕沖町９７番地 ミートソース 加工用原料 無

池田化糖工業株式会社　箕沖工場 広島県福山市箕沖町９７番地 カルボナーラ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 雑節エキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 煮干エキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 フィッシュエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ガラエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフテールエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンコンソメエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 エキス　NO．２ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 清湯エキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ムロアジエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークパイタンタンエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ホタテエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 麺用調味エキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 スルメエキス 加工用原料 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ソースエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 鰹節エキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 鰹エキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 アサリエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 エビエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カニエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ギュウスジエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 スープストックエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華エキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チンタンエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チャーシューエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフボーンエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 昆布エキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフミートエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 フォンドボーエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ホタテチキンエキス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ガラスープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 かつおだし顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフコンソメ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 丸鶏ガラスープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 昆布茶顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキン昆布茶粉末 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストチキンパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフコンソメパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンパイタン粉末 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンエキスパウダー 加工用原料 無
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池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンコンソメパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 Ｄパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 白菜エキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 比内鶏エキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ベーコン風味パウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ベジタブルパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ベジタブルミックスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストビーフパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフブイヨンパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ホタテエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ホタテパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 マッシュポテトパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 豆板醤パウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 マヨネーズパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味噌パウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ミックスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ヤキセンパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストビーフ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 複合調味パウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフテールパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 野菜スープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ホエールミートパウダー 加工用原料 無
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池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 アサリエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 和風だし顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 とんこつスープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 コンソメスープ用顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 お吸物顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 塩顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 トマトソースパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華ブイヨンパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ホワイトソースパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ミートソースパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 マッシュルームエキストラクトパ
ウダー

加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 だしの素顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 エクセル用ガラスープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ワカメスープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ワカメスープ用原末 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チャーハンの素顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ペペロンチーノ粉末 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポタージュスープ用顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンコンソメ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 野菜ブイヨン顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストシュリンプパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ロースト醤油パウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 シュリンプフレーバーパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 コンブエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 トンコツシーズニングパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 シーフードフレーバーパウダー 加工用原料 無
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池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 オニオンスープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ソースパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 スルメエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 シャケパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 椎茸パウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 シイタケエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 コンソメパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 キムチスープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 キムチパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カツオエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレーパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレーシーズニングパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カニエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 オイスターソスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 エビパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 エビエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ウニパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 イリコダシパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 イカパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 イカエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ミートパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークスープベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 キーマカレーペースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンカレー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレーベース 加工用原料 無
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池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレーシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレーオイルチップ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレー風味ごま 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 りんごカレールー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 宮崎の黒豚カレー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレーペースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレーミックスルー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華調味料 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華スープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華ベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼肉のタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼肉のたれ（みそ） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼肉のたれ（醤油） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼肉のたれ（関西風） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼肉のタレ（辛口） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼肉のタレ（甘口） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 すき焼きのタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ソースミックス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 液体スープベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味噌スープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 レモンダレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カップトムヤムクン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ガラスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 野菜シーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味付本鰹 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフ白湯 加工用原料 無
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池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カレーオイルペースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 海鮮ラーメンスーピオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 五目釜オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストビーフオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 豚骨オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ベーコンオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストミートオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ミートオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 香味オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストキャベツオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 調味味噌オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 エビオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 クッキングオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ケチャップオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味噌ラーメンオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ミックスオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 四川風味噌オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 広島ラーメンスープ用オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 担々麺オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークシーズニングオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンラーメンスーピオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 豚骨ラーメンオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 醤油ラーメンオイル 加工用原料 無
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え

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チゲナベＬオイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼肉オイル 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンブイヨン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 和風ドレッシング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポン酢 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 サラダドレッシング唐辛子味 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 あんかけのタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 調味ベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 フォンド・ボー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ぎょうざ調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフコンソメベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 香味油 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼トウモロコシシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ドミベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポーク複合調味料 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 蒲焼のタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 フォンブルン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 麻婆豆腐の素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 調理みそ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 コーンスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 梅スパゲティの素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 コーンスープベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 イタリアンドレッシング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 フレンチドレッシング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 辛子醤油ドレッシング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チャンポン用スープ 加工用原料 無
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その他
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池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 八目味具カット品 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 麻婆あん 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カルパッチョ（ハーブ＆トマト） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 嗜霧用調味料 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポーク白湯 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンライスの素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 お好み焼きシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 かに雑炊顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 いりこ風味だしの素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ふりかけリニューアルベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 グレービーソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 洋風調味料 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンコンソメ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 キムチ調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 うにめしふりかけ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 どんぶりだし 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ガーリックソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 アミノ酸ペースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 土手焼きのタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＮＢ　雑節 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チーズフォンデュ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 シャケフレーク 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 大粒メンタイコ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 冷凍ガーリックミンチ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 うどんスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 うどんスープ（わかめ） 加工用原料 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
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え

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 皿うどんスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＮＢ　こんぶ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 キムチシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味噌チゲナベ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキン白湯 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ふぐ下漬用調味液（たまり風味） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 きんぴら調味料 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ラーメンシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ワインエキストラクト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 うに調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 明太子調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 みりん干調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 浅漬け用調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 オレンジソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 クラムチャウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 タルタルシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 醤油だれ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 コーンスープ原末 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 Ｃ－チュウカ３レン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チーズクリームソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＨＢ　シーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼き肉のタレ用ベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華チャーハンの素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 パエリヤ風味シーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 冷しうどんのタレ 加工用原料 無
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池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 鍋だし 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カニ雑炊の素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 粉末うどんスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 液体かつおだし 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 洋風クック 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ソースペースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンフレーバー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 貝ペースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＡＤカニカマ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 粉末ラード 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＨＡＰ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ブラウンルー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 複合調味料 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 デミグラスソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＮＢかつお節 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＦＤカニカマフレーク 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味付削節 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カニカマチップ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンコンソメ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＨＡＰペースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ホタテ風味調味料 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 麺用調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 牛ひき肉 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークミックス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンミックス 加工用原料 無
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え

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 オニオンチキン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 シーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 明太子シーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カキタマチップ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カキタマダイス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ブイヨン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフブイヨン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 野菜カレーの玄米雑炊の素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 和風シーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 デミソースコンク 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味噌ミックス 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チーズ香味油 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チリソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 冷し中華 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ウナギフレーク 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 モンジャシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＦＤヒジキ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＦＤチリメン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 粉末焼そばソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 鶏スープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ガラスープ顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 赤鶏一番だし 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 スープの素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 豚骨白湯 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 豚骨清湯 加工用原料 無
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池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 パイタン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 きょうや濃縮がらスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 スープベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ワンタンスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ケチャップペースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 冷麺スープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 野菜スープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 HPP 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 タレベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフエキスエキストラクト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ミーストフード 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 牛そぼろ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 肉そぼろ天 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼きそばソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ウナギエキスパウダー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 アミノ酸液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ラーメンスープ薄口（丸鶏入り） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 クルトン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフフレーバー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ベジタブルブイヨン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 麺用調味料 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＦＤ豚肉 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンミンチ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＦＤハンペン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 イワシ味付削り節 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カツオダシ 加工用原料 無
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え

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味付けフレーク 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ウェットタイプ宏島菜 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 キムチ風味ごま 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 スタミナうどんスープパック 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 なべ焼きうどんスープパック 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ベーコン風味チップ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 唐揚げ粉 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 濃縮スープベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 そばつゆ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 酢豚のタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 うなぎのたれ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華風春雨ドレッシング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カツオダシ風味だしの素顆粒 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 かつおだし原液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ユッケだれ原液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 南蛮漬けのタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 トウバンのタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 丼物のたれ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チャーシューダレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 松前漬のタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 鶏みそダレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 醤油風味ゴマ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 海鮮醤 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＸＯ醤ペースト 加工用原料 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チキンコンソメ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 清湯スープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 顆粒鶏ガラスープ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ポークブイヨン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ローストオニオンルー 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 チリトマトシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 調味ベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 華味白湯 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 さしみ醤油 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 さざん亭用めんつゆ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 うどん専用かえし 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 茶碗蒸用原液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味付海苔用調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味付もずくベース（土佐酢） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 焼鳥用味噌だれ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ソース調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 トマトソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 のり調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 豚キムチチャーハン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 高菜チャーハン 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 赤だし 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 おでんの素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 味付けイクラのタレ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ガーリックチャーハンの素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 茶碗蒸し素 加工用原料 無
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え

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 干瓢調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 カツ丼ソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 牛肉野菜炒め用ソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ソースフレーク 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 中華ソバ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 豚骨ソバ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 メンタイコ調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 かき鍋スープの素 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＮＢオイスターソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 テリヤキソース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ビーフロースト 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 昆布〆調味液 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 エビシーズニング 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ドンブリシチューソースベース 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＡＤ味付たらこ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＡＭ－４５（ハチミツパウダー） 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＫＤ－１１ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＫＤ－３８ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＨＶＰ 加工用原料 無

池田糖化工業株式会社 広島県福山市桜馬場２番２８号 ＨＡＰ 加工用原料 無

稲垣製茶株式会社 四日市市日永５－２－２１ ニッピペプタイドＰＲＡ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ おにぎり用みそ 加工用原料 なし

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

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 牛釜飯スープ 加工用原料 なし

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ ごはん調味液 加工用原料 なし

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

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 中華用辛みそ 加工用原料 なし

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

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

内池醸造㈱ 福島市瀬上町字西上新田１－７ 冷麺スープ 加工用原料 なし

大井物産株式会社 足立区加賀2-9-4 雑炊用顆粒 加工用原料 なし

大金食品工業（有） 栃木県那須郡馬頭町大山田下郷２５７
３

チヂミ粉 加工用原料 なし

大阪化学合金㈱ 西区高塚台４丁目３－６ PMX 加工用原料 なし

大宮糧食工業(株) 相模原市橋本台１－３０－２３ ベーキングパウダー 加工用原料 なし

大宮糧食工業(株) 相模原市橋本台１－３０－２３ ゼラチン 加工用原料 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 カルビクッパの素 加工用原料 なし

株式会社エーエムフーズ 足立区皿沼2-21-14 焼肉屋さんの牛カルビスープ 加工用原料 なし

株式会社　ニッピ 富士宮市弓沢町１番地 ゼラチン 加工用原料 なし － － － － －

株式会社　ニッピ 富士宮市弓沢町１番地 ゼラチン 加工用原料 なし － － － － －

株式会社　ニッピ 富士宮市弓沢町１番地 ゼラチン 加工用原料 なし － － － － －

株式会社佐野食品工業所 足立区千住旭町3-11 やきそばソース 加工用原料 なし

株式会社宝来軒 四日市市河原町２１－１５ ゼラチン 加工用原料 なし

株式会社ニッピ　富士工場 富士宮市弓沢町１番地 ゼラチン 加工用原料 なし － － － － －

株式会社ニッピ　富士工場 富士宮市弓沢町１番地 ゼラチン 加工用原料 なし － － － － －

株式会社ニッピ　富士工場 富士宮市弓沢町１番地 ゼラチン 加工用原料 なし － － － － －

株式会社ニッピ　富士工場 富士宮市弓沢町１番地 ゼラチン 加工用原料 なし － － － － －

株式会社ニッピ　富士工場 富士宮市弓沢町１番地 ゼラチン 加工用原料 なし － － － － －

共栄フード（株） 富田林市若松町東３－５－１８ スイートフラワー 加工用原料 無

共栄フード（株） 富田林市若松町東３－５－１８ 赤生パン粉 加工用原料 無

共栄フード（株） 富田林市若松町東３－５－１８ 白生パン粉 加工用原料 無

共栄フード（株） 富田林市若松町東３－５－１８ カラー生パン粉 加工用原料 無
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え

共栄フード（株） 富田林市若松町東３－５－１８ 半生パン粉 加工用原料 無

共栄フード（株） 富田林市若松町東３－５－１８ 半生白パン粉 加工用原料 無

共栄フード（株） 富田林市若松町東３－５－１８ 半生カラーパン粉 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ コラーゲンエキス 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ゼラチン 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ポークパウダー 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ コラーゲンパウダー 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ホエイパウダー 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 粉末ゼラチン 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ビーフエキスパウダー 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 製パン用品質改良製剤 加工用原料 無

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＮＳ♯３２ 加工用原料 無

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 唐揚げ粉（Ｐ-28） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 唐揚げ粉（Ｐ-29） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ケーキミックス（Ｐ-30） 加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ブレディング（打ち粉）（Ｐ-
26）

加工用原料 なし

グリフィス･ラボラトリー株式会
社

小笠郡大須賀町西大渕字丸池3378-1 ブレディング（打ち粉）（Ｐ-
27）

加工用原料 なし

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

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 殿村食品味付椎茸スライス1Ｋ80
Ｇ

加工用原料 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 牛まんソース 加工用原料 無

四国フーズ㈱ 綾歌郡綾歌町岡田上1579番地1 韓国カルビまんの具 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ ケーキマフィンミックスＡＸ－０
２

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ まるめて焼くだけパンミックス 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ COOPお手軽パン風ミックスＢ－
０４

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ 内麦パンミックスＢ－１６ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ ハースブレッドミックスＢ－６１ 加工用原料 無

51 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ お好み焼粉Ｊ－１４０ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ たこ焼ミックスＪ－７５、２０Ｋ
g

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ たこ焼ミックスＪ－７６ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉　Ｋ－１８（１０Ｋg) 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉スタンダードＫ－２５
（１Ｋg×１０、１０Ｋg）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ Ｈ、Ｃから揚げ粉Ｋ－２７（１Ｋ
g×１０）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚粉とり肉用塩味（Ｋ－５
２）１Ｋg×１０、１０Ｋg

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－６７（１０Ｋｇ） 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－８０（１０Ｋｇ） 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－８８（１０Ｋｇ） 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－９２（１０Ｋｇ） 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－９５（１Kg×１
０）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－９９（１０Kg） 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ 東海から揚げ粉K-１０１ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉ＭＵＫ９７２ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－１１２ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ ムネ肉用から揚げK-１２３ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ ニチレイ向けから揚げ粉K-１３１ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉スタンダードＡ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉K-１４７ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉K-１５０ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ 菓子パンベースミックスR－６０ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ ホームカットドーナツミックスS-
０１

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ フレンチクルーラーミックスS－
０５

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ ドーナツミックスS－３４ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ シューボールミックスS－８５ 加工用原料 無
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昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ クラウンレイズイーストドーナツ
ミックスXL－２２

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ エクセルケーキミックスXL－６５ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ 無印良品ポンデケージョ風パン
ミックス

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－１５２ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－４１ 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－７８（１０Ｋｇ） 加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ から揚げ粉Ｋ－９０（１Ｋｇ×１
０）

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ ふんわりドーナツミックスＳ－１
０３

加工用原料 無

昭和産業㈱牛堀工場 潮来市島須字今林３０７５－３０ スーパーレイズイーストドーナツ
ＸＬ－２０

加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場 千葉県船橋市日の出２－２０－２ 昭和お好み焼粉 加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場 千葉県船橋市日の出２－２０－２ ＳＨＯＷＡ（家）たこ焼粉 加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場 千葉県船橋市日の出２－２０－２ 暮らしの８８お好み焼粉 加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場 千葉県船橋市日の出２－２０－２ ファインセレクトお好み焼粉 加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場 千葉県船橋市日の出２－２０－２ 買物上手お好み焼粉 加工用原料 無

昭和産業㈱船橋工場 千葉県船橋市日の出２－２０－２ バリューお好み焼き粉 加工用原料 無

城南化学工業所 和歌山市小雑賀3丁目４－２７ お茶漬の素 加工用原料 なし

城南化学工業所 和歌山市小雑賀3丁目４－２７ 和風スープF 加工用原料 なし

城南化学工業所 和歌山市小雑賀3丁目４－２７ アジックA 加工用原料 なし

瑞豊食品株式会社 瑞浪市土岐町６１６８ フォンベースＮｏ．３ 加工用原料 なし

瀬古製粉株式会社 四日市市羽津町２１－２１ パン用ミックス粉 加工用原料 なし

仙波包装 栃木県真岡市並木町２－１－１０ グレーズミックスD－１０ 加工用原料 無

仙波包装 栃木県真岡市並木町２－１－１０ ヨーグルトグレーズミックスD－
２１

加工用原料 無

仙波包装 栃木県真岡市並木町２－１－１０ ふわふわから揚げ粉（１００ｇ） 加工用原料 無

仙波包装 栃木県真岡市並木町２－１－１０ 早ワザカツ揚げ粉 加工用原料 無

大日産業株式会社 船橋市習志野２丁目１６番１６号 ガムベース№３　他２品目 加工用原料 無

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 65gほんとうふ 加工用原料 なし
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太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 ゼラチン 加工用原料 なし

大洋香料㈱ 岡山市土田１３６ ハニーペーストNO.110 加工用原料 なし

大洋香料㈱ 岡山市土田１３６ コーヒープレパーNO.4　梅肉プレ
パー　梅肉プレパーＤ　梅肉ジャ
ム－３

加工用原料 なし

寺彦製粉株式会社 志太郡大井川町飯淵１４３１－４ 菓子用改良剤 加工用原料 無

寺彦製粉株式会社 志太郡大井川町飯淵１４３１－３ 総菜用改良剤 加工用原料 無

寺彦製粉株式会社 志太郡大井川町飯淵１４３１－１ たこ焼きミックス 加工用原料 無

寺彦製粉株式会社 志太郡大井川町飯淵１４３１－２ 丼用ゲル化剤 加工用原料 無

寺彦製粉株式会社 志太郡大井川町飯淵１４３１－５ 複合調味料 加工用原料 無

寺彦製粉株式会社 志太郡大井川町飯淵１４３１－６ 米飯用改良剤 加工用原料 無

寺彦製粉株式会社 志太郡大井川町飯淵１４３１－７ 麺用改良剤 加工用原料 無

鳥越製粉株式会社 船橋市高瀬町２１番地４ むしものミックス　他３品目 加工用原料 無

鳥越製粉株式会社 船橋市高瀬町２１番地４ バッターミックス　他１品目 加工用原料 無

鳥越製粉株式会社 船橋市高瀬町２１番地４ むしものミックス　他３品目 加工用原料 無

ナイト食品株式会社 足立区梅島3-5-9 コショー 加工用原料 なし

ナイト食品株式会社 足立区梅島3-5-9 キムチの素 加工用原料 なし

長岡香料（株） 茨木市五日市町１－３－３０ シーズニングパウダータイプＣ 加工用原料 無

長岡香料（株） 茨木市五日市町１－３－３０ シーズニングパウダータイプＢ 加工用原料 無

長岡香料（株） 茨木市五日市町１－３－３０ シーズニングパウダータイプＡ 加工用原料 無

長岡香料（株） 茨木市五日市町１－３－３０ シーズニングペーストタイプＡ 加工用原料 無

長岡香料（株） 茨木市五日市町１－３－３０ シーズニングペーストタイプＢ 加工用原料 無

長岡香料（株） 茨木市五日市町１－３－３０ シーズニングペーストタイプＣ 加工用原料 無

ニッピコラーゲン工業株式会社 富士宮市弓沢町１番地 可食性コラーゲンストリング 加工用原料 なし － － － － －

ニッピコラーゲン工業株式会社 富士宮市弓沢町１番地 可食性コラーゲンソーセージケー
シング

加工用原料 なし － － － － －

ニッピコラーゲン工業株式会社 富士宮市弓沢町１番地 コラーゲンドウ 加工用原料 なし － － － － －

日本コロイド㈱茨城工場 新治郡八郷町東成井1883 粉末ゼラチン 加工用原料 無
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花太刀食品工業株式会社 奈良県磯城郡田原本町千代809 果実加工品 加工用原料 なし

花太刀食品工業株式会社 奈良県磯城郡田原本町千代809 コラーゲン入り果実加工品 加工用原料 なし

花太刀食品工業株式会社 奈良県磯城郡田原本町千代809 油脂加工食品 加工用原料 なし

花太刀食品工業株式会社 奈良県磯城郡田原本町千代809 油脂加工食品（精製牛脂使用） 加工用原料 なし

花太刀食品工業株式会社 奈良県磯城郡田原本町千代809 フラワーペースト類 加工用原料 なし

宏榮化成株式会社 姫路市余部区上余部３３ ゼラチン 加工用原料 なし

福島県醤油醸造協同組合 安達郡安達町油井字簑掛１０ 味菜 加工用原料 なし

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

フジッコ株式会社東京工場 船橋市高瀬町5番地 麻婆豆腐の素 加工用原料 無       

フライスター（株）東海工場 小笠郡菊川町三沢1500-2 生パン粉 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 デミグラスソースベースＥ　１５
ｋｇ／箱

加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 デミグラスソースベース２００１
１５ｋｇ／箱

加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ＢＳ－チキンＢ　１０Ｋｇ箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ＦＶ－エキスＰ（ＦＤ）　１５Ｋ
ｇ／箱

加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ミルポアペースト　１４Ｋｇ袋 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 Ｓミルポア　１４Ｋｇ袋 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ミルポアバターファット　１５Ｋ
ｇ／箱

加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ミルポアパウダー　１５Ｋｇ袋 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 オニオンバターソテー　１５Ｋｇ
／箱

加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ブラウンルーＭＨ　１４．５Ｋｇ
／箱

加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ルーＤＧ　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ルーＳＧ　１５Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 クルトン　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 クルトンＬ　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ＫクルトンＬ　１４Ｋｇ／箱 加工用原料 なし

北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ｋｋクルトン２５０　５Ｋｇ／箱 加工用原料 なし
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北海道クノール食品株式会社十勝
工場

芽室町西９条７丁目１番地 ＫチーズクルトンＬ　１４Ｋｇ／
箱

加工用原料 なし

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 ロイヤルハット　ピザソースＡ
1号缶

加工用原料 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 ロイヤルハット　ミートソース
2号缶

加工用原料 無

三馬食品㈱ 仲多度郡琴平町榎井77 ロイヤルハット　カレーソース
2号缶

加工用原料 無

三國リビングサービス株式会社給
食センター菊川

小笠郡菊川町本所1634-9 オイスターソース 加工用原料 なし

三國リビングサービス株式会社給
食センター菊川

小笠郡菊川町本所1634-9 キングカレー中辛 加工用原料 なし

三國リビングサービス株式会社給
食センター菊川

小笠郡菊川町本所1634-9 白湯ラーメンスープ 加工用原料 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 ﾊｰﾌ缶切干大根 加工用原料 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 切干大根 加工用原料 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 野菜ミックス 加工用原料 なし

森田　秀樹 奈良県橿原市出垣内町18-6 ゼラチンパウダーゴールド 加工用原料 なし

森永乳業株式会社　冨士工場 富士宮市中里東町６３９番地 ミルクオリゴ糖　ＭＬＣ－９７
（1kg,10袋入り）

加工用原料 なし － － － － －

森永乳業株式会社　冨士工場 富士宮市中里東町６３９番地 ミルクオリゴ糖　ＭＬＣ－９７
（２０kg入り）

加工用原料 なし － － － － －

森永乳業株式会社　冨士工場 富士宮市中里東町６３９番地 ミルクオリゴ糖　ＭＬＳ－３５
（２４kg入り）

加工用原料 なし － － － － －

森永乳業株式会社　冨士工場 富士宮市中里東町６３９番地 ミルクオリゴ糖　ＭＬS－５０
（２５kg入り）

加工用原料 なし － － － － －

森永乳業株式会社　冨士工場 富士宮市中里東町６３９番地 ミルクオリゴ糖　ＭＬS－５０
（２８０kg入り）

加工用原料 なし － － － － －

有限会社　ＴＨパッケージ 栃木県真岡市下籠谷２１６５ Ｓ４７ワッフルミックス 加工用原料 なし

有限会社　ＴＨパッケージ 栃木県真岡市下籠谷２１６５ Ｓ４１クレープミックス 加工用原料 なし

ユナイテッドフーズ（株） 香取郡多古町水戸字水戸台1-79 韓国風お好み焼き粉 加工用原料 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韓国風お好み焼き粉 加工用原料 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油半分天ぷら粉 加工用原料 無

ロイヤル株式会社　東京食品第一
工場

船橋市高瀬町１９番地 シズラーカレーソース 加工用原料 無

ワーナーランバートインク(有) 相模原市南橋本４－３－３６ 食品用カプセル 加工用原料 なし

㈱カネダ食品 川崎市川崎区桜本１－７－２ ビーフエキス 加工用原料 なし

㈱しなの麺工房 喜多方市豊川町米室字三条川原1860－3 生冷やし中華添付スープ 加工用原料 なし

㈱しなの麺工房 喜多方市豊川町米室字三条川原1860－3 生ラーメン添付スープ 加工用原料 なし
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㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ アスピックゼリーミックス　ｱｽ
ﾋﾟｯｸｾﾞﾗﾁﾝＳ

加工用原料 無

㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ アスピックゼリーミックス　ｱｽ
ﾋﾟｯｸｾﾞﾗﾁﾝＫ

加工用原料 無

㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ 蛋白粉末ミックス 加工用原料 無

㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ ｺﾗｰｹﾞﾝﾊﾟｳﾀﾞｰﾐｯｸｽ 加工用原料 無

㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ 酸乳デザート用粉末ミックス 加工用原料 無

㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ 冷菓マシュマロ用ゼラチンミック
ス

加工用原料 無

㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ 発酵乳用粉末ミックス 加工用原料 無

㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ ハム用蛋白粉末ミックス 加工用原料 無

㈱丸紅商会 大阪府堺市寺地町東３－２－２ マイルドゼラチン 加工用原料 無

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ スナックスノーＨＳ 加工用原料 なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ 卵加工品 加工用材料 なし

高砂香料工業株式会社　平塚工場 平塚市西八幡１－５－１ ホタテエキス 加工用食材 なし

高砂香料工業株式会社　平塚工場 平塚市西八幡１－５－１ カニエキス 加工用食材 なし

高砂香料工業株式会社　平塚工場 平塚市西八幡１－５－１ カツオ調味エキス 加工用食材 なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 CTW-100 加工用副原料
（機能性油脂）

なし なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 HA-20 加工用副原料
（機能性油脂）

なし なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 エマテックシリーズ 加工用副原料
（機能性油脂）

なし なし

ミヨシ油脂株式会社千葉工場 千葉市美浜区新港2-5 ショートニング 加工用副原料
（ショートニン
グ）

なし なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 たたきオイルシリーズ 加工用副原料
（食用加工油脂
（水産加工
用））

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 FRパウダー（SY，AS，MY，
2001A，P）

加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 BF-R 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 SJ-5 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 KP（-55，-55-5，-920） 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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の有無

適切な防止措置の有無
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入部位
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販売中止 製品回収
原料切換
え

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 M（-10,-200） 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 ガーリックキュアー902 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 ピックリーナ（B-100，C-400，
Y，FC，FCA，FCN，TS）

加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 ミキシングフォーマー（R，T） 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 KH-700 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 M-58 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 KGパウダー（R，T，S） 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 エステルCH-W 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 CS-TK-100 加工用副原料
（添加物製剤）

なし なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 ソフィカル（Ｓ，ベータ）他 加工用副原料
（パン用乳化油
脂）

なし なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 エマファット（OP-8，LA-23）
他

加工用副原料
（粉末油脂）

なし なし

ミヨシ油脂株式会社千葉工場 千葉市美浜区新港2-5 マーガリン 加工用副原料
（マーガリン）

なし なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 スーパーフレンジーＭ 加工用副原料
（麺用乳化油
脂）

なし なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 ゴールド乳化油　他 加工用副原料
（麺用乳化油
脂）

なし なし

ミヨシ油脂株式会社千葉工場 千葉市美浜区新港2-5 精製ラード（調整ラード） 加工用副原料
（油脂）

なし なし

ミヨシ油脂株式会社千葉工場 千葉市美浜区新港2-5 粉末油脂 加工用副原料
（油脂）

なし なし

ミヨシ油脂株式会社千葉工場 千葉市美浜区新港2-5 食用牛脂 加工用副原料
（油脂）

なし なし

ミヨシ油脂株式会社千葉工場 千葉市美浜区新港2-5 食用精製加工油脂（牛脂食用硬化
油）

加工用副原料
（油脂）

なし なし

理研ビタミン株式会社 千葉市美浜区新港56 エマユニ－TO 加工用副原料
（卵白調整品）

なし なし

洋菓子 菓子 なし 菓子

洋菓子 菓子 なし 菓子

（有）東條菓子舗 網走市南８条西１丁目 菓子、調理パン 菓子、調理パン なし

クラウンフーヅ㈱ 横浜市港南区日野1-7-8 プルーン種抜き一口パック 果実加工品 なし

クラウンフーヅ㈱ 横浜市港南区日野1-7-8 いちじく一口パック 果実加工品 なし
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え

クラウンフーヅ㈱ 横浜市港南区日野1-7-8 プルーンコラーゲン入 果実加工品 なし

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 夕張ワイン等ワイン2種 果実酒 なし

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 バトンショコラ 菓子パン 無

（株）マルト神戸屋 浜松市市野町２７５０ フランスロール、コロネ、デリカ
ロール

菓子パン 無

（株）マルト神戸屋 浜松市市野町２７５０ メロンパン、クリームパン、クロ
ワッサン、チョコバナナ、

菓子パン 無

（有）むつみ製パン 浜松市西山町１２９ にこまろカレー，ネオロールサン
ド

菓子パン 無

旭食品株式会社 長岡市川崎町字花子１７３１－３ カレーパン 菓子パン なし

旭食品株式会社 長岡市川崎町字花子１７３１－４ カレーパン（甘口） 菓子パン なし

旭製粉株式会社 奈良県桜井市上之宮67-2 割包 菓子パン なし

オカザキ製パン株式会社 岡崎市赤渋町圦ノ口５０ 菓子パン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 クリーミーおさつ&ホイップ、ク
リームパン、ホイップ&カスター
ドドーナツ

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ミルキーフランス 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 くるくるシュクレ、スイートポテ
トなパン、メロンパン

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ミルキーレーズン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ソフトフランスクロワッサン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ごまとカマンベール 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 おさつスナックサンド、コッペ
ジャム&マーガリン、コッペつぶ
あん&マーガリン、ダブルクリー
ムサンド、ふんわりクリームサン
ド

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 たっぷりバターソフト、ツナ包み
焼きパン、ふんわりクリームサン
ド

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ホワイトミルクロール 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ソフトピーナツサンド 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 メープルのパン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 カフェモカサンド、ミルクパン 菓子パン なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 豊の香いちご&ホイップ、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

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ホイップチョコ、クリーミーおさ
つ&ホイップ、ホイップカスター
ドーナツ

菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ミルキーメロン 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ホイップショコラ 菓子パン なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 ロングシュガーマーガリン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし
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販売中止 製品回収
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え

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 菓子パン なし

（株）ドンク名古屋　名古屋工場 名古屋市東区矢田南三丁目３－１２ デニッシュ生地菓子パン 菓子パン なし

（株）ドンク名古屋　名古屋工場 名古屋市東区矢田南三丁目３－１２ ドーナツ 菓子パン なし

（株）ドンク名古屋　名古屋工場 名古屋市東区矢田南三丁目３－１２ フランスパンベーコン 菓子パン なし

（株）ボン　オーハシ 長岡市大島新町２丁目２－５４ カレーパン 菓子パン なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ ウインナーコロパン 菓子パン なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ オープンウインナーパン 菓子パン なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ カレーパン、カレードーナッツ 菓子パン なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ 黒糖プリンパン 菓子パン 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

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ チョココルネ 菓子パン なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ ハンバーガーサンド 菓子パン なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ フランクフルトパン 菓子パン なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ メロンパン、ホワイトコルネ 菓子パン なし

興亞食糧（株） 名古屋市北区山田町５丁目４番地１ 焼き込み調理パン 菓子パン 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 エンティーのチョコラ 菓子パン 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 大きな小倉デニッシュ 菓子パン 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 手包みクリームパン 菓子パン 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 メリープのしゅーくりーむぱん 菓子パン 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 手包みメロンパン 菓子パン 無

東北総合サービス(株)(神戸屋ピッ
ポット）

郡山市ひうち田１９５ カレードーナツ 菓子パン 無

冨士製パン株式会社 富士市蓼原１１７８－３ 菓子パン 菓子パン なし － － － － －

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番11 小倉あんﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番12 こしあんﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番13 ﾓｶﾁｰﾉｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番17 ﾒｰﾌﾟﾙのﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番19 ｻｸｻｸ林檎のﾃﾞﾆｯｼｭ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番20 ｸﾘｰﾐおさつ＆ﾎｲｯﾌﾟ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番21 ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番22 ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ６ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番23 ごまとｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番24 ｿﾌﾄﾌﾗﾝｽｸﾛﾜｯｻﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番25 ﾐﾙｸﾚｰｽﾞﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番26 くるくるｼｭｸﾚ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番27 ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄなﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番28 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番29 ﾐﾙｷｰﾌﾗﾝｽ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番30 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番31 ﾎｲｯﾌﾟｼｮｺﾗ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番32 ﾐﾙｷｰﾒﾛﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番33 豊の香いちご＆ﾎｲｯﾌﾟ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番34 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ＆ﾐﾙｸ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番35 ﾎｲｯﾌﾟﾁｮｺ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番36 ﾎﾜｲﾄﾐﾙｸﾛｰﾙ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番37 ﾐﾙｷｰﾌﾗﾝｽ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番38 ﾎｲｯﾌﾟ＆ｶｽﾀｰﾄﾞﾄﾞｰﾅﾂ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番39 ﾊﾞﾅﾅｶｽﾀｰ＆ﾎｲｯﾌﾟ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番40 ｶﾌｪﾓｶｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番41 ｺｯﾍﾟつぶあん＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番42 ｺｯﾍﾟｼﾞｬﾑ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番43 ｿﾌﾄﾋﾟｰﾅﾂｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番44 ﾐﾙｸﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番45 ちぎりﾊﾟﾝ（ﾊﾞﾆﾗﾁｮｺ） 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番46 ﾌｧｯﾄｽﾌﾟﾚｯﾄﾞＳ1000 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番47 ﾋﾟｰﾅｯﾂｸﾘｰﾑ３ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番48 たっぷりﾊﾞﾀｰｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番50 ふんわりのｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番51 おさつｽﾃｯｸｻﾝﾄﾞ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱ｴﾌﾋﾞｰｴｽ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71番52 ﾛﾝｸﾞｼｭｶﾞｰﾏｰｶﾞﾘﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ うずまきデニッシュ 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ クリ－ムスイート 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 天下御免のぶどうパン 菓子パン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ピーナッツフランス 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 食卓チョコ 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ レーズンワッサン（３） 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ モーニングデニッシュ 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ミニ小倉あんぱん（５） 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ サンド用食パン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 北海道バタークロワッサン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ レーズンワッサン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 食パン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ デニッシュひねくれ棒 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ コッペパン（ジャム∩マーガリ
ン）

菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ コッペパン（ピーナッツクリー
ム）

菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ デニッシュブレッド 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ミニクリームパン（５） 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ レーズンマイルド 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ナッツブロン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ソフト∩マイルド 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ メリケン亭カスタードクリーム 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ スイートポテトリング 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 北海道ミルクリング 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ メリケン亭めろんぱん 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ メリケン亭ジャムパン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ピーナッツホイップチョコ 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ チョコチップチイスト 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ クロワッサン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ レーズンワッサン 菓子パン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ぶどうパン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ バターペストりー 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ スティックアーモンド 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 食塩無添加 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ チョコスイート 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ おさつワッサン（４） 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ アップルクリーム（４） 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ショコラデニッシュ 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ アップルデニッシュ 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 玄米チーズマヨネーズ（６） 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ りんごデンッシュ（４） 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ アップルパイ 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ スイートローズ（４） 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ クランチロール 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ チョコデニッシュ 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ アーモンドスティック 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ チョコっとマロン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ カスターホイップサンド 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ クロワッサン 菓子パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ミニクロワッサン 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２４６ ﾊﾞﾅﾅﾁｮｺ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２４７ メリケン亭カスタードクリーム 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２４８ たまごデニッシュ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２４９ 黒あんパン 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５０ クリーミー 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５１ フラワーガーデン 菓子パン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５２ ﾁｮｺﾁｨｯﾌﾟﾂｲｽﾄ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５３ メリケン亭ﾁｮｺコルネ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５４ ﾚｰｽﾞﾝスティック 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５５ フラワー 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５６ ﾁｮｺコルネ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５７ タマゴ食卓ロール 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５８ スィートローズ（４） 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２５９ スィートﾊﾞﾀｰロール 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６０ ﾚｰｽﾞﾝﾜｯｻﾝ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６１ クランチロール 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６２ クロワッサン 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６３ アップルパイ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６４ りんごデンッシュ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６５ メリケン亭ｼﾞｬﾑ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６６ 玄米チーズマヨネーズ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６７ アップルデニッシ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６８ メリケン亭メロンパン 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２６９ ショコラデニッシュ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７０ ベーコンマヨネーズ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７１ アップルクリーム 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７２ おさつワッサン 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７３ 北海道ﾊﾞﾀｰクロワッサン 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７４ メリケン亭スナックベーコン 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９８ ハム＆マヨネーズ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９９ 三角ﾁｮｺ 菓子パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰３００ ﾁｮｺチップメロン 菓子パン なし
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氏名 住所 （食品の種類）
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱オイシス 明石市大久保町松陰３０３ ながいソーセージ 菓子パン なし

㈱三星 北海道苫小牧市字糸井142番地 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱三星 北海道苫小牧市字糸井143番地 豆ﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱三星 北海道苫小牧市字糸井144番地 ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱三星 北海道苫小牧市字糸井145番地 ｱﾝﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

㈱三星 北海道苫小牧市字糸井146番地 ｼｬｰﾍﾞｯﾄﾊﾟﾝ 菓子ﾊﾟﾝ なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類 菓子パン（牛
脂）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類 菓子パン（牛エ
キス）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類 菓子パン（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 菓子パン類 菓子パン（牛
肉）

なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 菓子パン類 菓子パン（ゼラ
チン）

なし

㈱田中屋本店 東灘区御影中町１－５－９ 菓子パン類 菓子パン類 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 菓子パン類 菓子パン類 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 菜の花からし和え かす漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 からしチビきゅうり かす漬 なし

（株）ダイエーセントラル水産 石狩市新港西１丁目２－７７０ 数の子わさび漬け（北栄） 数の子（牛皮） なし

（株）ダイエーセントラル水産 石狩市新港西１丁目２－７７０ 味付数の子（北栄） 数の子（牛皮） なし

（株）ダイエーセントラル水産 石狩市新港西１丁目２－７７０ 味付数の子（北栄） 数の子（ゼラチ
ン）

なし

（株）ダイエーセントラル水産 石狩市新港西１丁目２－７７０ 数の子わさび漬け（北栄） 数の子（蛋白加
水分解物）

なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 NSK-03 カゼインナトリ
ウム

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーホタテ 鰹エキス（肉、
軟骨）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリー鮭 鰹エキス（肉、
軟骨）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーうに 鰹エキス（肉、
軟骨）

なし

ほくれい株式会社江別工場 江別市緑町西3丁目1 海鮮ゼリーかに 鰹エキス（肉、
軟骨）

なし

株式会社かね徳篠山工場 篠山市泉字脇谷２－１１ 無着色薄味数の子くらげ かつおエキス№
４

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

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-9 野菜ﾐｯｸｽFB ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-10 野菜ﾐｯｸｽW ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-40 野菜ﾐｯｸｽAB ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-41 野菜ﾐｯｸｽNF-2 ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-42 野菜ﾐｯｸｽW-2 ｶｯﾄ野菜 なし

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-43 野菜ﾐｯｸｽY ｶｯﾄ野菜 なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ カップスープオニオンコンソメ カップスープ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ カップスープチキンコンソメ カップスープ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 家庭用ｶｯﾌﾟｽｰﾌﾟﾎﾟﾀｰｼﾞｭ/ｺｰﾝｸﾘｰﾑ カップスープ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 具たくさんわかめスープ カップスープ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 北海道ポタージュコーンクリーム カップスープ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 北海道ポタージュチェダーチーズ カップスープ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 北海道ポタージュつぶ入りコーン
クリーム、北海道ポタージュつぶ
入りコーンクリーム容器入り

カップスープ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 北海道ポタージュパンプキン カップスープ なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ カップかき揚げそば カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ カップ生塩ラーメン カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ カップ生醤油ラーメン カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ざるそば カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ チャンポン麺 カップ麺 なし

株式会社デリカランド十勝工場 音更町東通り２０丁目３－３ ミニ塩中華 カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 天天有鶏がら白湯味 カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 ら～麺藤平なにわ風とんこつラー
メン

カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 熟成光麺とんこつじょうゆ味 カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 ユッケジャンラーメン カップ麺 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 長浜屋台やまちゃん カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 中華そば万楽とんこつしょうゆ豆
板醤入り

カップ麺 なし

株式会社十勝新津製麺 池田町東１条２０番地 ラーメンてつやとんこつ塩味、と
んこつ正油味

カップ麺 なし

熊本ほにほ食品（株）熊本工場 熊本県菊池郡菊陽町原水５５９４ 杏仁フルーツ カップ入り食品 無し 　

熊本ほにほ食品（株）熊本工場 熊本県菊池郡菊陽町原水５５９４ 杏仁豆腐フルーツ入り カップ入り食品 無し 　

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ 熱ラーメン カップ麺 なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ キムチラーメン カップ麺 なし

㈱徳山物産 大阪市生野区新今里３-３-９ キムチ壷ラーメン カップ麺 なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン使用製品 カツ丼 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ビーフエキス・牛脂・ゼラチン・
蛋白加水分解物使用製品

カニクリームオ
ムレツ

無

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ カニヘルシー 蟹粉末 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町160-19 ｱﾗｽｶﾑﾙﾁ･ﾁｰｽﾞ入ｱﾗｽｶ かに風味蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町160-19 サラダアラスカ かに風味蒲鉾 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町160-19 サラダ美味 かに風味蒲鉾 なし

シオノギクオリカプス株式会社 奈良県大和郡山市池沢町321-5 ゼラチンカプセル カプセル なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 カニサラダ　オーシャンキング かまぼこ（たん
ぱく加水分解
物）

なし

ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ株式会社 北海道苫小牧市字錦岡521ｰ270 中華丼 釜飯 なし

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ そばつゆ　２３０６６　２３２１
８　２３２２５　２３２４１

紙パック、缶詰 無

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑｴﾁｹｯﾄ用(ｱｯﾌﾟﾙﾐﾝﾄ) ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑﾘﾌﾚｯｼｭ用(ﾗｲﾁ&ﾚﾓﾝ) ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<ﾌﾞﾚｽ> ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<ﾎﾜｲﾄ> ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<ﾋﾞﾀﾐﾝ> ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<梅> ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾂｲﾝﾎﾟｯﾌﾟ ガム なし
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江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<ｱｿｰﾄ>3ｺﾊﾟｯｸ ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<ﾌﾞﾚｽ>3ｺﾊﾟｯｸ ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<ｱｿｰﾄ>5ｺﾊﾟｯｸ ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<ｱｿｰﾄ>8ｺﾊﾟｯｸ ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 駅売店用ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑｴﾁｹｯﾄ用(ｱｯﾌﾟﾙ
ﾐﾝﾄ)

ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 駅売店用ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑﾘﾌﾚｯｼｭ用(ﾗｲﾁ&
ﾚﾓﾝ)

ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 駅売店用ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ ﾌﾞﾚｽ ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｼﾞｮｲﾓｱ・ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑｴﾁｹｯﾄ用(ｱｯﾌﾟﾙ
ﾐﾝﾄ)

ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｼﾞｮｲﾓｱ・ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑﾘﾌﾚｯｼｭ用(ﾗｲﾁ&
ﾚﾓﾝ)

ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｳﾙﾄﾗﾏﾝｺｽﾓｽﾌｰｾﾝｶﾞﾑ ガム なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｷｽﾐﾝﾄｶﾞﾑ<赤ﾜｲﾝ> ガム なし

（株）エス・ティ・フーズ 三島郡寺泊町万善寺８３３ 魚介類加工品 唐揚げ様半製品 なし

ヒナタフーズ（株） 夕張郡由仁町古川７3-1 おかめ納豆添付カラシ カラシ なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ホイコーソース ガラスープの素 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 レバータレ１Ｌ ガラスープの素 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 上海炒麺タレ１Ｌ ガラスープの素 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 チャーシュー ガラスープの素 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 白鶏ムシドリ ガラスープの素 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付け鳥もも肉 ガラスープの素 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 醤油ラーメンダレ ガラスープの素 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 ホイコーソース ガラスープの素 なし

（株）サリックスマーチャンダイ
ズシステムズ

猿島郡五霞町元栗橋4668 味付け挽肉（１Ｋｇ） ガラスープの素 なし

森田フードシステム㈱ 三重県桑名市中央町２－３８ ﾓﾘﾀｶﾗﾒﾙｼﾛｯﾌﾟＰＲ－８０Ｇ－１ カラメルシロッ
プ

なし

森田フードシステム㈱ 三重県桑名市中央町２－３８ ﾓﾘﾀｶﾗﾒﾙｼﾛｯﾌﾟＰＲＩ－８０ＳＥ
－４

カラメルシロッ
プ

なし

森田フードシステム㈱ 三重県桑名市中央町２－３８ ﾓﾘﾀｶﾗﾒﾙｿｰｽ　ＧＳ－６０Ｅ カラメルソース なし

森田フードシステム㈱ 三重県桑名市中央町２－３８ ﾓﾘﾀｶﾗﾒﾙｿｰｽ　ＭＳ－１０Ｇ－４ カラメルソース なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

マコマ㈱ 水海道市大生郷町字中村６１４０－６ ヨーグルトカルシウム カルシウム含有
食品

無

エム・シーシー食品㈱ 長田区苅藻通５－４－１８ カレー カレー なし

スペインフーズ㈱ 三重県桑名市大字和泉字八の割３５９ カレー カレー なし

チタカ・インターナショナル・
フーズ（株）

西春町沖３０ 今佐カレー等 カレー なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰｶﾚｰソース南蛮(120g)(上原食
品（株）製造)

ｶﾚｰ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰｶﾚｰｿｰｽ南蛮(120g)(上原食品
㈱)

ｶﾚｰ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰ香辛館ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ(㈱ﾑｯﾀｰﾊﾑ熱
田工場製造)

ｶﾚｰ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ21ｶﾚｰｿｰｽ(上原食
品㈱製造)

ｶﾚｰ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ21ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ(3Kg)(上
原食品㈱製造)

ｶﾚｰ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ21ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ甘口
(200g)(三喜ﾌｰﾄﾞ㈱)

ｶﾚｰ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ21ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ辛口
(200g)(三喜ﾌｰﾄﾞ㈱)

ｶﾚｰ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ21ｶﾚｰﾙｳ　ﾏｲﾙﾄﾞ(所沢工
場製造)

ｶﾚｰ なし

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ビーフカレー カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ チキンカレー カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ 若鶏のカレー カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ カレーソース カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ＫＲカレーパンフィリング カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ ビーフスプリームカレー カレー 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ キーマカレー カレー 無

フードサービス(有) 名古屋市中川区玉船町２－１ ビーフカレー カレー なし

㈱中村屋本店 新宿区新宿３－２６－１３ ビーフカリー カレー なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１ー１９－２ ドライカレー カレー なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ビーフカレー カレー なし

㈱ロークス本舗 名古屋市中川区中島新町４－３０２ デラックスカレー カレー なし

㈱ロークス本舗 名古屋市中川区中島新町４－３０２ フレンドカレー カレー なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 カレー、シチュー類 カレー、シ
チュー類

なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

土田　修三 奈良県橿原市新賀町 478 コロッケ カレー、肉じゃ
が、自家製

なし

株式会社　マル勝高田商店 奈良県桜井市芝 374-1 にゅうめん カレー味、みそ
味

なし

（株）家族亭 守口市河原町８－３ カレーウドン カレーうどん 無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ビーフエキス・牛脂・ゼラチン・
蛋白加水分解物使用製品

カレーオムレツ 無

㈱ロークス本舗 名古屋市中川区中島新町４－３０２ カレールウ用炒り粉 カレー粉 なし

上総屋食品㈱ 川崎市中原区上小田中2-6-24 南ばんカレー粉 カレー粉 なし

上総屋食品㈱ 川崎市中原区上小田中2-6-24 SAZAECURRY カレーフレーク カレー粉 なし

上総屋食品㈱ 川崎市中原区上小田中2-6-24 SAZAECURRY 特選カレーフレー
ク

カレー粉 なし

上総屋食品㈱ 川崎市中原区上小田中2-6-24 SAZAECURRY おふくろカレーフ
レーク

カレー粉 なし

上総屋食品㈱ 川崎市中原区上小田中2-6-24 SAZAECURRY インドカレーフ
レーク

カレー粉 なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰｶﾚｰｽﾄｯｸ(素井興食品工業㈱
製造)

ｶﾚｰ製品 なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰｽﾍﾟｼｬﾙｶﾚｰﾌﾚｰｸ(甘口)（所
沢工場製造）

ｶﾚｰ製品 なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰｽﾍﾟｼｬﾙｶﾚｰﾌﾚｰｸ(辛口)（所
沢工場製造）

ｶﾚｰ製品 なし

高橋　祥子 京都市上京区上長者町通浄福寺東入る
高台院町５３８

ドーナツ カレードーナツ なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

１０ｋｇカレーパウダー調味料入
りCO

カレーパウダー なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

５８ｇカレーパウダー調味料入り
顆粒

カレーパウダー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレーパウダーFB カレーパウダー なし

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 カレーパン カレーパン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ ミニカレーパン カレーパン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ Ｂｉ具カレーパン カレーパン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ 銀座カレーパン中辛 カレーパン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ ミニカレーパン他 カレーパン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ 銀座カレーパン中辛他 カレーパン なし

吉田株式会社 豊中市勝部１丁目2-32 辛口ﾋﾞｰﾌｶﾚｰA ｶﾚｰﾊﾟﾝ 無

相原　信幸 京都市上京区千本通下立売下ル稲葉町
４６５

カレーパン カレーパン なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン・グルメソース使用製品 カレーパンなど 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２３０３ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２３２６ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２６６７ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４７５１ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４９５２ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５１５３ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５１６７ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５３５５ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５５５２ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５６９８ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５７０９ カレーフィリン
グ

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５７１２ カレーフィリン
グ

なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 金婚カレーフレーク カレーフレーク なし

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛肉・ビーフエキス使用製品 カレーライス 無

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-33 ｶﾚｰﾍﾞｰｽC-2 カレールゥ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ １ＫＧ　ディナーハヤシフレーク カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ２．９Ｇサンバードビーフ中辛 カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ２５Ｋ　ディナーカレーフレーク カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ８４０Ｇサンバードビーフ中辛、
甘口、ハヤシ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＡＲ７号神戸牛のカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＡＲ７号伊達地鶏のカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＡＲ７号帆立貝柱のカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＦＤＶブラウンカレーソースレト
ルト３ＫＧ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＦＤＶブラックカレーソースレト
ルト３ＫＧ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF 200FDVホグシニクノビーフカ
レー

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF 200G FDV　ハッシュドビーフ カレールウ なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF 200Gビーフカレー、辛口、Ｆ
ＤＶビーフカレー

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＧＦ　200Gフォンドボービーフカ
レー甘

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF 9KGスペシャルビーフカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF 9KGテイスティビーフカ
レー、カレーソース

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF 9KGフォンドボーカレーソー
ス

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF 9KGフォンドボービーフカ
レー

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＧＦ　カレーフレークミネラル入
り１ＫＧ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF１号フォンドボーカレーソース カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF１号フォンドボービーフカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF２号テイスティビーフカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF２号フォンドボービーフカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ GF3KG テイスティカレーソース
マイルド

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＧＦフォンドボービーフカレー甘 カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ NEWカレーフレーク１ＫＧ カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ S&B 10KG ディナーカレーフレー
ク

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　１８０Ｇデラックスビー
フカレー

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　１ＫＧカレーマーチフ
レーク　７

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ Ｓ＆Ｂ　１ＫＧディナーカレーフ
レーク

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ SHES.NETきのこカレー中辛、辛
口２３０Ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 厚切りビーフカレー中辛、辛口
210G

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ あら挽きカレー中辛、辛口１６０
Ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ イエローカリーソース辛口1KG カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ イエローカリーレストラン辛２０
０Ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 糸島牛のカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ インド式キーマカレー200G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ インドチキンカレー230G カレールウ なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ インド風チキンカリー辛口200G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ インド風ビーフカリー辛口200G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 欧風ドライカレー180G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 大盛ブラックカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 大盛昔なつかしのカレー250G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ カレーフィリンＳＴ１ｋｇ，２ｋ
ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ カレーフィリングインド風１ｋ
ｇ，２ｋｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ カレーフィリングホテルビーフカ
レー１ｋｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ カレーフィリングレギュラー１ｋ
ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 牛肉ときのこのガーリックライス
85GE

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 黒牛のカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 黒豚のカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ゴールデンカレー１ｋｇ カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ゴールデンカレー甘口、中辛、辛
口１００ＧＤ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ゴールデンカレー甘口、中辛、辛
口２４０ＧＤ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ゴールデンカレーフレーク1KG D カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ サラダデリ栗かぼちゃカレー210G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ サラダデリひよこ豆カレー２１０
Ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ サンバードビーフカレー430Gカン
D

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 直火焼きカレーフレーク160G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 直火焼きカレーフレーク１ＫＧ カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 試供品ディナーカレーフレーク
100G

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ スパイシーチキンカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ すぱいすピープルケララカレー
97G、キーマカレー90G

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ スペシャルビーフカレー中230G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 仙台牛カレー カレールウ なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ チキンときのこのドライカレー
115GE

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ チキンとトマトのチキンライス
130GD

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 超大盛なっとくのビーフカレー中
辛、辛口320G

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ディナーカレー甘口、中辛、辛口
１００ＧＤ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ディナーカレー甘口、中辛、辛口
２００ＧＤ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ディナーカレー缶甘口、中辛、辛
口210GD,420GD

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ディナービーフ缶辛口、中辛、甘
口８４０ＧＤ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ デザイナーズアガリクス茸のカ
レー辛口210

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ デザイナーズアガリクス茸のカ
レー中辛210

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 特製カレーフレークＡ－１　１Ｋ
Ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ドライカリーレストラン辛１８０
Ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ とろけるカレー甘口、中辛、辛口
２００ＧＤ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくの欧風カレー中辛
210GD、３個パックカートン

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくのビーフカレー甘口、中
辛220GF

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくのビーフカレー辛口、大
辛220GF

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくの和風カレー２１０Ｇ カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくの和風カレー中辛210GD,
３個パックカートン

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ナマクリームトコウミヤサイノク
リームＦ１ＫＧ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 能登牛カレー東洋風、西洋風 カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ブッカケカレーウドンノモト業務
用

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ブラックカリーレストラン辛２０
０Ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ フレンチレストランのビーフカ
レー中辛、辛口200G

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ フレンチレストランのビーフハヤ
シ２００Ｇ

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 前沢牛のカレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 前沢牛のハヤシビーフ300G カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 前沢牛のビーフカレー840G カレールウ なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 昔なつかしのカレーポーク、ビー
フ210GD

カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ わが家の味牛肉と野菜カレー カレールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 和風カレーウドンヨウ110GD カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＭＯＪ） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ハチミツカレー カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレーフレーク（Ａ） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 アストリアカレールウ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウＴ、カレールウ辛口 カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 キングカレールウ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 デラックスダイヤカレールウ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＢＲ） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 インドカシミールカレールウＳＴ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＦＰ） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＮＡ特製） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 志ほ川カレールウ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 マイアミカレールウ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（Ｘ－２２） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＮＯＭ） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＦＩＴ） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ｊａｇａｊａｇａﾍﾙｼｰｶﾚｰﾙｳ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 横浜レトロカリー（ブラック） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＫＯＨ） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＮＫ－２） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 南ばんカレー カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（ＦＲ） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウＭＥー３５０Ｓ カレールウ なし
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交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 特製南ばんカレー カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（デラックス）ＳＴ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ソフトカレールウ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 カレールウ（給食） カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 エースカレールウ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ライフカレールウ カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 キングカレールウ中辛、甘口、辛
口

カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 デラックスキングカレールウ中
辛、辛口

カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 横浜レトロカリー中辛、甘口 カレールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 コータスカレールウ辛口、中辛、
甘口

カレールウ なし

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ ハヤシルウ カレールウ 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ インドカレー カレールウ 無

タイヘイ株式会社 千葉県八日市場市イ２６１４ OBカレー
K&S　NO1カレー

カレールウ 無

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ21ｶﾚｰﾙｳ(所沢工場製造) ｶﾚｰﾙｳ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 1kgバーモントフレーク カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 バーモントカレー　甘口 カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 バーモントカレー　中辛 カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 バーモントカレー　辛口 カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 印度カレー カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 印度カレー　辛口 カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ジャワカレー　甘口 カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ジャワカレー　中辛 カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ジャワカレー　辛口 カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ジャワスパイシーブレンドＮＰ カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 こくまろカレーマイルド　甘口 カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 こくまろカレー中辛Ｎ カレールウ なし
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え

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 こくまろカレー辛口Ｎ カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 カレーセレクトビーフ カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 カレーセレクトシーフード カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 カリーキャセロ　マイルド カレールウ なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 カリーキャセロ　ホット カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 1kgバーモントフレーク給食用 カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 10kgバーモントフレークS カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kgカレーフレーク カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kgカレーフレーク スペシャル カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kgジャワフレーク カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １0kgジャワフレークCC カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １0kgジャワフレークOLC カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kgザ・カリーフレーク N カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kg欧風カレーフレーク カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １0kg欧風カレーフレークOLC カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kgこくまろフレーク カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 スーパーカレーフレークゴールド
TO

カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 スーパーカレーフレークシルバー
TO

カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 20kg壱番屋カレー辛口CO カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 20kg壱番屋カレー甘口CO カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 140gザ・カリー　甘口N カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 140gザ・カリー　中辛N カレールウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 140gザ・カリー　辛口N カレールウ なし

(協)三条給食センター 三条市西大崎２－２０－１５ カレールー(２種） カレールー なし

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 250g　バーモントカレー甘口NP カレールー 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 250g　バーモントカレー中辛NP カレールー 無
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ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 250g　バーモントカレー辛口NP カレールー 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 220g　ジャワカレー中辛 カレールー 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 220g　ジャワカレー辛口 カレールー 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 220g　こくまろカレーマイルド甘
口

カレールー 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 220g　こくまろカレーマイルド中
辛N

カレールー 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 220g　こくまろカレーマイルド辛
口N

カレールー 無

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

１ｋｇバーモントカレーND カレールー なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

１ｋｇ印度カレーND カレールー なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

１ｋｇジャワカレーND カレールー なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

２０ｋｇカレールーMA カレールー なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

２０ｋｇジャワカレーＴＹ カレールー なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

２０ｋｇカレールウＨＫ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 直火焙煎の本格カレールー カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 直火焙煎のカレールー カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 和風カレーうどんの素 カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 たっぷりきのこのビーフカレー カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 10種の野菜のビーフカレー カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ハッシュドビーフ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 調理済み缶詰カレ－ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ハッシュドビーフ（ハヤシ） カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ビ－フカレ－ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 こだわりのカレ－ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 野菜なカレ－ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 きのこなカレ－ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ハチ スペシャルビ－フカレ－ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレ－フレ－ク Ｔ カレールー なし
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ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレ－フレ－ク Ｓ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレ－専門店のカレ－ルウ カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 子供用カレールー  カレー屋さん
甘口

カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレー家族　甘口 カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレー家族　中辛 カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレールー カレールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 HSカレールー カレールー なし

株式会社アショカフーズ 大阪府東大阪市高井田西５丁目５２番 カレー カレールー 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 純カレーＬ カレールー なし

㈱デリーDAC 東京都中央区銀座６丁目３番１１号 インドカレー カレールー なし

㈱デリーDAC 東京都中央区銀座６丁目３番１１号 カシミールカレー カレールー なし

㈱デリーDAC 東京都中央区銀座６丁目３番１１号 コルマカレー カレールー なし

㈱デリーDAC 東京都中央区銀座６丁目３番１１号 ストロングドライカレーペースト カレールー なし

㈱デリーDAC 東京都中央区銀座６丁目３番１１号 デリーカレー カレールー なし

㈱デリーDAC 東京都中央区銀座６丁目３番１１号 ドライカレーペースト カレールー なし

㈱デリーDAC 東京都中央区銀座６丁目３番１１号 ベンガルカレー カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾜﾝﾀｯﾁｶﾚｰ  ( 大・小箱　甘口・中
辛・辛口 )

カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ＬＥＥﾙｳﾀｲﾌﾟ （辛さ×１倍・×
３倍・×５倍・×１０倍）

カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 熟ｶﾚｰ   ( 大・小箱 甘口 ) カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 熟ｶﾚｰ   ( 大・小箱 中辛 ) カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 熟ｶﾚｰ   ( 大・小箱 辛口 ) カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 極ｶﾚｰ　 (甘口） カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 極ｶﾚｰ　 (中辛）(辛口) カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 幼児カレ－ ルｳ カレールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 COOP こうべｶﾚｰﾙｩ（大箱 甘口・
中辛）

カレールー なし

荒木食品㈱ 氷上郡市島町梶原871 佃煮 カレールー 無
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高砂スパイス株式会社 秦野市曽屋５6８ カレールー カレールー なし

三興食品工業㈱ 大阪市大正区三軒家東5-4-22 カレールゥー カレールー なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉台4-4-5 ﾌｼﾞﾜｲﾝﾄﾞｶﾚｰﾌﾚｰｸ ｶﾚｰﾙｰ なし

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 Nｶﾚｰﾌﾚｰｸ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ中辛120g､240g ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ辛口120g､240g ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｺﾞｰﾙﾄﾞｶﾚｰ固型(中辛､辛口) ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｽﾍﾟｼｬﾙｶﾚｰ固型､ﾌﾚｰｸ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｱｲﾝｶﾚｰ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ﾆﾁｴｲｶﾚｰ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ﾃﾞｰﾂｶﾚｰ固型 ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｶﾚｰ固型､ﾌﾚｰｸ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 COOPのｶﾚｰﾙｳ甘口120g ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 缶詰用ｶﾚｰﾙｳ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟｶﾚｰ甘口120g､240g ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟｶﾚｰ中辛120g､240g ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 12、21缶詰用ﾙｳ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 特製ｶﾚｰ固型 ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｶﾘｰﾛﾏﾝ固型 ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 無塩ｶﾚｰﾌﾚｰｸ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｶﾚｰﾌﾚｰｸうどん用 ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｶﾚｰ粉末 ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 高田香料㈱ｶﾚｰﾙｳ ｶﾚｰﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 群馬ｶﾚｰﾙｳ ｶﾚｰﾙｳ類 無

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０１２７３　ＧＦ１号インド風カ
レーソース

缶詰 なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０２１９０　Ｓ＆Ｂ　３ＫＧ　カ
レーペースト

缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０４４４６　２．９ＫＧ　　　サ
ンバードチキン中辛

缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０５８８６　７号缶伊達地鶏のカ
レーＤ

缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０５８８７　７号缶帆立貝柱のカ
レーＤ

缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０５８８８　７号缶神戸牛のカ
レーＤ

缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０５８９１　近江牛のハッシュド
ビーフＤ

缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ０５８９２　松坂牛のビーフシ
チューＤ

缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ００８０７ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０１６４９ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０１６５８ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０２１８１ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３１５４ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０３５８６ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０４５０３ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５０７７ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５０８１ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５４４８ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５６３１ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５７１６ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ０５７２８ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ１０８５０ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ１１５３０ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ１３０３０ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ１４２９０ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ１８６３０ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ７１０１０ 缶詰 なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ７３８７０ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８１６００ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８６９７６ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８７４０６ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８７４０７ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８８２４６ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８８６７４ 缶詰 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ＰＢ８８７４８ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ 日本道路サービス向け　０１ビー
フカレーＨ１／６

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ビーフカレーＳＡＰＡ１
／６

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ビーフカレーＫ　エクセ
レント９．４ｋｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ジャンボカレーＣ　９．
５ｋｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ビーフカレーＫ　９．５
ｋｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ 新ナガノ　ビーフカレーＨ　１／
６

缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 粒入りｺｰﾝｽｰﾌﾟ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾁｷﾝｶﾚｰｶﾚｰ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾋﾞｰﾌｶﾚｰｽﾄﾛｶﾞﾉﾌ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾎﾟｰｸｶﾚｰ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｳｰ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｽｯﾎﾟﾝのｺﾝｿﾒ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｶﾚｰｿｰｽ 缶詰 なし
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キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｵｰｸﾗ ﾄﾏﾄｿｰｽ 缶詰 なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ 缶詰 なし

信田缶詰株式会社 千葉県銚子市三軒町２－１ サバカレー 缶詰 無

信田缶詰株式会社 千葉県銚子市三軒町２－１ サバカレーマイルド 缶詰 無

信田缶詰株式会社 千葉県銚子市三軒町２－１ イワシカレー 缶詰 無

信田缶詰株式会社 千葉県銚子市三軒町２－１ 沖縄風カレー 缶詰 無

信田缶詰株式会社 千葉県銚子市三軒町２－１ 魚季港・四川風 缶詰 無

信田缶詰株式会社 千葉県銚子市三軒町２－１ 魚季港・麻婆イワシ 缶詰 無

信田缶詰株式会社 千葉県銚子市三軒町２－１ 魚季港・甘酢あんかけ 缶詰 無

豊田缶詰株式会社 千葉県銚子市長塚町１－４３２ ビーフ・イン・コンソメ（紀文） 缶詰 無

上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ ゆであずき 缶詰 無

㈱ライクスタカギ 岐阜県可児市西帷子字東野５６１ 乾燥あげ 乾燥あげ なし

毛利食品㈱ 宇都宮市平出工業団地４６－１３ プルーン，レーズン，サルタレー
ズン

乾燥果実 なし

安全フーズ株式会社 目黒区下目黒５－３６－３４ 乾燥赤パン粉 乾燥食品 なし

安全フーズ株式会社 目黒区下目黒５－３６－３４ きざみ油揚げ 乾燥食品 なし

太田油脂株式会社　駅前工場 岡崎市柱町字林７－１ 乾燥わかめ、シジミとわかめのお
吸い物等

乾燥食品 なし

コスモスライクス㈱ 岐阜県可児市西帷子字東野５７１ フリーズドライ油揚 乾燥食品 なし

コスモスライクス㈱ 岐阜県可児市西帷子字東野５７１ フリーズドライ豆腐 乾燥食品 なし

上越フーズ株式会社 新潟県上越市福田６上越テクノセン
ター内

食品パウダー（１３種） 乾燥食品 なし

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 業務用豆腐の具、業務用小町麩の
具

乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 チキン＆やさいがゆ 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 ビーフカレー＆ライス 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 きのこリゾット 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 キムチリゾット 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 ガーリックリゾット 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 ポーク＆ガーリックピラフ 乾燥食品 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 サーモンピラフ 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 キムチピラフ 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 カレーピラフ 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 親子丼の具 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 やきとり丼の具 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 生姜焼き丼の具 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 すき焼き丼の具 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 ＦＤみそMP 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 乾燥調味味噌  ＦＤみそMP（S） 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 乾燥食品    野菜ミックス 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 サーモンリゾット 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 災害用ポークカレー 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 災害用オニオンスープ 乾燥食品 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 ホワイトソース＆ポークリゾット 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神 たまご雑炊 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神 野菜＆たまごスープ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神 キムチスープ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６５５ FD焼味噌PW 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６５６ たまごｽｰﾌﾟ０１－１１１ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６５７ FDキムチG2 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６５８ FDたまごｽｰﾌﾟ（中華風） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６５９ FDたまごｽｰﾌﾟ（洋風） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６０ FDたまごｽｰﾌﾟ（和風） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６１ FDキムチC 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６２ FDトーフNo２、FDトーフT 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６３ ４時間炒めてつくったｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし
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㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６４ 有機野菜でつくったﾄﾏﾄｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６５ FDみそ汁いろいろ（長ネギ、ワカ
メほうれん草）

乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６６ FD煮麺ｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６７ シジミゾウスイ20P 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６８ ADキムチ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６６９ まーるいｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７０ FDまーるいたまごｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７１ ハイ！みそ汁（赤だし） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７２ ハイ！みそ汁（あわせ） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７３ まーるいキムチｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７４ ハイ！みそ汁（白みそ） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７５ 中華野菜ｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７６ AFDおから 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７７ FDポークチップG4（１５２１
４）

乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７８ FDキムチG2（１５２１３） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６７９ FDカルビー（１７２１０） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８０ FDビーフG（１６３９２） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８１ FDカニカマG5（１６９９５） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８２ 乾燥具材チャーハンの具（キム
チ）

乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８３ 乾燥具材キムチ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８４ FDリゾット（ミルク） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８５ FDリゾット（ﾄﾏﾄ） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８６ FDリゾット（きのこ） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８７ FD雑炊（ホタテ） 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８８ FDユッケジャンｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６８９ FDコムタンｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし
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㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９０ FDｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９１ FD野菜玉子ｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９２ FDミネストローネ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９３ FDコーンｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９４ FDキムチｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９５ 乾燥具材ﾗｰﾒﾝの具（シーフー
ド）

乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９６ FDモロヘイヤ玉子ｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９７ FDポークNC 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９８ FDポークフレーク 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山６９９ キムチｽｰﾌﾟH 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山７００ 豚汁H 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山７０１ FD球磨川味噌汁 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山７０２ ｱｰｻおすまし 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山７０３ 野菜たまごｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山７０４ イセのたまごｽｰﾌﾟ 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山７０５ たまごｽｰﾌﾟKS-C 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山７０６ みそ汁KC 乾燥食品 なし

㈱コスモス食品 三田市下内神北山７０７ FDホーレン草３０ 乾燥食品 なし

（株）一番 気仙沼市東みなと町８１ カニスープ 乾燥スープ なし 該当なし

（株）一番 気仙沼市東みなと町８１ カニスープ 乾燥スープ なし 該当なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡外の平2854-1 エキス（骨）ゼラチン使用スープ 乾燥スープ なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡外の平2854-1 エキス（肉、牛脂、皮）使用スー
プ

乾燥スープ なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡外の平2854-1 タンパク加水分解物・エキス
（骨）使用スープ

乾燥スープ なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡外の平2854-1 ビーフパウダー（肉）使用スープ 乾燥スープ なし

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 ＦＤめかぶスープ 乾燥スープ 無

株式会社尾坪商店　盛工場 大船渡市盛町字田中島27-3 ＦＤわかめ入りめかぶスープ 乾燥スープ 無
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株式会社白子（固有記号ST） 江戸川区中葛西７－５－９ 乾燥スープ類 乾燥スープ 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 ベジタブルＣスープ９０２１ 乾燥スープ 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 コーンスープ９０２０ 乾燥スープ 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 パンプキンクリームスープ 乾燥スープ なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ オニオンスープ９０２２ 乾燥スープ なし

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ コクベース業務用ビーフブイヨン
（顆粒）

乾燥スープ 不明 牛脂の加熱脱臭
２６０℃３０分

牛脂への
不混入の
証明がな
い

粉末ヘッ
ド

無 無 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ コクベース各種 乾燥スープ 無

大日本明治製糖㈱ 大阪府堺市神南辺町５－１５２ 塩ラーメンスープ 乾燥スープ 無

田子製氷株式会社 静岡県賀茂郡西伊豆町田子１６２４－
２

コンソメ 乾燥スープ なし

鶴田食品工業（株） 群馬県富岡市上小林137 タンパク加水分解物使用スープ 乾燥スープ なし

鶴田食品工業（株） 群馬県富岡市上小林137 オイル、ｿﾙﾋﾞﾀﾝ脂肪酸エステル、
ＨＡＰ、ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ使用
（肉、骨、脂）スープ

乾燥スープ なし

鶴田食品工業（株） 群馬県富岡市上小林137 タンパク加水分解物（骨、皮、
脂）使用スープ

乾燥スープ なし

鶴田食品工業（株） 群馬県富岡市上小林137 脂、タンパク加水分解物使用
（骨、皮、脂）スープ

乾燥スープ なし

鶴田食品工業（株） 群馬県富岡市上小林137 ブイヨン使用（肉、骨、脂、乳化
剤）スープ

乾燥スープ なし

鶴田食品工業（株） 群馬県富岡市上小林137 脂、タンパク加水分解物使用
（骨、皮、脂）スープ

乾燥スープ なし

日本糧食㈱　奈良工場 奈良県北葛城郡當麻町兵家１７１－８ 乾燥スープ（ポタージュ） 乾燥スープ なし

ﾈｽﾚｼﾞｬﾊﾟﾝ 飾磨郡香寺町 マギーコンソメ１１種 乾燥ｽｰﾌﾟ なし

福岡県漁業協同組合連合会　　加
工事業所

福岡市西区西浦１０７８ もずくスープ 乾燥スープ 無

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ たまごスープ中華風、とろみ等 乾燥スープ なし

和光堂（株）群馬工場 群馬県甘楽郡甘楽町轟329-1 タンパク加水分解物使用スープ 乾燥スープ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-17 ｽﾍﾟｼｬﾙﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ 乾燥ｽｰﾌﾟ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-18 ﾁｷﾝｺﾝｿﾒ 乾燥ｽｰﾌﾟ なし

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ お塩を減らした中華だしの素１３
０ｇ（５ｇＸ２６）

乾燥スープ 無
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㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ Ｃガラスープスティック顆粒１３
０ｇ（５ｇＸ２６）

乾燥スープ 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ 詰替え用ガラスープ顆粒１００ｇ 乾燥スープ 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ 業務用ガラスープ顆粒５００ｇ 乾燥スープ 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ ガラスープ顆粒　１００ｇ 乾燥スープ 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ ガラスープスティック顆粒１３０
ｇ（５ｇＸ２６）

乾燥スープ 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ Ｃとりがらスープ１３０ｇ 乾燥スープ 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ ガラスープ顆粒１３０ｇ 乾燥スープ 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ ホタテ味しじみスープ７．５ｇＸ
１０

乾燥スープ 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ わかめカップスープ７．５ｇＸ１
０

乾燥スープ 無

（有）伊藤製煎工場 桶川市川田谷１６５３－２ Ｋポテト 乾製品 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ FDポーク 乾製品 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 乾燥メンタイコ 乾製品 なし

㈱ライクスタカギ 岐阜県可児市西帷子字東野５６１ 乾燥豆腐 乾燥豆腐 なし

ﾈｽﾚｼﾞｬﾊﾟﾝ 飾磨郡香寺町 マギーブイヨン１３種 乾燥ﾌﾞｲﾖﾝ なし

明治食品（株） 小県郡丸子町腰越１５５４ 乾燥野菜 乾燥野菜 なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 麺類弁当3種類 乾燥卵白 無

伊藤食品株式会社 清水市幸町２－６７ ナチュラルまぐろフレークコーン
入り

缶詰 なし

伊藤食品株式会社 清水市幸町２－６７ まぐろ味付けフレーク（無添加） 缶詰 なし

伊藤食品株式会社 清水市幸町２－６７ ライトツナフレーク油漬（天然塩
使用）

缶詰 なし

伊藤食品株式会社 清水市幸町２－６７ ライトツナフレーク油漬（ひまわ
り油使用）

缶詰 なし

いなば食品株式会社 庵原郡由比町北田１１４－１ 味付メンマ 缶詰 なし

いなば食品株式会社 庵原郡由比町北田１１４－１ 味付メンマ　白鳳／王寿 缶詰 なし

いなば食品株式会社 庵原郡由比町北田１１４－１ 味付メンマ　台湾メンマ／中国メ
ンマ（ドラゴン）

缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ エキス、脂使用（肉、骨、牛脂、
皮）そうざい

缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 肉、脂、エキス（骨）使用そうざ
い缶詰

缶詰 なし
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（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 肉、脂、エキス、タンパク加水分
解物使用（肉、骨、皮）そうざい
缶詰

缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 脂肪、エキス、タンパク加水分解
物使用（肉、骨、皮）使用そうざ
い缶詰

缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 脂使用そうざい缶詰 缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 肉、エキス（骨、皮）使用そうざ
い缶詰

缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 肉、エキス（骨）使用そうざい缶
詰

缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ エキス（骨）使用そうざい缶詰 缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 内臓、ゼラチン（皮）使用そうざ
い缶詰

缶詰 なし

（株）群馬県食肉公社 群馬県佐波郡玉村町大字福島１１８９ 肉使用そうざい缶詰 缶詰 なし

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 きのこポタージュ 缶詰 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 パスタソース　しめじと野菜 缶詰 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 ホワイトソース 缶詰 無

株式会社　いちまる 焼津市浜当目1‐4‐1 野菜チャウダー 缶詰 無

株式会社　ニッセー 志太郡大井川町下江留８９６－６ カゴメ株式会社コーンポタージュ
190g缶

缶詰 無

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 新ナガノ　ビーフカレーＨ１／６ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　ビーフカレー１／６ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　ビーフカレー２／１２ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　ビーフカレーマイルド
レギュラー９．４ｋｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　ビーフカレー（ジャンボ
缶）９．５ｋｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 柿安　なめ茸味付 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸味付２０ｋｇ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ソースベース　フォン・
ド・ビアン１／６

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　デミグラスソース　２／
１２

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　デミグラスソース　１／
６

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　カレーソース　Ｋ－８ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　カレーソース　Ｋ－８
（改）

缶詰 なし
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（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　カレーソース１／６ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　カレーソースＧ　９．４
ｋｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ 新ナガノ　カレーソース１／６ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ CO-OP　ビーフミートソース 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ミートソース２号缶 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ミートソース　１号缶 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ミートソース　マイルド
タイプ１号缶

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ハヤシビーフH　１／６ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ マ・マー野菜の甘みいっぱいの具
入りナポリタン３００ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ マ・マーミートソース２９５ｇ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ マ・マーカルボナーラ２８５ｇ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ マ・マー具入りたっぷり山の幸２
８５ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ マ・マー具入りたっぷりきのこク
リーム２８５ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ 青の洞窟ボロネーゼ２９５ｇ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ 青の洞窟ボロネーゼきのこ入り２
９５ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ 青の洞窟きのこのソース２８５ｇ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ｶﾛﾘｰｵﾌｾﾚｸﾄミートソース缶２９
５ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ｶﾛﾘｰｵﾌｾﾚｸﾄミートソースマッ
シュルーム入り缶２９５ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ｶﾛﾘｰｵﾌｾﾚｸﾄカルボナーラ缶２８
５ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ＭＡ・ＭＡミートソース缶３００
０ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ＭＡ・ＭＡボロニア風ミートソー
ス缶８５０ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ＭＡ・ＭＡミートソース缶８５０
ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ＭＡ・ＭＡ和風きのこソース缶８
００ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ＭＡ・ＭＡスパゲティソースジャ
ボネーゼ８９００ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ユニーミートソース４２５ｇ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ クッキングデミグラソース２８５
ｇ

缶詰 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ クッキングホワイトソース２８５
ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ クッキンググラタンソース２８５
ｇ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ドンククラムチャウダー１８０ｇ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ドンクコーンクリームー１８０ｇ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ＪＤＦパンプキンポタージュスー
プ

缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ＪＤＦミネストローネスープ 缶詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ドンクビーフカレー２１０ｇ 缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 淡路屋　ビーフコンソメスープ
Ｓ１/２４

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 MUC　ビーフカレー　２/１２ 缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 KEY　ミートソース　１/０６
（３Ｋｇ）

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 KEY　ミートソース　２/１２
（８４０ｇ）

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 京王プラザ　フカヒレスープ　７
/２４

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 京王プラザ　コーンスープ　７/
２４

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 萬福臨　貝柱ふかひれスープ　Ｓ
１

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 ホテルパシフィック　パンプキン
スープ　７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 ホテルパシフィック　ミネスト
ローネスープ　７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 ホテルパシフィック　オニオン
スープ　７/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 KEYビーフカレー　１/６　３Ｋ
ｇ缶

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 KEYマイルドビーフカレー　１/
６　３Ｋｇ

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 KEYマイルドビーフカレー　２/
１２　８４０ｇ

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 KEYビーフカレー　１Ｋｇ/０８ 缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 ホテルグリーンタワーコーンク
リームスープＳ１/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 ホテルグリーンタワーパンプキン
クリームスープＳ１

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 ホテルグリーンタワーコンソメ
スープＳ１/２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 鶴屋特選ビーフカレー　Ｔ７/２ 缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 鶴屋特選ポークカレー　Ｔ７/２ 缶詰 なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 鶴屋特選チキンカレー　Ｔ７/２ 缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 サンタ　ふかひれスープ　４/１
２

缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 サンタ　燕巣スープ　４/１２ 缶詰 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 しゃぶしゃぶ　ごまだれ　Ｊ１９
０/３０

缶詰 なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ グラスドビアン 缶詰 なし

キスコフーズ㈱清水工場 清水市茂野島６５２－１ ガラ６０ 缶詰 なし

キスコフーズ㈱清水工場 清水市茂野島６５２－１ グラスドビアン 缶詰 なし 特定危険
部位未使
用の牛骨
エキスに
切替え

キスコフーズ㈱清水工場 清水市茂野島６５２－１ チキンブイヨン 缶詰 なし

キスコフーズ㈱清水工場 清水市茂野島６５２－１ チキンブイヨンＮ 缶詰 なし

キスコフーズ㈱清水工場 清水市茂野島６５２－１ ビーフブイヨンＮ 缶詰 なし

キスコフーズ㈱清水工場 清水市茂野島６５２－１ フォンドヴォー 缶詰 なし

キスコフーズ㈱清水工場 清水市茂野島６５２－１ フォンブルン 缶詰 なし

キスコフーズ㈱清水工場 清水市茂野島６５２－１ ミートソース 缶詰 なし

岐阜県缶詰㈱ 岐阜市明神町２丁目２４番地 宝幸水産㈱　（杏仁フルーツ） 缶詰 なし

岐阜県缶詰㈱ 岐阜市明神町２丁目２４番地 宝幸水産㈱　（あんみつ） 缶詰 なし

岐阜県缶詰㈱ 岐阜市明神町２丁目２４番地 宝幸水産㈱　（フルーツサラダ） 缶詰 なし

岐阜県缶詰㈱ 岐阜市明神町２丁目２４番地 宝幸水産㈱　（フルーツみつ豆
つ）

缶詰 なし

岐阜県缶詰㈱ 岐阜市明神町２丁目２４番地 マルハ（杏仁キウイミックス） 缶詰 なし

岐阜県缶詰㈱ 岐阜市明神町２丁目２４番地 マルハ（杏仁のデザート） 缶詰 なし

岐阜県缶詰㈱ 岐阜市明神町２丁目２４番地 マルハ（まるまる杏仁デザート
ミックス）

缶詰 なし

岐阜県缶詰㈱ 岐阜市明神町２丁目２４番地 マルハ（マンゴプリン） 缶詰 なし

セントラルパック（株） 長野県松本市大字笹賀５６５２－５２ ｶﾚｰｿｰｽ 缶詰 なし

セントラルパック（株） 長野県松本市大字笹賀５６５２－５２ ビーフカレー 缶詰 なし

セントラルパック（株） 長野県松本市大字笹賀５６５２－５２ ジャンボフーズ特製カレーベース 缶詰 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

セントラルパック（株） 長野県松本市大字笹賀５６５２－５２ カンピーカレー 缶詰 なし

セントラルパック（株） 長野県松本市大字笹賀５６５２－５２ ビーフカレー中村学園 缶詰 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 喜多方市字清水台２－７５ 一番館カレーソース 缶詰 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 喜多方市字清水台２－７５ 一番館ビーフカレー 缶詰 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 喜多方市字清水台２－７５ 一番館ポークカレー 缶詰 なし

東北エスエスケイ食品㈱ 喜多方市字清水台２－７５ 香辛飯屋カレーソース 缶詰 なし

豊田缶詰株式会社 千葉県銚子市長塚町１－４３２ シャキットコーンスープ 缶詰 無

習志野缶詰（株） 東京都中央区銀座2-16-16 牛肉使用そうざい缶詰 缶詰 なし

習志野缶詰（株） 東京都中央区銀座2-16-16 牛肉使用スープ缶詰 缶詰 なし

はごろもフーズ株式会社 清水市島崎町１５１ かつお油漬（フレーク） 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ かつお油漬け（フレーク） 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ かつおフレーク味付 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ きはだまぐろ油漬け（チャンク） 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ きはだまぐろ油漬け（フレーク） 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ びんながまぐろ油漬け（ソリッ
ド）

缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ びんながまぐろ油漬け（とろ） 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ びんながまぐろ油漬け（フレー
ク）

缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ まぐろ油漬け（フレーク） 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ まぐろフレーク味付 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ まぐろフレーク味付（生姜入り） 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ まぐろフレーク味付（ひじき入
り）

缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ まぐろ水煮チャンク 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ まぐろ水煮フレーク 缶詰 なし

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ ミートソース 缶詰 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 ビーフシチュー 缶詰 無

阪急共栄物産株式会社池田食品工
場

池田市古江町１８０ ハイシビーフ 缶詰 無
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え

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ 魚卵用調味液　８３３４９ 缶詰 無

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡蒲原町蒲原４－２６－６ 牛ミノ味付け 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡蒲原町蒲原４－２６－６ 牛もつ野菜煮 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ 鶏ささみ肉味付・ほぐし肉 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡蒲原町蒲原４－２６－６ ひじき野菜煮 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡蒲原町蒲原４－２６－６ ふかひれスープ（かに入り） 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡蒲原町蒲原４－２６－６ ふかひれ濃縮スープ 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡蒲原町蒲原４－２６－６ 紅ずわいがに濃縮スープ 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡蒲原町蒲原４－２６－６ ほたて貝柱濃縮スープ 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ まぐろ油入り水煮（フレーク） 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ まぐろ油漬フレーク 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ まぐろ水煮（フレーク） 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション 庵原郡富士川町南松野２５００ やきとり（塩味） 缶詰 なし

㈱ホテイフーズコーポレーション
富士川工場

庵原郡富士川町南松の２５００ フォンブランベース７０１ 缶詰 なし

東邦食品工業㈱ 三浦市白石町21-14 牛肉大豆コンブ煮 缶詰・瓶詰食品 なし

株式会社　杉食 横浜市都筑区北山田４－７－３ 北海道コンビーフ 缶詰食品 なし

大金缶詰株式会社 静岡市広野３丁目２９番１４号 かつお油漬 缶詰食品 無

日東アリマン（株） 新発田市大字岡田1578-4 日本スタンゲ㈱ジャージャーメン
の素

缶詰食品 なし

宮島醤油㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地29 スープ類 缶詰食品 なし

宮島醤油㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地29 デミグラスソース類 缶詰食品 なし

宮島醤油㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地29 パスタソース類 缶詰食品 なし

宮島醤油㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地29 カレー類 缶詰食品 なし

宮島醤油㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地29 ホワイトソース類 缶詰食品 なし

宮島醤油㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地29 調理食品類 缶詰食品 なし

三幸食品株式会社 焼津市焼津６－７－３５ まぐろ味付け 缶詰類 無

（有）カネマル 恵那郡山岡町上手向2538-1 寒天ラーメン 寒天 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

アリメント工業㈱ 山梨県南巨摩郡南部町南部７７６４ アトピコート ガンマーリノレ
ン酸含有食用油

無

（株）石炭の歴史村観光 夕張市丁未14-1 コンブワイン等ワインベースの甘
味果実酒3種

甘味果実酒 なし

日本製麺（株） 千葉県野田市清水５４８ ミルク入り中華麺 乾めん 無

はごろもフーズ㈱ 清水市島崎町１５１ スパゲッティ 乾麺 なし

オーケー食品工業株式会社 甘木市小田１０８０－１ がんもどき　ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ がんもどき 無

オーケー食品工業株式会社 甘木市小田１０８０－１ がんもどき　銀杏がんも がんもどき 無

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 杏しそ梅甘露 甘露漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 いちじくしそ梅甘露 甘露漬 なし

株式会社長根商店 種市町中野3-37-41 味付けきのこ きのこ加工品 無

谷田製菓（株） 夕張郡栗山町錦3丁目１３４ きびだんご物語牧場編 きびだんご なし

㈱宏昌食糧研究所 西尾市錦城町２８８番地 サランキムチ キムチ漬の素 なし

㈱丸越パック 西加茂郡三好町大字打越字上池田93-1 キムチの液 キムチのたれ なし

(有)城戸畜産 喜多郡内子町大字内子甲1084-1 牛骨（背骨） 牛骨（背骨） 無

タナカ理研㈱ 富田林市西板持１－８６ ネギオイル 牛脂 無

デイリーパック群馬工場 群馬県佐波郡境町大字伊与久2534-1 牛脂 牛脂 なし

㈱羽場商会 新宿区西落合１－２５－３ 牛脂(食品加工用) 牛脂 なし

㈱羽場商会 新宿区西落合１－２５－３ ビーフオイル 牛脂 なし

㈱羽場商会 新宿区西落合１－２５－３ プレミアム牛脂 牛脂 なし

㈱羽場商会 新宿区西落合１－２５－３ ビーフオイル２５ 牛脂 なし

㈱羽場商会 新宿区西落合１－２５－３ 牛脂 牛脂 なし

㈱ホソヤミート 佐倉市太田２０５６ 牛脂 牛脂 無 　

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 本場の味キムチ鍋 牛皮 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ そうざい3種類 牛皮 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 本場の味キムチ鍋 牛皮・肉類・牛
脂

無

（有）万喜（万十屋） 早良区田村１－１２－１ 牛内臓、ﾀﾝ、他 牛副生物 無 　

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 エビ餃子　具 餃子（牛肉） なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

扇屋食品株式会社 伊予郡松前町北黒田571 魚介乾製品 魚介乾製品 無

株式会社市川水産 東京都中央区勝どき２－２－１２ 味付数の子 魚介加工品 無

大王貿易株式会社 東京都中央区月島２－５－９ 珍味磯ｻｻﾞｴ、磯ｱﾜﾋﾞ 魚介加工品 無

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 タラコ顆粒HM-4HG 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ からし明太子 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 野沢菜シラス 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ くるみ小女子 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 簡単鍋　薬膳鍋 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ しめ鯖と水菜のシャキシャキサラ
ダ

魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ つみれ鍋 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 味付けたこぶつ 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 餅入り巾着 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 簡単鍋　ちゃんこ鍋 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ ちゃんこ鍋セット 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 簡単鍋　塩ちゃんこ鍋 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 塩ちゃんこ鍋セット 魚介加工品 なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 味噌ちゃんこセット 魚介加工品 なし

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地５ 味千本 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 マヨネーズさきいか 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 くんさき 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 ソフトさきいか、函館さきいか、
いかスミさきいか

魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 いか軟骨、茎わかめ、浜焼いか 魚介乾製品 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 いかくん 魚介乾製品 なし

富士産業株式会社茨城工場 猿島郡三和町尾崎４７３３ 串剣先いか 魚介乾製品 なし

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 煮干 魚介乾製品 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 食べる小魚 魚介乾製品 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地４ 荒海の響 魚介乾製品 なし

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地４ 北海三昧 魚介乾製品 なし

㈱　金城軒 三石郡三石町字鳧舞１２３ いか加工品 魚介乾製品 なし

一十食品(株) 名古屋市南区上浜町１－２ いか松くん 魚介乾燥品 なし

一十食品(株) 名古屋市南区上浜町１－２ 剣先だんごいか 魚介乾燥品 なし

一十食品(株) 名古屋市南区上浜町１－２ たこぼー 魚介乾燥品 なし

マルトモ株式会社 伊予市米湊1696 魚介調味加工品 魚介調味加工品 無

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 味付けさば 魚介調味加工品 無

（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

磯辺揚げ用焼竹輪 魚介練り製品 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

竹輪磯辺揚げ 魚介練り製品 なし

（株）ダイエーセントラル水産
　　　　　福岡事業所

筑紫野市大字諸田字仮塚２９５－3 味付数の子 魚介類 無

（株）マルイチ産商北関東支店 群馬県佐波郡東村東小保方６０５４－
３

調味料使用（肉、ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽ
ﾃﾙ）味付け魚介類

魚介類 なし

サンフレスコ（株） 長野県松本市芳川村井町948-1 まぐろタタキ 魚介類 なし

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地６ 大判笹焼 魚介類加工品 なし

串本堅田食品株式会社 和歌山県西牟婁郡串本町串本1557 ネギトロ（添加物として米国産の
乳糖を使用）

魚介類加工食品 なし

(株)三友商会 名古屋市千種区内山３－８－４ サラミチーズ 魚介類加工品 なし

(株)三友商会 名古屋市千種区内山３－８－４ ソフト磯松 魚介類加工品 なし

(株)三友商会 名古屋市千種区内山３－８－４ 焼カマビーフ 魚介類加工品 なし

（株）椎野食品工業所 小田原市前川５０２ 塩辛 魚介類加工品 なし

(株)大丸食品 名古屋市熱田区大宝四丁目１４－４ 黄金焼さき 魚介類加工品 なし

(株)大丸食品 名古屋市熱田区大宝四丁目１４－４ ゆず風味のしいか 魚介類加工品 なし

（株）東京かねふく 東茨城郡大洗町五反田５４１ 辛子明太子 魚介類加工品 無

（株）東京かねふく 東茨城郡大洗町五反田５４１ 辛子明太子関連商品 魚介類加工品 無

（株）東京かねふく 東茨城郡大洗町五反田５４１ たらこバラコ 魚介類加工品 無

（株）東京かねふく 東茨城郡大洗町五反田５４１ すじこ醤油漬 魚介類加工品 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）山本商店 東茨城郡大洗町磯浜７７９３ー１ 酢たこ 魚介類加工品 無

(株)海工房 東区原田一丁目２２番９号 辛子明太子，たらこ 魚介類加工品 無

(株)かねふく 東区東浜一丁目５番２５号 辛子明太子，たらこ類 魚介類加工品 無

(株)唐津魚市場 唐津市海岸通り７１８２番地８４ 辛子明太子，たらこ類 魚介類加工品 無

(株)紀久屋 東区原田三丁目７番５２号 辛子明太子 魚介類加工品 無

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 甘エビ塩辛 魚介類加工品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 いか塩辛 魚介類加工品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 からし明太子 魚介類加工品 なし

(株)博多とみまる 西区小戸三丁目５１番２２号 辛子明太子，たらこ類 魚介類加工品 無

(株)福産 東区原田一丁目４７番３５号 辛子明太子，たらこ類 魚介類加工品 無

（株）ふくや 博多区中洲二丁目６番１０号 辛子明太子類 魚介類加工品 無

(株)マルサ 東区松島四丁目３番３３号 辛子明太子，たらこ類 魚介類加工品 無

(株)やまやコミュニケーションズ 東区松島五丁目２７番５号 辛子明太子類 魚介類加工品 無

イシメン株式会社 奈良県生駒郡安堵町笠目426 かまぼこ 魚介類加工品 なし

伊藤忠フレシュ㈱東海加工セン
ター

岐阜市茜部野瀬２丁目６５番地 エビソフト 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ 塩数の子 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ 味付数の子　お寿味付 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ 味付数の子昆布 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ たらこ 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ たらこ（日本海釣り物） 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ たらこ（噴火湾） 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ 辛子めんたいこ 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ 辛子めんたいこ 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ 味付いくら 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ 塩いくら 魚介類加工品 なし

井原水産株式会社 北海道留萌市船場町１丁目２４ すじ子 魚介類加工品 なし
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大木水産（株） 小田原市早川３－２１－８ 魚介類加工品 魚介類加工品 なし

小倉食品株式会社 庵原郡由比町寺尾８２１－１ さけちりめん 魚介類加工品 なし

小倉食品株式会社 庵原郡由比町寺尾８２１－１ たらこちりめん 魚介類加工品 なし

小倉食品株式会社 庵原郡由比町寺尾８２１－１ 野沢菜ちりめん 魚介類加工品 なし

小倉食品株式会社 庵原郡由比町寺尾８２１－１ 野菜とちりめん 魚介類加工品 なし

株式会社木村海産 大川郡引田町馬宿６２３－１ 鮭ちりめん 魚介類加工品 無 平成１３
年１０月
１３日よ
り牛由良
成分を含
有しない
添加物に
変更

株式会社木村海産 大川郡引田町馬宿６２３－１ 鮭・野沢菜ちりめん 魚介類加工品 無 平成１３
年１０月
１３日よ
り牛由良
成分を含
有しない
添加物に
変更

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ イカしょうゆ漬け 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 中華クラゲ酢漬け 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 磯巻き貝しょうゆ漬け 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ あかねらんしょうゆ漬け 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 真イカ黄金しょうゆ漬け 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ ししゃも卵しょうゆ漬け 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 中華わかめ 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 菜の花にしん 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 潮騒ほっき 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 松前漬け 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ いかとろろ 魚介類加工品 なし 該当なし
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え

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 数の子わさび 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ しば漬け 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 数の子松前 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ いか人参 魚介類加工品 なし 該当なし

カネタ志津川株式会社 志津川町戸倉字滝ノ沢５０－１ 数の子山海 魚介類加工品 なし 該当なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 白い松前漬け（紅鮭入り） 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 白い松前漬け（数の子入り） 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 白い松前漬け（帆立） 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ いくら醤油漬 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 真いか番屋漬 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 帆立松前漬 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ するめ松前漬 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 数の子御殿（数の子松前漬） 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ いか粕漬 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ いかわさび漬山海味 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ いか沖舟三升漬 魚介類加工品 なし

兼八水産㈱ 北海道函館市港町２丁目１３－８ 真いか沖舟漬 魚介類加工品 なし

株式会社　伊豆初 船橋市浜町３丁目１番１号　協同水産
流通ビル４Ｆ

いか一夜干し 魚介類加工品 無

（株）　コーケンフーズ香取工場 香取郡下総町西大須賀８９０ ふかひれスープ 魚介類加工品 無

（株）サンコー 名古屋市中村区剣町２６４ さきいか、焼きするめ 魚介類加工品 なし

株式会社　加藤水産 留萌市旭町３丁目１１９番地 味付数の子（関東風味） 魚介類加工品 なし

株式会社　しいの食品 小田原市成田９２１ 塩辛 魚介類加工品 なし

株式会社　新丸正 焼津市三和１３８４－１ 銀だら西京漬　60g 魚介類加工品 無

株式会社　ふく富 福岡市博多区半道橋２－６－３４ 辛子明太子 魚介類加工品 無

株式会社ウエダ 福岡市中央区港三丁目１番９号 辛子明太子 魚介類加工品 無

株式会社潮食品 伊予郡松前町大字北川原876-5 珍味 魚介類加工品 無
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株式会社潮食品 伊予郡松前町大字北川原876-5 ビーフエキスペースト 魚介類加工品 無

株式会社ウタハラ 尼崎市杭瀬南新町３―４―１ 塩たらこ、辛子明太子 魚介類加工品 なし

株式会社かわむら岩手工場 陸前高田市気仙町字二日市145 鮭あらほぐし 魚介類加工品 無

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 鰊甘酢漬 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 数の子パリパリ漬 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 数の子北海 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 味付数の子黒正油 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 明太数の子 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 数の子松前 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 紅花数の子 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 数の子野沢菜松前 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ サバスタミナ 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ ホッケスタミナ 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 赤魚スタミナ 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ シシャモ蔵出味醂 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 赤魚蔵出味醂漬 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ カレイスタミナ 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ イカステーキ風味 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 鰊蔵出味醂漬 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ シルバースタミナ 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ カジキスタミナ 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 鯨朝鮮漬 魚介類加工品 なし

株式会社京食　東北支店 山形県山形市富神台１ 鯨南蛮漬 魚介類加工品 なし

株式会社京丸 藤枝市高洲２１－１２ うなぎ味付けボーン 魚介類加工品 無

株式会社京丸 藤枝市高洲２１－１２ うなぎ肝うま煮 魚介類加工品 無

株式会社京丸 藤枝市高洲２１－１２ うなぎボーン甘口 魚介類加工品 無
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株式会社京丸 藤枝市高洲２１－１２ うなぎボーン辛し付 魚介類加工品 無

株式会社京丸 藤枝市高洲２１－１２ うなぎボーン醤油味 魚介類加工品 無

株式会社京丸 藤枝市高洲２１－１２ うなぎボーン醤油味（いちまるブ
ランド）

魚介類加工品 無

株式会社京丸 藤枝市高洲２１－１２ ナッツボーン 魚介類加工品 無

株式会社つるさき食品 伊予郡松前町大字北川原1234-1 珍味 魚介類加工品 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ いか製品 魚介類加工品 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ かわはぎ製品 魚介類加工品 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ 乾燥魚肉製品 魚介類加工品 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ チーズ鱈製品
（明太子チーズ鱈）

魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 いりこよかパック 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 エビチップＤ 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹節エキスＢＨＫ 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹節エキスＫ 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹節エキスMD-2 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹節エキス新MD-2 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹節パウダーＫＨＧ 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 鰹節パウダーＫＮ 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 乾燥具材（味付け乾燥ワカメM） 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 乾燥具材（さけ・わかめ） 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 乾燥具材（ちりめん・わかめ） 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 乾燥具材（わかめ節） 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 削りぶしだしパック 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 煮魚のたれ 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 巻芯あなご 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 巻芯カニ風味サラダ 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 巻芯ツナマヨネーズ 魚介類加工品 無
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株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 巻芯とろろマグロ 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 焼がつお 魚介類加工品 無

株式会社マルハチ村松 焼津市城之腰65-1 焼の素 魚介類加工品 無

株式会社山七 焼津市田尻２２１２－１２ 御ふりかけ　さけ 魚介類加工品 無

（株）ときわ商会 名古屋市南区岩戸町６－４ ソフトさき 魚介類加工品 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 いかくん 魚介類加工品 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 いかごろも 魚介類加工品 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 のしいか 魚介類加工品 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 あげさきゴールド 魚介類加工品 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 ソフト焼足 魚介類加工品 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 マイカ皮付ダルマ 魚介類加工品 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 ソフトさきいか 魚介類加工品 なし

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 函館こがね 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ 上バチ中トロそぎみ 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ 上まぐろすき身（タレ付）（チル
ド）

魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ 上まぐろそぎみ（チルド） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ 上まぐろそぎみ（チルド） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ 特選まぐろすきみ（チルド） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ 特選まぐろすきみ鉄芯（冷凍） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ トロ袖長そぎみ（チルド） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ ネギトロ鉄火丼（冷凍） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ バチ中落ち（チルド） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ バチ腹薄造り（チルド） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ 本マグロ中トロ切落し（チルド） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ 本マグロ中トロ中落ち（チルド） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ マグロカルパッチョ 魚介類加工品 なし
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北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ マグロ鉄火丼（辛口）（冷凍） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ マグロ鉄火丼甘辛口（冷凍） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ マグロ鉄火丼甘口（冷凍） 魚介類加工品 なし

北州食品㈱清水工場 清水市七ツ新屋４３７－４ メバチ腹トロ風味（冷凍） 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ スライスハム 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 徳用ソーセージ 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ９０ｇソーセージ 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ９０ｇソーセージ３本束 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ９０ｇソーセージ３本束＋１本 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ フック式９０ｇソーセージ 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ４０ｇソーセージ４本入 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ４０ｇソーセージ４本入＋１本 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ フィッシュハンバーグ 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ １９０ｇ角ハム 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ２７０ｇ角ハム 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ チーズｉｎかまぼこ４本入 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 業務用ソーセージ（４０ｇ、１８
０ｇ）

魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 焼きちくわ（５本入） 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ソフト天ぷら 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ソフト野菜天ぷら 魚介類加工品 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 鶏と魚のつくね串（チーズ入り） 魚介類加工品 なし

小林食品株式会社 焼津市大島１６５２－１ ＮＧ調味かつお(味付かつお削ぶ
し、Ｌ‐グルタミン酸Ｎａ　カッ
ト品）

魚介類加工品 無

小林食品株式会社 焼津市大島１６５２－１ 調味かつお（味付かつお削りぶ
し）

魚介類加工品 無

小林食品株式会社 焼津市大島１６５２－１ 調味さば（味付さば削りぶし） 魚介類加工品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 三共食品　鮭そぼろ 魚介類加工品 無
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三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 三共食品ホワイトミートフレーク 魚介類加工品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 三共食品ライトミールフレーク 魚介類加工品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ディナーサービスライトツナフ
レーク油漬

魚介類加工品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ 殿村食品味付椎茸ホール（1Ｋ）
（500Ｇ）(130Ｇ）

魚介類加工品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイNEW鮭フレークＲ 魚介類加工品 無

三共食品株式会社 焼津市惣右衛門４２３ ニチレイ鮭ほぐし身1㎏ 魚介類加工品 無

三幸食品株式会社 焼津市焼津6‐7‐35 コープコウベ油漬73g 魚介類加工品 無

三幸食品株式会社 焼津市焼津6‐7‐35 コープコウベ水煮73g 魚介類加工品 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ 純しゃけ 魚介類加工品 無

三洋食品株式会社 市川市塩浜３－３２－３ かにほぐし 魚介類加工品 無

篠原商店 尼崎市潮江４―４―１ 焼穴子 魚介類加工品 なし

ジョイフーズ(株) 名古屋市熱田区明野町２－３ 食材煮干 魚介類加工品 なし

ジョイフーズ(株) 名古屋市熱田区明野町２－３ 煮干 魚介類加工品 なし

東洋冷蔵株式会社 泉佐野市住吉町２７－１４ マグロスキミ（ネギトロ） 魚介類加工品 無

東洋冷蔵株式会社 泉佐野市住吉町２７－１４ たたきオイルTR-3 魚介類加工品 無

東洋冷蔵㈱静岡支店 清水市島崎町１６１－１３ マグロタタキ（ネギトロ） 魚介類加工品 なし

成光食品（株） 千葉県野田市柳沢１４４ 桜でんぶ 魚介類加工品 無

日糧物産株式会社 松戸市松飛台214 すしっ子 魚介類加工品 無

日糧物産株式会社 松戸市松飛台214 中華わかめ(海藻さらだ) 魚介類加工品 無

日糧物産株式会社 松戸市松飛台214 ふかひれ風味中華くらげ 魚介類加工品 無

日糧物産株式会社 松戸市松飛台214 梅くらげ 魚介類加工品 無

日糧物産株式会社 松戸市松飛台214 中華くらげ 魚介類加工品 無

日糧物産株式会社 松戸市松飛台214 無漂白中華くらげ 魚介類加工品 無

野島食品㈱ 三条市興野１－２－４６ さけ茶漬他(４種） 魚介類加工品 なし

の水野村水産工業 北海道函館市浅野町４－１４ 函館こがね 魚介類加工品 なし

の水野村水産工業 北海道函館市浅野町４－１４ ソフトさきいか 魚介類加工品 なし
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はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ きはだまぐろ油漬(チャンク）No.4 魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ きはだまぐろ油漬(フレーク） 魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ ツナマヨネーズ 魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ びんながまぐろ水煮・チャンク
(No.13）

魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ びんながまぐろ水煮・フレーク
(No.14）

魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ まぐろ調理品(59） 魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ まぐろ調理品(No.27） 魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ まぐろ調理品(No.57） 魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ まぐろ調理品(No.58） 魚介類加工品 無

はごろもフーズ(株）焼津プラン
ト

焼津市大島７４２ まぐろフレーク味付 魚介類加工品 無

ファインフーズ㈱ 大阪府堺市鳳北町９－６ シュリンプパウダー他 魚介類加工品 無

フジコン食品㈱ 美方郡浜坂町 とろろ 魚介類加工品 なし

丸イ食品（株） 小田原市中村原１７ 塩辛 魚介類加工品 なし

丸市食品㈱ 福井県福井市高木８１－３２－１ 辛明太子 魚介類加工品 なし

丸市食品㈱ 福井県福井市高木８１－３２－１ 醤油筋子 魚介類加工品 なし

マルキチ食品㈱ 北海道函館市宇賀浦町１８－１０ 函館無着色たらこ 魚介類加工品 なし

丸福食品（株） 小田原市前川４３０ 塩辛 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 磯の華 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ こがねさき 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 荒波こがね 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 北海焼いか 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 半生さきいか 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ ウエーブこがねさき 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 荒波焼いか 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 丸ごといか 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ するめさき 魚介類加工品 なし
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山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 耳のしいか 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 焼きするめさき 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 一夜干しちぎりいか 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ ピリ辛とんがり焼いか 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ しっとりこがね 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 焼するめあし 魚介類加工品 なし

山栄食品工業㈱ 北海道函館市追分町１－１２ 磯の樹 魚介類加工品 なし

ヤマトタカハシ(株) 福井県敦賀市坂ノ下小河田３－１ 昆布 魚介類加工品 なし

ヤマトタカハシ(株) 福井県敦賀市坂ノ下小河田３－１ 昆布 魚介類加工品 なし

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地９ いか塩辛 魚介類加工品 なし

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地８ 鮭娘 魚介類加工品 なし

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地７ チーズサンド 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組合 留萌市東雲町１丁目３５番地 松前数の子 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組合 留萌市東雲町１丁目３５番地 真いか沖漬 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組合 留萌市東雲町１丁目３５番地 真いか沖漬 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組合 留萌市東雲町１丁目３５番地 味付数の子かつお風味 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組合 留萌市東雲町１丁目３５番地 味付数の子かつお風味 魚介類加工品 なし

留萌市水産加工団地協同組合 留萌市東雲町１丁目３５番地 にしん菜の花漬 魚介類加工品 なし

株式会社　エイワ 大和市上草柳６－４－５ 魚介類加工品 魚介類加工品 なし

株式会社　ケイ 大和市上草柳３－１１－１４ とびっ子 魚介類加工品 なし

株式会社　ケイ 大和市上草柳３－１１－１４ 中華くらげ 魚介類加工品 なし

株式会社かねきちニノテック 中郡二宮町緑が丘１－９－１ 塩辛 魚介類加工品 なし

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ イカ団子のうま煮ソース 魚介類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 市販 海老チリソース煮 魚介類加工品 無

㈱いわき味の浜籐 いわき市小名浜字道珍１５９ 塩辛類 魚介類加工品 なし 　

㈱カネマン 北海道函館市港町２丁目１３－８ Ｑちゃんいか 魚介類加工品 なし
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㈱カネマン 北海道函館市港町２丁目１３－８ 甘酢いか 魚介類加工品 なし

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 甘いか太郎キムチ味 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 甘いかメンタイ味 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 酢だんごさん太郎 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ のしいか太郎 魚介類加工品 無

㈱菓道 石下町古間木１５０３－３ 酢こんぶいか太郎 魚介類加工品 無

㈱川喜 大阪府堺市老松町１丁１ 魚のみそ漬け 魚介類加工品 無

㈱川喜 大阪府堺市老松町１丁１ 太刀魚唐揚げ用 魚介類加工品 無

㈱川喜 大阪府堺市老松町１丁１ びんちょう鮪丼 魚介類加工品 無

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 数の子山海 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ シシャモワサビ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ふかひれくらげ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ カニ海鮮 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 数の子松前 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 松前漬黒 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 松前漬黒 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ あわび海鮮 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いかジャン辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛ドイパック 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか三升漬 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いかわさび 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いかくらげ中華 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか生姜入り 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 金山時いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか柚子胡椒 魚介類加工品 なし
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㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 粒うに入り塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 沖造り 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ スライス沖漬 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ マルヨいか塩辛辛口 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いかさし白造り 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ミズタ減塩塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛昔造り 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 剣先白造り 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛Ｓ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ イカキムチ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ｓいかわさび 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 剣先ウニ入り 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 青のりわさび 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 梅クラゲ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 青のりくらげ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ えび塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 甘えび 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 甘えびわさび 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ くらげわさび 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 青のり 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 福亀用梅クラゲ 魚介類加工品 なし
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㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ たこジャン辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ たこわさび 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ たこ生姜入り 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ たこ柚子胡椒 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ たこ味噌 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ タコキムチ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 上沢タコワサビ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ うにえび 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ うにくらげ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ うにいか 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ うに数の子 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ サザエうに 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ かにうにＦ 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ うに数の子折れ子入り 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ うにいか 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ かにうに 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ マルゴうに数の子 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ 刺身明太 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ えび明太 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか明太黒 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ たこ明太 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ミズタ用赤明太 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ いか明太 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ホタテ明太 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ホタテ塩辛 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ほたてわさび 魚介類加工品 なし
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㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ホタテジャンジャン 魚介類加工品 なし

㈱カワショク 北海道函館市西桔梗町８６２－２ ホタテ塩辛貝柱入り 魚介類加工品 なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ いかの明太造り，特撰いかの明太
造り

魚介類加工品 なし なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ 粕漬（鮭，ぎんだら，銀鮭，紅
鮭，キングサーモン，目鯛，サー

魚介類加工品 なし なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ 一口筋子 魚介類加工品 なし なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ 松前漬 魚介類加工品 なし なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ ＳＶいか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 松前漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 真いか沖漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 白造り松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ お刺身いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 無着色いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 数の子松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いかさし松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 真いか沖漬　２尾袋入り 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 味付け数の子 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 海鮮函館漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 三宝漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ しそ梅くらげ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 味付さざえ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 真いか沖漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ とれたて朝いか醤油漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 数の子山海 魚介類加工品 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

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 数の子大王 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ かに入り山海 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ たこ本わさび漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ つぶ山海 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 紅鮭山海 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いかキムチ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ あさりジャン 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ たこキムチ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ つぶキムチ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 数の子松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 八戸小唄漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 味付けさざえ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 味の数の子 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 甘えび塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 甘えび明太 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 味付けつぶ貝 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ あわび松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いかうに合え 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いかうに数の子 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いかさし松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いかジャン辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いか黄金 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いか明太 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いか入りいかさし醤油漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ いくら醤油漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 磯貝とび卵 魚介類加工品 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
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ うにくらげ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ お茶漬けジャン辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 数の子うに 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 数の子松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ かに入り松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ かにフレーク 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 頑固いかさし 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ キムチ松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 切り干し松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ コリコリくらげ（ゆず味） 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 黒造りいか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 鮭トバみそ漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ たら華造り 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 粒うに入りいか白造り 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 粒うに入磯貝 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ なめこもずく 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ にしん親子漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ にしん糀 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ バジル磯貝 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 帆立塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ ほたてわさび 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 北寄黄金 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 北宝彩 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ フカヒレくらげ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 帆立うに 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ みがきうにみそ 魚介類加工品 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
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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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ もずくわさび 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ めかぶわさび 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 山くらげ松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ ワインdeシャケ 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ えびジャン辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ 海鮮函館漬 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ するめ松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ フカヒレ松前 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ たこ塩辛 魚介類加工品 なし

㈱竹田食品 北海道函館市浅野町３－１０ たこ塩辛（ゆずこしょう入り） 魚介類加工品 なし

㈱たちばな屋 新潟市山田２３０７番地３３３ 鉄皮なめこ，うまいか粒ごま豆板
醤

魚介類加工品 なし なし

㈱中部コモリ 名古屋市中川区小城町２－１０ みそ漬魚 魚介類加工品 なし

㈱漬善商店　神戸工場 東灘区深江浜町９１ 佃煮１０品目，生珍味５品目 魚介類加工品 なし

㈱漬善商店　神戸工場 東灘区深江浜町９１ 佃煮（５品目），生珍味（５品
目）

魚介類加工品 なし

㈱漬善商店　神戸工場 東灘区深江浜町９１ 珍味（５品目） 魚介類加工品 なし

㈱漬善商店　神戸工場 東灘区深江浜町９１ 佃煮（５品目），生珍味（３品
目）

魚介類加工品 なし

㈱漬善商店　神戸工場 東灘区深江浜町９１ 珍味（２品目） 魚介類加工品 なし

㈱漬善商店　神戸工場 東灘区深江浜町９１ 佃煮（３品目） 魚介類加工品 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-19 ｼｭﾘﾝﾌﾟﾍﾟｰｽﾄ 魚介類加工品 なし

㈱東北かねた 仙台市若林区卸町東四丁目１－５ 真いかこがね 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ 伊達郡梁川町字やながわ工業団地１－
１

味付サラダ 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ 伊達郡梁川町字やながわ工業団地１－
１

海鮮サラダ 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ 伊達郡梁川町字やながわ工業団地１－
１

魚卵加工品 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ 伊達郡梁川町字やながわ工業団地１－
１

クラゲ加工品 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ 伊達郡梁川町字やながわ工業団地１－
１

子持ちままかり 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ 伊達郡梁川町字やながわ工業団地１－
１

しそイカ 魚介類加工品 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
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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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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱中外フーズ 伊達郡梁川町字やながわ工業団地１－
１

中華くらげ 魚介類加工品 なし

㈱中外フーズ 伊達郡梁川町字やながわ工業団地１－
１

にしん加工品 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 中華くらげ 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ めかぶ松前 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ あいば黒造り 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 八戸風塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 中華風塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 函館いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ さしみ塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ かに入松前 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 鰊親子漬 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 紅鮭糀 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ ほっき松前 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ たこ松前 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ えび黄金 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 生いかうに漬 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ いかソーメン明太 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 白魚塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ ソーラン漬 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 数の子みそ 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ かに入り松前 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ セピア塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 白松前漬 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ きざみ松前 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ たこわさび 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 松前漬 魚介類加工品 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ いか明太子 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 子持ち貝鮮 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ うにあえもの 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 味の数の子 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 社長の塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 新手造り塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 山海漬（粕漬） 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ たこ黄金 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 活き造り塩辛 魚介類加工品 なし

㈱布目 北海道函館市弁天町１７－１０ 塩辛干しちゃった 魚介類加工品 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ いかくんせい 魚介類加工品 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ 肉厚いかくんせい 魚介類加工品 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ くんせいさきいか 魚介類加工品 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ 鮭トバ 魚介類加工品 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ つまみ鱈 魚介類加工品 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ 焼きいか 魚介類加工品 なし

㈱函館まんわ 北海道函館市港町１丁目１５－１３ 焼足 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ イカすフィールド 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ イカすサポーター 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ ごま物語（白） 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ ごま物語（赤、黒） 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ くらげ合え 魚介類加工品 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ いか合え 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ おつまみニシン 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ にしん菜の花漬 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ にしん甘酢漬 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ たこわさび 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ いか塩辛 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ ジャン辛いか 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ たこキムチ 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ たこの塩辛 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ 珍味詰合せ 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ 味くらべ 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ 単品三食詰合せ 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ 北食珍味詰合せ 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ ふくいか 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ みそいか 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ たこでないか 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ 函館こがね 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ ソフトさきいか 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ のしくんブラックペッパー 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ シースモーク 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ いかのポッポ焼き 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ ほたて入りくん棒 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ くんさき細 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ くんさき太 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ いかチップス 魚介類加工品 なし
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販売中止 製品回収
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え

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ いかくん棒 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ 焼きほたて貝 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ ほたて貝ひも 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ 柔らか焼き足 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ いかまるくん 魚介類加工品 なし

㈱北食 北海道函館市北浜町７－５ いかくん 魚介類加工品 なし

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ 韓国風のり天 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ （ＣＯ－ＯＰ）ぴいか 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ フライドいかスティック（インド
カレー味、チリ味、ナチュラル

魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ ミニいかごろも（もんじゃ焼き
味、わさびしょうゆ味、マヨネー

魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ のり天（キムチ味） 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ ピロごろも（バーベキュー、カ
レー、青のり、チリ）

魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ するめ焼きのし 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ ゴールドのしいか 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ のしいか 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ （ＣＯ－ＯＰ）やわらか剣先いか
フライ

魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ うまいか 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ やわらかいかフライ 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ やわらかいかごろも 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ ミニいかごろも 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ いかごろも 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－２ ＣＯ－ＯＰソフトいかフライ 魚介類加工品 無

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－３ ｃｏ－ｏｐおつまみ３品セット 魚介類加工品 無

㈱鐘崎 仙台市若林区鶴代町６－６５ お茶漬の具材 魚介類加工品 なし

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 辛子明太 魚介類加工品 無

㈲オザワ食品 北海道函館市的場町１１－２１ イカ塩辛 魚介類加工品 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）
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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

㈲三協印カトウ食品 北海道函館市志海苔町３０１－１０ のしくん 魚介類加工品 不明 有(ＢＳＥ非発生国の
原料を使用，且つ３気
圧，１３３℃，２０分
以上の異常プリオンの
不活化処理を実施)

脊髄 調味料

㈲三協印カトウ食品 北海道函館市志海苔町３０１－１０ チーズサンド 魚介類加工品 不明 有(ＢＳＥ非発生国の
原料を使用，且つ３気
圧，１３３℃，２０分
以上の異常プリオンの
不活化処理を実施)

脊髄 調味料

㈲三協印カトウ食品 北海道函館市志海苔町３０１－１０ チーズいか 魚介類加工品 不明 有(ＢＳＥ非発生国の
原料を使用，且つ３気
圧，１３３℃，２０分
以上の異常プリオンの
不活化処理を実施)

脊髄 調味料

㈲三協印カトウ食品 北海道函館市志海苔町３０１－１０ いかくん 魚介類加工品 なし

㈲丸叶野村商店 北海道函館市日乃出町３４－１０ ソフトさき 魚介類加工品 なし

㈲丸叶野村商店 北海道函館市日乃出町３４－１０ こがねさき 魚介類加工品 なし

㈲丸叶野村商店 北海道函館市日乃出町３４－１０ ゴールドさき 魚介類加工品 なし

株式会社よしの屋 伊予郡松前町北川原886-1 焼ほたて 魚介類加工品 無

やまなか食品工業（株） 長岡市南陽１丁目１０２７番地５ サラミーナニュー 魚介類加工品
畜肉製品

なし

マルトモ株式会社 柴田郡柴田町大字槻木字萱ヶ崎６３－
１

魚介類加工品 魚介類加工品・
そうざい

なし 該当なし

富士産業株式会社茨城工場 猿島郡三和町尾崎４７３３ 焼するめ 魚介類乾製品 なし

富士産業株式会社茨城工場 猿島郡三和町尾崎４７３３ ピリ辛味付するめ 魚介類乾製品 なし

富士産業株式会社茨城工場 猿島郡三和町尾崎４７３３ 味付するめ足 魚介類乾製品 なし

日東食品㈱ 桶川市加納４３９ いか黄金 魚介類乾製品 なし

㈱ニチロ釧路工場 釧路市海運３丁目１－2 いかこんにゃく田舎煮 魚介類缶詰 なし

㈱　金城軒 三石郡三石町字鳧舞１２３ つぶ薫製品 魚介類薫製品 なし

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ 辛味ソーセージ 魚肉ソーセージ 無 　

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ 大きな辛味ソーセージ 魚肉ソーセージ 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ ＣａＤＨＡ入りソーセージ 魚肉ソーセージ 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ 極洋ソーセージ 魚肉ソーセージ 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ ＤＨＡ入りソーセージ 魚肉ソーセージ 無

121 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ ミルクホワイトソーセージ 魚肉ソーセージ 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ ２．２ｋｇソーセージ 魚肉ソーセージ 無 　

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ １．９ｋｇソーセージ 魚肉ソーセージ 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ ジャンボソーセージ 魚肉ソーセージ 無 　

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ ２ｋｇソーセージ 魚肉ソーセージ 無 　

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ 荒挽きスパイシーソーセージ 魚肉ソーセージ 無

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 ﾕｰｺｰﾌﾟ焼ちくわ 魚肉練製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ １４０ｇロールハム 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ １５０ｇデカうまソーセージ 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ ７５ｇ３Ｐ荒びきソーセージ 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ ９５ｇ荒びきソーセージ 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ 荒びきソーセージＢＩＧ　（１２
０ｇ）

魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ 業務用ロングソーセージ（１８０
ｇ）

魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ ディッシュバーガー 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ フィッシュハンバーガー 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ まぐろソーセージ 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ 明太子風味ソーセージ 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ ロールハムミニ（９５ｇ） 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善　埼玉工場 越谷市大間野町１－３７ ロングソーセージ 魚肉ねり製品 なし

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ９５ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ９０ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ８５ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ７５ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ７５ｇ２Ｐホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ７５ｇ４Ｐホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ５０ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無
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え

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ １６０ｇホモソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ 魚肉ソーセージ９５ｇ２Ｐ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ 魚肉ソーセージ９５ｇ３Ｐ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ホモウインナー（２４ｇ） 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ 超ビッグジャンボソーセージ（１
５０ｇ）

魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ ホットドッグ用ソーセージ（５０
ｇ）

魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ 健康志向フィッシュソーセージ 魚肉ねり製品 無

（株）丸善美野里工場 東茨城郡美野里町堅倉１６３８ー６ フィッシュソーセージ（ナチュラ
ル向）

魚肉ねり製品 無

（有）亀井商店 松阪市松崎浦町７２７ー３４ 蒲鉾 魚肉ねり製品 なし

（有）亀井商店 松阪市松崎浦町７２７ー３４ ちくわ 魚肉ねり製品 なし

（有）亀井商店 松阪市松崎浦町７２７ー３４ はんぺい 魚肉ねり製品 なし

（有）丸新蒲鉾 松阪市松崎浦町中ノ坪１５９－２ カマボコ 魚肉ねり製品 なし

（有）丸新蒲鉾 松阪市松崎浦町中ノ坪１５９－２ 白はんぺい 魚肉ねり製品 なし

（有）丸新蒲鉾 松阪市松崎浦町中ノ坪１５９－２ ちくわ 魚肉ねり製品 なし

大鶴蒲鉾店  光田 実 豊中市中桜塚１丁目6-20 かまぼこ･ちくわ･揚げかまぼこ等 魚肉ねり製品 無

カネシメ食品㈱ 札幌市西区八軒７西１０，１－１２ あらびきウィンナーちくわ 魚肉ねり製品 なし

カネ共水産食品㈱ いわき市平豊間字兎渡路３４－１ 伊達巻き 魚肉ねり製品 なし 　

カネ共水産食品㈱ いわき市平豊間字兎渡路３４－１ リテーナ成型蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし
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株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社いちうろこ 庵原郡由比町今宿１３ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

株式会社藤七 庵原郡蒲原町東１７ 揚げかまぼこ 魚肉ねり製品 なし

株式会社山武食品 三重郡川越町高松１３８ 揚げ物 魚肉ねり製品 なし

株式会社山武食品 三重郡川越町高松１３８ かにかまぼこ 魚肉ねり製品 なし

株式会社山武食品 三重郡川越町高松１３８ 蒲鉾 魚肉ねり製品 なし

株式会社山武食品 三重郡川越町高松１３８ 新鮮素材つくね玉 魚肉ねり製品 なし

株式会社山武食品 三重郡川越町高松１３８ 宝幸水産用かにかまぼこ 魚肉ねり製品 なし

株式会社山武食品 三重郡川越町高松１３８ 竹輪 魚肉ねり製品 なし

こめや食品株式会社 庵原郡由比町由比４７０－１８ かに風味かまぼこ 魚肉ねり製品 なし

こめや食品株式会社 庵原郡由比町由比４７０－１８ かまぼこ(揚げ物） 魚肉ねり製品 なし

こめや食品株式会社 庵原郡由比町由比４７０－１８ 伊達巻 魚肉ねり製品 なし

こめや食品株式会社 庵原郡由比町由比４７０－１８ ちくわ 魚肉ねり製品 なし

こめや食品株式会社 庵原郡由比町由比４７０－１８ リテナー成形かまぼこ 魚肉ねり製品 なし

さすぼし水産　代表者　古牧猶吉 庵原郡由比町町屋原１７６－７ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

さすぼし水産　代表者　古牧猶吉 庵原郡由比町町屋原１７６－７ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

さすぼし水産　代表者　古牧猶吉 庵原郡由比町町屋原１７６－７ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

さすぼし水産　代表者　古牧猶吉 庵原郡由比町町屋原１７６－７ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

さすぼし水産　代表者　古牧猶吉 庵原郡由比町町屋原１７６－７ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

さすぼし水産　代表者　古牧猶吉 庵原郡由比町町屋原１７６－７ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

三栄食品㈱ 吹田市岸部中１－６－１ かまぼこ 魚肉ねり製品 無

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ いかチーズナゲット（1ｋｇ、200
ｇ）

魚肉ねり製品 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ co-op  えびとチキンのナゲット
（マヨネーズ風味）

魚肉ねり製品 無 ― ― ― ― ― ―

ニチロ畜産㈱ 札幌市西区西町北１８丁目1-1 魚肉ソーセージ類 魚肉ねり製品 なし
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の印水産㈱ いわき市平豊間字兎渡路３８－１ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

八角(株） 東海市東海町３－４－６ 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

丸一水産食品㈱ いわき市江名字南町７２－２ リテーナ成形蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸貞蒲鉾(資) いわき市平薄磯字南町１９ 焼き蒲鉾（カニ蒲鉾） 魚肉ねり製品 なし 　

丸貞蒲鉾(資) いわき市平薄磯字南町１９ 焼き蒲鉾（伊達巻き） 魚肉ねり製品 なし 　

丸大食品工業㈱ いわき市江名字安竜２３ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸大食品工業㈱ いわき市江名字安竜２３ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸大食品工業㈱ いわき市江名字安竜２３ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸大食品工業㈱ いわき市江名字安竜２３ 湯煮蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸大食品工業㈱ いわき市江名字安竜２３ 湯煮蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸大食品工業㈱ いわき市江名字安竜２３ 湯煮蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸大食品工業㈱ いわき市江名字安竜２３ 湯煮蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

マルテ水産食品㈲ いわき市平沼ノ内字新街１２５ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　 　

マルハ㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地8-1 魚肉ねり製品 魚肉ねり製品 なし

丸又蒲鉾製造㈲ いわき市平薄磯字北街５７ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸又蒲鉾製造㈲ いわき市平薄磯字北街５７ 伊達巻き 魚肉ねり製品 なし 　

丸又蒲鉾製造㈲ いわき市平薄磯字北街５７ リテーナ成型蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

丸六食品株式会社 静岡市さつき町５番３号 伊達巻 魚肉ねり製品 無

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 蒲鉾(小板）赤他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 蒲鉾(小板）焼他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 板わさ(焼）他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 昔ながらの焼かまぼこ他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 生食かまぼこ(赤）他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 焼ちくわ他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 鯛入り板わさ(赤）他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 鯛入り板わさ(焼） 魚肉ねり製品 なし
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ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 生食ちくわ５本他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 小桜他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 鍋種つみれ他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ はも天きくらげ２枚トレー他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 昔ながらの太巻ごぼう他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 白身魚の揚げとうふ他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ おでんバラエティ他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ ニチリュウごぼう巻他 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ 上なると巻 魚肉ねり製品 なし

ムラカミ食品株式会社 尼崎市西長洲町２―３５―１５ ごぼう巻他 魚肉ねり製品 なし

有限会社　新兵衛屋蒲鉾店 御浜町志原字湊脇１８１５－３ 揚げかまぼこ（２３品） 魚肉ねり製品 なし   

有限会社　新兵衛屋蒲鉾店 御浜町志原字湊脇１８１５－３ ちくわ（６品） 魚肉ねり製品 なし   

(有)フルマキ 庵原郡由比町町屋原１８７－５ CVS居酒屋チーズちくわ 魚肉ねり製品 なし

(有)フルマキ 庵原郡由比町町屋原１８７－５ おでん種袋 魚肉ねり製品 なし

(有)フルマキ 庵原郡由比町町屋原１８７－５ おでん玉 魚肉ねり製品 なし

(有)フルマキ 庵原郡由比町町屋原１８７－５ 業務用太巻チーズちくわ 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ オホーツク 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ かく天 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ コープこうべおでんセット 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ ごぼう巻 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ サラダオホーツク 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ サラダピュア 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ サラダファミリー 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ シーサラダピュア 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ ジャスコ味彩おでん 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 新おでんセット 魚肉ねり製品 なし

126 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 生協シーサラダ 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ ダイエーおでんセット 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 徳用おでんだね 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 日流おでんセット 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 日流おでん袋 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 日流鱧入り天 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 日生協ちくわ 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 鱧入りてんぷら 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ ピュアふぶき 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 日流フレッシュオホーツク 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ まる天 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ 万代おでんセット 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ ユニーおでんセット 魚肉ねり製品 なし

一正蒲鉾株式会社 守山市古高町８０８－３３ ユニーおでん袋 魚肉ねり製品 なし

㈱　かね彦 札幌市白石区東札幌６条１丁目２－２
６

肉だんご 魚肉ねり製品 なし

㈱阿部蒲鉾店 仙台市泉区明通４－１０ 牛タン入蒲鉾 魚肉ねり製品 なし

㈱阿部蒲鉾店 仙台市泉区明通４－１０ スモークン(サラミ) 魚肉ねり製品 なし

㈱阿部蒲鉾店 仙台市泉区明通４－１０ スモークン(明太子チーズ) 魚肉ねり製品 なし

㈱阿部蒲鉾店 仙台市泉区明通４－１０ チーズボール 魚肉ねり製品 なし

㈱阿部蒲鉾店 仙台市泉区明通４－１０ 笹だより(チーズ) 魚肉ねり製品 なし

㈱阿部蒲鉾店 仙台市泉区明通４－１０ チーズ巻 魚肉ねり製品 なし

㈱いわき味の浜籐 いわき市小名浜字道珍１５９ 焼き蒲鉾（カニ蒲鉾） 魚肉ねり製品 なし 　

㈱いわき味の浜籐 いわき市小名浜字道珍１５９ リテーナ成形蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱いわき味の浜籐 いわき市小名浜字道珍１５９ リテーナ成形蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱営洋 いわき市平山崎字金沢３ 乾燥蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱営洋 いわき市平山崎字金沢３ 乾燥蒲鉾 魚肉ねり製品 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
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使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱営洋 いわき市平山崎字金沢３ 乾燥蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱営洋 いわき市平山崎字金沢３ 冷凍蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱営洋 いわき市平山崎字金沢３ 冷凍蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱営洋 いわき市平山崎字金沢３ 冷凍蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱鐘崎 仙台市若林区鶴代町６－６５ 笹蒲鉾，揚蒲鉾 魚肉ねり製品 なし

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ かまぼこ 魚肉ねり製品 　なし

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ ちくわ 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ さつま揚げ 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ 野菜てんぷら 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ 旨味だね　はまぐり 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ 旨味だね　鶏ごぼう 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ 鍋だね　すじ 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ 鍋だね　いか寄せ 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ はんぺん 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ チーズサンドはんぺん 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ チーちく 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ チーちく　ミニサラミ＆チーズ 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ チーズ入り厚焼き笹かま 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱紀文食品横浜工場 横浜市戸塚区秋葉町４２７ つみれ 魚肉ねり製品 　なし 　

㈱ぎょれん室蘭食品 伊達市北黄金町１４－２ 帆立ウインナー 魚肉ねり製品 なし

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 赤巻 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 梅蒲鉾スライス 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ オーシャンレッグ 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ おつまみ彩菜海老のかき揚げ 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ おでん種ほたて各種 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ お徳用ビタミンちくわ 魚肉ねり製品 なし - - -
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え

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 香りチキン 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ かに小袖 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 鹿の子蒲鉾スライス 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ カマンベール入りロイヤルカリブ 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 北の味どころ 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 切れてるオードブル 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ シーレッグス 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ スライス赤蒲鉾 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ スライスオードブル 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 雪月花 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 蛸島揚 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 伊達巻 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ たらばチーズ 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ ツインパックスティック 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 月の砂漠 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 天焼蒲鉾 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 徳丸スライス蒲鉾 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 徳用煮炊きちくわ 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 生ちくわ 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 能登の香 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 花伊達巻 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 花の宴 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 花まる揚 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ ホワイトサーモン 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ 焼蒲鉾ノンスライス 魚肉ねり製品 なし - - -

㈱スギヨ 七尾市府中町員外２７－１ ロイヤルカリブ 魚肉ねり製品 なし - - -
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱天文 いわき市平神谷字越巻８－１ 蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱マルカ志賀四郎商店 いわき市平薄磯中街１１ 伊達巻き 魚肉ねり製品 なし 　

㈱マルカ志賀四郎商店 いわき市平薄磯中街１１ リテーナ成型蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈱丸徳四家広松商店 いわき市平豊間字原町３６ 焼き蒲鉾（カニ蒲鉾） 魚肉ねり製品 なし 　

㈱丸徳四家広松商店 いわき市平豊間字原町３６ 焼き蒲鉾（伊達巻き） 魚肉ねり製品 なし 　

㈱丸徳四家広松商店 いわき市平豊間字原町３６ 湯煮蒲鉾（なると） 魚肉ねり製品 なし 　

㈱丸徳四家広松商店 いわき市平豊間字原町３６ リテーナ成形蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈲あげの茂松 いわき市泉町下川字前の原８８－２ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈲岩下商店 いわき市平沼ノ内字新街７１ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈲上印商店 いわき市平豊間字塩屋町３２ 焼き蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

㈲上印商店 いわき市平豊間字塩屋町３２ 湯煮蒲鉾（なると） 魚肉ねり製品 なし 　

㈲鱗星食品工業 いわき市平沼ノ内字新街６８ 焼き蒲鉾（カニ蒲鉾） 魚肉ねり製品 なし 　

㈲鈴木豊商店 いわき市平字豊間字合礎１７７ 伊達巻き 魚肉ねり製品 なし 　

㈲丸綱 いわき市平豊間字柳町34 なると巻 魚肉ねり製品 なし 　

(株）伊予正食品 大洲市西大洲甲983-5 天プラ 魚肉練り製品 無

（株）魚住蒲鉾 新潟県上越市春日新田５－１９－１８ 蒲鉾 魚肉練り製品 なし

（株）おがた蒲鉾 東宇和郡宇和町大字大江412-1 魚肉練り製品 魚肉練り製品 無

(株）カネセイ食品 藤枝市敷地６１６－１ ウインナ－巻き 魚肉練り製品 無

(株）カネセイ食品 藤枝市敷地６１６－１ ウズラ天 魚肉練り製品 無

(株）カネセイ食品 藤枝市敷地６１６－１ ギョウザ巻き 魚肉練り製品 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ 太ごぼう 魚肉練り製品 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ 焼き竹輪 魚肉練り製品 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ 野菜てんぷら 魚肉練り製品 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ お造り竹輪 魚肉練り製品 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ 煮込み竹輪 魚肉練り製品 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ 竹輪 魚肉練り製品 無
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え

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ ふんわり味わいはんぺん 魚肉練り製品 無

（株）紀文食品 泉佐野市住吉町２８－１１ ＣＯＯＰはんぺん 魚肉練り製品 無

(株)サス大酒平 焼津市本町５－１２－７ 蒲鉾 魚肉練り製品 無

(株)サス大酒平 焼津市本町５－１２－７ グチ入り蒲鉾 魚肉練り製品 無

(株)サス大酒平 焼津市本町５－１２－７ 波蒲鉾 魚肉練り製品 無

(株)サス大酒平 焼津市本町５－１２－７ 冷凍蒲鉾 魚肉練り製品 無

(株)十味惣 名古屋市守山区瀬古一丁目814番地 ニッスイ
かき揚なんこつ

魚肉練り製品 なし

(株)十味惣 名古屋市守山区瀬古一丁目814番地 ニッスイ　５Ｐちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)十味惣 名古屋市守山区瀬古一丁目814番地 ニッスイ　特上野菜上 魚肉練り製品 なし

(株)十味惣 名古屋市守山区瀬古一丁目814番地 ニッスイ
活カニ風味

魚肉練り製品 なし

(株)十味惣 名古屋市守山区瀬古一丁目814番地 ニッスイ
かに風味スティック

魚肉練り製品 なし

(株)十味惣 名古屋市守山区瀬古一丁目814番地 ニッスイ
鍋団子　いかえび

魚肉練り製品 なし

(株)茶福水産 名古屋市港区生徳町６－８２ 蒲鉾 魚肉練り製品 なし

（株）平八 新潟県上越市木田３－８－４８ 蒲鉾（６種） 魚肉練り製品 なし

（有）川雄 焼津市東小川２－１２－４ 伊達巻 魚肉練り製品 無

（有）浜庄 門真市上馬伏 魚肉練り製品 無

（有）丸生食品 焼津市東小川５－５－９ 伊達巻 魚肉練り製品 無

（有）丸福商店 守口市金下町１－４－５ 魚肉練り製品 無

（有）横山蒲鉾 新潟県上越市仲町３－７－８ 蒲鉾（４種） 魚肉練り製品 なし

（株）一九蒲鉾店 新発田市大字岡田１８２４番地５ 三色重ね 魚肉練り製品 なし

（株）浜水 浜松市天竜川町９６１－１ 揚はん，さつま揚，ごぼう天 魚肉練り製品 無

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ お正月セット（彩） 魚肉練り製品 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ お正月セット（福） 魚肉練り製品 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ おせちセット（小） 魚肉練り製品 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ おせちセット（大） 魚肉練り製品 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 蒲鉾伊達巻きセット 魚肉練り製品 なし
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え

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 切り出し蒲鉾 魚肉練り製品 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 迎春セット 魚肉練り製品 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 手造りｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ(紅鮭・帆立) 魚肉練り製品 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ のし 魚肉練り製品 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ ヨシケイかに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 太ごぼう 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 鍋だねえび寄せ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 鍋だねすじ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 鍋だね鰯つくね 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 鍋だねつくねごぼう 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 野菜てんぷら 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 お造り蒲鉾(白) 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 お造り蒲鉾(紅) 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 お造り蒲鉾(うずまき) 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 焼竹輪 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 竹笛 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 お造り竹輪 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 チーちくミニ8個 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 チーズサンドはんぺん 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 新)肉餃子 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 肉ワンタン(添付スープ) 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 パリパリポテト 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 焼竹輪（４本） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 焼竹輪（１本） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 生竹輪（３本） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 おでんはんぺん 魚肉練り製品 なし
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(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 旨み揚鴨ねぎ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 旨み揚鶏たこ 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 旨み揚はまぐり 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ金目鯛入り蒲鉾（紅） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ金目鯛入り蒲鉾（白） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 本造り蒲鉾（中）白 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 本造り蒲鉾（中）紅 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 適量蒲鉾（白） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 適量蒲鉾（紅） 魚肉練り製品 なし

(株)紀文食品 恵庭市戸磯201-14 適量蒲鉾（うずまき） 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚かまぼこ　　丸天 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 リテーナ成型かまぼこ類 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 5本ちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 焼ちくわ、お徳用焼ちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 なると類(蒸かま） 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(生粋、生粋五目) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 茶碗蒸類(茶わんむし、ＰＧ卵茶
わんむし）

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(特撰さつま揚げ) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(大判シャキシャ
キ、がんも)

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 おつまみサラミ入りちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 お徳用おでん種 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 北海つみれ、とりごぼう 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 蒸かまぼこ(純ねり） 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 おつまみチーズ入りちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(揚げボール) 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 風味かまぼこ(サラダメイト、え
ぞちらし1㎏)

魚肉練り製品 なし
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(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚げかまぼこ(四宝揚、ほっけ
天、玉ねぎサクサク、マルトクさ
つま揚げ、絹ごしてんぷら、絹ご
しきんぴら、いももち巻、いもも
ち巻かぼちゃ、玉子ほうれん草
巻、さきがきごぼう、さきがきご
ぼうごん棒、白身魚入りがんも、
五目おとうふ揚げ)

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 風味かまぼこ類(スーパーキン
グ、ニューアラスカ、おつまみア
ラスカ、アラスカ倶楽部、フレッ
シュアラスカ、アラスカ12本、
スーパーサラダ、アラスカロン
グ、アラスカ30本、アラスカ1
㎏、アラスカしぶき1㎏、アラス
カ倶楽部1㎏)

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 スライスかまぼこ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 リテーナ成型かまぼこ(業務用赤
板、業務用白板)

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 冷凍業務用ちくわ 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 蒸かまぼこ(マイカル揚げ物用か
まぼこ)

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 蒸かまぼこ(マイカル揚げ物用か
まぼこ)海鮮

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 蒸かまぼこ(マイカル揚げ物用か
まぼこ)お刺身とうふ

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 揚かまぼこＩＹ丸天 魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 ＣＯＯＰカニ風味かまぼこ12本入
り

魚肉練り製品 なし

(株)堀川北海道工場 恵庭市北柏木町 リテーナ成型かまぼこ類大板
(赤、白、青)

魚肉練り製品 なし

朝明水産有限会社 三重郡川越町高松５４ かに蒲鉾 魚肉練り製品 なし

朝明水産有限会社 三重郡川越町高松５４ 蒲鉾 魚肉練り製品 なし

朝明水産有限会社 三重郡川越町高松５４ 竹輪 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ 板なしかまぼこ 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ かまぼこ 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ ごぼう天 魚肉練り製品 なし
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有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ 平天 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ 焼きちくわ 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ 煮込みちくわ 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ 板なしはも入かまぼこ 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ 板なし赤かもぼこ 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ はも板かまぼこ 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ はも入り天ぷら 魚肉練り製品 なし

有田かまぼこ協業組合 和歌山県有田市宮崎町３７１ グチ入りかまぼこ 魚肉練り製品 なし

一正蒲鉾㈱北海道工場 小樽市銭函３－３１４－８ 焼ちくわ、なると巻等 魚肉練り製品 無

一正蒲鉾㈱北海道工場 小樽市銭函３－３１４－８ 特殊包装蒲鉾 魚肉練り製品 無

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ （旬）舞茸つまみ揚げ 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ （旬）舞茸つまみ揚げ 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ウインナー巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ウインナー巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ウインナー巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ウインナー巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ウインナー巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ シュウマイ巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ シュウマイ巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ シュウマイ巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ シュウマイ巻き 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 職人さんのさつま揚げ 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ 職人さんのさつま揚げ 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛ごぼう５００ｇ 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛ごぼう５００ｇ 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛スライスごぼう 魚肉練り製品 なし
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イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛スライスごぼう 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛スライスごぼう 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛スライスごぼう 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛れんこん（うこん入り） 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛れんこん（うこん入り） 魚肉練り製品 なし

イチマル産業㈱東京工場 川越市芳野台２－８－１１３ ピリ辛れんこん（うこん入り） 魚肉練り製品 なし

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 イワシ竹輪 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 にぎり竹輪 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 無リン竹輪 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 鯛竹輪 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 竹の音（竹輪） 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 天ぷら 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 Kid,sバーグ 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 かき揚げ 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 ミンチ天 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 イワシ天ぷら 魚肉練り製品 無

馬郡蒲鉾株式会社 佐賀市西与賀町大字厘外1497-8 青海苔＆チーズ 魚肉練り製品 無

恩地食品㈱ 枚方市伊加賀緑町2-5 かまぼこ 魚肉練り製品 無

カネテツデリカフーズ㈱ 東灘区向洋町西５－８ 蒲鉾 魚肉練り製品 なし

カネテツデリカフーズ㈱ 東灘区向洋町西５－８ 竹輪 魚肉練り製品 なし

カネテツデリカフーズ㈱ 東灘区向洋町西５－８ 揚物 魚肉練り製品 なし

カネテツデリカフーズ㈱ 東灘区向洋町西５－８ ゆで物 魚肉練り製品 なし

（株）大アキ服部 名古屋市港区新茶屋二丁目１００６ 蒲鉾 魚肉練り製品 なし

（株）大アキ服部 名古屋市港区新茶屋二丁目１００６ さつま揚げ 魚肉練り製品 なし

（株）大アキ服部 名古屋市港区新茶屋二丁目１００６ ちくわ 魚肉練り製品 なし

（株）大アキ服部 名古屋市港区新茶屋二丁目１００６ はんぺん 魚肉練り製品 なし
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株式会社　梶新蒲鉾 姫路市白浜町甲３７１ かまぼこ 魚肉練り製品 なし

株式会社　梶新蒲鉾 姫路市白浜町甲３７１ ちくわ 魚肉練り製品 なし

株式会社　梶新蒲鉾 姫路市白浜町甲３７１ てんぷら 魚肉練り製品 なし

株式会社　けんかま 高知県須崎市下分乙８０５－１ 角天 魚肉練り製品 無

株式会社　けんかま 高知県須崎市下分乙８０５－１ ハモ板（焼・白・紅） 魚肉練り製品 無

株式会社　ヤマ正商店 焼津市小川新町1-3-16 なると巻 魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ ﾆｯｽｲさしみかまぼこ 魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ ﾆｯｽｲ紅花仕上げミニごぼう巻 魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ 色串（紀文食品用） 魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ 袋おでんとりつくね串（紀文食品
用）

魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ いかげんこつ（紀文食品用） 魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ 食彩おでんたこ入りねぎ玉（紀文
食品用）

魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ おつまみいわしのから揚げ（紀文
食品用）

魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ おでんウインナー巻き（紀文食品
用）

魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ おでん種ウインナー巻き（紀文食
品用）

魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ おでん種とりつくね串バラ 魚肉練り製品 無

株式会社牛津蒲鉾 小城郡牛津町勝１４６４ おでん種ウインナー巻き（自社
用）

魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 揚げづくしA-10 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 揚げづくし竹皮 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 揚げ八彩 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 あさがお 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 鯵竹輪 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 鯵の角焼 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 揚生身 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 あやめ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 いかげんこつ 魚肉練り製品 無
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株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 伊勢藤特伊達巻（関口） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 磯の香 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 いわし太鼓揚 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 うまさ三天盛 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 梅型(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 梅型(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 えびちらし 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 おだまき　5包 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 おだまき　白 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 おだまき　生協 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 おだまき　のり 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 おだまき　紅 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 小田原揚げＡ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 小田原揚げＢ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 おでんセットOS-10 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 おでんセットOS-65 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 おでんセット早川用 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 貝取り（ウニ） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 貝取り（ゴマ） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 貝取り（白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 貝取り（紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 貝柱風味 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 かき 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 角焼 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 籠清の黒 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 鹿の子蒲鉾 魚肉練り製品 無
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株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 きみ巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 げんこつ揚3入 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 げんこつ揚エビ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 げんこつ揚ゲソ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 げんこつ揚ゴボウ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 サーモンテリーヌ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 さくら 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 桜エビ角 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 酒肴百選(穴子） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 酒肴百選(ウニ） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 酒肴百選(カニ） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 酒肴百選(サケ） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 酒肴百選(鶏） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 さしみ蒲鉾 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 さつま揚げ・花小判 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 サラミチーズ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 しそ風味 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 自慢揚げ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 シュガーレディー僅少(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 シュガーレディー僅少(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 シュガーレディー伊達巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 首都圏コープ蒲鉾(白) 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 首都圏コープ蒲鉾(紅) 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 首都圏コープ伊達巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 首都圏コープなると巻き 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 旬彩あげ 魚肉練り製品 無
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株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 小板(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 小板(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 上小板、上選、僅少(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 上小板、上選、僅少(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 すじ鉾 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 すすき 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 創健社蒲鉾(白) 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 創健社蒲鉾(紅) 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 鯛さくら角 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 たこ兵衛とえび太郎 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 伊達巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 チーズ角 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 超特選(白) 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 超特選(紅) 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 直営店のおでんセット 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 珍味揚げ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 佃権極上（白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 佃権極上（紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 佃権蒸し蒲鉾（紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 佃権蒸し蒲鉾（白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 佃権蒸し蒲鉾超特（紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 佃権蒸し蒲鉾超特（白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 つばき 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 つみれ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 手綱蒲鉾 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 特製伊達巻 魚肉練り製品 無
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株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 特選(白) 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 特選(紅) 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 生身 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 並竹輪 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 なると巻き 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 錦上(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 錦上(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 二〇（青） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 二〇（紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 二〇（白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 白梅 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 花小判四色 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 浜藤超特、典雅(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 浜藤超特、典雅(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 浜藤蒸し蒲鉾(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 浜藤蒸し蒲鉾(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 はんぺん(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 はんぺん（のり） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 日生協蒲鉾(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 日生協蒲鉾(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 日生協伊達巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 日生協なると巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 ひなかまぼこ(おびな）（めび
な）

魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 ぴりっと鯵天 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 紅梅 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 鳳凰（白） 魚肉練り製品 無
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株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 鳳凰（紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 ホウボウの角焼 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 ほたて巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 豆小板、厳選僅少豆かま(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 豆小板、厳選僅少豆かま(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 明乳おでんセット 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 明乳伊達巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 もみじ 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 焼竹輪 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 ユーコープ蒲鉾　すじ鉾 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 ユーコープ蒲鉾(白） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 ユーコープ蒲鉾(伊達巻） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 ユーコープ蒲鉾(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 柚子伊達巻 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 四色団子 魚肉練り製品 無

株式会社籠淸 志太郡大井川町利右衛門2612-8 わんだね　各種 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 いわし半月 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 フィッシュフライ 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 色串 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 串天 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 どんたく竹輪 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 てにぎりちくわ 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 おつまみセット 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 笹かま 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 鯵ミンチ串 魚肉練り製品 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 おさなミンチ 魚肉練り製品 無
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株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ ＣＯＯＰ特撰伊達巻(200g） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ ＣＯＯＰ特撰伊達巻(310g） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ ＣＯＯＰはんぺん(60g×２） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ ＣＯＯＰはんぺん(60g×３） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ ＣＯＯＰはんぺん(大判） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ あらびきさつま揚 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 居酒屋つまみまぐろ 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 旨味だね鴨ねぎ 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 旨味だね鶏ごぼう 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 旨味だねはまぐり 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 旨味だね豚ごぼう 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ お造り蒲鉾　小(白） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ お造り蒲鉾　小(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ お造り蒲鉾(白） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ お造り蒲鉾(紅） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ お造り蒲鉾(焼） 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ お造り竹笛 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ セービング金目鯛入り蒲鉾(白) 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ セービング金目鯛入り蒲鉾(紅) 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 竹笛 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 伊達巻(セット) 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ チーちくミニサラミ＆チーズ 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 東海コープしそ入りちくわ 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 東海コープ玉子の使っていない蒸
し蒲鉾

魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 東海コープチーズサンドはんぺん 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 東海コープはんぺん2枚入り 魚肉練り製品 無
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株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 東海コープ焼蒲鉾 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 特上ちくわ 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 鍋だねいか寄せ 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 鍋だね鰯つくね 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 鍋だねえび寄せ 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 鍋だねつくねごぼう 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 太ごぼう 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 餅巾着入りおでん 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 焼竹輪 魚肉練り製品 無

株式会社紀文食品静岡工場 島田市大柳２９７－１ 野菜てんぷら 魚肉練り製品 無

株式会社谷本蒲鉾店 八幡浜市天神通り１４６９ 魚肉練り製品 魚肉練り製品 無

株式会社つきじ入船浦安工場 浦安市北栄４－１２－６ 伊達巻 魚肉練り製品 無

株式会社つきじ入船浦安工場 浦安市北栄４－１２－６ 魚肉生すり身 魚肉練り製品 無

株式会社なとり（本社） 東京都北区王子５－５－１ 魚肉練製品 魚肉練り製品 無

株式会社鳴門蒲鉾 鳴門市撫養町斎田大堤４－２ 天ぷら２品目 魚肉練り製品 無

株式会社鳴門蒲鉾 鳴門市撫養町斎田大堤４－２ ちくわ 魚肉練り製品 無

株式会社鳴門蒲鉾 鳴門市撫養町斎田大堤４－２ 板付き４品目 魚肉練り製品 無

株式会社ミムロ成田工場 成田市新泉38-1 親爪風カニカマボコ 魚肉練り製品 無

（株）博水 福岡市南区清水二丁目１８－３６ ジャンボ天 魚肉練り製品 無

キョクヨーフーズ㈱ 北宇和郡松野町延野々８３０ カニ風味かまぼこ 魚肉練り製品 無

ｸﾜﾑﾗ食品㈱ 多可郡中町 チーズ蒲鉾 魚肉練り製品 なし

さつまあげ 魚肉練り製品 なし 魚肉練り製品

寿寿香蒲鉾株式会社 小松島市南小松島町７－５ 蒲鉾、焼ちくわ 魚肉練り製品 無

鈴廣かまぼこ㈱ 神奈川県小田原市風祭245 板前珍味かに 魚肉練り製品 なし

鈴廣かまぼこ㈱ 神奈川県小田原市風祭245 板前珍味うに 魚肉練り製品 なし

西南開発株式会社 西宇和郡保内町宮内１番耕地300番地1 魚肉ソーセージ 魚肉練り製品 無
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ダイマル食品株式会社 千葉県銚子市愛宕町３５２５ つみれ 魚肉練り製品 無

ダイマル食品株式会社 千葉県銚子市愛宕町３５２５ いわしだんご 魚肉練り製品 無

ダイマル食品株式会社 千葉県銚子市愛宕町３５２５ ニッスイいわしだんご 魚肉練り製品 無

ダイマル食品株式会社 千葉県銚子市愛宕町３５２５ ニッスイ大特撰はんぺん 魚肉練り製品 無

ダイマル食品株式会社 千葉県銚子市愛宕町３５２５ ニッスイ２連はんぺん 魚肉練り製品 無

大和水産㈱ 小樽市オタモイ３－８－２ かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 無

大和水産㈱ 小樽市オタモイ３－８－２ ぼたんちくわ等 魚肉練り製品 無

玉屋食品㈱ 小樽市新光５－７－８ 魚肉フランクフルト 魚肉練り製品 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ チーズ入りかまぼこ 魚肉練り製品 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ 唐辛子入りチーズかまぼこ 魚肉練り製品 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ とろけるチーズかまぼこ 魚肉練り製品 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ 唐辛子入りとろけるチーズかまぼ
こ

魚肉練り製品 無 　

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ ふわふわかまぼこ(カルビ味） 魚肉練り製品 無

富山蒲鉾㈱ 富山市水橋肘崎４８２－８ かまぼこ 魚肉練り製品 無 ゼラチ
ン、蛋白
加水分解
物、牛脂
コーティ
ング、ソ
ルマイ
ティC、
ビーフエ
キス

ニッスイ伊丹水産センター 伊丹市北伊丹８－２０４ オーシャンキング 魚肉練り製品 なし

ニッスイ伊丹水産センター 伊丹市北伊丹８－２０４ 海鮮サラダ（かに風味） 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ D　焼きちくわ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ Ｖ　かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ 活風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ A　かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ Ｍ　かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし
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日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ Ｉ　かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ 北ッ子一番 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ かに風味スティック 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ Ｂ　北っ子一番 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ ＳＳ　かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ ＳＳ　徳用かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ 白身魚と５種の野菜 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ ミニさつま揚げ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ 枝豆天 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ ボリュームパック枝豆天 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ おつまみ枝豆天 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ Ｓ　かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ まるかじりちくわ 魚肉練り製品 なし

日本水産株式会社　姫路総合工場 姫路市白浜町宇佐崎南１－７１ 生ちくわ 魚肉練り製品 なし

野崎蒲鉾（株） 北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地３０ 揚げかまぼこ　② 魚肉練り製品 なし

野崎蒲鉾（株） 北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地３０ 揚げかまぼこ　③ 魚肉練り製品 なし

野崎蒲鉾（株） 北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地３０ おさかなハンバーグ 魚肉練り製品 なし

野崎蒲鉾（株） 北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地３０ おでんセット　① 魚肉練り製品 なし

野崎蒲鉾（株） 北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地３０ おでんセット　② 魚肉練り製品 なし

野崎蒲鉾（株） 北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地３０ おでんセット　③ 魚肉練り製品 なし

野崎蒲鉾（株） 北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地３０ にらつくね 魚肉練り製品 なし

野崎蒲鉾（株） 北蒲原郡聖籠町位守町１６０番地３０ 焼ちくわ 魚肉練り製品 なし

八水蒲鉾（株） 八幡浜市江戸岡１丁目4-5 かまぼこ 魚肉練り製品 無

八水蒲鉾（株） 八幡浜市江戸岡１丁目4-5 かに風味かまぼこ 魚肉練り製品 無

八水蒲鉾（株） 八幡浜市江戸岡１丁目4-5 てんぷら 魚肉練り製品 無
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原料切換
え

広岡蒲鉾（株） 新発田市大手町１－２－１１ サラミ・オードブル 魚肉練り製品 なし

広岡蒲鉾（株） 新発田市大手町１－２－１１ 葉月 魚肉練り製品 なし

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 とっとこハム太郎かまぼこ77g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 とっとこハム太郎かまぼこ77g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 とっとこハム太郎かまぼこ77g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 とっとこハム太郎かまぼこ77g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 業務用ちくわバラ30g100×2 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 活5Pちくわ150g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 鯛ちくわ金目鯛50g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 鯛ちくわ金目鯛50g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 鯛ちくわ金目鯛50g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おつまみチーズちくわ6本90g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おつまみチーズちくわ6本90g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おつまみチーズちくわ6本90g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 豆ちくわ138g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 豆ちくわ138g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 豆ちくわ138g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 F豆ちくわバラ100×5×2 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 F豆ちくわバラ100×5×2 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 F豆ちくわバラ100×5×2 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでんごぼう巻45g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでんごぼう巻45g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでんごぼう巻45g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでん角天45g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでん角天45g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでん角天45g 魚肉練り製品 無
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福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでん丸天45g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでん丸天45g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでん丸天45g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 三色ボール15g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子ロング29g、87g（3本） 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子ロング29g、87g（3本） 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子ロング29g、87g（3本） 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子ロング29g、87g（3本） 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子ロング29g、87g（3本） 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子一番10/4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子一番10/4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子一番10/4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子一番10/4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 北っ子一番10/4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 チーズちくわ6本90g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 チーズちくわ6本90g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 チーズちくわ6本90g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 業務用おでんちくわ60g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 業務用おでんちくわ60g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 お弁当蒲鉾花形10×4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 お弁当蒲鉾花形10×4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 お弁当蒲鉾花形10×4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 赤板蒲鉾150g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 赤板蒲鉾150g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 赤板蒲鉾150g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 さしみ蒲鉾半板（白）10×4 魚肉練り製品 無
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福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 さしみ蒲鉾半板（白）10×4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 さしみ蒲鉾半板（白）10×4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 さしみ蒲鉾半板（赤）10×4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 さしみ蒲鉾半板（赤）10×4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 さしみ蒲鉾半板（赤）10×4 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おでんくらぶ400g 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おつまみ・いかげそ天（100g） 魚肉練り製品 無

福弥蒲鉾㈱ 香川県観音寺市観音寺町甲4047-32 おつまみ・いかげそ天（100g） 魚肉練り製品 無

伏見蒲鉾㈱北海道工場 小樽市オタモイ１－４－５ かに風味かまぼこ等 魚肉練り製品 無

伏見蒲鉾㈱北海道工場 小樽市オタモイ１－４－５ 魚ハンバーグ等 魚肉練り製品 無

伏見蒲鉾㈱北海道工場 小樽市オタモイ１－４－５ 野菜揚げ等 魚肉練り製品 無

別寅かまぼこ㈱ 岸和田市大北町7-22 竹輪（8種）、蒲鉾（50種）、練
り天ぷら（26種）

魚肉練り製品 無

別寅かまぼこ㈱ 貝塚市二色南町1-1 竹輪（8種）、蒲鉾（50種）、練
り天ぷら（27種）

魚肉練り製品

丸蒲食品株式会社 丸亀市土器町東８丁目６４ 瀬戸逸品上天 魚肉練り製品 無

丸蒲食品株式会社 丸亀市土器町東８丁目６４ 天ぷら 魚肉練り製品 無

丸蒲食品株式会社 丸亀市土器町東８丁目６４ ちくわ 魚肉練り製品 無

丸蒲食品株式会社 丸亀市土器町東８丁目６４ かまぼこ 魚肉練り製品 無

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ あか棒 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ あか棒 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 赤棒 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いかげそ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いかげそ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いかだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いかだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いかだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いか巻 魚肉練り製品 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いか巻 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いわし玉 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いわし玉 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 鰯玉 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いわしだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ いわしだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 上いわし玉 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 上いわし玉 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 上しのだ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 上しのだ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 上巣ごもり卵 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 魚カツ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 魚カツ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ うずら卵巻入　おでん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ えびぎょろっけ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ えびぎょろっけ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ えびたま 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ えびたま 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ えびだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ えびだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ おでんの具　ウィンナ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ おでんの具　うずら卵 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ おでんの具　ごぼう 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ おでんの具　こんにゃく 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ おでんの具　だいこん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ おでんの具　たこ 魚肉練り製品 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
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

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ お徳用　おでんいろいろ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　　　　　　　　　しょ
うが＆キャベツ

魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　　　　　　　　　しょ
うが＆キャベツ

魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　いか 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　いか 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　いわし 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　いわし 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　いんげん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　いんげん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　えび 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　えび 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　ごぼう 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　ごぼう 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　たまねぎ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　たまねぎ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　れんこん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かきあげ　れんこん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かく半 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ かく半 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 上半月 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 上半月 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ カレーぎょろっけ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ カレーぎょろっけ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ がんも 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ぎょろっけ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ぎょろっけ 魚肉練り製品 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
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

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 具がたっぷり　　　　　　しょう
が＆キャベツ

魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 具がたっぷり　　　いわし 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 具がたっぷり　いか 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 具がたっぷり　いんげん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 具がたっぷり　えび 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 具がたっぷり　ごぼう 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 具がたっぷり　たまねぎ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 具がたっぷり　れんこん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ごぼうだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ごぼうだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ごぼう巻 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 牛蒡巻 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ごぼう巻き 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ さつま揚 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ さつま揚　いか入り 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ さつま揚　ごぼう入り 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ さつま揚　しょうが入り 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ さつま揚　やさい入り 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 四角半 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ しのだ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ しのだ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ しのだ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ しょうが 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ しょうが 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 生姜半 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ しろはん 魚肉練り製品 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
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

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ しろはん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ スモールパック 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ スモールパック 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 鯛ちくわ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 鯛ちくわ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ちくわ 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 鳥賊巻 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 半月 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 半月 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ボールころん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ ボールころん 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ まる半 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ やさい半 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ やさい半 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ 野菜半 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ れんこんだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ れんこんだんご 魚肉練り製品 なし

マルセイ食品有限会社 豊橋市忠興３丁目１１－４ れんこんだんご 魚肉練り製品 なし

丸大食品株式会社 新潟県中頚城郡大潟町大字土底浜１７
８０

魚肉ソーセージ 魚肉練り製品 なし

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ｼｽﾀｰﾊﾑ 魚肉練り製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾏｲﾙﾄﾞﾁﾋﾞﾆｰﾊﾑ 魚肉練り製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾌｨｯｼｭｿｰｾｰｼﾞ 魚肉練り製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ｸﾞﾙﾒﾊﾞｰｸﾞ 魚肉練り製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾌｨｯｼｭﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 魚肉練り製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ おべんとﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 魚肉練り製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ うす塩ｿｰｾｰｼﾞ 魚肉練り製品 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 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

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ ﾏﾙﾀﾞｲｳｲﾝﾅｰ 魚肉練り製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ おさかなｿｰｾｰｼﾞ 魚肉練り製品 無

丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市藤崎通６８８０－２４ 明太子ﾏﾖﾈｰｽﾞかまぼこ 魚肉練り製品 無

丸八紀南かまぼこ企業組合 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井
1381

かまぼこ 魚肉練り製品 なし

マルハ㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地8-1 フィッシュソーセージ 魚肉練り製品 なし

マルハ㈱宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地8-1 特殊フィッシュソーセージ 魚肉練り製品 なし

柳下蒲鉾㈱本社工場 三島郡寺泊町上田町9770-2 かまぼこ類 魚肉練り製品 なし

柳下蒲鉾㈱ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ国上工場 西蒲原郡分水町国上字居下2345 かまぼこ類 魚肉練り製品 なし

ヤマサ蒲鉾 飾磨郡夢前町 竹輪２種 魚肉練り製品 なし

ヤマロク山本水産（株） 焼津市焼津3－5－31 黒はんぺん 魚肉練り製品 無

ヤマロク山本水産（株） 焼津市焼津3－5－31 伊達巻 魚肉練り製品 無

ヤマロク山本水産（株） 焼津市焼津3－5－31 なると巻き 魚肉練り製品 無

ヤマロク山本水産（株） 焼津市焼津3－5－31 焼板蒲鉾 魚肉練り製品 無

有限会社篠宮商店 焼津市小川新町１－５－１６ かに蒲鉾 魚肉練り製品 無

有限会社篠宮商店 焼津市小川新町１－５－１６ 蒲鉾 魚肉練り製品 無

有限会社篠宮商店 焼津市小川新町１－５－１６ なると巻き 魚肉練り製品 無

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ あげはん 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 味処（玉子巻、海老巻、野菜揚、
さつま揚げ）

魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 海の幸どんどこドン 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 海の幸生ちくわ 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 越前ちらし 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 海老入野菜揚 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 紀文ちくわ５本 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 小町竹輪 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ じゃこ天 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 生ちくわ３本 魚肉練り製品 なし
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有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ ピリ辛たこ天 魚肉練り製品 なし

有限会社中浜商店 鈴鹿市若松北２丁目９－５ 焼蒲スライス 魚肉練り製品 なし

有限会社山秀谷商店 小松島市横須町３－５９ 焼ちくわ、フィッシュカツ、天ぷ
ら

魚肉練り製品 無

（有）豊島蒲鉾 福岡市博多区吉塚３－５－４２ 天ぷら 魚肉練り製品 無

（有）豊島蒲鉾 福岡市博多区吉塚３－５－４２ かまぼこ 魚肉練り製品 無

㈱かね貞 西加茂郡三好町大字莇生字上永田48-2 あげかま、はんぺい 魚肉練り製品 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 カニかま 魚肉練り製品 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 風味かまぼこMIX（SPR) 魚肉練り製品 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 冷凍かにかま（カニメ２） 魚肉練り製品 なし

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ ごぼう小町 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ タマネギちぎり 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 鶏ごぼう 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ おでん（餃子巻き） 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ おでん（いわし団子） 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ おでん（げそ角揚げ） 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 丸天角天博多風薩摩揚げ 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 天ぷらさつま 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ おでん（ウインナー巻き） 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ ごぼう天、天ぷらごぼう 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 新鮮野菜野菜まる 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ おでん（野菜王） 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 玄海あげ 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 天ぷらかき揚げ 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 博多風野菜揚げ 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 天ぷらあじ天 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 博多風あじ揚げ 魚肉練り製品 無
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㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 手造りソフト揚げ 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 手造りげそ天 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 笹がき 魚肉練り製品 無

㈱カネモリ 福岡県宗像郡福間町大字手光２５５８ 北海の幸手巻き＆サラダ 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ お造り蒲鉾（紅） 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ お造り蒲鉾（白） 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ お造り蒲鉾（焼） 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ お造り蒲鉾　小　（白） 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ お造り蒲鉾　小　（紅） 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 竹笛 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ チーちくミニ8個 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ チーちくミニサラミ＆チーズ 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ チーちくミニ辛子明太子＆チーズ 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 太ごぼう 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 鍋だねえび寄せ 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 鍋だね鰯つくね 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 鍋だねいか寄せ 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 旨味だねはまぐり 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 旨味だね鶏ごぼう 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 旨味だね鴨ねぎ 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ 野菜てんぷら 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞはんぺん 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ金目鯛入り蒲鉾（白） 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品佐賀工場 鳥栖市藤木町字若桜８－３ ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ金目鯛入り蒲鉾（紅） 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ チーちくミニ辛子明太子＆チーズ 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ チーちくミニ８個 魚肉練り製品 無 　
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㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 竹笛 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ぼたんちくわ 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 焼竹輪 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 太ごぼう 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 鍋だねえび寄せ 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 鍋だね鰯つくね 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 旨味だね鴨ねぎ 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 野菜てんぷら 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ チーズサンドはんぺん 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ カレーサンドはんぺん 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 一人前おでん(おでん汁） 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 玉子入りおでんや(おでん汁） 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ハローキティ蒲鉾 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ 愛情弁当蒲鉾 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ セービング金目鯛入り蒲鉾（白） 魚肉練り製品 無 　

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ セービング金目鯛入り蒲鉾（紅） 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ セービング金目鯛入り蒲鉾（焼
き）

魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ＣＯＯＰミニかに風味蒲鉾 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ＣＯＯＰ調理用焼ちくわ 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ＣＯＯＰシャキッと野菜天 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ＣＯＯＰ豆乳仕込みの白身魚揚 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ＣＯＯＰいわしつくね 魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ＣＯＯＰ特撰迎春蒲鉾（紅）
（白）

魚肉練り製品 無

㈱紀文食品東京工場 栄町矢口神明２－１－１ ＣＯＯＰ２００２年蒲鉾セット 魚肉練り製品 無

㈱ｹｰ･ｼｰ･ｴｽ枚方工場 枚方市出屋敷西町1-30-1 ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ（4） 魚肉練り製品 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ おでん用焼竹輪 魚肉練り製品 無
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玉三屋食品㈱守山工場 名古屋市守山区今尻町１８０５ おでんセット 魚肉練り製品 なし

宝幸水産株式会社　大和工場 大和市上和田１０１９ 魚肉ソーセージ 魚肉練り製品 なし

㈲蒲糸食品 蒲郡市三谷町四舗１５ ちくわ・かまぼこ 魚肉練り製品 なし

耳野　裕三 大阪府堺市南花田口町１－４５ かまぼこ・ちくわ等 魚肉練製品 無

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 焼竹輪 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ ぼたんちくわ 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 竹笛 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 白焼竹輪　大 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 徳用　焼竹輪 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 県沖アミなると巻 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 沖アミなると巻 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 埼玉県給食焼きちくわ 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ ミニ　焼竹輪 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 焼竹輪　大 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 業務用焼竹輪　１本 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 紀文　白焼竹輪 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 業務用伊達巻　３２０ｇ 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 高瀬焼竹輪 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 冷凍生ちくわ　９５ｇ 魚肉練製品 なし 該当なし

㈱紀文食品塩釜工場 塩釜市新浜町３－３０－３０ 味丸　笹かま 魚肉練製品 なし 該当なし

一十食品(株) 名古屋市南区上浜町１－２ カツゾー 魚肉練り製品
加工品

なし

一十食品(株) 名古屋市南区上浜町１－２ 帆たら 魚肉練り製品
加工品

なし

(株)小牧 福井県敦賀市余座１３－１－１ かまぼこ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ いか入ちくわ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 磯焼きちくわ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ かに入ちくわ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ かに蒲鉾 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ かにつめ味楽・かにつみれ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ かにつめキング・かにつめフライ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ かにつめ風味 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 細工かまぼこ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 小鯛かまぼこ・鯛かま 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 小鯛骨入りちくわ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ たいかつ・魚ミックス 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 鯛のやき 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 台引き 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ ちくわ磯辺揚げ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 手造りはんぺん 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 煮込みちくわ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 棒かま 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 焼きちくわ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ 若狭かまぼこ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

㈱山川かまぼこ 福井県福井市高柳町３９－１－１ 揚げ物 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

㈱山川かまぼこ 福井県福井市高柳町３９－１－１ かまぼこ 魚肉練り製品
（魚介類加工

なし

㈱山川かまぼこ 福井県福井市高柳町３９－１－１ 竹輪 魚肉練り製品
（魚介類加工

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 紅鮭サーモンロール、ゼラチンＳ
Ｔ（ニッピゼラチン）

魚肉練り製品
（ゼラチン）

なし

扇屋食品株式会社 伊予郡松前町北黒田571 魚肉練り製品の加工品 魚肉練り製品の
加工品

無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ 牛肉入りグルメハム 魚肉ハム 無 　

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ グルメハム 魚肉ハム 無 　

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ １．５５ｋｇ角ハム 魚肉ハム 無

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ シーフードハム 魚肉ハム 無 　

千代田食品㈱ 白井市名内字新山３３５－４ 鯨ハム 魚肉ハム 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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使用・混入
の有無
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使用・混
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販売中止 製品回収
原料切換
え

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 70ｇソーセージ3本束
徳用ソーセージ
フック付徳用ソーセージ
70ｇソーセージ3本+1
90ｇソーセージ
70ｇソーセージ2本束+１本

魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類
加工品）

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 5入90ｇソーセージフック付
90ｇソーセージ5本束
90ｇ3本束ソーセージ+1本
90ｇソーセージ3本束
90ｇソーセージ5+1
90ｇソーセージ4合

魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類
加工品）

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ チルドハンバーグビーフ入り 魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ フィッシュハンバーグ 魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ばつ丸チーズ入りかまぼこ5本束 魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ トッピングソーセージ（Ｔ＆Ａ） 魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ たっぷりカルシウムハンバーグ 魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ピリッと辛い十勝チーズ 魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 5入十勝チーズinかまぼこ 魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類

無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらのソーセージ 魚肉ハム・ソー
セージ（魚介類

無 ― ― ― ― ― ―

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ ソヤファームさしみとうふ 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 素材　ひら天 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 素材　ごぼう天 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ おさしみちくわ 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 鯛入りちくわ 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ おつまみ　ささがきごぼう 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 新鮮素材　いか天 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 新鮮素材　しょうが天 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 新鮮素材　ごぼう天 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 新鮮素材　ちくわ 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ ミニ　ごぼう天 魚肉錬り製品 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
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販売中止 製品回収
原料切換
え

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 素材　いか天 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 素材　白天 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 煮込みちくわ 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ おでんちくわ 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 京ゆば風ねぎいか入り 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 冷凍　牛すじ 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 青入り板 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 鯛入天焼 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 鯛入青入り 魚肉錬り製品 なし

伊丹かねてつ食品（株） 伊丹市南本町７－１－２５ 小梅 魚肉錬り製品 なし

笠井食品株式会社 金沢市米泉町８－８ ずわいかにかまぼこ 魚肉練り製品 なし

笠井食品株式会社 金沢市米泉町８－８ ひじきかまぼこ 魚肉練り製品 なし

笠井食品株式会社 金沢市米泉町８－８ 貝柱かまぼこ 魚肉練り製品 なし

笠井食品株式会社 金沢市米泉町８－８ 牛かまぼこ 魚肉練り製品 なし

笠井食品株式会社 金沢市米泉町８－８ 鯛かにかまぼこ 魚肉練り製品 なし

笠井食品株式会社 金沢市米泉町８－８ 鯛牛かまぼこ 魚肉練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 揚げ出し枝豆とうふ250 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 揚げ出しやさいとうふ（緑黄色） 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 あつやき 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 うめやき 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 京風板わさ（赤）（白） 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 生協小梅焼 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 ちくわ1P,2P,3P 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 弁当くし天 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 弁当小梅焼き 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 弁当うずら 魚練り製品 なし
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え

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 三色串天 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 きくらげ串天 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 新鮮素材たこ玉 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 新鮮素材えび玉 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 新鮮素材豆ちくわ 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞ入りちくわ 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 おつまみちくわ 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 明石揚げ4P,5P 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 いもたこなんきん揚げ 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 ふんわり三昧 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 新鮮素材ひら天 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 にらまんじゅう 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 野菜がんも 魚練り製品 なし

伊丹かねてつ食品㈱ 伊丹市南本町 総菜おでん 魚練り製品 なし

青木食品工業㈲ いわき市平下高久字下原８５ 揚げ蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

青木食品工業㈲ いわき市平下高久字下原８５ 湯煮蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

青木食品工業㈲ いわき市平下高久字下原８５ リテーナ成形蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

金成食品工業㈲ いわき市平豊間字合礎１７８ リテーナ成形蒲鉾 魚肉ねり製品 なし 　

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ ヘルシーブレイン 魚油加工食品 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ ヘルシーシルバー 魚油加工食品 なし

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ほしえぬサーモンドロップス 魚卵状食品 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ほしえぬサーモンドロップスＮ
Ｏ．２

魚卵状食品 無し

キューピー（株） 豊田市日南町２－１ ほしえぬサーモンドロップス醤油
味

魚卵状食品 無し

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-9 新辛子明太子－N 魚卵成形加工品 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-10 新焼辛子明太子-N 魚卵成形加工品 なし

（株）山武林商店 岩内町字野束25 味付数の子 漁卵製品 なし
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㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番１号 塩筋子（５㎏） 魚卵製品 なし

㈱紀文商事釧路工場 釧路市鳥取大通８丁目１番１号 いくら醤油漬（ビン詰１５０
ｇ）、容器ライフェル（２５０
ｇ、５００ｇ、１㎏、２，５㎏）

魚卵製品 なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工場 厚岸郡厚岸町港町４４番地 味付数の子 魚卵製品 なし

㈱ぎょれん道東食品厚岸工場 厚岸郡厚岸町港町４４番地 塩助子 魚卵製品 なし

㈱ナラザキフーズ 釧路市新野２４－１０７２ 博多辛子明太子６０ｇ 魚卵製品 なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 味付け数の子（無添加Ａ） 魚卵製品(数の子) なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 味付け数の子（ﾗﾃﾞｲｯｼｭ） 魚卵製品(数の子) なし

（株）ダイエーセントラル水産
　　　　　福岡事業所

筑紫野市大字諸田字仮塚２９５－２ やまさん寄鍋Ｔ　２０
（調味料）

組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 牛すき焼き鍋 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 韓国風キムチ鍋 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 牛辛口カルビ鍋 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ こってりちゃんこ鍋 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ あっさりちゃんこ 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 豚汁 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 鶏肉だんご鍋 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 牛すじ煮込み 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ 赤鶏だんご 組み合わせ食品 無

（株）ダイエーミート福岡セン
ター

筑紫野市大字諸田仮塚２５９－１－２ さつま王豚だんご・
合鴨だんご

組み合わせ食品 無

㈱多摩ジェーシー・フーズ 東京都稲城市大丸２２３１ ピザ類 クラスト なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 160gグラタンクイックアップ 4皿
用

グラタンの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 80gグラタンクイックアップ 2皿
用

グラタンの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 マカロニグラタン ホワイトソー
スNA

グラタンの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 186g北海道グラタンホワイトソー
ス4皿

グラタンの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 93g北海道グラタンホワイトソー
ス2皿用

グラタンの素 なし

味の素ゼネラルフーヅ株式会社鈴
鹿工場

鈴鹿市南玉垣町６４１０ マツシマ向けマリーム3g×1000 クリーミングパ
ウダー

なし
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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

株式会社　全農キューピーエッグ
ステーション茨城工場

猿島郡五霞町大字元栗橋４０３－２ 乾燥ヨークランマヨネーズ風味 鶏卵加工品 なし

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 錦糸卵 鶏卵加工品 なし

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 鶏卵加工品 鶏卵加工品 なし

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 卵顆粒 鶏卵加工品 なし

一番食品（株） 福岡県飯塚市伊川
１１１５

今日のおやつ
（カレー味・ピザ味）

ケーキミックス なし

（株）松永商会　戸田工場 戸田市新曽２５０７ 牛盲腸・大腸塩漬け（ケーシング
用）

ケーシング なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町160-19 なると巻 ｹｰｼﾝｸﾞ蒲鉾 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ホットケチャップ ケチャップ なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 正田醤油辛口ケチャップ ケチャップ なし

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ケチャップ＆マスタードＷ ケチャップ・マ
スタード

無

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 ダルムスペースⅢ 検査用食品 なし

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 ダルムスペースＤＸ 検査用食品 なし

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ケンネン脂 ケンネン脂 無

ｲﾁﾋﾞｷ株式会社 名古屋市熱田区新尾頭一丁目１１番６
号

さしみ金ﾗﾍﾞﾙ18L,20L こいくちしょう
ゆ(本醸造)

なし

太陽油脂株式会社 横浜市神奈川区守屋町２－７ 食用精製加工油脂 硬化油 なし

野島食品㈱ 三条市興野１－２－４６ 糀 糀 なし

（株）伊勢萬 三重県伊勢市宇治中之切町７７－２ 神路山１．８Ｌ 合成清酒 なし

（株）伊勢萬 三重県伊勢市宇治中之切町７７－２ 神路山１８Ｌ 合成清酒 なし

合同酒精株式会社旭川工場 旭川市南４条通２０丁目１９５５番地 酒精飲料 合成清酒 なし

オリエンタル酵母工業株式会社 東京都板橋区小豆沢３－６－１０ 合成膨張剤 合成膨張剤 無

北海道日高乳業（株） 門別町富川東２ー９２０ コーヒー牛乳 コーヒー なし

北海道日高乳業（株） 門別町富川東２ー９２０ ミルクコーヒー コーヒー なし

北海道日高乳業（株） 門別町富川東２ー９２０ クレマトップ コーヒー用乳 なし

ﾈｽﾚｼﾞｬﾊﾟﾝ 飾磨郡香寺町 ポタージュスープ３種 コーンｽｰﾌﾟ なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 ほたて山菜　他 コクベースＳＮ なし

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 南蛮だれ 穀類加工品 無
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共栄フード株式会社 荒川区南千住6-27-9 パン粉（26品目） 穀類加工品 なし

クラウンフーヅ㈱ 横浜市港南区日野1-7-8 クッキー専用粉 穀類加工品 なし

クラウンフーヅ㈱ 横浜市港南区日野1-7-8 シフォンケーキミックス 穀類加工品 なし

信濃産業（株） 長野県中野市大字吉田42 新竹ビーフン・ソースかやく付き 穀類加工品 なし

鳥越製粉（株） 泉佐野市住吉町２７－１ バッターミックス 穀類加工品 無

鳥越製粉（株） 泉佐野市住吉町２７－１ から揚げ粉 穀類加工品 無

鳥越製粉（株） 泉佐野市住吉町２７－１ スポンジケーキミックス 穀類加工品 無

鳥越製粉（株） 泉佐野市住吉町２７－１ スナック＆和風バラエティーミッ
クス

穀類加工品 無

鳥越製粉（株） 泉佐野市住吉町２７－１ パンミックス 穀類加工品 無

鳥越製粉（株） 泉佐野市住吉町２７－１ ドーナッツミックス 穀類加工品 無

鳥越製粉（株） 泉佐野市住吉町２７－１ 天ぷらミックス 穀類加工品 無

日本製粉㈱関西本部 東灘区深江浜町４１ プレミックス類 穀類加工品 なし

ミツワフーズ㈱ 東灘区深江浜町３３ イタリアンミニピッツァ（ミック
ス）のクラスト

穀類加工品 なし

ミツワフーズ㈱ 東灘区深江浜町３３ ミラノ風トッピングピッツァ（３
種）のクラスト

穀類加工品 なし

ミツワフーズ㈱ 東灘区深江浜町３３ プレミックス類 穀類加工品 なし

（有）ブレ－メン 横浜市金沢区柴町　　　３５４－８６ カレ－パン 穀類加工品 なし

横浜市総合パン協同組合 横浜市金沢区福浦　　　２－１－１１ 学校給食用パン 穀類加工品 なし

㈱パスタロード 東灘区深江浜町３３ ミラノ風ピッツァのクラスト 穀類加工品 なし

㈱パスタロード 東灘区深江浜町３３ イタリアンピザクラスト，イタリ
アントッピングピッツァ及びカル
ツオーレピッツァクラスト

穀類加工品 なし

㈱マルエス 大阪府堺市毛穴町８６－１ 焼きとうもろこし 穀類加工品 無

㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 ㈱大地向けカレールウ辛口 固形 有 無 脊髄 ビーフエ
キス

実施中 実施中

㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 ㈱大地向けカレールウ中辛 固形 有 無 脊髄 ビーフエ
キス

実施中 実施中

㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 ㈱大地向けカレールウお子様 固形 有 無 脊髄 ビーフエ
キス

実施中 実施中

㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 オラッチェデミグラスソース 固形 有 無 脊髄 ビーフエ
キス

実施中 実施中

㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 ㈱大地向けデミグラスソースルウ 固形 有 無 脊髄 ビーフエ
キス

実施中 実施中
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㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 オラッチェカレールウお子様 有 無 脊髄 ビーフエ
キス

実施中 実施中

㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 オラッチェカレールウ辛口 有 無 脊髄 ビーフエ
キス

実施中 実施中

㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 オラッチェカレールウ中辛 有 無 脊髄 ビーフエ
キス

実施中 実施中

㈲大味研 枚方市大峰元町2-16-2 クリームシチュウルウ（2） 固形 無

丸三食品株式会社 大野城市御笠川１丁目１６－１ 万能中華スープ 固型スープ 無

北海道日高乳業（株） 門別町富川東２ー９２０ ココア・オ・レ ココア なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｽｲｽﾐｽｺｺｱﾐｯｸｽ ココアミックス なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｽｲｽﾐｽｺｺｱﾐｯｸｽ/ﾏｼｭﾏﾛ ココアミックス なし

熊本県酪農業協同組合連合会　菊
池工場

熊本県菊池郡泗水町亀尾字上出３５３
６

ココア ココア飲料 無し 　

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4997 ＳＤ炊き込み② ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4998 あさり釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5008 あさり釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5006 えりんぎ釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5014 釜めし三合ﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 きの子ごはん１升炊 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4992 きのこ山菜釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4998 具だくさん栗釜めしの素390ｸﾞﾗﾑ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4991 栗きのこ釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5009 栗きのこ釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5012 栗ごはんの素ﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4996 ごはんランド五目釜めし ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4994 ごはんランドちらし寿し ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 五目ごはん１升炊 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 五目混ぜごはんの素（まぜ太郎シ
リーズ）

ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 五目混ぜごはんの素トレー ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5002 山菜釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし
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カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 ﾀｲﾍｲ五目まぜごはんの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 ﾀｲﾍｲちらし寿司の素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5000 竹の子釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4992 竹の子釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 竹の子ごはん１升炊 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5015 超ﾃﾞｶ松茸釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4999 ちらし寿司の素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4998 ちらし寿司の素（ｾﾊﾟﾚｰﾄ） ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4999 ちらし寿司の素ｰS ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5005 ちりめんひじき釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5000 特選栗釜めしＰＢ410ｸﾞﾗﾑ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4996 特選栗釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4990 特選松茸釜めしPB340ｸﾞﾗﾑ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4995 特選松茸釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4997 特選松茸釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5003 とり釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 とりごはん１升炊 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4990 とり牛蒡釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5007 菜の花釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 ひじき混ぜごはんの素（まぜ太郎
シリーズ）

ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 ひじき混ぜごはんの素トレー ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ混ぜごはんの素（混ぜ太郎
シリーズ）

ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4995 ほっかほっか亭松茸ごはんの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4993 舞茸釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5004 舞茸釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4994 松茸釜めしの素 ごはんの素類 なし
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カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5010 松茸釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 松茸ごはん１升炊 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5013 松茸ごはんの素ﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4999 松茸たっぷり釜めしの素275ｸﾞﾗﾑ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波5011 豆ごはんの素ﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4993 八社会栗釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4994 八社会松茸釜めしの素 ごはんの素類 なし

カネカ食品（株） 羽島郡柳津町佐波4995 ﾕﾆｰ用松茸釜めしの素ﾃﾞｶﾄﾚｰ ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ あさり炊き込みごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 梅ちらし寿司の素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ｵｰｼﾞｰﾌｰｽﾞ用栗ごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ｵｰｼﾞｰﾌｰｽﾞ用松茸ごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 釜めしの素（シーフード版） ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 菊花ちらし寿司の素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ きのこおにぎりの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ きのこ炊き込みごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ｷｬﾌﾟﾃﾝｸｯｸ竹の子ごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ｷｬﾌﾟﾃﾝｸｯｸ松茸ごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 業務用栗ごはんｽｰﾌﾟ ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 栗釜めしの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 五目炊き込みごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 桜ちらし寿司の素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 山菜炊き込みごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ しめじ炊き込みごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ｼｭｶﾞｰﾚﾃﾞｨｰ用松茸ごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 鯛ごはんの素 ごはんの素類 なし
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株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ちらし寿司の素（業務用） ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 天味五目寿司の素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 鶏五目ＤＸ ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 鶏炊き込みごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ バロー釜飯の素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ビビンバの素辛口 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ フーズコム松茸ごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 別格山菜釜めしの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 帆立ごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 松茸100％釜めし ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 松茸釜めしＢタイプ ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 松茸釜めしＥタイプ ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 松茸釜めし業務用 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 松茸炊き込みごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 松茸たっぷりごはんの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 丸善食品・栗釜めしの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 丸善食品・松茸釜めしの素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 丸菱梅ちらし寿司の素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 丸菱桜ちらし寿司の素 ごはんの素類 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 森の幸釜めしの素 ごはんの素類 なし

カタギ食品株式会社 寝屋川市石津元町12-8 ごま製品 ごま製品 無

株式会社宝海苔 大阪府東大阪市御厨東１丁目７番１６
号

ふりかけ味付けごま ごま加工品 なし

千葉製粉株式会社 千葉市美浜区新港17 ローストフラワーBFW-K 小麦粉 なし なし

富士製粉(株） 清水市清開3-1-18 家庭用ミックス粉 小麦粉加工食品 なし

富士製粉(株） 清水市清開3-1-18 業務用製菓製パン用ミックス粉 小麦粉加工食品 なし

富士製粉(株） 清水市清開3-1-18 業務用惣菜ミックス粉 小麦粉加工食品 なし
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富士製粉株式会社 清水市清開町３－１－１８ ダイソークッキーミックス 小麦粉加工食品 なし

富士製粉株式会社 清水市清開町３－１－１８ ダイソースポンジケーキミックス 小麦粉加工食品 なし

富士製粉株式会社 清水市清開町３－１－１８ ダイソードーナツミックス 小麦粉加工食品 なし

富士製粉株式会社 清水市清開町３－１－１８ むしパン教室フジクック 小麦粉加工食品 なし

ダイヤ食品(有) 名古屋市中川区下之一色町宮分１４ パン粉 小麦粉製品 なし

ダイヤ食品(有) 名古屋市中川区下之一色町宮分１４ パン粉 小麦粉製品 なし

日清フーズ㈱ 名古屋市中川区長良町１の１ ｃo・opから揚げ粉 小麦粉製品 なし

日清フーズ㈱ 名古屋市中川区長良町１の１ 味わいしみ込むから揚げ粉 小麦粉製品 なし

日清フーズ㈱ 名古屋市中川区長良町１の１ お好み焼き粉 小麦粉製品 なし

日清フーズ㈱ 名古屋市中川区長良町１の１ から揚げ粉 小麦粉製品 なし

日清フーズ㈱ 名古屋市中川区長良町１の１ 暮らしの８８から揚げ粉 小麦粉製品 なし

日清フーズ㈱ 名古屋市中川区長良町１の１ グラタンミックス 小麦粉製品 なし

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 お好み焼き粉･
たこ焼き粉

小麦粉製品 なし

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 惣菜用粉 小麦粉製品 なし

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 デザートミックス 小麦粉製品 なし

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 デザートミックス 小麦粉製品 なし

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 デザートミックス 小麦粉製品 なし

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 デザートミックス 小麦粉製品 なし

㈱宇佐美製菓 名古屋市中川区外新町４丁目２３番地 ドーナッツシュガー 小麦粉製品 なし

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 チキン唐揚粉MW（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 唐揚粉（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 唐揚粉（6種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 唐揚粉（3種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 唐揚粉（5種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 フライドチキン用唐揚粉（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 ファンシーミックス①（2種） 小麦粉ミックス 無
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奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 ファンシーミックス②（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 バッターミックス①（10種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 バッターミックス②（4種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 バッターミックス③（4種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 カキフライ用バッター（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 クリームコロッケ用バッター（1
種）

小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 打粉（2種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 ブレッダー（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 フランスパン用パン粉（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 製菓・製パン用ミックス（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 パン用ミックス①（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 パン用ミックス②（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 ブレッダーミックス（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 パウダーミックス（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 海鮮焼ミックス（1種） 小麦粉ミックス 無

奥本製粉㈱ 貝塚市港15番地 たこ焼ミックス（1種） 小麦粉ミックス 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ 五目釜飯 米飯類 無

石井食品(株）八千代工場 八千代氏吉橋１８３５ 松茸ごはん 米飯類 無

㈱ﾁｪﾘｵｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 高槻市辻子3-25-1 清涼飲料水 コラーゲン 無

ホクヨー株式会社 山形県山形市三社５７－１ コラーゲン加水分解物 コラーゲン加水
分解物

なし

ｻﾝｽﾀｰ㈱ 高槻市朝日町3-1 清涼飲料水（２） ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 無

株式会社アスナロ化工研究所 松原市一津屋4-4-17 ファイテンラプルーブコラーゲン
フーズ

コラーゲン食品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛脂・ビターチョコフラワーペー
スト使用製品

コロネ・プリン
パン

無

㈱高見澤 長野県中野市大字安源寺708 山菜めしのもと 混合野菜味付け なし

㈱高見澤 長野県中野市大字安源寺708 きのこキムチ 混合野菜味付け なし

㈱高見澤 長野県中野市大字安源寺708 山菜味付け 混合野菜味付け なし
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え

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 ニューﾎﾟﾝ・デ・クェージェ コンソメスープ なし

協業組合パナフーズ 熊本県菊池郡泗水町田島２１４１－１ コンソメベープ コンソメスープ 無し 　

協業組合パナフーズ 熊本県菊池郡泗水町田島２１４１－１ コンソメスープ コンソメスープ 無し 　

協業組合パナフーズ 熊本県菊池郡泗水町田島２１４１－１ コンソメ（原料） コンソメスープ 無し 　

（株）天狗群馬工場 群馬県甘楽郡下仁田町大字青倉1622-1 タンパク加水分解物（骨）使用た
れつき蒟蒻

蒟蒻 なし

下仁田萩原（土屋泰敏） 群馬県甘楽郡下仁田町大字宮室１６０ 牛由来の原材料使用無し 蒟蒻

山六北栄食品㈱ 釧路市鳥取南７丁目１番２０号 さしみこんにゃく こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ かみこんビーフ味　１Ｋｇ こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ グローバル　ジャーキービーフ２
０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ サンフーズ　かみこん　ビーフ味
２０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ サンフーズ　ファイヤーペッパー
２０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ナチュラルハウス　こんにゃく
キューブ　スパイシー　１０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ナチュラルハウス黒こんチップ２
０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ナチュラル村無地袋（シート・黒
ビーフ）

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ にゃくっち　ブラックペッパー
２０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ファイヤーペッパー　１０ｇ こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ファイヤーペッパー　１０枚入り こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ファイヤーペッパー　１Ｋｇ こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ファイヤーペッパー　３ｇ こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ファイヤーペッパー　３ｇ（箱）
２０入

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ファイヤーペッパー　３ｇ（箱）
２０入り

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ファイヤーペッパー　５ｇ こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ヘルスライフ　蒟蒻チップ　ビー
フ味　２０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ ヘルスライフ　蒟蒻チップ　黒
ビーフ味　２０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ モノドン　ジャーキービーフ２０
ｇ

こんにゃく なし
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株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ モノドン　ジャーキー黒ビーフ２
０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ 健康フーズ　蒟蒻チップ　黒ビー
フ味　１８ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ 減肥美痩　黒こんチップ　２０ｇ こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ 妖怪舎　ぬりかべ（黒こん）　２
０ｇ

こんにゃく なし

株式会社　サン・フーズ 金沢市専光寺町そ７５番地２ 妖怪舎　ぬりかべ（黒こん）　５
ｇ

こんにゃく なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きおでんこんにゃく こんにゃく(牛
脂）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きミニ白滝 こんにゃく(牛
脂）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きおでんこんにゃく こんにゃく(ゼラ
チン)

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きミニ白滝 こんにゃく(ゼラ
チン)

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きおでんこんにゃく こんにゃく(ビー
フエキス）

なし

オシキリ食品株式会社 江別市工栄町5番地7 下味付きミニ白滝 こんにゃく(ビー
フエキス）

なし

佐合食品工業㈱ 岐阜県加茂郡八百津町錦織１５３０－
７５

調理ｺﾝﾆｬｸぴりころ ｺﾝﾆｬｸ加工品 なし

株式会社マルハ物産 板野郡松茂町住吉４－３ 味付けこんにゃく こんにゃく加工
品

無

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ ホット子ブタ注意報キーマカリー こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ ホット子ブタ注意報グリーンカ
リー

こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報カルボナーラ こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報カレーうどん こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報しょうゆ焼 こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報ソース焼そば こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報たらこ焼き こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報とんこつラーメン こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報ポモドーロ こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報味噌ラーメン こんにゃく製品 なし

㈱伏見屋園部工場 船井郡園部町高屋車田６ 子ブタ注意報明太子焼 こんにゃく製品 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 ３Pところ天 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 ＦＦ三角こんにゃく こんにゃく類 なし
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（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 ＮＧ刺身こんにゃく こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 Vマークところ天 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 カップそうめん風こんにゃく こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 ソウメンコンニャク冷やし中華 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 ペアところ天 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 下味付きおでん種蒟蒻 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 細萱　みそ田楽 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 細萱　玉こんにゃく こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 食卓上手　ひじき煮 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 水切り不要　ところ天 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 生芋入りこんにゃく味付け実演 こんにゃく類 なし

（株）関越物産 毛呂山町川角1301-1 本格ところ天 こんにゃく類 なし

小浜海産物株式会社 福井県小浜市川崎2丁目１－１ わかさ昆布 昆布加工品 なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ バッテラ昆布　グリーン　ウエッ
トタイプ

昆布加工品 なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ バッテラ昆布　ホワイト　ウエッ
トタイプ

昆布加工品 なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ バッテラ昆布　グリーン　　ドラ
イタイプ

昆布加工品 なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ バッテラ昆布　ホワイト　ドライ
タイプ

昆布加工品 なし

（株）カマヒロ 小牧市川西２－２６ かまぼこ　大赤、竹輪　鯛ちく 魚肉練り製品 なし

秋田県発酵工業（株） 湯沢市深堀字中川原１２０－８ 清酒 酒 無

秋田県発酵工業（株） 湯沢市深堀字中川原１２０－８ 果実酒 酒 無

秋田県発酵工業（株） 湯沢市深堀字中川原１２０－８ 合成清酒 酒 無

中埜酒造㈱ 半田市東本町２－２４ 合成清酒、清酒 酒 なし

中村八郎右衛門 あきる野市牛沼６３ 酒類 酒 なし

野崎酒造（株） あきる野市戸倉６３ 酒類 酒 なし

ハイフーズアマタケ㈱滝の里工場 陸前高田市竹駒町滝の里105-5 ｻﾗﾀﾞﾁｸｲﾝ和風たまり醤油仕立て 酒 無

厚生産業（株） 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 味付酒粕 酒粕 なし
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株式会社宮崎本店 三重郡楠町大字南 清酒、みりん 酒精飲料 なし

英君酒造株式会社 庵原郡由比町入山２１５２ 清酒 酒類 なし

信濃ワイン（株） 長野県塩尻市大字洗馬７８３ 果実酒 酒類 なし

酔仙酒造株式会社 陸前高田市高田町字大石1-1 清酒 酒類 無

原酒造株式会社 柏崎市新橋５－１２ 清酒 酒類 なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ クリーミーかぼちゃサラダ サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ こだわりパンプキン１００ サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ こだわりパンプキンとさつまいも サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ サラダベースカニ風味 サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ サラダベースカニ風味Ｎ サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ サラダベースカニ風味Ｎ サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ サラダベースパンプキン１００ サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ パンプキンとさつまいものサラダ
Ｎ

サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ ヨーグルトフルーツサラダＮ サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ ヨシケイカニ風味サラダ サラダ なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ 根菜のごま和えサラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ホタテ入り大根サラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ シーフードと野菜のサラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ イタリアンパスタサラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ いろいろのってるサラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 長崎五島列島産わかめサラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ツナサラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 海老えび明太子パスタサラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 旬のフレッシュきのこサラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 減農薬ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝのｻﾗﾀﾞ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 長崎産わかめとハムのサラダ サラダ なし
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株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ ごまだれ春雨サラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ 海鮮サラダ サラダ なし

株式会社チルディー 東京都八王子市北野町５５９番地の６ スパイシーポテトサラダ サラダ なし

㈱フーズサプライダイソー 鹿児島市東開町１３－２８ 蛋白加水分解物・ゼラチン・ビー
フエキス使用製品

サラダ・和洋惣
菜

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン使用製品 サラダ寿司 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ アスカＰＢコンソメシーズニング シーズニング 無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ ビーフエキス使用製品 シーチキンサン
ド

無

河本食品株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３６７－
１

ねり梅（しそ入り） 塩漬 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 つぼ八北海道向いか塩辛 塩漬 なし

エム・シーシー食品㈱ 長田区苅藻通５－４－１８ シチュー シチュー なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰﾎﾜｲﾄｼﾁｭｰ(所沢工場製造) ｼﾁｭｰ なし

フードサービス(有) 名古屋市中川区玉船町２－１ ビーフシチュー シチュー なし

メタル食品株式会社ＭＮＫ 豊中市服部西町５丁目14-2 ﾒﾀﾙﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ特7号缶 ｼﾁｭｰ 無

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ ビーフシチュー シチュー なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ラグ・デ・ベフ シチュー なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ プレ・ブランシェ シチュー なし

㈱ロークス本舗 名古屋市中川区中島新町４－３０２ ビーフシチュー シチュー なし

高砂スパイス株式会社 秦野市曽屋５6８ ホワイトシチュー シチュー なし

高砂スパイス株式会社 秦野市曽屋５6８ ビーフシチュー シチュー なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ １ＫＧ　ディナービーフシチュー
フレーク

シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 試供品ディナービーフシチューフ
レーク

シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ディナークリームシチュー100GH シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ディナービーフシチュー100GH シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ デザイナーズタンシチュー210G シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ デザイナーズビーフシチュー210G シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ とろけるシチュークリーム
100G,160GE,160

シチュールウ なし
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エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ とろけるシチューチーズ160G シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ とろけるシチュービーフ160GE シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくのクリームシチュー
210GD

シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ なっとくのビーフシチュー210GD シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 星みっつのシチュー200G シチュールウ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 松阪牛のビーフシチュー24 シチュールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 デラックスビーフシチュー シチュールウ なし

交易食品株式会社 横浜市港南区大久保1-5-18 ベシャメルルウ（ミズホ） シチュールウ なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ビーフシチュー シチュールー なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 カレー専門店のクリームシチュー シチュールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 熟ﾋﾞ-ﾌｼﾁｭ-     ( 大箱 ) シチュールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｸﾚｱおばさんの欧風家庭料理シ
チュー（クリーム）

シチュールー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｸﾚｱおばさんの欧風家庭料理シ
チュー（ビーフ）

シチュールー なし

アサマ化成株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町２０－３ 酸化防止剤製剤P-4 食品添加物製剤 無

（株）浅間農園 長野県小諸市甲１８３１－１ 黒ごまバター ジャム なし

（株）沢屋 北佐久郡軽井沢町大字長倉字塩沢７０
２

ミルクジャム ジャム なし

（株）沢屋 北佐久郡軽井沢町大字長倉字塩沢７０
２

くるみバタークリーム ジャム なし

（株）沢屋 北佐久郡軽井沢町大字長倉字塩沢７０
２

マロンバタークリーム ジャム なし

（株）沢屋 北佐久郡軽井沢町大字長倉字塩沢７０
２

スイートコーンバタークリーム ジャム なし

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ ミルクジャム ジャム 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ チョコレートミルクジャム ジャム 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ ミルクジャムマロン ジャム 無

ソントン食品工業㈱石岡第二工場 石岡市水久保12886 いちごジャムＰ－２ ジャム 無

㈱たかはたファーム 高畠町大字入生田１００ ジャム ジャム 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

㈱田中食品興業所 大阪府堺市砂道町３丁５－２ フルーツフィリング ジャム 無
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花太刀食品株式会社 大阪市西成区天下茶屋東２－１４－３
１

果実加工品 ジャム類 なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン使用製品 ジャンボ五目い
なり

無

福寿軒山本冷菓　（株） 京都市西京区大枝沓掛町１５－２３ シュークリーム シュークリーム なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 錦糸焼売 シュウマイ（牛
脂）

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 錦糸焼売 シュウマイ（た
んぱく加水分解

なし

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

花春酒造㈱ 会津若松市花春町５－１ 清酒花春 酒精飲料 なし

ほまれ酒造㈱ 喜多方市松山町村松常磐町２７０６ 清酒会津ほまれ 酒精飲料 なし

盛田㈱小鈴谷工場 常滑市小鈴谷字亀井戸21-1 清酒 酒精飲料 なし

夢心酒造㈱ 喜多方市字北町２９３２ 清酒夢心 酒精飲料 なし

合同酒精株式会社 東京都中央区銀座6-2-10 合成清酒 酒類 無

津乃峰酒造株式会社 阿南市長生町諏訪ノ端１１ 清酒 酒類 無

太田酒造株式会社 草津市草津3-10-37 清酒 酒類 なし

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ 食用加工油脂（５製品） 食用加工油脂 なし

月島食品工業株式会社 つくば市大字上大島１７５８－１ 食用加工油脂（５製品） 食用加工油脂 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 しょうゆ各種 しょう油 なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 ちらし寿司　いかかで生姜千切り しょうが（ビー
フエキス）

なし

河本食品株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３６７－
１

生姜みそ漬 しょうが酢漬 なし

松谷化学工業㈱ 伊丹市北伊丹 骨焼成ｶﾙｼｳﾑ 焼成牛骨粉 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 いかソーメン（タレ） しょうゆ なし

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 かつおｴｷｽ使用醤油 しょうゆ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 新ラーメン醤油 しょうゆ 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 清酒使用醤油 しょうゆ 無

土橋剛蔵 秋田県八郎潟町字一日市３３６－４ 醤油 醤油 無

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 健康醤一の紫 醤油 無

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ こんぶしょうゆ しょうゆ なし
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服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ まいたけしょうゆ しょうゆ なし

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 小唄寿司醤油 醤油 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ からし＆醤油Ｗ 醤油・からし 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 交易包子のたれＷ 醤油・からし 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ベルリトル中華のたれＷ 醤油・からし 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ わさび＆醤油Ｗ 醤油・わさび 無

（株）アサヒデリカ 群馬県館林市岡野町３ みりん使用（ゼラチン（骨））
しょうゆ加工品

しょうゆ加工品 なし

（株）アサヒデリカ 群馬県館林市岡野町３ 調味料使用（肉、骨）しょうゆ加
工品

しょうゆ加工品 なし

上ホ醤油㈱ 下館市樋口303 玄人 しょう油加工品 無

上ホ醤油㈱ 下館市樋口303 技 しょう油加工品 無

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ 調味料、エキス使用（肉、骨）醤
油加工品

醤油加工品 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（ゼラチン（骨、
皮））醤油加工品

醤油加工品 なし

きんまる星醤油（株）＊正田醤油
㈱報告分

埼玉県大里郡妻沼町大字妻沼372-1 ゼラチン（骨）使用のみりん使用
醤油加工品

醤油加工品 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

ゼラチン（骨）使用のみりん使用
醤油加工品

醤油加工品 なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん（肉（皮））使用醤油加工
品

醤油加工品 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（肉、骨）使用醤油加工品 醤油加工品 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料、エキス使用（肉、骨）醤
油加工品

醤油加工品 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 ゼラチン（骨）使用のみりん使用
醤油加工品

醤油加工品 なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん使用（ゼラチン（皮））醤
油加工品

醤油加工品 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 清酒、エキス使用（ゼラチン
（骨、皮））醤油加工品

醤油加工品 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨）醤油加工品

醤油加工品 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 梅ザーサイ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 梅山くらげ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 貝ひもザーサイ しょうゆ漬 なし
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久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 貝ひも山くらげ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 辛口五目牛蒡 しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ きのこ山菜（日配） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ きのこたまり しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ きのこちゃん しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ キムチメンマ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ザーサイ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 山菜キムチ（旧タイプ） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 山菜キムチ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 千切りザーサイ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 徳用醤油めんま しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 徳用山くらげ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 菜の花しめじ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 菜の花なめこ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ のりなめこ しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ビビンバ山菜 しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 松前山牛蒡 しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ゆずこんにゃく しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ れんこんの芽たまり漬 しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味山菜（特注品） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味山菜（無添加）（特注品） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ビビンバ酒盗（Ｂタイプ）（特注
品）

しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ビビンバ酒盗（Ｃタイプ）（特注
品）

しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味菜の花（無着色）（特注品） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 味の蕗（無着色）（特注品） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ こんにゃくキムチ（特注品） しょうゆ漬 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ザーサイ（特注品） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ナムル山みつば（特注品） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ナムルわかめ（特注品） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 人参ナムル（特注品） しょうゆ漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 山くらげ（無添加）（特注品） しょうゆ漬 なし

新進漬物（株） 長野県下高井郡木島平村大字穂高3623 野沢菜たまり漬 しょうゆ漬 なし

新進漬物（株） 長野県下高井郡木島平村大字穂高3623 野沢菜 しょうゆ漬 なし

津南町森林組合 中魚沼郡津南町大字中深見乙２１７６ 山菜風味等 しょうゆ漬 なし

富井義裕（とみき漬物） 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷4608-1 野沢菜漬 しょうゆ漬 なし

富井義裕（とみき漬物） 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷4608-1 野沢菜キムチ しょうゆ漬 なし

のざわおんせん野沢菜漬生産組合 長野県下高井郡野沢温泉村平林1162-2 野沢菜漬 しょうゆ漬 なし

㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ 刻み しょうゆ漬 無

㈱サントー 長野県中野市大字新保323番地2 竹の子しょうゆ漬 しょうゆ漬 なし

㈱サントー 長野県中野市大字新保323番地2 きのこしょうゆ漬 しょうゆ漬 なし

㈲福田屋商店 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷4379-32 野沢菜漬 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 味付け菜の花 しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 味わらび しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山菜風味 しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山の味 しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 味みつば しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 菜の花きのこ しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 菜の花しめじ しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 黄金きのこ しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 きのこ風味 しようゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 なめこ山菜 しようゆ漬 なし

ニホンフード（株） 岩見沢市大和4条7丁目 キムチメンマ しょうゆ漬 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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）サンエー 長野県中野市大字新井367-4 山ごぼうたまり しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 味なめこ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 きのこ入山菜 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 きのこ四色 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 白樺 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 菜の花なめこ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 きのこ味五色 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 なめこと菜の花 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ひさご（なめこ） しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ひさご（わらび） しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山里の四季（なめこ） しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 わらび小袋 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 筍土佐煮 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 四川ザーサイ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 梅こんにゃく しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 あしたば土佐煮 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 味山菜大入袋 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 タラの芽 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 細竹キムチ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 たけのこキムチ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 穂先ピリ辛筍 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 舞茸しぐれ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 きのこたまり しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 しめじたまり漬 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 細竹たまり しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 徳用わらびたまり しょうゆ漬 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 焼舞茸 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 きくらげしめじ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山しめじ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 きのこの里 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ひさご（たけのこ） しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 野沢菜キムチ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 野沢菜みそキムチ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山ごぼう漬 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 味付椎茸 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 松前ごぼう しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 深山ごぼう しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 野沢菜しその実茶漬 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ピリ辛小なす しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山くらげ味付 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 さっぱり山くらげ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山くらげ梅肉漬 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 梅の香菜の花 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ピリ辛野沢菜 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 笹がき梅山ごぼう しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 椎茸南蛮もろみ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 南蛮たまり しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 京風しば漬 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ひとくち小茄子 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 旬の味たまり漬 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山菜もろみ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 かりかりきゅうり しょうゆ漬 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山椒きくらげ茸 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 もろみ漬 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 焼しょうゆにんにく しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 野沢菜風味 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 山うどたまり しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 田舎風味 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 そばの実なめこ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 みつばなめこ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 そばの実のりなめこ しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 うどぶき五色煮 しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ピリ辛小きゅうり しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 かりんこきゅうり しょうゆ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 ろばた山ごぼう しょうゆ漬 なし

（株）松美産業新潟工場 大和町茗荷沢515 金平わかめ　他 しょうゆ漬 なし

新進漬物（株） 長野県下高井郡木島平村大字穂高3623 山ごぼうキムチ しょうゆ漬 なし

雪国食品有限会社 柏崎市大字細越４３ ザル入釜めし（五目、まいたけ、
きのこ、松茸、山菜）

しょうゆ漬け なし

雪国食品有限会社 柏崎市大字細越４３ 竹取物語 しょうゆ漬け なし

雪国食品有限会社 柏崎市大字細越４３ 竹の子てっぽう しょうゆ漬け なし

雪国食品有限会社 柏崎市大字細越４３ 本格キムチにんにくのスタミナ漬 しょうゆ漬け なし

雪国食品有限会社 柏崎市大字細越４３ 焼きにんにく しょうゆ漬け なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 味付数の子 黒醤油 白造り しょう油漬 なし

（株）増子 北蒲原郡聖籠町東港７－５５２５－１
２

たまり漬け しょう油漬け なし

有限会社上川山菜加工 東蒲原郡上川村大字日野川甲２４６８
－２

きのこおこわの具等 醤油漬け なし

㈱ショクセン 小樽市銭函３－２６３－２９ 各種調味液 醤油類 無

雪国食品有限会社 柏崎市大字細越４３ 焼きにんにく、スタミナ漬　等 しょうゆ漬け なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

三和食品商事（株） 八戸市新井田立石沢１２－２ めんつゆ（ストレート、鰹風味、
さばだし、きじ、焼きそばソー
ス、冷麺）、うどんつゆ

しょう油 なし

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＡＰ－１ ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ マクドナルド ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ アウトバックショートニング ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 学校給食用ショート ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ アメリカーナ ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ アメリカーナＫ ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ アメリカーナＮ ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＦＳフライショートＶＦ ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ デイリーショート ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ファーストキッチンショートニン
グ

ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＤＱショート ショートニング 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ フライングショートＯＬ ショートニング 無

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ショートニング（４種類）（食用
動物油脂：牛脂）

ショートニング なし

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ショートニング（４種類）（乳化
剤）

ショートニング なし

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 学給用ショートニング１５ｋｇ，
２０ｋｇ

ショートニング なし

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ブレッドメイト１００　１５ｋｇ ショートニング なし

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ エコナＣＯ ショートニング 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ スーパーソフトエコナ ショートニング 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ ニューエコナＳＳ ショートニング 無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスショートニングＭＭＦ ショートニング なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスショートニングＭＤ ショートニング なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスＰＣＯ ショートニング なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ボックスオイルＫ ショートニング なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ポップコーンオイル ショートニング なし
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の有無
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

太陽油脂株式会社 横浜市神奈川区守屋町２－７ ショートニング ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ オレンジバタークリーム ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ クリーンオイル ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ サンクリーン ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ チョコバター ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ ネオエース１００ ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ ネオエース２００ ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ ハイミルク１００ ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ バタークリームＤ ショートニング なし

ネオ食品株式会社 金沢市福増町北２０４番地１７ 耐熱用チーズ　ソフト ショートニング なし

明治製菓㈱大阪工場 高槻市朝日町1-10 ﾁｮｺｽﾅｯｸ（15） ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ 無

明治製菓㈱大阪工場 高槻市朝日町1-10 焼き菓子（5） ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ 無

横関油脂工業㈱ 茨城県北茨城市中郷町日棚６４４－４
９

精製牛脂 ショートニング 無

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ ショートニング ショートニング なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1163 ＳＮショート ショートニング なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1172 ニューショート ショートニング なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1173 日学給ショート ショートニング なし

㈱羽場商会 新宿区西落合１－２５－３ ヘット ショートニング なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ ＳＢオイルＺローリー ショートニング なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ SBスペシャル ショートニング なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ ＳＢスペシャルローリー ショートニング なし

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ ショートニング（２７製品） ショートニング なし

月島食品工業株式会社 神戸市東灘区深江浜町４７ ショートニング（２７製品） ショートニング なし

日本食品(株) 東区箱崎七丁目９番５８号 Ａショートニング ショートニング 無

ミヨシ油脂㈱　神戸工場 長田区苅藻通７－１－４８ ショートニング類（１５品種） ショートニング
類

なし

川口水産株式会社 和歌山県有田市宮原町滝川原２１２ ポン酢 食酢 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

㈱ダイエーミート 茨木市横江2-7-52 ローストビーフ２種類 肉類加工品 無

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 バンド･ミー 食パン 無

（株）マルト神戸屋 浜松市市野町２７５０ 神戸屋づくり、バターロール 食パン 無

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 KIMURAYABREAD、食卓充実テー
ブルブレッド、ライ麦パン、イイ
ダテーブルブレッド、IYライ麦パ
ン、無添加チルド３斤、ブラウン
食パン３斤、カロチン食パン３斤

食パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 エブリデーブレッド 食パン なし

株式会社四国シキシマパン 砥部町岩谷口110 食パン 食パン 無

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ シルバーブレンド 食パン なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ ロイヤルクリームブレンド 食パン なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ バターロール 食パン なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ 学校給食パン 食パン なし

多摩雪印牛乳㈱ 東京都多摩市貝取10号８３１－１ パウンドケーキ 食パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９７ 食パン 食パン なし

㈱東京ポンパドウル宇都宮店 宇都宮市宮園町5-4 食パン 食パン 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 食パン 食パン なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 食パン類 食パン（牛脂） なし

日糧製パン株式会社 江別市大麻扇町3-6 食パン類 食パン（牛肉） 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 マイハート、菓子パン 食パン、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 サニーブラウン 食パン類 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ アンバーハーム 食パン類 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 吟撰ソフト 食パン類 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ 超熟食パン 食パン類 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ Ｈ食パン 食パン類 無

敷島製パン（株）パスコ利根工場 千葉県野田市中里２７６６ サンド用パン 食パン類 無

大川食品工業株式会社 沼津市小諏訪４００ 野菜漬の素 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
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

新進科研（株） 群馬県前橋市五代町679-3 調味料使用アミノ酸粉末 食品原材料 なし

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ベシャメルＰ－ＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ウェットマサラＧＥー５９７６ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ワインソース稲 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ タコヤキペーストＧＥー５４１１ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ スパイス玉葱ソテー 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ スパイスＳＯーＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ソースベースＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ スパイスルーＨＦ２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ルーセピアＨＦ２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ パームドミグラスＩＢ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ミルクコンクＨＦ２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ミルクコンクＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ フォンドボーペーストＧＥー８０
３８

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ドミグラスＩＢ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ドミグラスソース稲 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ドミグラスソースＧＥー６５５９ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ドミグラスソースＧＥー４４２２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ カレーブレンドＣＮ２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ カレーＣＵパウダ＾ー２ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ カレーソテーＯＴＳ－２８３９ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ カレーソテーＯＴＳー１６５９ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ブイヨンＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ブイヨンＩＢ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ビーフペーストＧＥー６７２４ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ビーフフルーツペーストＧＥー６
８５６

食品原料 無
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稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ビーフフルーツペーストＧＥー４
３６９

食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ブラウンルーＴ－３０６９ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ビーフブイヨンＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ ビーフミートＨＦ 食品原料 無

稲畑香料㈱関東工場 水海道市大生郷町６１４０－４ バルサミコワイン稲 食品原料 無

クレードル食品㈱ 北海道網走郡美幌町字稲美１６４ 乾燥マッシュポテト 食品原料 なし

カイホープロダクツ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－１２－２９ カプセル 食品材料 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ クリール 食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ 桂お好み焼きの素 食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ バッターミックス 食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ バッターミックス－ＫＦ 食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ バッターミックス－ＮＳ 食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ バッターミックス－ＮＳＳＣ 食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ バッターミックス　クロケット 食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ バッターミックス　フライミック
ス

食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ バッターミックス　オオタミック
ス

食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ バッターミックス　フリッター粉
B

食品素材 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ AS-No.5 食品素材 なし

阪急食品工業㈱ 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1
丁目９９

たらこふりかけ 食品素材 なし

アイゼン保土谷株式会社 東京都北区王子３－２２－２ マイミー 食品添加物 無

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ ATM-8 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ にこごりゼラチンATM-2 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ 調味料MO 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ ベーキングパウダーNo.2 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ ベーキングパウダーNo.７ 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ ベーキングパウダー　マリンフー
ドNo.2

食品添加物 なし
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え

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ ライザーGC　No.2 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ 助っ人君G3 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ トレイン-1 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ トレインスター 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ トレインはるか 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ トレインつばさ 食品添加物 なし

赤田善㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－５３ ライフ 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 910580 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニアガーＭＪ－Ｒ１ 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ＬＵＭ－５５ 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニアガーＭＪ－１６Ｈ 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニアガーミルク 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニアガーＭＪ－５ 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニアガーＷＰ－６ 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニアガーＭＪ－１７ 食品添加物 なし

今津薬品工業株式会社 東京都北区上中里２－５－１９ ライダン・ハイM 食品添加物 無

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ CREMODAN　ATS20J 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ CREMODAN　DOM15 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ CREMODAN　Mousse301J 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ FRUCTODAN　SL212J 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ アクアゲル　GPN-７７ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ アクアゲル　GPN-７８ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ アクアゲル　GPN-９２０ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ アクアゲル　K-１ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ アクアゲル　SP-Y105 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ 杏仁　M-1 食品添加物 なし
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株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ キャロベックス　F-４－A 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ キャロベックス　GPN-５ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ キャロベックス　S-３００ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ キャロベックス　S-６２０ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ キャロベックス　SB-１ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ キャロベックス　SF-１１０ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ キャロベックス　ST-10A 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ タカラゲン　AMP-3 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ タカラゲン　APL-４ 食品添加物 なし

株式会社タカラゲン 静岡県下田市中５５４ タカラゲン　CJA-４４F 食品添加物 なし

関東食研㈱ 東京都墨田区緑４－２３－４ ゲル化剤Ｐ－ＫＳ１ 食品添加物 なし

関東食研㈱ 東京都墨田区緑４－２３－５ 乳化剤製剤Ａ 食品添加物 なし

関東食研㈱ 東京都墨田区緑４－２３－７ 乳化剤製剤ＳＰ－Ｓ 食品添加物 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ コクメイトＣＡ 食品添加物 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ シーズニングＲ－１ 食品添加物 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ ロビメットＲＯ－５ 食品添加物 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ ＭＲＷ－２ 食品添加物 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ ハプロＨＶ 食品添加物 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ ハプロＳＫ－２ 食品添加物 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ Ｂ－１０００ 食品添加物 なし

孔雀食品株式会社 西区高塚台５丁目４－１９ ハロスターＥ 食品添加物 なし

合資会社鈴や製パン 君津市久留里市場７１５ ネオ、ソフトドー 食品添加物 無

昭栄製糖㈱ 須磨区弥栄台３－３－８ グルコノデルタラクトン 食品添加物 なし

台糖㈱　神戸事業所食材事業本部 長田区東尻池新町１－２６ グリーン６２５（着色料製剤） 食品添加物 なし

台糖㈱　神戸事業所食材事業本部 長田区東尻池新町１－２６ ガーデニアン・レッド－Ｎ・Ａ－
台糖（Ｌ）（着色料製剤）

食品添加物 なし

台糖㈱　神戸事業所食材事業本部 長田区東尻池新町１－２６ ガーデニアン・レッド－Ｎ・Ａ－
台糖（着色料製剤）

食品添加物 なし
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台糖㈱　神戸事業所食材事業本部 長田区東尻池新町１－２６ アナトー台糖（ＮＲ）（着色料製
剤）

食品添加物 なし

台糖㈱　神戸事業所食材事業本部 長田区東尻池新町１－２６ β－カロチン－台糖Ｎｏ．２（着
色料製剤）

食品添加物 なし

台糖㈱　神戸事業所食材事業本部 長田区東尻池新町１－２６ β－カロチン－台糖（着色料製
剤）

食品添加物 なし

台糖㈱　神戸事業所食材事業本部 長田区東尻池新町１－２６ パプリカ－台糖（２５Ｃ）（着色
料製剤）

食品添加物 なし

台糖㈱　神戸事業所食材事業本部 長田区東尻池新町１－２６ パプリカ－台糖（２５）（着色料
製剤）

食品添加物 なし

日本化薬㈱東京工場 東京都北区志茂３－３１－１２ ポリアクリル酸ナトリウム 食品添加物 無

日本化薬㈱東京工場 東京都北区志茂３－３１－１２ DL-メチオニン 食品添加物 無

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニアガーＭＪ－６７ 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆｱｶﾞｰCM-90 食品添加物 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ｶｾﾞｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ 食品添加物 なし

株式会社　富士商事 江戸川区西小岩１－２６－７ 食品添加物（ゲル化製剤） 食品添加物 なし

株式会社　富士商事 江戸川区西小岩１－２６－７ 食品添加物（プロピレングリコー
ル脂肪酸エステル）

食品添加物 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 ねり鮮 食品添加物 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 マイルダーＧA713 食品添加物 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 マイルダーＫ-766 食品添加物 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 マイルダーＧA508 食品添加物 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 キンキルド 食品添加物 なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 プロダクターSZ-1435 食品添加物 なし

月島食品工業株式会社 つくば市大字上大島１７５８－１ 食品添加物（２製品） 食品添加物 なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ カロチンベースＴＡ－４Ｂ 食品添加物（β
－カロチン製

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ カロチンベースＦ－６１４ 食品添加物（β
－カロチン製

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ カロチンベースコンク＃８２Ｋ 食品添加物（β
－カロチン製

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ サワーミックスパウダーＭ－１１ 食品添加物（安
定剤製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ サワーミックスパウダーＭ－２３ 食品添加物（安
定剤製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ サワーミックスパウダーＳ 食品添加物（安
定剤製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ゲルソフトＹ－５２９ 食品添加物（安
定剤製剤）

なし
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日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ホモジーＫ 食品添加物（カ
ゼインナトリウ

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ゲルソフトＹＫ－２７４ 食品添加物（ゲ
ル化剤製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ゲルソフトＺＫ－３１２ 食品添加物（ゲ
ル化剤製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ゲルソフトＺ－１１６３ 食品添加物（ゲ
ル化剤製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ゲルソフトＺ－１１７０ 食品添加物（ゲ
ル化剤製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ゲルソフトＺＫ－１２４１Ｅ 食品添加物（ゲ
ル化剤製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ アップルＺ－７０７Ｂ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ アズキＫ－６３１ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ウメシュＴＴ－３ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ コーヒーＢ－７８ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ コーヒーフレーバー＃１２７ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ コーヒーＪ－７ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ シソＫ－１ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ チョコレート＃１２８１Ｃ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ バーモント＃８７ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ プリン＃６２６２ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ プリン＃１０７１Ｅ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ プリンフレーバーＫＤ－１５ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミックスフルーツ＃６３０－ＮＧ
Ｐ

食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミルク＃００５２Ａ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ワニラＳ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ワニラＡＲ－２００ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ワニラフレーバー＃１０３１ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ワニラフレーバー＃１０３１ＮＰ
Ｇ

食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ アーモンドブランチフレーバー＃
８

食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ サツマイモＧ－９３２ 食品添加物（香
料製剤）

なし
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日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ コーヒーＡＮ－３１１Ｅ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ スイカ＃００６１Ｃ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミックスフレッシュフレーバー＃
６４

食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ カニパウダー＃２７１６－Ｃ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ コーヒー＃１１２１ＣＰ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ チョコレートＦＰ－２７２１Ｅ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ワニラＦＰ－７２１ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ワニラＦＰ－２６１１Ｊ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ クリーム＃４００ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ クリームフレーバー＃１０００ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ケンラクヨーグルトＳ－３ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ コンデンスミルクＳ－２ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ サワークリームベース＃８２５０ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ プリンＨ－１８１１ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミルクＳＷ－１ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミルクＧ－１７７２ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミルクＧ－１７２２２ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミルクフレーバーＷ－２０８ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ヨーグルトフレーバーＨＡ－２３ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ プリン＃１０７１Ｅ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミルクＮ－１６３３Ｌ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミルク＃００３２Ｈ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミルクフレーバーＮＡＴ－９９２
１

食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ クリーム＃１２７１Ｈ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ビーフＢ－２２２ 食品添加物（香
料製剤）

なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ ミネラルミックスＫ－５５ＨＡ 食品添加物（清
涼飲料水用）

なし
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日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ リゾチームベース＃３Ａ 食品添加物（日
持向上剤製剤）

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GES 食品添加物(食品
添加物)

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GEO 食品添加物(食品
添加物)

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ES-5 食品添加物(食品
添加物)

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HEO-N 食品添加物(食品
添加物)

なし

ﾀﾞﾆｽｺｶﾙﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 新宿区西新宿６－１２－１ バターフレーバー 食品添加物香料
製剤

なし

ﾀﾞﾆｽｺｶﾙﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 新宿区西新宿６－１２－１ ミルクフレーバー 食品添加物香料
製剤

なし

オリエンタル酵母工業株式会社 東京都板橋区小豆沢３－６－１０ 食品添加物製剤 食品添加物製剤 無

（株）文化ゼラチン研究所 群馬県館林市当郷６０－１ ゼラチン（牛皮使用） 食品用原料 なし

（株）ミキコーポレーション 群馬県高崎市芝塚町1838-1 乳化剤使用油脂 食品用原料 なし

タカナシ乳業（株） 神奈川県横浜市旭区本宿町５ ゼラチン使用ソフトミックス 食品用原料 なし

日清フーズ（株）館林工場 群馬県館林市栄町６－１ タンパク加水分解物使用お好み焼
き粉

食品用原料 なし

日清フーズ（株）館林工場 群馬県館林市栄町６－１ ビーフエキス使用お好み焼き粉 食品用原料 なし

日清フーズ（株）館林工場 群馬県館林市栄町６－１ ゼラチン使用お好み焼き粉 食品用原料 なし

日清フーズ（株）館林工場 群馬県館林市栄町６－１ 肉使用お好み焼き粉 食品用原料 なし

長谷川香料（株） 群馬県邑楽郡板倉町大字大蔵１０－３ 肉使用シーズニングオイル 食品用原料 なし

長谷川香料（株） 群馬県邑楽郡板倉町大字大蔵１０－３ 牛脂使用シーズニングオイル 食品用原料 なし

長谷川香料（株） 群馬県邑楽郡板倉町大字大蔵１０－３ ゼラチン使用（牛皮使用）フレー
バー

食品用原料 なし

長谷川香料（株） 群馬県邑楽郡板倉町大字大蔵１０－３ ビーフエキス、タンパク加水分解
物、ゼラチン使用オイル

食品用原料 なし

長谷川香料（株） 群馬県邑楽郡板倉町大字大蔵１０－３ ビーフエキス、タンパク加水分解
物使用オイル

食品用原料 なし

長谷川香料（株） 群馬県邑楽郡板倉町大字大蔵１０－３ ビーフエキス使用ペースト 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ｴｽﾌﾟﾛｰｹﾞﾝ１８６ＭＴ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ｴｽﾌﾟﾛｰｹﾞﾝＭ２１２ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ｴｽﾌﾟﾛｰｹﾞﾝＭ２１７ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ｴｽﾌﾟﾛｰｹﾞﾝＭ２８５ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ｴｽﾌﾟﾛｰｹﾞﾝＰ 食品用原料 なし
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え

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ゲルアップＪ３５３４ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ゲルアップＪ７２７ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ゲルアップＭＮ１８４８ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ゲルアップＰＩ７９６ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ゲルアップＰＩ７９６Ｒ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ゲルアップＹＯＨ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ コラーゲンＳＴ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ｻﾝﾅｲｽＳ２６６ 食品用原料 なし

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲生郡日野町大谷３４１－８ ﾋﾞｽﾄｱｯﾌﾟＤ４４４ 食品用原料 なし

三基食品㈱ 兵庫県西宮市鳴尾浜3-12-4 ミキエコー37 食品用ソフトカ
プセル

なし

日清ｺｽﾓﾌｰｽﾞ㈱ 横浜市磯子区新森町1 ｿｲﾐｰTB-1 植物たん白 なし

倉谷化学産業株式会社 東京都中央区日本橋中洲１２－１０ アゲミックス 植物たん白加工
品

無

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ﾋﾟｭｾﾗ 植物油加工食品 なし

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ 製菓・製パン用材料 食用加工油脂 無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマーガリンＨＯＴ 食用加工油脂 なし

(有)ニッポー商事 静岡県富士宮市大中里１０２８ 小麦はいが油（１３２ｇ） 食用小麦はい芽
油

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 牛脂食用硬化油 食用精製加工油
脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂Ｈ 食用精製加工油
脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂ＤＳ－４オイル 食用精製加工油
脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ カレーオイルＧＳ－２ 食用精製加工油
脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ カレーオイルＧＳ－２ 食用精製加工油
脂

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 硬化精製牛脂 食用精製加工油
脂

無

月島食品工業株式会社 神戸市東灘区深江浜町４７ 食用精製加工油脂（１製品） 食用精製加工油
脂

なし

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ 体脂肪健康エコナ（エコナクッキ
ングオイル）

食用調理油 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ コレステロール健康エコナ（エコ
ナヘルシー＆ヘルシークッキング

食用調理油 無

（株）直江津油脂 新潟県上越市大字東中島２４４ ヘット 食用油脂 なし
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（株）山本物産 広神村大字今泉８９５ 牛油（ヘッド） 食用油脂 なし

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＳＢオイル 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＳＢオイルーＴ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＳＢオイルーＺ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食硬牛脂Ｋ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 牛脂Ｋ４７ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂Ａ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ サンテオレフライオイル 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ STH-1 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ＤＳ－４オイル 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ヘット４１℃ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ リスショートＯＲ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用硬牛脂Ｈ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 硬化油 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食牛脂 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂Ａ　４６℃ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂Ａ　４７℃ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂ＫＦ 食用油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ 食用牛脂硬化油４７ 食用油脂 無

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 牛脂硬化油（食用精製加工油脂） 食用油脂 なし

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 食用油脂（１種類）（食用精製加
工油脂：牛脂硬化油）

食用油脂 なし

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 食用油脂（２種類）（食用動物油
脂：牛脂）

食用油脂 なし

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 食用油脂（１種類）（食用動物油
脂：牛脂）

食用油脂 なし

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 食用油脂（９種類）（食用動物油
脂：牛脂，食用精製加工油脂：牛
脂硬化油）

食用油脂 なし
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植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 香味油（食用動物油脂：牛脂） 食用油脂 なし

植田製油㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 食用油脂（２種類）（乳化剤） 食用油脂 不明 有（適切な圧力下で
200℃20分間：EU規
定）

脳，脊
髄，眼，
回腸遠位
部

乳化剤

大島油脂株式会社 荒川区荒川1‐13‐10 牛脂 食用油脂 なし

株式会社箕輪油脂工業所 荒川区荒川8-13-7 マロー油 食用油脂 なし

岐阜製油協業組合 岐阜県養老郡養老町沢田2505 角牛脂 食用油脂 なし

岐阜製油協業組合 岐阜県養老郡養老町沢田2505 牛脂 食用油脂 なし

岐阜製油協業組合 岐阜県養老郡養老町沢田2505 クラウンラード＃300（調整ラー
ド）

食用油脂 なし

岐阜製油協業組合 岐阜県養老郡養老町沢田2505 調整ラード 食用油脂 なし

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ スーパーマーガリン 食用油脂 無

合資会社徳岡商会 荒川区町屋5-22-1 牛骨油 食用油脂 なし

四国油脂株式会社 鳴門市撫養町立岩字五枚８２ 食用油脂 食用油脂 無

太陽油脂株式会社 横浜市神奈川区守屋町２－７ 精製牛脂 食用油脂 なし

太陽油脂株式会社 横浜市神奈川区守屋町２－７ ＴＣグラサージュ 食用油脂 なし

徳島化製事業組合精製工場 徳島市不動本町３丁目１７１２番地２ 食用油脂 食用油脂 無

日光油脂㈱ 東京都墨田区東墨田２－１４－２３ 牛脂 食用油脂 なし

福岡レンダリング協同組合 福岡県田川郡大任町大字今任原桑原工
業団地

牛脂 食用油脂 無

富士食品工業株式会社静岡金谷工
場

榛原郡金谷町牛尾1600-1 日京クリエイト中華オイル
（0306862）

食用油脂 無

不二製油（株） 泉佐野市住吉町１ 食用油脂製品 食用油脂 無

北海道ラード㈱ 小樽市奥沢４－２９－８ 精製牛脂 食用油脂 無

北海道ラード㈱ 小樽市奥沢４－２９－８ 調合牛脂 食用油脂 無

ミヨシ油脂㈱　神戸工場 長田区苅藻通７－１－４８ 食用油脂（３１品種） 食用油脂 なし

ミヨシ油脂㈱東京工場 東京都 飾区堀切４－６６－１ 食用油脂(フライ用) 食用油脂 なし なし

ミヨシ油脂㈱東京工場 東京都 飾区堀切４－６６－１ 食用油脂Ｋ 食用油脂 なし なし

有限会社　天野油脂 富士市厚原１５３３－７ 牛背脂、牛ケンネン脂 食用油脂 なし － － － － －

横関油脂工業㈱ 茨城県北茨城市中郷町日棚６４４－４
９

牛脂局度硬化油 食用油脂 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

横浜油脂工業㈱ 横浜市西区南浅間１－１ 食用油脂１７種 食用油脂 なし

横浜油脂工業㈱ 横浜市西区南浅間１－１ 食用油脂１種 食用油脂 不明 有(加水分解条件：最
低２００℃及び適切に
相応の圧力で２０分間
の処理）

脳脊髄目
回腸

ソルビタ
ン酸脂肪
酸エステ
ル

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌﾌﾚｰﾊﾞｰｵｲﾙ
(T-450)

食用油脂 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾛｰｽﾄﾁｷﾝﾌﾚｰﾊﾞｰｵｲﾙ
(RF-001）

食用油脂 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ｴﾏｵｲﾙ B-130 食用油脂 なし

理研食品㈱　新港工場 仙台市宮城野区港4-12-11 ﾎﾟｰｸｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞｵｲﾙ
K-3005

食用油脂 なし

理研ﾋﾞﾀﾐﾝ（株）大阪工場 枚方市出口1-1-32 粉末油脂 食用油脂 無

㈱朝日 東京都墨田区東墨田２－４－６ 牛脂 食用油脂 なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ カルプロ８００２ 食用油脂 なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ 炊飯油シリーズ 食用油脂 なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ 練込油ごま風味 食用油脂 なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ ハイトラストTCシリーズ 食用油脂 なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ ハイトラストY-10 食用油脂 なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ 花咲油シリーズ 食用油脂 なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ パンクリーンシリーズ 食用油脂 なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ 焼きそばオイルTS 食用油脂 なし

有限会社イロハ商会 筑紫郡那珂川町今光１丁目９番地 食用油脂 食用油脂 無

株式会社　グルーゲン 東京都板橋区富士見町２０－１０－１
０７

クリーンヒット 食用油脂
(ﾊﾟﾝ用離型剤)

無

ミヨシ油脂㈱　神戸工場 長田区苅藻通７－１－４８ 食用油脂（５２品種），マーガリ
ン類（４３品種），ショートニン
グ類（６３品種）

食用油脂，マー
ガリン類，
ショートニング
類

なし

日本ピュアフード（株）長岡プラ
ント

長岡市新開町２９５６－１８ 牛脂テトラヘッド 食用油脂類 なし

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＢＦＫ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＢＦＫ（キナワ） ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＣＲ ショトニング 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＣＲＣ８ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＣＵＬＧ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＬ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＬＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＭＸＦＢＶＺ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＭＸＶ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＮＧＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＮＧＳＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＮＧＳＴ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＮＳＳＴ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＮＳＳＴ（Ｓ） ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＶＬ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＶＬＦＲ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＶＬＧ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＶＬＧＺ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＦＢＶＪＺ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＦＰＸ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＦＰＸ（Ｏ） ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＧＯＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＧＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＧＳＭ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＩＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＮ３５Ｍ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＮ３７Ｍ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＴＫＳ ショトニング 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
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

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＩＹＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＪＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＡＳＨ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＢＭＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＳＨ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＳＨ（Ｔ） ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＳＬ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＷＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＬＳＺ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＢＤＳＮ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＣＤ－２Ｓ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＰ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＰＫ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＰＳＰ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＰＹ（Ｐ） ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＳ－２ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＯＲＳＬ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＲＳＴ－ＡＢ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＳ（Ｏ） ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＳＤ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＳＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＳＳＴＺ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＳＺ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＢＯＬ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＰＴ ショトニング 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＳＣ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＡＢ１ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＡＢ２ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＣＢ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＣＢＺ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＣＧ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＣＧＲ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＬ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＬ（Ｒ） ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＬＨＢ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＬＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＭＲ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＭＳ１０－Ｂ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＮＬ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＮＬＨ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＴ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＴ（Ｓ） ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＴＣ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＴＨＬ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＴＰＣ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＧ１０ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＧ２０ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＧＨ３０ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＧＭＴ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＧＴＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＧＴＳ ショトニング 無
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え

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＳ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＳＫ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＳＫＦ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＳＶ ショトニング 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＳＶ ショトニング 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ブラウンシュガー シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ トッピンチョコ シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ ロイヤルミルクティー シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ いちごミルク シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ コーンフレーク シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ モーニン シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ チョコパフィー シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ カフェオレ シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ フルーツグラノーラ シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ （イトーヨーカ堂）
コーンフレーク

シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ （イトーヨーカ堂）
コーンフロスト

シリアル 無

カルビー株式会社（本社） 東京都北区赤羽南１－２０－１ コープコウベ玄米フレーク
（プレーンタイプ）

シリアル 無

日本ケロック（株）群馬工場 群馬県高崎市台新田町250 ＶＥ乳剤（グリセリン脂肪酸エス
テル）使用シリアル

シリアル なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｸﾗﾝﾁﾉｰﾗﾛｰﾌｧｯﾄﾌﾙｰﾂ&ﾅｯﾂ450g シリアル なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ファミリアシリアル シリアル なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｸﾗﾝﾁﾉｰﾗﾛｰﾌｧｯﾄﾊﾆｰｱｰﾓﾝﾄﾞ450ｇ シリアル なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｸﾗﾝﾁﾉｰﾗﾛｰﾌｧｯﾄﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ450ｇ シリアル なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｸﾗﾝﾁﾉｰﾗﾊﾆｰｱｰﾓﾝﾄﾞ600ｇ シリアル なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｸﾗﾝﾁﾉｰﾗﾌﾙｰﾂ&ﾅｯﾂ600ｇ シリアル なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ポストシリアル シリアル なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

福岡レンダリング協同組合 福岡県田川郡大任町大字今任原桑原工
業団地

牛骨 飼料 無 販売中止
中

福岡レンダリング協同組合 福岡県田川郡大任町大字今任原桑原工
業団地

牛脂肪粕 飼料 無 販売中止
中

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 生みそ汁　かに 汁物 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 生みそ汁　ほたて 汁物 無

内堀醸造㈱ 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志４３７ 合わせ酢 酢 なし

（株）高野酢造 石川郡鶴来町大国町ホ１０３ すし酢、米酢、タカノ酢 酢 なし - - -

まるさ醤油合資会社 中村市本町５丁目 醸造酢 酢 無

まるさ醤油合資会社 中村市本町５丁目 合成酢 酢 無

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 ショコラクッキーバンズ スイートバンズ
類

なし

伊勢海苔（株） 松阪市松崎浦町３７２－１ 味付け海苔 水産加工食品 なし

海部食品㈱ 大阪府堺市菱木１丁２３１４－３ 別製天然調味液おやつ昆布 水産加工食品 無

海部食品㈱ 大阪府堺市菱木１丁２３１４－３ 別製天然調味液とろろ昆布 水産加工食品 無

太平洋海苔株 松阪市丹生寺町１０６８ 味付け海苔 水産加工食品 なし

オルソン(株) 恵庭市戸磯 たらとチーズ、サラミ風 水産加工品 なし

オルソン(株) 恵庭市戸磯 サラミ板 水産加工品 なし

オルソン(株) 恵庭市戸磯 たらとチーズ 水産加工品 なし

株式会社國洋 大船渡市大船渡町字下平4-1 ホタテスモーク 水産加工品 無

株式会社國洋 大船渡市大船渡町字下平4-1 スモークサーモン 水産加工品 無

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 焼きかまぼこスライス 水産加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 徳丸スライス２．５㎜ 水産加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ かに風味淡雪 水産加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ うにご飯の素 水産加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ シーフードＬＦＬ細１８cm 水産加工品 なし

㈱　北都 札幌市西区発寒１４条５丁目3-11 こぶ巻き 水産加工品 なし

北海道はまなす食品(株) 北広島市北の里 ごまたら千 水産加工品 なし

北海道はまなす食品(株) 北広島市北の里 一夜干しあたりめ 水産加工品 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 花むすびＬ 水産乾物 なし

（有）更科食品 守口市金田町１－５３－１６ ビーフエキス スープ 無

（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ スープ、杉浦みそ煮込み等 スープ なし

（株）ダイエーセントラル水産白
岡事業所

白岡町下大崎下端７４７－２ 塩味スープ（鍋添付用） スープ なし

（株）ダイエーセントラル水産白
岡事業所

白岡町下大崎下端７４７－２ 鍋物用スープ（鍋添付用） スープ なし

（株）ポッカコーポレーション名
古屋工場

師勝町熊之庄字十二社６６－３ じっくりコトコト煮込んだスープ
等

スープ なし

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

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 味の熊正油ラーメン3食スープ
付、2食スープ付

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 味の熊みそラーメン3食スープ
付、2食スープ付

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 思い出す下町の味中華そば2食
スープ付

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 かやくうどんスープ付2食 スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 カレーラーメン2食スープ付 スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 寿がきやスープ付みそ煮込みうど
ん2食

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 三食入焼そば（スープ付） スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 新名古屋みそ煮込みうどん2食
スープ付

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 スープ付うどん2食入 スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 とみだのみそ煮込みうどん３食
スープ付

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 名古屋きしめんスープ付2食 スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 煮込みカレーうどん2食スープ付 スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 八丁味噌煮込みうどん2食スープ
付

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 北海道仕込みこく一番正油ラーメ
ン2食スープ付

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 北海道仕込みこく一番みそラーメ
ン2食スープ付

スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 味噌煮込みうどん3食スープ付 スープ なし

（株）安田製麺所 岐阜県海津郡海津町長瀬130-1 焼うどん2食スープ付 スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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）薬師庵 京都市右京区鳴滝本町１８ 創味醤油ラーメンスープ スープ なし

愛知物産（株） 新川町阿原字池之表８１ ベシャメルスープ スープ なし

味万食品　松野元博 吹田市泉町２－４０－３２ 中華スープ スープ 無

味万食品　松野元博 吹田市泉町２－４０－３２ 鰹生ざし スープ 無

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ２食入り　おこげスープ36.8G スープ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ２食入り　ニンニクスープ４７Ｇ
Ｆ

スープ なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ２食袋入り　コムタン　32.8G スープ なし

越後製菓株式会社 長岡市呉服町１－４－５ 小千谷そば（スープ付） スープ なし

越後製菓株式会社 長岡市呉服町１－４－１１ 中華そば（スープ付） スープ なし

越後製菓株式会社 長岡市呉服町１－４－９ ラーメンスープタンメン味 スープ なし

越後製菓株式会社 長岡市呉服町１－４－８ ラーメンスープ豚骨味 スープ なし

越後製菓株式会社 長岡市呉服町１－４－１０ ラーメンスープ濃厚ガラ醤油味 スープ なし

越後製菓株式会社 長岡市呉服町１－４－７ ラーメンスープ味噌味 スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ ゼラチン（骨）使用スープ スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ ゼラチン（骨、皮）使用スープ スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ 牛脂使用スープ スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ 牛脂、エキス使用（肉、骨、脂）
使用スープ

スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ スープ（骨）使用スープ スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ 牛骨使用スープ スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ エキス（肉、骨）使用スープ スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ 脂、ゼラチン使用（肉、骨、皮）
使用スープ

スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ 脂、ゼラチン、エキス使用（肉、
骨、皮）スープ

スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ ゼラチン、肉使用（肉、骨、皮）
スープ

スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ ゼラチン、エキス使用（肉、骨）
スープ

スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ スープ、エキス使用（肉、骨）
スープ

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ エキス（骨）、タンパク加水分解
物（肉）使用スープ

スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ エキス、ゼラチン、脂使用（肉、
骨、皮）スープ

スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ 骨、肉、エキス使用スープ スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ ゼラチン、タンパク加水分解物、
肉使用（肉、骨、皮、脂）スープ

スープ なし

エバラ食品工業（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－４ ゼラチン、タンパク加水分解物使
用（肉、骨、皮）スープ

スープ なし

エム・シーシー食品㈱ 長田区苅藻通５－４－１８ スープ スープ なし

大川錦示 豊田市畝部東町中切１９４ ２食入りしょうゆラーメン スープ 無し

大川錦示 豊田市畝部東町中切１９４ ２食入りとんこつラーメン スープ 無し

大川錦示 豊田市畝部東町中切１９４ ２食入りみそラーメン スープ 無し

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 ラード使用スープ スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス（肉脂）使用スープ スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス、タンパク加水分解物使用
（骨、皮、脂）スープ

スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス（骨、皮）使用スープ スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 みりん、エキス使用（骨、皮）使
用スープ

スープ なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡字外の平２８５４－
１

ゼラチン、エキス、脂、タンパク
加水分解物使用スープ

スープ なし

（株）三和食品 群馬県藤岡市藤岡字外の平２８５４－
１

タンパク加水分解物使用スープ スープ なし

株式会社　ふじや食品 福井県武生市矢船町1-7-1 ふかひれスープ（武生製麺） スープ なし

株式会社新珠食品 福井県武生市新保２丁目1-1 卵とうふスープ スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ ミニ冷やし中華 スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ 上海焼きそば スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ こく旨焼きうどん スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ ミニツナサラダうどん スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ 焼き豚と野菜の炒麺 スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ 冷やしたぬきうどん スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ 冷たい塩ラーメン スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ 冷たい醤油ラーメン スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ カップたぬきうどん スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ カップ生そば スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ カップ塩ラーメン スープ なし

株式会社原田製麺 茅野市米沢埴原田３６ カップ醤油生ラーメン スープ なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ めんつゆ スープ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ キムチスープ スープ なし

京阪産業㈱ 吹田市内本町３－２５－１４ 中華スープ スープ 無

寿がきや食品（株） 小牧市横内字惣境５５６ ２連とんこつスープ、みそ煮込う
どんスープＡＬ－４５、冷しラー
メンｽｰﾌﾟST-50等

スープ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 鶏野菜鍋スープ スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ スープ、エキス使用（肉、骨、
脂、皮、ゼラチン（骨、皮）スー
プ

ｽｰﾌﾟ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ スープ、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮）スープ

ｽｰﾌﾟ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのﾗｰﾒﾝ」塩とん
こつｽｰﾌﾟ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのﾗｰﾒﾝ」塩とん
こつｽｰﾌﾟ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのﾗｰﾒﾝ」濃厚
しょうゆｽｰﾌﾟ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「名人おすすめのﾗｰﾒﾝ」濃厚み
そｽｰﾌﾟ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ラーメン香味タ
ンメン

スープ なし 　 　 　

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ラーメンまろ味
みそ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみうち」ﾗｰﾒﾝｺｸ味しょ
うゆスープ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみうち」ﾗｰﾒﾝまろ味み
そスープ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみうち」ﾗｰﾒﾝ香味ﾀﾝﾒﾝ
スープ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみうち」ﾗｰﾒﾝ香味ﾀﾝﾒﾝ
スープ

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ﾗｰﾒﾝｺｸ味しょ
うゆｽｰﾌﾟ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ﾗｰﾒﾝまろ味み
そｽｰﾌﾟ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ３食「もみ打ち」ﾗｰﾒﾝ香味ﾀﾝﾒﾝ
ｽｰﾌﾟ

スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ＣＧＣ３食味噌ラーメン スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ CGC３食味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ CGC３食味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｱﾙﾌﾟｽ３食焼そば スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ジャスコ３食醤油ラーメン スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ジャスコ３食味噌ラーメン スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｼﾞｬｽｺ３食醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｼﾞｬｽｺ３食醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｼﾞｬｽｺ３食味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｼﾞｬｽｺ３食味噌ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ユニー３食タンメンラーメン スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ユニー３食味噌ラーメン スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ﾕﾆｰ３食ﾀﾝﾒﾝﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ﾕﾆｰ３食ﾀﾝﾒﾝﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ﾕﾆｰ３食ﾀﾝﾒﾝﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ﾕﾆｰ３食みそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ﾕﾆｰ３食みそﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ﾕﾆｰ３食醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ﾕﾆｰ３食醤油ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ スープ なし

チタカ・インターナショナル・
フーズ（株）

西春町沖３０ トン汁、クリームスープ、クラム
チャウダー

スープ なし

中部麺業株式会社 四日市市高角町矢合２６０７－２ ゼラチン固めスープ スープ なし

中部麺業株式会社 四日市市高角町矢合２６０７－２ 鍋関係ラーメンスープ スープ なし

中部麺業株式会社 四日市市高角町矢合２６０７－２ 鍋焼きうどんスープ鍋焼ベース
18L

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

中部麺業株式会社 四日市市高角町矢合２６０７－２ ラーメンスープ（湯かけ用） スープ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 醤油ラーメンスープ スープ なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ ワンタンスープＨＧ スープ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(角光化成㈱製造) ｽｰﾌﾟ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰ中華ｽｰﾌﾟ(角光化成㈱製造) ｽｰﾌﾟ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾃｰｵｰ中華ｽｰﾌﾟR1(角光化成㈱製
造)

ｽｰﾌﾟ なし

ﾃｰｵｰ食品㈱ 東京都豊島区南長崎1-2-4 ﾕｯｹｼﾞｬﾝｽｰﾌﾟ（ﾎﾟﾊﾟｲ食品㈱製造） ｽｰﾌﾟ なし

東亜食品工業株式会社 姫路市御国野町深志野７５９－３ 神戸一番ラーメン　しょうゆ味
添付スープ

スープ なし

東亜食品工業株式会社 姫路市御国野町深志野７５９－３ 神戸一番ラーメン　とんこつしょ
うゆ味　添付スープ

スープ なし

東亜食品工業株式会社 姫路市御国野町深志野７５９－３ 博多一番ラーメン　九州とんこつ
味　添付スープ

スープ なし

東亜食品工業株式会社 姫路市御国野町深志野７５９－３ 京都一番らーめん　京風みそ味
添付スープ

スープ なし

東亜食品工業株式会社 姫路市御国野町深志野７５９－３ 生ちゃんぽん　あっさりスープ
添付スープ

スープ なし

東亜食品工業株式会社 姫路市御国野町深志野７５９－３ 沖縄そば　琉球ソーキ味　添付
スープ

スープ なし

東亜食品工業株式会社 姫路市御国野町深志野７５９－３ 沖縄そばスープの素 スープ なし

東亜食品工業株式会社 姫路市御国野町深志野７５９－３ 神戸皿うどん　中華オイスター味
添付スープ

スープ なし

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 永楽醤油（　ラーメンスープ スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 永楽塩（ラーメンスープ） スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 中華風お吸い物 スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ お吸い物　銀の皿 スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 味噌ラーメン（ラーメンスープ） スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 生中華塩（ラーメンスープ） スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 生中華Ｌ（ラーメンスープ） スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 韓国冷麺スープ スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 冷中華Ｌ（冷中華スープ） スープ 無

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 冷中華Ｓ（冷中華スープ） スープ 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

東洋スープ㈱土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 生中華３５０（ラーメンスープ） スープ 無

新潟県醤油協同組合 長岡市十日町１９０１－２ スープ類 スープ なし

日本デルモンテ（株）群馬工場 群馬県沼田市清水町３７４８ タンパク加水分解物（骨）使用
スープ

スープ なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ホワイトルゥ スープ なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 コンソメスープ スープ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ タンパク加水分解物（骨）使用
スープ

スープ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（肉、骨、牛皮、脂）使用
スープ

スープ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（骨）使用ス－プ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号１９０１寄せ豆腐のつゆ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号２００４愛麺めんつゆ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３００６おでんのだし スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０１２糸もずくのたれ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０３０そばつゆ生味 スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０３３めんつゆ生味 スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０３４そばつゆ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０４０ラード入中華 スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０５０冷し中華 スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０５１丸光冷し中華 スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０５２あごだしうどん
スープ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０５４出石皿そばつゆ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３０６０くらげのたれ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０００液体うどん スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０１１釜飯の素Ｍ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０１２（丸大豆醤油使
用）釜めしの素

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０１３濃口釜めしスー
プ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０１６淡口釜めしスー
プ

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０１７とり釜めしの素 スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０３０揚出し豆腐のた
れ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０６０釜揚げつゆ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０６６濃縮本場の味麺
つゆ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号４０６８あごだしかけつ
ゆ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号５０００濃縮そばつゆ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号５００１ＮＢラーメン
スープ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号５０７６土佐酢もずくた
れ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号７０４５濃縮めんつゆ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号７１６１濃縮おでんの素 スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号９０００寿鍋焼きうどん スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号９０２２いかそうめんた
れ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号９１００小めんつゆ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号９２００濃縮鍋焼きうど
ん

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号９５００納豆のたれ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ ＃００００高橋醤油ラーメンスー
プ

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号００００（丸大豆醤油使
用）釜めしの素「一斗缶用」

スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３２和風だし スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３５家庭用うどん スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号５２カネス煮麺スープ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号３８３８サイミンスープ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号１７０スープ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号５０スープ スープ なし

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号５１スープ スープ なし

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ 五味調和　卵と牛肉のスープ スープ 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ BIG-Aたまごスープ スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ BIG-Aポタージュスープ スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ BIG-A松茸風味お吸い物 スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ BigAわかめスープ スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ CGCコーンクリームスープ スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ HK東北わかめスープ、くらしモア
ワカメスープ

スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ セービングわかめスープ スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ たまごスープ スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ たまご野菜スープ、HK東部野菜た
まごスープ

スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ ひかり味噌わかめスープ スープ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ ふんわりたまごスープ スープ なし

深田食品工業（株） 名古屋市中区金山５－２－４１ めん類のスープ スープ なし

フルタフーズ株伊勢崎工場 群馬県前橋市下増田1269-1 肉、骨使用スープ スープ なし

フルタフーズ株伊勢崎工場 群馬県前橋市下増田1269-1 肉、コンソメ使用スープ スープ なし

フルタフーズ株伊勢崎工場 群馬県前橋市下増田1269-1 肉、ブイヨン使用スープ スープ なし

宮商事株式会社 豊田市田籾町広久手６１７番地 味噌ラーメン スープ 無し

宮商事株式会社 豊田市田籾町広久手６１７番地 ラーメン スープ 無し

名糖産業（株） 西区笹塚町２－４１ インスタントスープ スープ なし

森産業 群馬県桐生市西久方町１－７４４ 調味液使用スープ スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 オイル、エキス、スープ使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
スープ

ｽｰﾌﾟ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ａｍ／ｐｍＤＸ冷やし中華スープ
塩

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＡＭ／ＰＭそばつゆストレート１
２０、ＡＭ／ＰＭとろろそばつゆ
Ⅱ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＡＭ／ＰＭ東京世田谷ラーメン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＡＭ／ＰＭ函館塩ラーメンスープ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＡＭ／ＰＭ冷やし中華スープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ａｍ／ｐｍ冷やし中華スープⅡ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＡＭＰＭミニサラダフウソバツユ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ａ－ごまみそだれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＣＣ新餃子のたれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＣＯＯＰ’ＳヒヤシショウユＢ２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＣＯＯＰ’Ｓミソラーメンスープ
２レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＣＯＯＰ神戸コンニャクスープ単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＣＯＯＰ白だし　１０００ＭＬ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＦＥＥＬ蒲焼のたれ　１５ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＦＥＥＬ蒲焼のたれ　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＨＨブレンド スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｈラーメンスープ豚骨味Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＫＩＳブレンド　キタカタ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｋ酢豚のたれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｋ名代めんつゆ　６５、イワモト
つゆ　Ｎ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｋ冷し中華６０Ｎ　５０×４ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｋ冷しめんつゆ１５０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｋ焼そばソースＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＬおろしそばつゆⅡ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｌ－煮込みカレーウドンノモトＰ
Ｓ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｌめんつゆ３０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｌ焼うどんソース スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｌ焼そばソース１８Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＭＶかつ丼のたれ　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｍ中華焼きビーフンⅡ２ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｍヨコズナめんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＮＥＷマ・マーイタリアンソース
単、ＮＥＷマ・マーイタリアン
ソース連続、ＮＥＷマ・マーイタ
リアンソース２連、ＮＥＷマ・
マーイタリアンソース３連、ＮＥ
Ｗマ・マーイタリアンソース５
連、ＮＥＷマ・マーイタリアン
ソース１ｋｇ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＮＥＷマ・マー九州向けイタリア
ンソース単、ＮＥＷマ・マー九州
向けイタリアンソース３連、ＮＥ
Ｗマ・マー九州向けイタリアン
ソース２連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＮＥＷマ・マーバジリコソース スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＮＩ沖縄そばスープ１６ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＮＫ醤油ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＮＫ醤油ラーメンスープ　単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｎコープコウベウドンスープ１
Ｐ、Ｎコープコウベウドンスープ
２Ｐ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｎ冷凍鍋焼きうどん、Ｎ冷凍鍋焼
きうどん４連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＳＦＪ醤油ラーメンスープ（Ｎ）
３連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＳＦＪ醤油ラーメンスープ３連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＳＦＪラーメンスープ味噌味３連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｓウエルマート４食醤油ラーメン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｓだし醤油 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｓ東京アッサリショウユラーメン
単

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｓマルエツ醤油ラーメンＷ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｓ味噌ラーメン３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｔミニ鍋焼きうどん スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｕ塩ラーメンスープＸ－１６０１
Ｙ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ Ｙ　焼そばの素　甘口３連 スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ＹラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 麻婆丼のたれＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 麻婆のたれ　１Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 味の素スープぎょうざ単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ あっぱれ一番味噌ラーメン（スー
プ）

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 甘汁 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 淡口煮物つゆＫ　２０ｋｇ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 伊勢うどんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 伊勢うどんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 伊勢うどんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 伊勢うどんつゆ無添加　３連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｲｾｳﾄﾞﾝﾂﾕﾑﾃﾝｶ　ムジ3ﾚﾝ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 伊勢うどんのたれ（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 伊勢ウドンノタレムテンカＩＭ
Ｎｏ．２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 稲庭ラーメンスープ味噌 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 歌行燈かえしＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 歌行燈そばつゆ８０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 歌行燈そば用かえしＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 歌行燈ひやむぎそうめんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ うどんつゆ淡口Ｎｏ．２ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ うどんつゆストレート（Ｓ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ うなぎのたれＢ　ハンディ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 梅沢湯かけしょうゆラーメン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 遠藤コンスラーメンスープＨＤ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 王先生ラーメンスープしょうゆ、
王先生ラーメンスープしょうゆ２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 王先生ラーメンスープとんこつ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 王先生ラーメンスープ味噌 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークラ冷やし中華スープ３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークララーメンスープとんこつ
味　ﾀﾝ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークワトクセイラーメンスープ
２レン４３

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークワ焼そばソース３連８１
０、オークワ焼そばソース４連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークワ焼肉のたれ甘口 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークワ焼肉のたれ中辛 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークワラーメンスープしょうゆ
味３レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークワラーメンスープ味噌　単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オークワ和歌山ラーメンスープ２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ おおみ粉末トマトソース スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オキコ沖縄そばスープ　１８ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オキコ沖縄そばだし　Ｌ（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オキコ沖縄そばだし３２０（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オキコ沖縄そばだしＡ－３２０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オキコ沖縄そばだしＡ業務用、オ
キコ沖縄そばだしＡ家庭用

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オキコ沖縄そばだしＢ２レン、オ
キコ沖縄そばだしＢタン、オキコ
沖縄そばだしＢ６Ｓ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オキコ沖縄焼そばソース３５０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ オキコめんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 沖縄糸満そばだし スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ おでんだし スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 尾道ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 親子丼のたれ１０ＬＢＩＢ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 親子丼のたれＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 恩地キムチ鍋スープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 恩地キムチ鍋スープ　Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 恩地ちゃんこ鍋スープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 恩地ぶっかけうどんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｶｵｷﾁｳﾄﾞﾝﾂﾕＢ－０９０５Ｄﾚﾝ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ かけそば１＋１０　ハンディ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ かけそばスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｶﾄｷﾁうどんつゆ、ｶﾄｷﾁうどんつ
ゆﾚﾝｿﾞｸ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｶﾄｷﾁうどんつゆｳｽｲﾛ　ﾀﾝ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｶﾄｷﾁカツオダシ　関西つゆ　ﾚﾝ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチショウユラーメンⅠー０
９０２Ｂレン、カトキチショウユ
ラーメンⅠー０９０２Ｂ単

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチ醤油ラーメンＫＦ４４タ
ン、カトキチ醤油ラーメンＫＦ４
４レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチそばつゆ（ザルヨウ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチチゲナベスープＢ－０７
０１Ｅスープ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチチゲナベスープＤ－２４
０１Ｅ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチチゲナベスープＳ－２３
０１Ｘ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチテンシンナベパイタンＳ
－２９０１

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｶﾄｷﾁ天丼のたれＱ－０８０３Ｙ
２０

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｶﾄｷﾁ天丼のタレＺ－１３０５Ｈ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 加ト吉特製ソースＹＫ１連続 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチトンコツショウユラーメ
ン単、カトキチトンコツショウユ
ラーメンレン

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｶﾄｷﾁ肉うどんつゆ　タン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｶﾄｷﾁ肉うどんつゆﾚﾝ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 加ト吉ぶっかけ用めんつゆ　単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチ味噌豚骨ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチめんつゆ（ざる用）ＹＫ
－１

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 加ト吉めんつゆザル用ＹＫ１－１
２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カトキチ焼そばソース冷凍用１０
Ｋ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 釜揚げうどんつゆＤ　２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ からみそつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ カレーパウダーＮｏ．１ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ キキョウヤ冷し中華５０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 桔梗屋味噌煮込みスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ キクスイシレトコメンツユ３ＴⅣ
２連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ キクスイシレトコメンツユ３ＴⅣ
単

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菊水旭川ラーメンスープ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菊水あんかけ焼そばソースⅢ２レ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菊水かっぽううどんつゆ　Ｗﾀﾝ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菊水ごまそばつゆⅢ　２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菊水ザルラーメンⅢ２００入２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菊水知床メンツユ４ＴⅡイン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菊水焼うどん醤油Ⅱ２レ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ｷｻﾞﾐエビテンそばつゆ　２レン、
ｷｻﾞﾐエビテンそばつゆ５連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ キタカタ会津耶曽麻そばつゆ２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 喜多方尾道ショウユラーメン２レ
ン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 喜多方蔵熟成冷し中華５０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 喜多方醤油豚骨ラーメン２レン スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 喜多方そばつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ キタカタ肉汁ラーメンしょうゆ２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 喜多方濃厚ガラスープ３５２ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 喜多方ラーメンＤＸ２レン　３３
２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 喜多方ラーメンスープトンコツ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 喜多方ラーメントンコツ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 生粋麺太醤油ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 業務用「揚げ出し豆腐のたれ」 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 霧しな２倍つゆ２レン（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ キンキ冷しかけつゆ（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ キンキ冷しかけつゆ単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ クマガイトクセイヒナイドリラー
メンスープ、クマガイトクセイヒ
ナイドリラーメンスープ２レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 厳選めんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 濃口煮物つゆＫ　２０ｋｇ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 小池風流軒ラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 荒神の里そばつゆ２１０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 香辛料１ｋｇ、香辛料１０ｋｇ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 神戸南京町ラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 神戸ラーメン醤油２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープこうべうどんスープ１Ｐ、
コープこうべうどんスープ２Ｐ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープ神戸そばつゆ連続、コープ
神戸そばつゆ４連、コープフーズ
愛菜そばつゆ単、コープ神戸そば
つゆ２連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベチャーハンノモトゴ
モク

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープこうべチャーハンの素五目
３１．５×３Ｐ

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベヒヤシショウユＡイ
ンジ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベヒヤシショウユＡ
バット

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベヒヤシショウユＢイ
ンジ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベヒヤシショウユＢレ
ギュラー２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベヒヤシショウユＢレ
ギュラー２レＤ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベ冷し中華しょうゆＡ
レギ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベ味噌味ラーメンスー
プ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープ神戸メンツユ３Ｔ２００ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベレモンフウミヒヤシ
タン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ コープコウベレモン風味冷し中華 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 児島うどんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ごま風味冷やし中華スープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 菜々麺のたれＱＮ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サッポロ焼そばソース３連Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サッポロ焼そばソースカレー２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サッポロラーメンスープショウユ
Ｗ３レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ さぬきうどんつゆ３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 讃州めん坊ホンバサヌキダシ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 更科焼そばの素甘口３連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 三倉沖縄そばだし スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 三倉沖縄そばだし　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 三倉沖縄そば豚骨 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サンノリ味付けだれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 三水アジア鍋つゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 三水いかのチンジャオロースのた
れ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 三水うま煮のたれ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 三水中華甘酢ソース スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 三水ブイヤベースの素 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サンヨー味むらさきＮ２レン、３
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サンヨー粉末カレーうどんの素 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サンワ漬け込みのたれ　新 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サンワテリソース　４０Ｇ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サンワテリソースセンヨウダン
ボール

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ サンワミソドコノタレセンヨウダ
ンボ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 塩ラーメンスープＱＮ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 鹿野屋うどんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シセンメンチュウカスープ醤油２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シセンメントクセイショウユラー
メン２レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 地鶏ラーメンスープ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ　うどん関西　Ⅱ５９２
６９

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ　そばつゆＨＤ　Ⅱ５９
１３７

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ　冷麺スープ　ＨＤ５９
２５１

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ１食用醤油ラーメンスー
プ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ１食和風しょうゆラーメ
ン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤＩＹラーメンスープしょ
うゆ２レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤエビスラーメンⅡ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ来来軒ラーメンＷ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤげんこつラーメン２Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤざる麺とんこつしょうゆ
２レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤセイキョウムケナポリタ
ンＮ３１

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤセイキョウムケナポリタ
ンＮ３Ｌ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ生協向け冷しうどん スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ生協向けヒヤシウドン６
００

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ台湾黒醤油スープ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ台湾ラーメンスープ２レ
ン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤタンメンスープⅡ　３連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤタンメンスープⅡ３連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤタンメンスープ４レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ中華焼ビーフンⅢ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ鉄板麺マイルドソース２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ年越しそばつゆⅡ３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤナガモチカレーうどん
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤナガモチ冷しきつねうど
ん

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ長持ちひやしたぬきそば
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤナガモチひやしめんつゆ
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤニッセイキョウムケウド
ンツユ、シマダヤニッセイキョウ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ煮干ラーメン３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ煮干ラーメン４レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ濃厚塩トンコツ　タレⅡ
２連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ濃厚塩とんこつたれ２レ
ン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ濃厚塩とんこつ湯２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤノウコウシオトンコツ湯
Ⅱ２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤヒヤシセンヨウストレー
ト５９１６１

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ冷しトマト３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ焼チャンポンソース２レ
ン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ焼チャンポンソースⅡ２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ焼ビーフンソース　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤラーメンＨＤ　Ⅱ５９１
２９

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ冷麺スープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ冷麺スープＷⅡ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ シマダヤ冷麺スープＷⅢ２レ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 醤油味ラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 醤油だれＧ　ＢＩＢ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 醤油とんこつラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 新菊水焼うどん醤油２レ　１８０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 新吉備長ラーメンスープ　１８ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 信州戸隠めんつゆ１００ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 辛汁 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 新デラックス味噌煮込み スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 新特選うどんつゆ淡口（Ｎ）１８ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 新特選うどんつゆ濃口１８ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 新特選ウドンツユ濃口ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 新冷やし中華スープ４０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 新吉田ジャンボめんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ スティック特選めんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 青雲社ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 青雲社ラーメンスープミソアジ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 仙波醤油ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 仙波豚骨醤油ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 仙波味噌ラーメンタン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ そばつゆ（Ｋ）７０単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ そばつゆ１００ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ そばつゆＮｏ．３　２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 大忠彩月つゆ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 大忠かつ丼のたれＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 大忠天丼のたれＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ だい久イタリアンソース、だい久
イタリアンソースミニ２連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ だい久粉末うどんスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 高山麺業ラーメン醤油２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 高山麺業ラーメン味噌２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 炊き込みご飯調味液 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 炊き込みご飯調味液Ｋ２　スミヤ
キ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ たこ焼だし　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ だしたっぷりつゆ３倍 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ タナカざるそばつゆ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ タナカ冷しうどん　２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ たぬきそば２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ チャーハンの素ＭＬ５００ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ チャーハンの素Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ チャンポンスープＯＢＩ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 中華調味液Ｄ　２０Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 中華調味料Ｍ　１８Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 中華丼のたれＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 中華百菜チリソースＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ チリソース スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ チルド釜めし共通だし スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ チルド添付用お吸物　２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 辻麺業チャンポンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ つめたいラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ つゆの素１＋４　ハンディ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ つゆの素１ＬＮｏ．２、つゆの素
１Ｌ×１５

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 手打ちうどん京香つゆＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 手造り正油ラーメン（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 照焼のたれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 出羽三山ハグロツユ２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 天つゆＫ３、濃厚天つゆＫ３ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ デントラーメンスープⅡ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ デントラーメンみそ味 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 伝兵衛鍋物つゆ５０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ トウコウ冷やし中華スープ３レ
ン、トウコウ冷やし中華スープ４

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 豆腐めんつゆ６０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ トウリャンセラーメンスープ　塩
ＨＤ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ トウリャンセラーメンスープ
ショウユアジＨＤ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 特製調味味噌 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 特選ウドンツユ　ウスクチ（Ｎ）
ＨＤ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 特選うどんつゆ淡口（Ｎ）、特選
うどんつゆﾑｼﾞ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 特選そばつゆ　１８Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 特選そばつゆ、特選そばつゆ３
連、特選そばつゆ２連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 特選そばつゆＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 特選めんつゆ濃縮 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ とじ丼のたれ、Ｋ丼のたれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 戸田久　うどんつゆ２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 戸田久そばつゆ　２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ トップバリュ　ワフウツユ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ トマトソース　Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 鶏がらラーメンスープ２レ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 鳥城備前屋つゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ トンコツアジ沖縄ソバスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ トンコツアジラーメンスープ（Ｈ
Ａ）

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 豚骨醤油味ラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 豚骨醤油ラーメンＯＦ　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ とんこつラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ トンコツラーメンスープＭセット
ヨウ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 豚骨ラーメンスープＱＮ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 丼つゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 丼のたれ　１＋２，３ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 丼添付用お吸物　単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 丼のたれＫ２０ＫＧＢＩＢ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナガタ冷やし中華 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナガタ冷やし中華５０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 中野冷麺スープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 中野冷麺スープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 名代そばつゆ４ＡＰＯＳ印字、名
代そばつゆ４ＡＰＯＳ２連、名代
そばつゆ６０　３方Ｔ、名代そば
つゆ６０　４方Ｔ、名代そばつゆ
６０　４方Ｔ５連、名代そばつゆ
２連４方Ｔ、名代そばつゆ３連４
Ｔ、名代そばつゆ４Ｔ２連バット
１８０、そばつゆ７０Ｔ、そばつ
ゆ８０Ａ印字、

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 名代てんぷらつゆ４Ａ印字、天ぷ
らつゆ３０ＭＬ

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 名代めんつゆ４Ｔ２連、名代めん
つゆ６０３方Ｔ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 名代めんつゆ６０４方Ｔ、名代め
んつゆ４Ｔ２連ムジ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 名代めんつゆ６０Ｈ４Ｔ、名代め
んつゆ３Ｔ－５Ｓ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 七福味噌ラーメンスープ　９ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 七福ラーメンスープ　１８ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナフコうなぎのたれローリー スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナフコ蒲焼のたれ　１８Ｌ（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナフコ蒲焼のたれ　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナフコ蒲焼のたれ１５（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ならコープ　うどんつゆ４００ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルトうどんつゆＤＸ　ﾀﾝ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルト豚骨風冷やし中華 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルトめんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルトラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルトラーメンスープ３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルトラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルトラーメンスープＮｏ．２ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルトラーメンスープＮＯ．３ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ナルトラーメンスープミニ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 西山ラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ニッキフーズ五目ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ニッキフーズムテンカサッポロ
しょうゆ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ニッキフーズムテンカサッポロミ
ソ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 日清ドリア調味料トマト スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 煮物だし　１Ｌ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 煮物だし１０Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 博多長浜とんこつラーメン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ハクバク鍋焼きカレー冷し　レン
ゾクⅡ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ハクバク冷しウドンゴマ　レンゾ
ク

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ハクバクほうとう用みそⅡ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ハクバク味噌煮込みうどんレンゾ
クＮＯ２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 八宝菜のたれＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ バロー向けうなぎのたれ１８Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ピーコックかつおＰ１ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ピーコックかつおだし３０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ピーコックしょうゆＰ２ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 東光１食ラーメンスープしょうゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 東光１食ラーメンスープ味噌 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 東光ラーメンスープタンメン３レ
Ⅱ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 東光ラーメンスープタンメン４レ
ンⅡ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 比内鶏めんつゆ３５ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 比内鶏ラーメンスープⅡ２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヒマワリ特製めんつゆ５０Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヒマワリ特製めんつゆ８０Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ひまわり冷やし中華スープ６０Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ひまわり冷やし中華スープ８０Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 冷しかけつゆ　Ｈ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 冷しかけつゆ８０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 冷やし中華５０（Ｎ）３レン、冷
やし中華５０（Ｎ）４レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 冷やし中華５０（Ｎ）単 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 冷やし中華５０（Ｓ）３レン スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 冷やし中華スープ６０（Ｎ）、冷
やし中華スープ（Ｎ）５レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 冷しめんつゆ１５０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヒューマンライフ　かつ重のたれ
ＨＤ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヒューマンライフ　とり肉のたれ
ＨＤ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 宏栄めんつゆＫＴ１０Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 広島ラーメン　１８Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ フクヤマ粉末うどんスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 福山ラーメンスープＫＮ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 福山ラーメンスープＮｏ．２ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 福山ラーメンスープ液だれＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ぶっかけそばつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 粉末うどんスープ　Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 本格醤油ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 本格トンコツラーメンスープＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 本格みそラーメンスープ２ＫＧ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 松阪焼肉のたれ　甘口、サンディ
焼肉のたれ　甘口

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 松阪焼肉のたれ　辛口 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 松阪焼肉のたれ　中辛、サンディ
焼肉のたれ中辛

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルエツ年越しそばつゆ３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルシンごまだれ３０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 丸信白だしつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 丸信松茸風味つゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルシンめんつゆ　４方Ａ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルシンめんつゆ４Ａ　冬用 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルシンめんつゆ４Ａ夏用 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 丸正そばつゆ スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 丸正特製つゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネカレールー２連　Ｎ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネコムタンスープ２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネころうどん　２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネざるそばつゆＵ２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネしょうゆラーメン２レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネ八丁味噌ムジ単、マルヨ
ネ八丁味噌ムジ２連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネ味噌煮込み　チルド スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネ味噌煮込みﾀﾝＣＯＯＰ、
マルヨネ味噌煮込み２レンＣＯＯ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ マルヨネユッケジャンスープ２連 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 萬歳軒冷し中華スープ（Ｎ） スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ミズタニお城めん　味噌煮込み４
５

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ みそ照り焼きのたれ２０ＫＧ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ みそ照り焼きのたれ２４ＫＧ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 味噌煮込みうどんつゆＣＭ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 味噌煮込みうどんツユアワセ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 都そば用ラーメンスープ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ムネチカ越前そばつゆ３レン スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ めんつうのめんつう　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ めんつゆ３０、めんつゆ４５ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ めんつゆ淡口 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ めんつゆムジＴＫ３連４Ｔ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ メンユウクラブサッポロミソラー
メン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ メンユウクラブ高山しょうゆラー
メン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ メンユウクラブはかたとんこつ
ラーメン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ メンユウクラブヨコハマショウユ
ラーメン

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ メンランド神戸ラーメンスープ２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ メンランド高山ラーメンスープ２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ メンランド広島ラーメンスープ２
レン

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 盛岡冷麺スープ１８Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ モリナガ　冷麺スープ　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ﾔｷｳﾄﾞﾝｿｰｽ　ｼｮｳﾕｱｼﾞＷ、ﾔｷｳﾄﾞﾝ
ｿｰｽＷ（Ｎ）２ﾚﾝｼﾝﾎｳｻﾞｲ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 焼うどんソースＵ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤキウドンンソースショウユアジ
ＱＴ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 焼そばソース粉末１Ｋ、焼そば
ソース粉末ＮＯ．２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 焼そばの素　甘口単８Ｇ、焼そば
の素　甘口３連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 安田吟選そばつゆ２連、安田吟選
そばつゆ３連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤスハラ焼そばスープ３連８１
０、ヤスハラ焼そばスープ２連８

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマゲンタコヤキマゼコミチョウ
ミエキ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマサ永平寺そばつゆ単、ヤマサ
永平寺そばつゆ２れん

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 山下食品餃子のたれ２０、山下食
品餃子のたれ１５

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 山庄めんつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリ０１Ｌショウユラーメン
スープ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリうなぎ蒲焼のたれ　１８ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリ沖縄そばだし スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリかに玉あんかけの素 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリざる素 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリ茶碗むしつゆ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリ天丼のたれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリ冷し中華スープ４０
（Ｎ）

スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリ粉末カレーうどんの素 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリラーメンショウユワフウ
０１０ＩＮＯ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリラーメンタンメンアジ０
３０ＩＮＯ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリラーメントンコツアジ０
４０ＩＮＯ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヤマモリラーメンノウコウガラ０
２０ＩＮＯ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ヨコズナうどんスープ３連８１０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 吉田味みそ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 吉田めんつゆ１８－ＫＴ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 四川名菜餃子のたれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラージャンメンスープ　９Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメン１＋１０　ハンディ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープ１＋１０　Ｎｏ．
２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープⅤ醤油味Ｗ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープⅤ豚骨醤油味 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープⅤ味噌味 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープＤＸ　ＨＤ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープＨＤ　Ｎｏ．２ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープ関西 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープ塩味 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープｼｮｳﾕｱｼﾞ２レン０
１０１

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープｼｮｳﾕｱｼﾞ２レン０
１０２

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープ醤油味ＨＡ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープショウユアジワフ
ウ０１０

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープショウユノウコウ
ガラ０２０

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープ白湯　９Ｌ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープ白湯味 スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープ正油味 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープタンメンアジ０３
０

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープとんこつ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープトンコツアジ０４
０ＩＮＯ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープ味噌味 スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ ラーメンスープミソアジ０５０ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 羅生門特製たれ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 料理だし　ハンディ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 渡辺そばつゆⅢ単、渡辺そばつゆ
２連、渡辺そばつゆⅣ４Ｔ単、渡
辺そばつゆⅣ４Ｔ２連

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 渡辺ラーメンスープしょうゆ味３
レ

スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 圓山ラーメン素だれ　１８ スープ なし

ヤマモリ㈱ 三重県桑名市森忠４６５－４ 圓山ラーメン素だれＭ スープ なし

（有）カネマル 恵那郡山岡町上手向2538-1 しょうゆ スープ なし

（有）カネマル 恵那郡山岡町上手向2538-1 とんこつ スープ なし

（有）三和食品 群馬県藤岡市藤岡1309-18 調味料（肉、骨）使用スープ スープ なし

和光堂（株）埼玉第２工場 越谷市南荻島５０４ コーンポタージュスープ スープ なし

和光堂（株）埼玉第２工場 越谷市南荻島５０４ わかめスープ スープ なし

株式会社サンサス 秩父市山田８１４ サンサス　カレーうどんラーメン
スープ

スープ なし

株式会社サンサス 秩父市山田８１４ サンサス　しょうゆラーメンスー
プ

スープ なし

株式会社サンサス 秩父市山田８１４ サンサス　辛いがうまいラーメン
スープ

スープ なし

株式会社サンサス 秩父市山田８１４ サンサス　冷麺ラーメンスープ スープ なし

株式会社ジーエスフード 大阪府東大阪市鴻池徳庵町４番４９号 ＧＳランチスープ スープ なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 西山ラーメン2種類 スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 西山ラーメン スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ ちゃんぽん麺 スープ 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 麺類弁当3種類 スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 麺類弁当2種類 スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ みそ煮込うどん スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ カップキツネ スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ ブッカケうどん スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ ミニ冷しキツネ スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 冷塩ラーメン スープ 無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－２ ＳＥＪミニ冷やし中華スープ スープ 無

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ スープ類 スープ なし

㈱ｸﾘﾀﾐｰﾄﾊﾟｰﾍﾞｲﾔｰｽﾞ 長岡市平島2-102 スープ スープ なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 かぼちゃのスープ スープ なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 コーンスープ スープ なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 豆腐の味噌汁 スープ なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ かにスープ スープ なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ レストランスープ スープ なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ カルピスープ スープ なし

㈱はや食品事業部　はやフード物
流センター

兵庫区遠矢浜町５－２３ テールスープ スープ なし

㈱メイショク 加古川市野口町 ＴＹー２２ スープ なし

㈱ロークス本舗 名古屋市中川区中島新町４－３０２ コンソメスープ スープ なし

㈱ロークス本舗 名古屋市中川区中島新町４－３０２ コンソメスープ天延調味料 スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ コープソース焼きそば４食（ソー
ス）

スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ コープ手もみ風生ラーメン３食
しょうゆ（スープ）

スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ コープ手もみ風生ラーメン３食味
噌（スープ）

スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ ちぢれ麺中華そば４食しょうゆ
（スープ）

スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ ちぢれ麺中華そば４食塩味（スー
プ）

スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ とても便利なタンメン４食（スー
プ）

スープ なし
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㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ とんこつ醤油スープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 伊之助三代目海鮮塩スープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 伊之助三代目魚系スープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 伊之助三代目豚骨しょうゆスープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 伊之助三代目芳熟みそスープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 四川風坦々麺スープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 手もみ麺太打ち中華２食（スー
プ）

スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 秘伝タンメンスープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 贅沢三昧海鮮しょうゆスープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 贅沢三昧豚骨しょうゆスープ スープ なし

㈱岩崎食品工業 蓮田市閏戸２８０ 贅沢三昧豊熟みそスープ スープ なし

京都舞阪  有限会社 京都市下京区朱雀北ノ口町2番地 鰻エキス（鰻雑炊） スープ なし

京都舞阪  有限会社 京都市下京区朱雀北ノ口町3番地 すっぽんエキス スープ なし

犬田製麺株式会社 富山県高岡市戸出春日８２－４ ラーメンスープ スープ なし

新栄食品（株） 足利市福居町１０７９－１ 無添加とんこつラーメン（スー
プ）

スープ なし

新栄食品（株） 足利市福居町１０７９－１ 無添加粉末味噌ラーメン（スー
プ）

スープ なし

㈲コーシン物産 大阪市生野区鶴橋４-７-９ ｺｰｼﾝﾕｯｹｼﾞｬﾝスープ スープ なし

㈲コーシン物産 大阪市生野区鶴橋４-７-９ 冷麺スープ スープ なし

㈲コーシン物産 大阪市生野区鶴橋４-７-８ ｺｰｼﾝｶﾙﾋﾞたんめんスープ スープ なし

㈲コーシン物産 大阪市生野区鶴橋４-７-８ チゲ鍋スープ スープ なし

㈲ダイヤコマ味噌醸造本舗 長岡市宮栄3丁目5番18号 濃縮ガラスープ スープ なし

㈲双葉マルヤス製麺所 福井県福井市西開発１丁目２６０８－
１

スープ スープ なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 西山ラーメン2種類 スープ（ゼラチ
ン）

無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 冷塩ラーメン スープ（ゼラチ
ン）

無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ ぶっかけきつねうどん スープ（ゼラチ
ン）

無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ ミニ冷しきつねうどん スープ（ゼラチ
ン）

無
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㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ スープたっぷりワンタン スープ（ゼラチ
ン）

無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ カップきつねうどん スープ（ゼラチ
ン）

無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 麺類弁当3種類 スープ（ゼラチ
ン、牛脂）

無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 味噌ラーメン スープ（肉エキ
ス）

無

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ カレー鍋焼うどん スープ，肉類 無

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 中華焼きビーフン スープ、麺 なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 西山ラーメン2種類 スープエキス 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ鶏油らーめん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲみそ煮込みうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ和歌山中華そば スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ和歌山中華そば スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲえび天ぷらうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲこがしネギ醤油ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 とんこつしょうゆチャーシュウメ
ン

スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 チャーシュウメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲとんこつ醤油ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ牛肉うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ牛肉うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲチャーシューメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲぜんやの塩ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲぜんやの塩ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ天ぷらそば スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＰＳ鍋焼うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＰＳ鍋焼うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＰＳちゃんぽん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＰＳチャーシューメン スープ具 無
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株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 きつねうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＰＳみそ煮込みうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 コク醤油ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 香味醤油ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 韓国風牛カルビクッパ スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 からあげ親子丼 スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 きつねセット（麺・具） スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 きつねセット（だし） スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 うどんだし1ＫＧ スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ鍋焼うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ鍋焼うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲきつねうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ昆布うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲカレーうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲキムチ鍋うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲちゃんぽん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ担々麺 スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ五目湯麺 スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ冷やしぶっかけうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ冷やしつけめん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ＫＲ冷やしぶっかけそば スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 勝丸ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 井出商店ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 六角家ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 チャーシュー麺 スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 鍋焼うどん スープ具 無
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株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ちゃんぽん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 讃岐うどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 讃岐ざるうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 新潟ざるそば スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 冷やしつけめん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 豚こくしょうゆラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 札幌みそラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 喜多方しょうゆラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 博多ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 韓国風みそ煮込みうどん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 和歌山ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 広東風ちゃんぽん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 尾道ラーメン スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ちゃんぽん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ちゃんぽん麺 スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 ピリッとキムチらーめん スープ具 無

株式会社　キンレイ 高石市高砂3-7 長崎ちゃんぽん スープ具 無

(有)曽我製麺 喜多方市関柴町上高額字西村１０６４ おみやげらーめん スープの素 なし

(有)マルヤ製麺所 会津若松市大町2丁目４－２４ 会津ラーメンスープ スープの素 なし

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

会津製麺工業(有) 会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲
６２８

ラーメンスープ スープの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 あごうどんスープ スープの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 あごスープ スープの素 なし

ヤマゴ㈱ 会津若松市新横町１－１７ ラーメンスープ スープの素 なし

㈱五十嵐製麺 喜多方市字町尻東７４６８ 喜多方ラーメン塩味スープ スープの素 なし

㈱五十嵐製麺 喜多方市字町尻東７４６８ 喜多方ラーメンしょう油味スープ スープの素 なし
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㈱五十嵐製麺 喜多方市字町尻東７４６８ 喜多方ラーメンみそ味スープ スープの素 なし

㈱えどやフーズ 会津若松市日新町１２－１２ うどんスープ スープの素 なし

㈱えどやフーズ 会津若松市日新町１２－１２ そばスープ スープの素 なし

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

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

㈱河京 喜多方市松山町村松字常磐町２６８１ しょう油味スープ スープの素 なし

㈱河京 喜多方市松山町村松字常磐町２６８１ みそ味スープ スープの素 なし

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

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

㈱黄金そば 猪苗代町北半坂５６８ 正油ラーメンスープ スープの素 なし

㈱黄金そば 猪苗代町北半坂５６８ みそラーメンスープ スープの素 なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ タンメンスープ　２連 スープの素 なし

あ麺坊 東灘区住吉台６－１ ラーメンスープ スープ類 なし

株式会社サンエース 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番5-4 神戸れんが亭コンソメスープ
120ｇ

スープ類 なし

クノール食品㈱ 川崎市高津区下野毛2-12-1 スープ類 スープ類 なし

阪神フーズ㈱ 東灘区深江浜町１４２ コンソメ スープ類 なし

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ｽｰﾌﾟｿｰｽ粉 ｽｰﾌﾟ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ﾎﾟﾀｰｼﾞｭｽｰﾌﾟ ｽｰﾌﾟ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 群馬ｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟﾙｳ ｽｰﾌﾟ類 無

㈱ダイエーセントラル水産神戸事
業所

東灘区深江浜町３６－５ スープ類 スープ類 なし

㈱飛竜 東灘区深江浜町１１０－１ ラーメンスープ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VKTOコーンスープ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VKTOミネストローネ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VK濃コンポタ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ VK濃ミネストローネ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ WJパンプキンスープ スープ類 なし
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え

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ スープストック（豊味食品） スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ トリュフジャパンコーンスープ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ トリュフジャパン濃コンポタ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ 遊味館コーンスープ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ 遊味館ごぼうクリームスープ スープ類 なし

㈱サンフーズジャパン 宇治市五ヶ庄大林１－１ 遊味館五穀米すーぷ スープ類 なし

㈱王将フードサービス 久世郡久御山町田井東荒見１－１ スープ類 なし

丸大マコト水産㈱京都工場 城陽市富野内川１７１ ミネストローネ スープ類 なし

朝日食品工業㈱京都工場 久世郡久御山町市田大領２－８ 揚げ出し用つゆ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 イタリアントマトスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 オニオンコンソメ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 かに中華スープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 クルミとキノコのスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 コーンスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ごま風味のみそ汁 スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ジフィーズオニオングラタンスー
プ

スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ジフィーズぜいたく汁カニ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ジフィーズたまごスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ジフィーズふかひれスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ジフィーズ中華スープミニ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ジフィーズ野菜たまごスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ジフィーズ和風たまごスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 たっぷり野菜の中華スープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 たまごスープＭ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 たらこ中華スープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 チーズ風味の玉子スープ スープ類 なし
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え

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 フィッシュスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ふかひれスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ほうれん草クリームスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 ほたてと野菜のスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 韓国風ピリ辛スープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 鮭のみそバタースープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 丹波の黒豆みそ汁 スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 中華コーンスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食カニと白菜の雑炊のもと スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食チンゲン菜と卵の中華
スープ

スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食鮭と長ねぎのお味噌汁 スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 糖尿病食大根と梅のみぞれ汁 スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 豚汁 スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 豚肉たっぷり中華スープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 野菜とたまごのスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 和風たまごスープ スープ類 なし

日本ジフィー食品㈱ 宇治市大久保町田原１番地 和風たまごスープ スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 ラーメンスープ類 スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 塩ラーメンスープ スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 九州ラーメンスープ スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 広東特撰醤油ラーメンスープ スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 醤油ラーメンスープ スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 長崎チャンポンスープ スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 北京とん骨醤油ラーメンスープ スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 冷撰みそラーメンスープ スープ類 なし

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 和風醤油ラーメンスープ スープ類 なし
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原料切換
え

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ コンソメ液体 スープ類 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ ラーメンスープ スープ類 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 鍋つゆ スープ類 なし

豊味食品㈱ 城陽市久世荒内１８３－１ 味噌ラーメンスープ スープ類 なし

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ 牛ミンチ使用製品 スコッチエッグ 無

（株）大近　杏庵 門真市岸和田３６－４ 巻寿し 寿し 無

（株）大近　杏庵 門真市岸和田３６－４ 伊達巻 寿し 無

株式会社大近 交野市私部3-6-12 パーティー寿司 寿司 無

株式会社大近 交野市私部3-6-13 サラダ巻 寿司 無

株式会社大近 交野市私部3-6-14 まぐろすき身巻 寿司 無

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－5 三陸産鯖の太巻き すし なし

有限会社サンフーズ 徳島市中昭和町３丁目４８ いなりずし３品目 寿司 無

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 いなり寿司 寿司 なし

ミヅホ株式会社 奈良県橿原市中町 267 調味酢 すし酢、三杯酢 なし

松田食品工業㈱ 大阪市生野区中川５-４-２１ チルドゴモクイナリズシ すしの具 なし

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 彩りちらし すし弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 助六 すし弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ にぎりずし１４かん すし弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 花まり寿司 すし弁当 なし － － － － －

株式会社　ハイデリカ 富士宮市田中町５３４ 焼肉太巻寿司 寿司弁当 なし － － － － －

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ ワイン入りサラダレタス 酢漬 なし

（株）松美産業新潟工場 大和町茗荷沢515 中華春雨　他 酢漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 菊花山菜 酢漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 茎レタス（グリーン系） 酢漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ 茎レタス（ピンク系） 酢漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ しそ風味れんこんの芽（しそ葉
有）

酢漬 なし
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久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ しそ風味れんこんの芽（しそ葉
無）

酢漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ そよ風 酢漬 なし

久保田食品(有) 足利市江川町２－６－１ れんこんの芽（特注品） 酢漬 なし

株式会社小田原屋 郡山市富久山町久保田字石鼻１－１ 梅酢入り紫蘇ちょろぎ 酢漬け 無

株式会社　マル勝高田商店 奈良県桜井市芝 374-1 そうめんつゆ ストレート、二
倍濃縮

なし

鳥越製粉(株)　吉井工場 浮羽郡吉井町276-1 お好み焼ミックス スナック&和風バ
ラエティーミッ
クス

無

鳥越製粉(株)　吉井工場 浮羽郡吉井町276-1 味お好み焼ミックス スナック&和風バ
ラエティーミッ
クス

無

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 チャットタイム　キャラメル＆モ
カ

スナック菓子 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 チャットタイム　黒ごま＆カマン
ベール

スナック菓子 なし

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　牛だしラーメン
しお味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 牛骨白湯ラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 上々中華　坦坦炒麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　ワンタンメン　タンメン味 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップミニ　もやしみそ
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップミニ　坦坦麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップミニ　台湾汁そば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　上々中華　坦坦麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　上々中華　雲呑麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ シュリンプヌードル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ カレーヌードル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 肉王　牛肉しょうゆヌードル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 肉王　豚肉とんこつヌードル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ タテ型　上々中華　坦坦麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ タテ型　上々中華　雲呑麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 焼豚ラーメン　大吉 スナックめん 無

244 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ わかめラーメン　メンマ・しょう
ゆ

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ わかめラーメン　ねぎ辛みそ スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ あの頃の中華そば　焼きのり醤油
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ あの頃の中華そば　ごまねぎ豚骨
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 力うどん スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ もちもちラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　大盛りいか焼そ
ば

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　豚キムチ焼そば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　しょうゆラーメ
ン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　みそラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　とんこつラーメ
ン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　豚キムチラーメ
ン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　牛だしラーメン
しお味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　かき玉しおラー
メン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夏のスーパーカップ　シーフード
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夏のスーパーカップ　カレーラー
メン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　アメジスト豚骨
醤油ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　みそバター味
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 冬のスーパーカップ　カレー南蛮
うどん

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 冬のスーパーカップ　天ぷら鶏そ
ば

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 明太豚骨ラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 坦坦醤麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 牛骨白湯ラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 台湾拉麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 紅醤麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 上々中華　坦坦麺 スナックめん 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 上々中華　雲呑麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 通の一押　丸鶏濃厚ラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 鶏湯雲呑麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ラーメンフリークに捧ぐ　背脂
しょうゆラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ツナマヨナーズ焼そば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夜鳴き屋　東京荻窪しょうゆ スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夜鳴き屋　札幌みそ スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 濃熟ソース焼そば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　焼豚麺
しょうゆ味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル もやしみ
そラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　キムチと
んこつラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　カレー
ヌードル

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　海鮮ラー
メンシーフード味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ タテ型　ワンタンメン　タンメン
味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 七三しょうゆラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 柳麺屋　しょうゆ味 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 柳麺屋　しおとんこつ味 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 柳麺屋　海鮮汁そば　しお味 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 通の一押　とろり塩とんラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　大盛りミックス
焼そば

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 上々中華　坦坦麺　リニューアル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 上々中華　雲呑麺　リニューアル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ タテ型　上々中華　叉焼麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ラーメンフリークに捧ぐ　純東京
中華そば

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　豚キムチラーメ
ン　リニューアル

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ カレーヌードル スナックめん 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ワンタンメン　どんぶり　タンメ
ン味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ あの頃の中華そば　ごまねぎ豚骨
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　とんこつラーメ
ン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　豚キムチラーメ
ン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夏のスーパーカップ　シーフード
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夏のスーパーカップ　カレーラー
メン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　アメジスト豚骨
醤油ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　みそバター味 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 明太豚骨ラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 牛骨白湯ラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夜鳴き屋　カレーラーメンはじめ
ました

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　カレー
ヌードル

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　豚キムチラーメ
ンリニューアル

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップミニ　台湾汁そば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　上々中華　雲呑麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ シュリンプヌードル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ カレーヌードル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ タテ型　上々中華　雲呑麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ わかめラーメン　メンマ・しょう
ゆ

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ワンタンメン　どんぶり　しょう
ゆ味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ あの頃の中華そば　焼きのり醤油
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ あの頃の中華そば　ごまねぎ豚骨
ラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ もちもちラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　大盛りいか焼そ
ば

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　豚キムチ焼そば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　しょうゆラーメ
ン

スナックめん 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　とんこつラーメ
ン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　豚キムチラーメ
ン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　牛だしラーメン
しお味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　かき玉しおラー
メン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夏のスーパーカップ　カレーラー
メン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 冬のスーパーカップ　天ぷら鶏そ
ば

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 坦坦醤麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 牛骨白湯ラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 台湾拉麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 紅醤麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 上々中華　雲呑麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 鶏湯雲呑麺 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ラーメンフリークに捧ぐ　背脂
しょうゆラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夜鳴き屋　東京荻窪しょうゆ スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夜鳴き屋　札幌みそ スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夜鳴き屋　熊本とんこつ スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 濃熟ソース焼そば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　焼豚麺
しょうゆ味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル もやしみ
そラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　キムチと
んこつラーメン

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　カレー
ヌードル

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ エースコックヌードル　海鮮ラー
メンシーフード味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ タテ型　ワンタンメン　タンメン
味

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 七三しょうゆラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 六四みそラーメン スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夜鳴き屋　きつねうどん スナックめん 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 夜鳴き屋　天ぷらそば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 柳麺屋　しょうゆ味 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 柳麺屋　しおとんこつ味 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 柳麺屋　海鮮汁そば　しお味 スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　天ぷらうどん スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　きつねそば スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ カレーヌードル スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 具たっぷりこうべヌードル　みそ
（コープこうべ）

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 具たっぷりこうべヌードル　とん
こつ（コープこうべ）

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ キャプテンクック　焼そば（ダイ
エー）

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ しょうゆ味ヌードル（本家かまど
や）

スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ カレーうどん（本家かまどや） スナックめん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 肉王　牛肉しょうゆヌードル スナックめん
（牛肉につい
て）

無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　アメジスト豚骨
醤油ラーメン

スナックめん
（ゼラチンにつ
いて）

無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　わかめラーメン　ごま・
しょうゆ

スナックめん
（たん白加水分
解物について）

無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ タテ型　ワンタンメン　しょうゆ
味

スナックめん
（たん白加水分
解物について）

無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 具たっぷりこうべヌードル　しょ
うゆ（コープこうべ）

スナックめん
（たん白加水分
解物について）

無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ スーパーカップ　みそバター味
ラーメン

スナックめん
（乳・乳製品に
ついて）

無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　ワンタンメン　タンメン味 スナックめん
（動物油脂につ
いて）

無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ ミニ　わかめラーメン　ごま・
しょうゆ

スナックめん
（肉エキスにつ
いて）

無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ 具たっぷりこうべヌードル　しょ
うゆ（コープこうべ）

スナックめん
（肉エキスにつ
いて）

無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 源八郎スパイス スパイス 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 焼うどんふりかけ スパイス 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ かつおだし スパイス 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ チキンミックスDP-3 スパイス 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ チキンミックスDP-2 スパイス 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ チキンミックスDP-1 スパイス 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ワカメスープ スパイス 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ワカメスープごまなし スパイス 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛肉・ビーフエキス使用製品 スパゲッティ
ミートソース

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68-17 明太子ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-18 明太子ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞｷｯﾄ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-19 おかず工房明太子ｽﾊﾟｾｯﾄ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-25 ﾅﾎﾟﾛﾀﾝｾｯﾄ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ナポリタン ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 Ｓカルボナーラ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 Ｓミートナポリタン ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 Ｓﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾄﾏﾄﾊﾟｽﾀ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ なし

㈱オイシス　加古川工場 兵庫県加古郡稲美町六分一1326-62 ﾎﾟﾌﾟﾗﾐｰﾄｿｰｽ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ なし

加藤産業株式会社上郡工場 赤穂郡上郡町柏野３２８番地６号 ふんわりﾎｲｯﾌﾟｺｺｱ スプレッド なし

鳥越製粉(株)　吉井工場 浮羽郡吉井町276-1 手作りスコーン ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷﾐｯｸｽ 無

鳥越製粉(株)　吉井工場 浮羽郡吉井町276-1 手作りブラウニー ｽﾎﾟﾝｼﾞｹｰｷﾐｯｸｽ 無

丸大食品工業㈱ いわき市江名字安竜２３ 魚肉すり身 すり身 なし 　

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ パワーアップＡＷ 製菓製バン用材
料

なし
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甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ パワーアップＡ 製菓製バン用材
料

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ パワーアップＣ 製菓製バン用材
料

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ パワーアップＮＭ 製菓製バン用材
料

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ パワーアップＭ 製菓製パン用品
質改良剤

なし

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ LPー８３原末 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ LACー３４３原末 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ Mー１６V原末 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ ビフィズス菌末BB５３６ 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ 生菌原末M６０２ 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ BIFILON－５０N菌末 生菌粉末 無

森永乳業㈱　利根工場 水海道市内守谷４０１３－１ BIFILONーEX菌末 生菌粉末 無

（株）朝日酒造 三島郡越路町朝日880-1 清酒 清酒 なし

有限会社　中島酒造場 東京都八王子市下恩方町７２５ 清酒（髙尾山） 清酒 なし

有限会社　中島酒造場 東京都八王子市下恩方町７２５ 清酒（陣馬山） 清酒 なし

有限会社　中島酒造場 東京都八王子市下恩方町７２５ 清酒（日の出山） 清酒 なし

吉野川株式会社 長岡市摂田屋4丁目8番12号 清酒 清酒 なし

合同酒精株式会社旭川工場 旭川市南４条通２０丁目１９５５番地 合成清酒 清酒飲料 なし

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ニース風サラダ 生鮮野菜 無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ エルマイザーＦＴ－５ 製パン用品質改
良剤

なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ イノベイトー２７２ 製粉 なし

三協食品工業（株） 川越市的場７５４－４ ハチミツ紅茶 清涼飲料 なし

信濃ワイン（株） 長野県塩尻市大字洗馬７８４ ブドウ透明ストレート果汁 清涼飲料 なし

(株)アドバンス 東京都調布市調布ヶ丘3-68-7 Ca･ｺﾗｰｹﾞﾝ他1品 清涼飲料水 なし

カゴメ㈱那須工場 西那須野町西富山３０ ｺｰﾌﾟｺｰﾍﾞ'野菜ジュース 清涼飲料水 なし

（株）秋田屋本店 岐阜県岐阜市薬師町
３０

Ｆゼリー コラーゲン 清涼飲料水 なし

（株）秋田屋本店 岐阜県岐阜市薬師町
３０

Ｆゼリー ファットバーナー 清涼飲料水 なし
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（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ はちみつリンゴ酢 清涼飲料水 なし

（株）加藤美蜂園
横浜工場

横浜市金沢区福浦　　　２－１－８ アップルバーモント 清涼飲料水 なし

株式会社　米田兄弟社 奈良県磯城郡田原本町304-1 ローヤゲングルコサミンＳＣ 清涼飲料水 なし

株式会社　米田兄弟社 奈良県磯城郡田原本町304-1 ローヤゲン節修快 清涼飲料水 なし

株式会社　米田兄弟社 奈良県磯城郡田原本町304-1 サラヤ節楽楽歩試飲用 清涼飲料水 なし

株式会社やまと蜂蜜 奈良市田中町　324 キーコーヒー　ミルクで味わう珈
琲

清涼飲料水 なし

株式会社やまと蜂蜜 奈良市田中町　324 キーコーヒー　ミルクで味わう紅
茶

清涼飲料水 なし

株式会社やまと蜂蜜 奈良市田中町　324 キーコーヒー　ミルクで味わう珈
琲ポーション

清涼飲料水 なし

株式会社やまと蜂蜜 奈良市田中町　324 キーコーヒー　ミルクで味わう紅
茶ポーション

清涼飲料水 なし

（株）羅漢食品研究所 福岡市博多区中洲３－２－５ グリーン・ドリンク 清涼飲料水 無

紀州食品株式会社 伊都郡かつらぎ町東渋田５８５ ジョインうめドリンク（梅酒入
り）１９０ｇ缶

清涼飲料水 なし

紀州食品株式会社 伊都郡かつらぎ町東渋田５８５ FLORIDA HOLIDAY RED GRAPE
JUICE 195g缶

清涼飲料水 なし

木村飲料㈱ 榛原郡吉田町川尻字浜河原3051-16 コーヒー 清涼飲料水 なし

くみあい乳業株式会社 旭川市永山町１０丁目６番地３ 清涼飲料水 清涼飲料水 なし

群馬牛乳協業組合 群馬県前橋市飯土井町426-2 ゼラチン（皮）使用清涼飲料水 清涼飲料水 なし

三和罐詰（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市大字茂呂1410-1 乳化剤使用コーヒー飲料 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

イヴ　ヒアルＶドリンク 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ナチュールＦⅡビューティドリン
ク

清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

オレンジコラーゲン 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

グルコサーゲンＶ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

コラーゲンαリンクルソフト 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

テンスアップ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

シトラスコラーゲン 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

セア・ローヤルライト 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ドクターコラーゲン 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ビタフレッシュ２５ 清涼飲料水 なし
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大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ビタフレッシュ３５ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ビューティダイエットハイビスカ
ス

清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ビューティダイエットローズ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ビューティダイエットラベンダー 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

イチョウ葉エキス 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

エルムエフエフ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ハチマル 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

プロジェイン 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

メディシーナ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

欲張り美人 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ローヤルベータ１２００ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ナチュールＦⅡビューティドリン
ク

清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

オレンジコラーゲン 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

グルコサーゲンＶ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

セア・ローヤルライト 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

EFコラーゲン 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ビオックスコラーゲン 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

エージシューターローヤルゼリー
２０００

清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ナチュールＦⅡビューティドリン
ク

清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

牡蠣７５０ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ガンバレ肝太郎 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

帰ってきた肝太郎 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

カイガイローヤル３０００ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

クエスパ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

牡蠣Ｚ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

シャクヤクイチョウ葉ドリンク 清涼飲料水 なし
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大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

スーパースリーゼット 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

パンシロンフラボノフレッシュ 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ローヤルミックスα 清涼飲料水 なし

大同薬品工業㈱ 奈良県北葛城郡新庄町大字新村２１４
－１

ローヤルライフ 清涼飲料水 なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ アップルマンゴーゼリー 清涼飲料水 なし

タカナシ乳業㈱横浜工場 横浜市旭区本宿町５ りんごと野菜 清涼飲料水 なし

タンポポ産業株式会社 船橋市二宮１丁目６番８号 美白　他１０品目 清涼飲料水 無

タンポポ産業株式会社 船橋市二宮１丁目６番８号 すはだ美　他１４品目 清涼飲料水 無

津乃峰酒造株式会社 阿南市長生町諏訪ノ端１１ 紫蘇ジュース 清涼飲料水 無

東北ビバレッジ株式会社 山形県山形市大字漆山２４９７ ぷりぷりコラーゲン 清涼飲料水 なし

野田ハニー食品工業（株） 麻植郡鴨島町内原144番地 すだちdeｼｬｯｷﾁ 清涼飲料水 無

野田ハニー食品工業（株） 麻植郡鴨島町内原145番地 ザ・スピルリナすだち 清涼飲料水 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 りんごジュース（濃縮還元） 清涼飲料水 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 オレンジジュース（濃縮還元） 清涼飲料水 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 フルヤニンジン＆果汁１００（果
汁入り混合飲料）

清涼飲料水 無

古谷乳業（株）成田工場 香取郡多古町水戸字水戸台1-16 ウーロン茶飲料 清涼飲料水 無

丸善食品工業（株） 長野県須坂市小河原字
松川４０６２－３

コラーゲンドリンク 清涼飲料水 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ティーレラ 清涼飲料水 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 コンソメスープ 清涼飲料水 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 オニオンコンソメスープ 清涼飲料水 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 オニオンコンソメスープ２ 清涼飲料水 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 オニオンコンソメスープ３ 清涼飲料水 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 オニオンコンソメスープ４ 清涼飲料水 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 オニオンコンソメスープ５ 清涼飲料水 なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 紅茶飲料 清涼飲料水 なし

ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里30 骨の素アパタイトカルシュウム 清涼飲料水 なし
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ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里31 ﾋﾟｽﾄﾝｱﾊﾟﾀｲﾄｶﾙｼｭｳﾑ 清涼飲料水 なし

ヤクハン製薬(株) 北広島市北の里32 イオカルヒンAP 清涼飲料水 なし

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ おいしい珈琲オリジナル 清涼飲料水 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ おいしい珈琲カフェオ・レ 清涼飲料水 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ 雪印コーヒー（ＬＬ） 清涼飲料水 無

雪印乳業（株）野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾２５６－１ ハーシーココアドリンク 清涼飲料水 無

ロッテ電子工業㈱ 新宿区西新宿３－２０－１ コラーゲン８０００ 清涼飲料水 なし

和歌山県農業協同組合連合会※ 和歌山県海南市日方新浜1294 ジョインはちみつ入りうめ10％(L
瓶)

清涼飲料水 なし

和歌山県農業協同組合連合会※ 和歌山県海南市日方新浜1294 ジョインうめドリンク(梅酒入
り)190ｇ缶

清涼飲料水 なし

㈱ケンテック 町田市野津田３４－１ 楽チンエース 清涼飲料水 なし

㈱ジェイエイビバレッジ佐賀関東
工場

石橋町下石橋561 アムウェイ　カルシウムファイ
バードリンクﾋﾟｰﾁ

清涼飲料水 なし

㈱ジェイエイビバレッジ佐賀関東
工場

石橋町下石橋561 アムウェイ　カルシウムファイ
バードリンクｱｯﾌﾟﾙ

清涼飲料水 なし

㈱シュウウエムラ化粧品 東京都港区南青山５－７－１７ 清涼飲料水 清涼飲料水 無 ― ― ― ― ― ―

㈱東京めいらく千葉工場 佐倉市大作１－５－１ のむ果実と野菜　ヨーグルト風味 清涼飲料水 無

㈱六甲牧場 西区岩岡町古郷２２４７ 清涼飲料水，果汁入り飲料 清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 ミルクティー（ゲーブルトップ） 清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 カフェラッテ　エスプレッソリッ
チ（プラスティックカップ）

清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋ　キリマンジャロブ
レンド夏用（ブリックパック）

清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋ　キリマンジャロブ
レンド冬用（ブリックパック）

清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋ　カフェオレ夏用
（ブリックパック）

清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋ　カフェオレ冬用
（ブリックパック）

清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋ　キリマンジャロブ
レンド・カフェ・オ・レ夏用（ブ
リックパック）

清涼飲料水 なし
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森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 Ｐｉｋｎｉｋ　キリマンジャロブ
レンド・カフェ・オ・レ冬用（ブ
リックパック）

清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 ミルクティー（ブリックパック） 清涼飲料水 なし

森永乳業㈱東京多摩工場 東京都東大和市立野4-515 森永マミーＬ（ブリックパック） 清涼飲料水 なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ 氷コーヒー 清涼飲料水（希
釈用）

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ 氷メロン 清涼飲料水（希
釈用）

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ シロップエスプレッソ 清涼飲料水（希
釈用）

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ シロップベリー＆ベリー 清涼飲料水（希
釈用）

なし

大洋香料（株） 大阪市北区西天満４－５－１０ シロップミルク 清涼飲料水（希
釈用）

なし

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 調味料 ｾﾞﾗﾁﾝ 無

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

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 かに雑炊顆粒 ｾﾞﾗﾁﾝ 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ そうざい類5種類 ゼラチン 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 辛口ジャージャー麺 ゼラチン 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 大玉たこ焼き ゼラチン 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 野菜たっぷり寄せ鍋 ゼラチン 無

ｶﾈﾎﾞｳﾌｰｽﾞ㈱高槻第一工場 高槻市梶原6-20-1 ソフトキャンディ(４) ゼラチン 無

ｶﾈﾎﾞｳﾌｰｽﾞ㈱高槻第一工場 高槻市梶原6-20-1 チューイングガム ゼラチン 無

株式会社丸新 豊中市中桜塚2丁目27-8-101 ゼラチン ゼラチン 無

国貞化学工業株式会社 豊中市千成町２丁目3-32 ｾﾞﾗﾁﾝ(牛骨由来） ゼラチン 無

国貞化学工業株式会社 豊中市千成町２丁目3-32 ｾﾞﾗﾁﾝ(牛骨･牛皮由来） ゼラチン 無

ｸﾞﾘｺ栄養食品㈱本社 高槻市春日町7-16 食肉製品（９） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 石狩ラーメン快風丸冷やし中華た
れ

ゼラチン なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 味付きしいたけ ゼラチン なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 おこわ　冷凍かざり人参 ゼラチン なし
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コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 サラダ巻き　北の味 ゼラチン なし

後藤靖行　チロリアン 寝屋川市春日町22-6 洋菓子 ゼラチン 無

コニカゼラチン㈱ 宝塚市高司５－６－１ ゼラチン ゼラチン 無 骨（脊推
有）

参考：ｐ
Ｈ１２．
５以上で
60日浸漬

コモ洋菓子　長手博司 高槻市松が丘3-8-29 ババロア ｾﾞﾗﾁﾝ 無

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 ゼラチンFCB-200FF ゼラチン なし

武田食品工業（株） 伊丹市鋳物師３－２０ クックミーＮー３ ゼラチン なし

武田食品工業（株） 伊丹市鋳物師３－２０ 新ウマミックス ゼラチン なし

ドエル　柳楽武利 高槻市川添2-6-1 洋菓子 ゼラチン 無

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

６００ｇクッキングゼリーＮ ゼラチン なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

３０ｇクッキングゼリー ゼラチン なし

ハウス食品株式会社  東大阪工場 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７
号

６０ｇクッキングゼリーNＰ ゼラチン なし

蜂屋乳業㈱高槻工場 高槻市西面南4-1-1 アイスミルク（５） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

蜂屋乳業㈱高槻工場 高槻市西面南4-1-1 ラクトアイス（３） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

蜂屋乳業㈱高槻工場 高槻市西面南4-1-1 氷菓 ｾﾞﾗﾁﾝ 無

蜂屋乳業㈱高槻工場 高槻市西面南4-1-1 ラクトアイス（２） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

蜂屋乳業㈱高槻工場 高槻市西面南4-1-1 アイスクリーム ｾﾞﾗﾁﾝ 無

蜂屋乳業㈱高槻工場 高槻市西面南4-1-1 アイスミルク ｾﾞﾗﾁﾝ 無

ホクヨー株式会社 山形県山形市三社５７－１ ゼラチン ゼラチン なし

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ類（28） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ（20） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

丸大食品㈱高槻工場 高槻市緑町21-3 焼豚類（2） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

明治製菓㈱大阪工場 高槻市朝日町1-10 糖衣掛けﾁｮｺﾚｰﾄ（4） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

森永製菓（株）
三島工場

静岡県三島市南二日町
１１－５０

クックゼラチン ゼラチン なし

㈱大晃化成　富田林工場 富田林市中野町東 ２－５－５８ ゼラチン ゼラチン 無
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㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 塩味スープ ゼラチン なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ 酢の物用三杯酢 ゼラチン なし

㈱ダイエーセントラル水産川崎事
業所

川崎市川崎区白石町６－１ タコ三杯酢 ゼラチン なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-15 ｾﾞﾗﾁﾝﾃﾞﾘｶ15 ゼラチン なし

㈱富田屋 富田林市若松町東３－１－３６ 油菓子 ゼラチン 無

㈱ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ高槻工場 高槻市東上牧１－２－５ 冷凍食品（２） ｾﾞﾗﾁﾝ 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 焼鳥のたれ ｾﾞﾗﾁﾝ 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 焼肉たれ ｾﾞﾗﾁﾝ 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 ポン酢 ｾﾞﾗﾁﾝ 無

㈱井上清助商店 東大阪市菱江３－１１－１１ 粉末ゼラチン ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチン ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチン ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンMCG-30 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンQM-20 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンQM-30 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンNCG-20 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-217 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-220 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンE-170 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-206 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-209 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-212 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-214 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-217 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-220 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-223 ゼラチン なし
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宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンBM-229 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンF-3091 ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンAPI-H ゼラチン なし

宮城化学工業㈱ 仙台市若林区若林二丁目７－１ ゼラチンCP-819 ゼラチン なし

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 スタンダードゼラチンパウダー ゼラチン 無

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ゼラチンパウダーＰ－1 ゼラチン 無

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ゼラチンパウダーＰ－３ ゼラチン 無

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 水溶性ゼラチンＰ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 水溶性ゼラチンＰ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 水溶性ゼラチンＰ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ セービングゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ セービングゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ セービングゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼラチンパウダー５ｇ＊２０＊５
０

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼラチンパウダー５ｇ＊２０＊５
０

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼラチンパウダー５ｇ＊２０＊５
０

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼラチン分解物 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエース　Ｙ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエース　Ｙ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースＲ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースＲ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー３５ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー３５ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー黒 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー黒 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー紺 ゼラチン なし
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野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー紺 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー緑 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー緑 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンパウダー緑 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑１６
０

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑１６
０

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑１６
０

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑ハー
フ

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑ハー
フ

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ゼリエースゼラチンリーフ緑ハー
フ

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 地球馬ゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 地球馬ゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 地球馬ゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ニタージュみとみＨＡＰ－Ｎｏ１
ペースト

ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ニタージュみとみパウダー ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ビーフＳＢオイル ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ファミリアオレンジ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ファミリアオレンジ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ファミリアオレンジ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ファミリアローズ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ファミリアローズ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｄ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｄ ゼラチン なし
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野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｄ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｆ－１ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｆ－１ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｆ－１ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＦＧ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＦＧ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＦＧ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｈ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｈ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｈ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＨＨ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＨＨ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＨＨ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＨＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＨＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＨＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ－６０ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ６０微粉 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ６０微粉 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ６０微粉 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＨ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＨ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＨ ゼラチン なし
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野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＫＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＫＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＫＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＹ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＫＹ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ微粉 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ微粉 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｋ微粉 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｍ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｍ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｍ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＮＦ－３ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＮＦ－３ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＮＦ－３ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｓ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｓ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｓ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＫＹ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＫＹ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＫＹ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＳ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＳ ゼラチン なし
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野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＳ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｓー１ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｓー１ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＳＳ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＳＳ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＳＳ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＳＳＨ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＹ－１６０ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＹ－１６０ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＳＹ－１６０ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＵＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＵＬ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｗ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｗ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　Ｗ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＨ－２００ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＨ－２００ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＨ－２００ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＫ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＬ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＬ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＬ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＮー１２０ ゼラチン なし

263 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＮー１２０ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　ＹＮー１２０ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　楽器用 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　楽器用 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　楽器用 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　特Ｋ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　特Ｋ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　特Ｋ ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　氷菓用 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　氷菓用 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 粉末ゼラチン　氷菓用 ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ホームメイド粉末ゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ ホームメイド粉末ゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 料理用ゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 料理用ゼラチン ゼラチン なし

野洲化学工業株式会社 野洲郡野洲町市三宅１０１３ 料理用ゼラチン ゼラチン なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 麺類弁当3種類 ゼラチン・味付
け油揚げ

無

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 調味料 ｾﾞﾗﾁﾝ・蛋白加水
分解物

無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ドリア ゼラチン・肉エ
キス

無

(有)ﾚｰﾌﾟｸｰﾍﾝ 高槻市大蔵司1-5-4 洋菓子 ｾﾞﾗﾁﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ 無

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ゼラチンミール ゼラチンミール 無

ヒロミ洋菓子店 門真市垣内町7-3 ゼリー 無

株式会社烹菓 京都市上京区荒神口通河原町東入宮垣
町９６－２

コーヒーゼリー ゼリー なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 95gゼリーエース　イチゴ ゼリーの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 95gゼリーエース　メロン ゼリーの素 なし

264 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 95gゼリーエース　ピーチ ゼリーの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 95gゼリーエース　ブドウ ゼリーの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 60gコーヒーぜりー ゼリーの素 なし

日清食品㈱ 大阪市淀川区西中島4-1-1 サイリウムファイバーゼリー ゼリー飲料 なし

㈱斑尾高原農場 上水内郡三水村芋川１２６０ トマトソース ソーズ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＧＮ　のり吸物 即席吸物 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＧＮ　舞茸吸物 即席吸物 なし

ﾔｸﾙﾄ食品工業株式会社 神埼郡神崎町大字城原3860 麺許皆伝しょうゆ味 即席中華めん 無

ﾔｸﾙﾄ食品工業株式会社 神埼郡神崎町大字城原3860 麺許皆伝みそ味 即席中華めん 無

ﾔｸﾙﾄ食品工業株式会社 神埼郡神崎町大字城原3860 麺許皆伝しお味 即席中華めん 無

ﾔｸﾙﾄ食品工業株式会社 神埼郡神崎町大字城原3860 麺許皆伝ｿｰｽ焼きそば 即席中華めん 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ はるさめヌードル　ワンタンしょ
うゆ味

即席春雨 無

エースコック㈱ 吹田市江坂町１－１２－４０ はるさめヌードル　かきたましお
味

即席春雨 無

イチビキ㈱ 豊川市御油町美世賜２１０番地 「具どっさりのおみそ汁赤だし」
のとうふ、ルーみそミックス、
ルーみそ赤だし等

即席みそ汁 なし

株式会社マルダイ 新潟県佐渡郡羽茂町大字大橋1553の1 豚汁・生みそタイプ 即席みそ汁 なし

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ カップあさり味、まいたけ汁赤だ
し等

即席みそ汁 なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3－15－8 カップ付きみそ汁 即席みそ汁 なし

㈱サンジーピー協業 新城市有海字市道５番地１ 日替わりみそ汁、カップみそ汁等 即席みそ汁 なし

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 生みそ10P 即席みそ汁 無

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 生みそ具だくさん 即席みそ汁 無

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 生みそ緑黄色野菜 即席みそ汁 無

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 生みそカップとうふ 即席みそ汁 無

㈱タムラ 糟屋郡粕屋町内橋688 生みそカップ油あげ 即席みそ汁 無

㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ 四季春彩お味噌汁　菜の花と竹の
子

即席みそ汁顆粒
タイプ

無
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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 即席めん類各種 即席めん なし

トーエー食品（株） 関市下有知２１－３ 新食感和風カレーうどん 即席めん なし

トーエー食品（株） 関市下有知２１－３ ノンカップ和風カレーうどん 即席めん なし

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ即席ラーメンワンタ
ン麺

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ喜多方風中華そば 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ満福食堂煮玉子ラー
メン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ即席ラーメンしょう
ゆ味

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ即席ラーメンみそ味 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ 濃厚ガラ仕込しょうゆラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ 濃厚ガラ仕込みそラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ下町の来々軒中華そ
ば

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ豚骨ねぎラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ横浜もやしそば 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチみそバターラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチカルビキムチラーメ
ン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチねぎみそラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチチャーシューメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチねぎラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチとん汁うどん 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチねぎそば 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ炒め野菜たんめん亭 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチにんにくねぎみそ屋 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ満福食堂豚バララー
メン

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチいかたこ焼そば 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ ニュータッチ東京浅草ソース焼そ
ば

即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ Ｂｉｇ－A醤油ラーメン 即席めん 無
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ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ Ｂｉｇ－A味噌ラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ Ｂｉｇ－A塩ラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８２８ 街の評判店しょうゆラーメン 即席めん 無

ヤマダイ食品㈱ 結城郡八千代町平塚４８５４ 街の評判店みそラーメン 即席めん 無

山本製粉㈱ 宝飯郡小坂井町小坂井八幡田３７－１ カップ本店の味（メンマしょうゆ
味、中華そば、野菜しお味）、
カップみそ煮込みうどん等

即席めん なし

㈱一弘 鳥栖市山浦町591-1 九州とんこつ鍋（長浜ラーメン
入）

即席めん 無

エースコック㈱関西滝野工場 滝野町 濃こくとんこつラーメン 即席麺 なし

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ 長浜ラーメン(5食入､3食入) 即席麺 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 94gうまかっちゃん　A 即席麺 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 うまかっちゃん　こくとんこつ 即席麺 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 うまかっちゃん　しょうゆとんこ
つ

即席麺 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 うまかっちゃん　ぴり辛とんこつ 即席麺 無

ハウス食品㈱　福岡工場 古賀市古賀１番地 好きやねんしょうゆ味N 即席麺 無

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 好きやねんしょうゆ味N 即席麺 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 ごっつ好きやねん　とんこつしょ
うゆ味

即席麺 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 うまいっしょ　しょうゆ味NP 即席麺 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 細打名人しょうゆ味N 即席麺 なし

フクシマフーズ㈱ 伊達郡桑折町大字成田字二本木１０－
１

味みそ 即席麺 なし

フクシマフーズ㈱ 伊達郡桑折町大字成田字二本木１０－
１

醤油 即席麺 なし

フクシマフーズ㈱ 伊達郡桑折町大字成田字二本木１０－
１

ラーメン 即席麺 なし

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ 博多ラーメン(5食入) 即席麺 無

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ 本格伝承ラーメン(5食入) 即席麺 無

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ 本格高菜老麺 即席麺 無

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ チャンポン 即席麺 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ ﾊﾛｰｷﾃｨｰ博多長浜とんこつ味ｽｰﾌﾟ 即席麺 不明 有（①オートクレーブ
１５０℃～２５０℃で
３０分、２５０℃で９
０分滅菌水蒸気蒸留、
②アルカリ処理（ゼニ
ス式精製装置）０．４
５N水酸化ナトリウ
ム、９０℃で４５分、
③水洗８０℃～１０
０℃の水で遠心分離及
び活性炭・活性白土に
より不純物を除去）

油脂加工
品

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ ﾊﾛｰｷﾃｨｰ博多長浜しょうゆとんこ
つｽｰﾌﾟ

即席麺 不明 有（不活性化処理*1①
オートクレーブ１５
０℃～２５０℃で３０
分、２５０℃で９０分
滅菌水蒸気蒸留、②ア
ルカリ処理（ゼニス式
精製装置）０．４５N
水酸化ナトリウム、９
０℃で４５分、③水洗
８０℃～１００℃の水
で遠心分離及び活性
炭・活性白土により不
純物を除去）

油脂加工
品

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 地鳥スープラーメン 即席麺 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 豚キムチラーメン 即席麺 無

ｻﾝﾎﾟｰ食品㈱ 三養基郡基山町長野２３０ 辛っと天ぷらうどん 即席ﾒﾝｽｰﾌﾟ 無

ｻﾝﾎﾟｰ食品㈱ 三養基郡基山町長野２３０ 福神漬カレーうどん 即席ﾒﾝｽｰﾌﾟ 無

ｻﾝﾎﾟｰ食品㈱ 三養基郡基山町長野２３０ ごぼう天うどん 即席ﾒﾝｽｰﾌﾟ 無

ｻﾝﾎﾟｰ食品㈱ 三養基郡基山町長野２３０ 棒状醤油ラーメン 即席ﾒﾝｽｰﾌﾟ 無

ｻﾝﾎﾟｰ食品㈱ 三養基郡基山町長野２３０ 長崎ちゃんぽん、BIG長崎ちゃん
ぽん

即席ﾒﾝｽｰﾌﾟ 無

ｻﾝﾎﾟｰ食品㈱ 三養基郡基山町長野２３０ 即席メン　8種 即席ﾒﾝｽｰﾌﾟ 無

ｻﾝﾎﾟｰ食品㈱ 三養基郡基山町長野２３０ 即席メン　14種 即席ﾒﾝｽｰﾌﾟ 無

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 黒い豚カレー 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺の殿堂　とんこつ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 焼肉屋さんのカルビうどん 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ バリうま　ごぼ天 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 激めん　ワンタンメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ バリうま　とんこつ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ バリうま　焼豚 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ワンタン麺　醤油味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ カップもやし味噌ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ぴかーチャーシュー麺　豚骨 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ このダシええやんか海鮮塩バター 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ このダシええやんか豚骨醤油 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ カップ沖縄そば 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかまるもやし味噌 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかまるコーン塩バター 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかまるワンタン麺醤油 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかまるワンタンうまみ塩味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかまるネギ辛ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかー　醤油ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかー　味噌ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかー　豚骨ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかー　野菜塩ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかー　牛だしキムチラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 尾道ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ これぞ白濁とんこつラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ これぞ背脂とんこつラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ これぞコク辛味噌ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺づくり　鶏ガラ醤油 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺づくり　合わせ味噌 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺づくり　コク塩 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺づくり　濃厚豚骨 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺づくり　磯わかめ塩 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 勝丸　塩醤油ミックス 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの中華そば　正油 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらのみそラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの塩ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺の殿堂　醤油とんこつ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麦さんの葱油麺 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 黒いまめ豚カレーうどん 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ まめ激めんワンタンメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ はろうきてぃ西の醤油 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ はろうきてぃ北の味噌 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ はろうきてぃ東の塩 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ はろうきてぃ南の豚骨 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ まめとんこつ博多ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ まめ沖縄そば 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ミニ札幌みそラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ミニ長崎ちゃんぽん 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ミニ旭川ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ミニ和歌山ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ミニまるもやし味噌ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ミニまるコーンラーメン塩バター 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ハム太郎ヌードルしょうゆ味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ハム太郎ヌードルカレー味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ワンタンヌードル（カップ） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ホットヌードル正油 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ホットヌードル豚骨 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ホットヌードルはま塩 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ホットヌードル麻婆カレー 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ホットヌードル塩味チーズ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ カレーうどん（縦型） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 謹製濃厚白濁豚骨ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 胡麻味　坦々麺 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ コクだし醤油ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ コクだし塩ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 焼そばバゴオーン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 焼そば大バゴーン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ カリブの熱い焼そば 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらのソース焼そば（ピリカ
ラスープ付）

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ホットワンタンしょうゆ（縦型） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ホットワンタンポーク（縦カップ
Ｓサイズ）

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ カップワンタンしょうゆ味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ わかめスープワンタン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ユッケジャンワンタン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ トレーワンタン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ コムタンスープ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ユッケジャンスープ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ たまごスープワンタンしょうゆ味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 業務用ワンタン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）しょうゆ味ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）みそ味ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―
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え

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）塩ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ カレーうどん　甘口（袋） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）赤みそラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）のれんめぐり博多長浜ラー
メン

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）昔ながらの中華そば　しょ
うゆ味

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）昔ながらの中華そば　みそ
味

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの中華そば　とんこつ
（袋）

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）昔ながらの塩ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）屋台十八番なま味しょうゆ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）屋台十八番なま味みそ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）ワンタン麺しょうゆ味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）ワンタン麺しお味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）ワンタン麺とんこつ味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）このダシええやんかあっさ
りラーメン

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）このダシええやんかこって
りラーメン

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）ハイラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）沖縄そば 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）バリうまとんこつラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）台湾風醤油拉麺　紅葱 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）胡麻味噌拉麺　芝麻 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）焼そば 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （袋）昔ながらのソース焼そば 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ たんちゃん麺チャンポン風 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 自販機ワンタン麺しょうゆ味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 自動販売機専用ホットヌードル
しょうゆ

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 自動販売機用ホットヌードル海鮮
はま塩

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―
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え

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 自動販売機ホットヌードルとんこ
つ

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 自動販売機用ホットヌードルイン
ドカレー

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 自動販売機用ホットヌードルみそ 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 味付　焼ビーフン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらのソース焼そばたまごワ
ンタンスープ付（旧）

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 黒い豚カレーうどん（豆）
（旧）

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ミニまる　もやし味噌ラーメン
（旧）

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ミニまる　ワンタン麺（旧） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかまるもやし味噌ラーメン
（旧）

即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかー醤油ラーメン（旧） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかー味噌ラーメン（旧） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 袋　ワンタン麺しょうゆ味（旧） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 袋　ワンタン麺しお味（旧） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 袋　沖縄そば（旧） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ これぞ濃厚豚トロ久留米ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ビックカレーうどん 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ こだわりそば屋のカレー南蛮そば 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 通のでかまる　背脂醤油ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ でかー　醤油豚骨ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ぴかー　チャーシュー麺　醤油味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 酸辣湯スープワンタン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ たまごスープワンタン　しお味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 俺の塩（中華スープ付き） 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 豚コク味噌ラーメン 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ チャーシュー麺　醤油味 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 鶏だし水炊きうどん 即席めん類 無 ― ― ― ― ― ―

273 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

甲府東洋（株） 中巨摩郡田富町布施９１ ＣＯＯＰ国内麦野菜たっぷりヌー
ドル（しょうゆ、とんこつ、し
お、みそ）

即席ラーメン なし 　 　 　 　 　

丸大食品㈱静岡工場 掛川市高御所1006-1 ソーセージ類 粗ｾﾞﾗﾁﾝ 無

一冨士ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ㈱ 高槻市大塚町5-21-1 弁当ｳｲﾝﾅｰ 粗ｾﾞﾗﾁﾝ･ｺﾗｰｹﾞﾝ
ｹｰｼﾝｸﾞ

無

（株）カネカシーフーズ 気仙沼市字赤岩港１３－２ 子持ちめかぶ横型三連 その他 なし 該当なし

（株）カネカシーフーズ 気仙沼市字赤岩港１３－２ 子持ちめかぶ横型三連 その他 なし 該当なし

（株）カネカシーフーズ 気仙沼市字赤岩港１３－２ いかとろめかぶ その他 なし 該当なし

（株）カネカシーフーズ 気仙沼市字赤岩港１３－２ PB製品の塩辛 その他 なし 該当なし

（株）カネカシーフーズ 気仙沼市字赤岩港１３－２ PB製品のいか刺し明太 その他 なし 該当なし

（株）カネカシーフーズ 気仙沼市字赤岩港１３－２ 磯めかぶタレ その他 なし 該当なし

（株）カネダイ水産食品部 気仙沼市川口町２－１０５－１ 味付けトラウトタタキ その他 なし 該当なし

（株）カネダイ水産食品部 気仙沼市川口町２－１０５－１ イカの塩辛 その他 なし 該当なし

（株）かわむら気仙沼工場 気仙沼市本浜町１－７－２５ 味付けいくら その他 なし 該当なし

（株）かわむら気仙沼工場 気仙沼市本浜町１－７－２５ 味付けいくら その他 なし 該当なし

（株）八葉水産 気仙沼市字赤岩港１４－１ 磯のり　青のり その他 なし 該当なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 抹茶あずき その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 旬菜湯漬　梅昆布 その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 旬菜湯漬　ごま昆布 その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 旬菜湯漬　野沢菜 その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 具だくさんおじや その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 ニラ玉スープ その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 そばの実スープ その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 SK石狩汁 その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 FDとうふL その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 FDとうふM その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 FDとうふS その他 なし
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ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 FDとうふSS その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 FDタマゴMA その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 冷製トマトスープ その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 ほうれん草たっぷり野菜スープ その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 ﾏﾙｻﾝとろみたまごスープ その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 ローストオニオンコンソメスープ その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 キャベツコンソメスープ その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 うす塩玉子スープ その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 FDタマゴMT その他 なし

ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ㈱ 須坂市米持町293-45 FD白菜キムチI その他 なし

阿部長マーメイド食品 気仙沼市字赤岩港１２１ さんまみりん干し その他 なし 該当なし

阿部長マーメイド食品 気仙沼市字赤岩港１２１ さんまみりん干し その他 なし 該当なし

阿部長マーメイド食品 気仙沼市字赤岩港１２１ さんまみりん干し その他 なし 該当なし

阿部長マーメイド食品 気仙沼市字赤岩港１２１ ほっけ塩焼き その他 なし 該当なし

阿部長マーメイド食品 気仙沼市字赤岩港１２１ さんま甘露煮 その他 なし 該当なし

阿部長マーメイド食品 気仙沼市字赤岩港１２１ にしん黄金和え その他 なし 該当なし

オキコ株式会社 西原町字幸地３７１ ｳｨﾝﾅｰﾄﾞｰﾅｯﾂ等 その他 無

株式会社　新丸正 焼津市三和1384‐1 味付けもみのり　1５ｇ その他 無

株式会社　新丸正 焼津市三和1384‐1 手作りキットはりはり漬け その他 無

株式会社　山七 焼津市田尻2212-12 牛そぼろふりかけ その他 無

株式会社　山七 焼津市田尻2212-12 さけふりかけ(ソフトタイプ) その他 無

株式会社　山七 焼津市田尻2212-12 ツナふりかけ(ソフトタイプ) その他 無

株式会社　山七 焼津市田尻2212-12 ひじきふりかけ その他 無

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

（株）ときそう 松任市徳丸町４１５ー２ カレーソース、トマトソース その他 なし - - -

（株）ときそう 松任市徳丸町４１５ー２ ミートｿｰｽ その他 なし - - -
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）ニュー三久サービスセン
ター

松任市旭丘３丁目２８ 牛丼の具、ビーフカレー、ミート
ｿｰｽ

その他 なし - - -

ケンコーマヨネーズ株式会社　厚
木工場

厚木市上依知３０２８ー２ ドレッシング その他 なし

コスモ食品株式会社北海道工場 芽室町東芽室北１線４８番地 バターフレーバー その他 なし

コスモ食品株式会社北海道工場 芽室町東芽室北１線４８番地 カルニッチ３，５，７ その他 なし

小松食品㈱ 埴科郡戸倉町大字羽尾2097番地 釜飯の素・ごはんの素全種のたれ その他 なし

小松食品㈱ 埴科郡戸倉町大字羽尾2097番地 うめ味茶漬 その他 なし

斉藤昭雄 気仙沼市字松崎高谷１２２－８ 笹かまぼこ　むしかまぼこ その他 なし 該当なし

桜乳業株式会社 白河市白坂字字勝多石10-30 ご飯の素 その他 なし

三幸食品株式会社 焼津市焼津６－７－３５ シーグルメ　73g その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 炒飯の素 その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 カートンわさび茶漬 その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 胡麻カレー その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 鮭茶漬 その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 しじみスープ その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 たまごスープ その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 特撰茶漬 その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 ふりかけ その他 無

東海農産株式会社 静岡市手越原１９番地 やくみねぎわさび その他 無

東海物産㈱北海道工場 北海道勇払郡早来町富岡254-12 ｷﾑﾁﾍﾞｰｽS-2SD その他 なし

東洋酵素化学株式会社 浦安市堀江４－４－２７ アスタキサンチン含有マイクロカ
プセル

その他 無

西宮和雄 帯広市西１条南２８丁目 レモンフレーバー、香辛料 その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

辛子明太子 その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

焼たらこほぐし その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

焼たらこほぐし
マヨネーズ

その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

帆立マヨネーズ その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

明太子マヨネーズ その他 なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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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

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

ツナマヨネーズＡ その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

ツナマヨネーズＦ その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

焼鮭マヨネーズ その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

チキンマスタード
マヨネーズ

その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

ツナワサビマヨネーズ その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

スモークチキン
マヨネーズ

その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

カニマヨネーズ その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

カニフレーク その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

刻み穴子 その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

焼き穴子 その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

刻みうなぎ その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

うなぎ蒲焼 その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

焼きたらこフレーク その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

本かつお その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

おかか その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

タラコフレーク その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

タラコフレーク（Ｔ） その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

帆立煮 その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

焼鮭たらこ その他 なし

ノーザンパシフィック㈱ 横浜市鶴見区矢向
３－３６－６

海老マヨネーズ その他 なし

フライスター株式会社 甲賀郡水口町宇川１４２６ 生パン粉 その他 なし

北海道共栄フード株 空知郡上砂川町字上砂川１－２ 乾燥赤パン粉 その他 なし

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 味ミックス その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 かし久がんこもんスープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 加ト吉冷麺スープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 カレーうどんつゆ その他 無
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真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 喜多方ラーメンスープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 ごましお その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 炸醤麺スープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 サンサスカレーうどんスープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 支那そばスープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 シマダヤ炸醤麺スープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 生中華スープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 ぞうすいの素 その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 中華スープ上湯 その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 冷たいカレーうどんつゆ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 手もみ中華スープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 とんこつしょうゆラーメンスープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 生中華スープＤＥ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 担々麺スープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 豚キムチシーズニング その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 ふりかけ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 粉末中華スープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 紅花ラーメンスープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 みそ煮込みうどんつゆ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 明星しょうゆラーメンスープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 めんつゆざる用スティック その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 谷津めんつゆ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 ラーメンスープ その他 無

真富士屋食品株式会社 静岡市中野新田１２３番地 ロールキャベツのたれ その他 無

ミスアンドミセス 横浜市鶴見区鶴見中央
４－３６－１７

ミズ・コラーゲン１５００
（３０包入り・６０包入り）

その他 なし 　

ミスアンドミセス 横浜市鶴見区鶴見中央
４－３６－１７

コラーゲン１００％パウダー その他 なし 　
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ミスアンドミセス 横浜市鶴見区鶴見中央
４－３６－１７

コラーゲンペプチド
Ｐ－ＨＣＰ

その他 なし 　

ミスアンドミセス 横浜市鶴見区鶴見中央
４－３６－１７

スーパー「１」 コラーゲン その他 なし 　

ヤマキン株式会社 焼津市小屋敷477 マリン　スペシャルスープ その他 無

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 味付あわび等 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ こうじ使用食品 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 塩辛 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 明太子 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 塩辛製品 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 中華サラダ その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 紅ざけこうじ漬 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ たこ加工食品 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 真いか一本漬け その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ ソフトにしん その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 松前製品 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 数の子製品 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 若芽の柴葉漬 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ 子持ちこんぶ その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ するめトロロ その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ ひれ数の子 その他 なし 該当なし

㈱小野万 気仙沼市字松崎馬場１２－１ ふかひれ その他 なし 該当なし

㈱金トビ志賀 丸山町4-38 味噌煮込みうどん添付スープ その他 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 蓼科牛やわらかく煮込んだカレー
シチュー用肉

その他 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ 五目あんかけ丼 その他 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ パスタソースセット その他 なし

㈱ジェムコ 須坂市大字高梨２５０ ふるさとカレー丼 その他 なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-11 混ぜ込みわかめ　花むすび その他 なし
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㈱栃木ミツカン 栃木市大塚町2436 おむすび山　鮭わかめ その他 なし

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 サラダキープ青物野菜用 その他 無

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ 味付もずく三杯酢 その他 なし 該当なし

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ めかぶ三杯酢 その他 なし 該当なし

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ いか明太子 その他 なし 該当なし

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ おさしみ明太子 その他 なし 該当なし

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ しめさば その他 なし 該当なし

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ しめさば黒酢 その他 なし 該当なし

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ しば漬 その他 なし 該当なし

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ 塩辛 その他 なし 該当なし

㈱八葉水産 気仙沼市赤岩港１４－１ 松前漬 その他 なし 該当なし

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

海藻生野菜 その他 無

㈱ユニデリ 静岡県庵原郡蒲原町蒲原４丁目１８番
１８号

ミニ生野菜 その他 無

関西ベストフーズ株式会社 甲賀郡水口町さつきが丘１３ ソース等 その他 なし

㈲一品香フーズ 横浜市保土ヶ谷区岡沢町321-11 タンメンスープ その他 なし

㈲一品香フーズ 横浜市保土ヶ谷区岡沢町321-11 五目うま煮の素 その他 なし

㈲一品香フーズ 横浜市保土ヶ谷区岡沢町321-11 みそタンメンスープの素 その他 なし

株式会社四国シキシマパン 砥部町岩谷口110 菓子パン その他（菓子パ
ン）

無

（株）西新岩田屋ベーカリー　吉
塚工場

福岡市博多区吉塚６－９－８ ピロシキ その他（菓子パ
ン）

無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ジャンボあんまん その他（菓子パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ８個入りカタアゲドーナツ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 おさつｽﾃｨｯｸｻﾝﾄﾞ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｿﾌﾄｼﾞｬﾑ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 小倉あんドーナツ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 大判こしあんぱん その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 小倉あんぱん その他（菓子類
パン）

無
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㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 カフェモカサンド その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｸﾘｰﾐｰおさつ＆ﾎｲｯﾌﾟ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 くるくるシュクレ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 クリームパン その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ごまとカマンベール その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 こしあんドーナツ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｺｯﾍﾟつぶあん＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｺｯﾍﾟｼﾞｬﾑ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｻｸｻｸ林檎のﾃﾞﾆｯｼｭ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｼﾅﾓﾝｽﾃｨｯｸﾄﾞｰﾅﾂ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ジャムパン その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄなパン その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｿﾌﾄﾋﾟｰﾅﾂｻﾝﾄﾞ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 たっぷりﾊﾞﾀｰｿﾌﾄ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 チョコブレッド その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾁｮｺﾁｯﾌﾟｽｲｰﾄ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ちぎりパン(ﾊﾞﾆﾗﾁｮｺ) その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 豊の香いちご＆ﾎｲｯﾌﾟ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ＆ﾐﾙｸ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ふんわりﾁｰｽﾞのﾊﾟﾝ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ふんわりｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ホイップチョコ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ホイップショコラ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾎﾜｲﾄﾐﾙｸﾛｰﾙ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾎｲｯﾌﾟ＆ｶｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ その他（菓子類
パン）

無
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㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ミルキーメロン その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ミルキーフランス その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ミルクパン その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 メープルのパン その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 メロンパン その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 モカチーノサンド その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾛﾝｸﾞｼｭｶﾞｰﾏｰｶﾞﾘﾝ その他（菓子類
パン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 レーズンカスタード その他（菓子類
パン）

無

㈱丸協食産 長崎県佐世保市大塔町２００２－１０ ホルモンのタレ その他（焼肉の
タレ）

無

沖縄日本ハムフード株式会社 沖縄県宜野湾市大山７－５－１４ 焼肉もみだれＲ－１ その他（焼肉の
たれ）

無

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 磯わさび その他加工食品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子　わさび その他加工食品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 野沢菜　わさび その他加工食品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 もみじわさび その他加工食品 なし

エスフーズ㈱西宮工場、西宮第二
工場、船橋工場､船橋第二工場

兵庫県西宮市鳴尾浜1-22-13、兵庫県西
宮市鳴尾浜1-16-1、千葉県船橋市高瀬
町24-38、千葉県船橋市浜町3-2-3

鍋用スープ（３種類） その他加工食品 なし

トーラク㈱ 東灘区向洋町西５－５ コーンスープ その他加工食品 なし

㈱漬新 兵庫県西宮市鳴尾浜一丁目６－３０ 浅漬け茄子 その他加工食品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 ﾎﾜｲﾄﾙｰ その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 牛そぼろ(3mm) その他加工品 なし

ﾀﾇﾏﾌｰｽﾞ株式会社 安蘇郡田沼町大字山形561-1 冷凍ｺﾑﾀﾝｽｰﾌﾟ その他加工品 なし

（株）平野松本営業所 長野県松本市出川2-11-6 甘酢昆布大根調味液 その他食品 なし

（株）平野松本営業所 長野県松本市出川2-11-6 調味液ＡＣＴ その他食品 なし

（株）平野松本営業所 長野県松本市出川2-11-6 野沢菜調味液ＢＨ－ＭＡ３ その他食品 なし

（株）平野松本営業所 長野県松本市出川2-11-6 野沢菜調味液ＢＨ－ＭＵ その他食品 なし

282 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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）平野松本営業所 長野県松本市出川2-11-6 たくあん調味液 その他食品 なし

（株）おむすびころりん本舗 長野県南安曇郡三郷村大字明盛１５８
９

乾燥スープ その他食品 なし

（株）おむすびころりん本舗 長野県南安曇郡三郷村大字明盛１５８
９

オニオン寒天麺 その他食品 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３ ナガノ　ソースかつ丼のタレ　５
００ｇ／２０

その他食品 なし

トーカイ・パッケージングシステ
ム株式会社

綾瀬市深谷１４１７－１ 粉末スープ その他食品 なし

トーカイ・パッケージングシステ
ム株式会社

綾瀬市深谷１４１７－１ クルトン その他食品 なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ カラシマヨネーズＦ－５２６６ その他食品 なし

日本香料薬品㈱ 中央区脇浜町３－３－２ マヨネーズシーズニングＦ－９２
９

その他食品 なし

丸愛納豆㈱ 春日井市庄名町913 納豆のタレ、しそのりタレ その他食品 なし

(株)大龍 調布市飛田給1-34-1 クルトン その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７０４ ヨーグルトケーキの素 その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７０５ バニラババロアの素 その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７０６ 抹茶ババロアの素 その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７０７ 豆乳ババロアの素 その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７０８ エーコープ　ババロアの素　バニ
ラ

その他の加工食
品

なし

カセイ食品株式会社　千葉工場 山武郡松尾町富士見台２０８－１６５ ゼリーベース その他の加工食
品

無

カセイ食品株式会社　千葉工場 山武郡松尾町富士見台２０８－１６５ 杏仁豆腐 その他の加工食
品

無

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ カレーフレーク その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ カレーフレークマイルド その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　マドラスカレー　湿潤
１Ｋｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　ハヤシルー　湿潤　１Ｋ
ｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　マドラスカレー　リッチ
＆スパイシー　１Ｋｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　マドラスカレー　１Ｋｇ その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　マドラスカレー　３．３
Ｋｇ/２０Ｋｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　マドラスカレー　湿潤
１０Ｋｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　フェニックス手造りカ
レールウ　180ｇ

その他の加工食
品

なし
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角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　フェニックス手造りビー
フシチュールー　1８0ｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　横浜舶来亭　カレーフ
レーク　120ｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　横浜舶来亭　ハヤシフ
レーク　120ｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　担々麺スープ　９００ｇ その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　辛口ラーメンスープ醤油
味　950ｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ エバラ　カレーパウダー　１２Ｋ
ｇ

その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ アマタケカレールー１８０ｇ その他の加工食
品

なし

角光化成株式会社境工場 猿島郡境町下小橋蝉野８６７－１０ AGCRー１２（調味料 その他の加工食
品

なし

株式会社　ロルフフーズ 猿島郡境町伏木　１０１１－１ ｃｏｏｐ　パスターソース（チー
ズクリーム）

その他の加工食
品

なし

株式会社医食研究所 東京都渋谷区神宮前２－６－１４ コラーゲン顆粒（健康食品） その他の加工食
品

無

株式会社医食研究所 東京都渋谷区神宮前２－６－１４ エッセルマーナ（健康食品） その他の加工食
品

無

株式会社医食研究所 東京都渋谷区神宮前２－６－１４ 快歓精、マロニエダイエット（健
康食品）

その他の加工食
品

無

株式会社医食研究所 東京都渋谷区神宮前２－６－１４ ダイダイダイエット（健康食品） その他の加工食
品

無

株式会社医食研究所 東京都渋谷区神宮前２－６－１４ 歓節粒（健康食品） その他の加工食
品

無

株式会社医食研究所 東京都渋谷区神宮前２－６－１４ 明聴粒（健康食品） その他の加工食
品

無

株式会社生活の木 東京都渋谷区神宮前６－３－８ マザーザハーブ・ハーブカプセル その他の加工食
品

無

株式会社メタボリック 東京都渋谷区神宮前２－７－７ ショートダイエット（健康食品） その他の加工食
品

無 実施を検
討中

株式会社メタボリック 東京都渋谷区神宮前２－７－７ エラスチン（健康食品） その他の加工食
品

無 実施を検
討中

株式会社メタボリック 東京都渋谷区神宮前２－７－７ ムコ多糖類複合体（健康食品） その他の加工食
品

無 実施を検
討中

（株）丸一フーズ 坂出市富士見町1-3-1 ガラスープ その他の加工食
品

無

（株）丸一フーズ 坂出市富士見町1-3-1 チキンガラスープ その他の加工食
品

無

鎌田醤油（株） 坂出市本町1-6-35 ラーメンスープ その他の加工食
品

無

キューピータマゴ㈱西宮営業所 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター
1-86

殺菌加工凍結卵 その他の加工食
品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 とんこつラーメンスープ（狩野
ジャパン向

その他の加工食
品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 喜多方醤油ラーメンスープ（狩野
ジャパン向）

その他の加工食
品

なし
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三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 特選ガラ入りらーめんスープ その他の加工食
品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 粉末焼きそばソース その他の加工食
品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 粉末醤油ラーメンスープ（大黒
向）

その他の加工食
品

なし

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 粉末味噌ラーメンスープ（大黒
向）

その他の加工食
品

なし

日東アリマン（株） 新発田市岡田１５７８－4 カゴメ㈱ｱﾝﾅﾏﾝﾏｷﾞﾌﾄﾄﾏﾄｿｰｽ煮込
みタイプ２９０ｇ

その他の加工食
品

なし

日本新薬株式会社　盛岡工場 盛岡市青山2丁目5-53 ガルシニアパウダーN その他の加工食
品

無

登喜和冷凍食品（株） 長野県伊那市大字伊那５０５８ こうや豆腐添付調味料 その他の加工食
品

なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ ツナスプレッドマスタード その他の加工食
品

なし

東富士開発農業協同組合（みくり
や）第１工場

御殿場市保土沢６４０－１ 焼き込み用コーンクリームソース その他の加工食
品

なし

ひかり味噌（株） 長野県上伊那郡飯島町大字田切１１４
５－８

いずみ庵　煮込み味噌 その他の加工食
品

なし

有限会社　ジョイファミリー 東京都渋谷区道玄坂２－１５－１－８
１９

Pure Collagen １００ その他の加工食
品

無

上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ バタークリーム その他の加工食
品

無

上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ シロップ その他の加工食
品

無

上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ あん類他 その他の加工食
品

無

上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ フラワーペースト類 その他の加工食
品

無

上原食品工業株式会社 東金市小沼田１６２４ カレーフィーリング その他の加工食
品

無

㈱大日酵素 岐阜県加茂郡坂祝町取組字村上437-2 あまねく愛、ｸﾘｰﾝﾎﾞﾃﾞｨｰ その他の加工食
品（健康食品）

なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 とっぴん具あげ玉 その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 玉子入揚玉 その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 揚玉ＹＳ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 揚玉ＹＳー２ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 揚玉ＹＳー３ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 Ｍー１（おでんの素） その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 Ｍ－３（ぴり辛玉コンのタレ） その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 Ｍ－５（こんにゃく煮のタレ） その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ところてんつゆＤＸ その他の加工品 なし

285 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ところてんつゆＳＸ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 焼きうどんソース その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ところてんつゆ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ワンタン麺スープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 タンメンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 冷麺スープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 醤油ラーメンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ＤＸラーメンスープ（液体） その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ワンタンスープ（液体） その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ワンタンスープ（液体） その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ワンタンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ACOOPカレーうどんスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 日生協カレーうどんスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 長持麺　カレーうどんスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 焼そばソース（粉末） その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 スープストック（粉末） その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 切干大根スープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ＃１０７　ラーメンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ＃１０１　塩ラーメンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 大谷かけうどんつゆ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 焼うどんソース その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 お吸い物 その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 冷たいラーメンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ビッグエー醤油ラーメンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ビッグエー味噌ラーメンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 ビッグエー塩ラーメンスープ その他の加工品 なし
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スター食品工業（株） 東京都板橋区板橋1-28-9 カワチ醤油ラーメンスープ その他の加工品 なし

スター食品工業（株） 茨城県猿島郡猿島町内野山６４７－２ 生ラーメン用スープ（醤油味） その他の加工品 有 無 脊髄 牛ｴｷｽ
（牛骨）

受託先に
て自主回
収、販売
中止

スター食品工業（株） 茨城県猿島郡猿島町内野山６４７－２ 生ラーメン用スープ（味噌味） その他の加工品 有 無 脊髄 牛ｴｷｽ
（牛骨）

受託先に
て自主回
収、販売
中止

（株）浜乙女　弥富工場 弥富町大字鯏浦字北前新田１２８ ふりかけ、のり、茶漬けの素等 その他の食品 なし

(株)アドバンス 東京都調布市調布ヶ丘3-68-7 ｶﾙﾁｬｰ（ﾖｰｸﾞﾙﾄ種菌） その他の食品 なし

(株)ﾋﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰ 東京都調布市国領町4-22-2 ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ加工食品（ﾊｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ） その他の食品 なし

(株)ﾋﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰ 東京都調布市国領町4-22-2 乳酸菌ｴｷｽ加工食品（ﾊｰﾄﾞｶﾌﾟｾ
ﾙ）

その他の食品 なし

(株)ﾋﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰ 東京都調布市国領町4-22-2 ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ加工食品（ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ） その他の食品 なし

(株)ﾋﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰ 東京都調布市国領町4-22-2 ｽｸﾜﾚﾝ加工食品（ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ） その他の食品 なし

(株)ﾋﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰ 東京都調布市国領町4-22-2 ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ･ｲﾁｮｳﾊ加工食品（ｿﾌﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ）

その他の食品 なし

(株)ﾋﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰ 東京都調布市国領町4-22-2 ｲｰﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞｵｲﾙ加工食品（ｿﾌﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ）

その他の食品 なし

(株)ﾋﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰ 東京都調布市国領町4-22-2 小麦胚芽油加工食品（ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ） その他の食品 なし

(株)ﾋﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰ 東京都調布市国領町4-22-2 魚骨粉加工食品（ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ） その他の食品 なし

井村屋製菓株式会社 津市高茶屋七丁目１－１ カレーまん（４品） その他の食品 なし

井村屋製菓株式会社 津市高茶屋七丁目１－１ 肉まん（８品） その他の食品 なし

井村屋製菓株式会社 津市高茶屋七丁目１－１ ピザまん（２品） その他の食品 なし

株式会社　両角ジャム製作所 東京都港区白金５－７－１５ 粒入ピーナッツ その他の食品 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社　両角ジャム製作所 東京都港区白金５－７－１５ ピーナッツソフト（缶） その他の食品 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社　両角ジャム製作所 東京都港区白金５－７－１５ バタークリーム その他の食品 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社　両角ジャム製作所 東京都港区白金５－７－１５ ピーナッツソフトベビー その他の食品 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社　両角ジャム製作所 東京都港区白金５－７－１５ チョコレートスプレットＡ その他の食品 無 ― ― ― ― ― ―

株式会社浅沼醤油店 盛岡市中ノ橋通１丁目８－２ からみみそ その他の食品 無

株式会社みたけ製麺 盛岡市みたけ三丁目３１－８ 冷麺スープ その他の食品 無

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ あられむらさき濃い口たまり その他の食品 なし

287 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ あられ雪オイルＮＯ３ その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ あられ雪中間微分 その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ あられ雪ミックス その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ ｱﾗﾚﾗｯｸＴＵ－０５ＫＭ その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ あわびバイ貝味付スープ その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ うすくち溜乳化ヒット１０％ その他の食品 なし

株式会社ヤマホ三重工場 上野市西条川久保１８３ うすくち乳化ﾋｯﾄＢ その他の食品 なし

（株）スドージャム松本工場 長野県松本市大字笹賀５９５８ ピーナツクリーム業務用 その他の食品 なし

（株）スドージャム松本工場 長野県松本市大字笹賀５９５８ ピーナッツクリーム（バリアー
カップ詰）

その他の食品 なし

（株）スドージャム松本工場 長野県松本市大字笹賀５９５８ ピーナッツクリーム（紙カップ
詰）

その他の食品 なし

（株）スドージャム松本工場 長野県松本市大字笹賀５９５８ ピーナッツクリーム（小袋詰） その他の食品 なし

（株）マツヤ 海部郡七宝町大字鷹居7-34-1 もんじゃ焼 その他の食品 なし

桜食品㈱新城工場 新城市平井字地官35 青椒肉絲の素 その他の食品 なし

ジェーアールジェー製薬㈱ 加美郡中新田町字雁原1７2-5 ローヤルゼリー その他の食品  なし 該当なし

ジェーアールジェー製薬㈱ 加美郡中新田町字雁原1７2-5 ニューローヤルカルシウム その他の食品  なし 該当なし

ジェーアールジェー製薬㈱ 加美郡中新田町字雁原1７2-5 ニューローヤルカルシウム その他の食品  なし 該当なし

ジェーアールジェー製薬㈱ 加美郡中新田町字雁原1７2-5 ニューローヤルカルシウム その他の食品  なし 該当なし

ジェーアールジェー製薬㈱ 加美郡中新田町字雁原1７2-5 ニューローヤルカルシウム その他の食品  なし 該当なし

ジェーアールジェー製薬㈱ 加美郡中新田町字雁原1７2-5 ローヤルゼリー その他の食品  なし 該当なし

ジェーアールジェー製薬㈱ 加美郡中新田町字雁原1７2-5 ローヤルゼリー その他の食品  なし 該当なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ポタージュベースＳ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ チーズフードロルフエコノミー その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ クリーミングパウダーＣＰ－３ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 粉末アミノ酸Ａ－６ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ポークエキスパウダーＳ－２０７ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ あんかけミックスＮ－３ その他の食品 なし
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仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ コーンスープＳＰ（Ｇ－４） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ オニオンビーフコンソメ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ クリーミングパウダーＣＰ－６ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ チキンパウダー３１２０ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ポークパウダー２１５１ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ コーンスープ５ＲＡ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 粉末果汁ＯＳＤ－０６ その他の食品 なし

東海缶詰（株） 海部郡佐織町大野山三日月78 チゲ鍋用スープ、煮込みそ、ちゃ
んこ鍋用スープ、ミートソース等

その他の食品 なし

トモエ食品（株） 海部郡佐屋町大字大井字六川北１５１ ポン酢、味噌煮込み、中華スー
プ、ごまだれ、麺つゆ等

その他の食品 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ ふるさと松茸飯の素 その他の食品 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ GC五目寿司の素 その他の食品 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ 同一蛋白加水分解物D使用２品目 その他の食品 なし

長野興農㈱ 須坂市大字野辺２０６７ 学校給食会炊き込みご飯の素・五
目

その他の食品 なし

藤田昌克 海部郡美和町篠田字居島49-3 ゼラチン その他の食品 なし

フタバ食品株式会社関西工場 一志郡香良洲町５５３６－３０ 中華まんじゅう その他の食品 なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 カップみそ汁 その他の食品 なし

丸信製粉㈱ 蟹江町西之森柳原216-1 麺用つゆ その他の食品 なし

山形屋食品工業(株) 東京都調布市八雲台1-17-4 海苔茶漬 その他の食品 なし

ヤマシン株式会社 碧南市西山町３－３７ 液体調味料 その他の食品 なし

横山食品㈱ 札幌市白石区平和通１４北４－１ 乾燥赤パン粉 その他の食品 なし

横山製粉㈱ 札幌市白石区平和通５南２－１ から揚げ粉類 その他の食品 なし

横山製粉㈱ 札幌市白石区平和通５南２－１ ファーストフード向けミックス その他の食品 なし

横山製粉㈱ 札幌市白石区平和通５南２－１ 天ぷら等ミックス類 その他の食品 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ｿﾌﾄﾍﾞｰｽ　F その他の食品 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾊﾞﾗﾝｽｱｯﾌﾟ その他の食品 なし
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旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ｽﾊﾟｰﾙK その他の食品 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕｱｯﾌﾟW（S） その他の食品 なし

株式会社　かねきち　ニノテック 中郡二宮町緑が丘１－９－１ 梅酢 その他の食品 なし

㈱磯美人 弥富町寛延哉外27 味付海苔 その他の食品 なし

㈱トーカン 弥富町五之三川平193-2 お好み焼粉、牛すじねぎ焼の素、
味風情さといも煮っころがし等

その他の食品 なし

㈱日麺 江南市河野町菅竹１３ スープ類、揚げ玉 その他の食品 なし

㈱マルモ 半田市旭町２－１４ 寿司てり その他の食品 なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 具入りチャーハンの素高菜 その他の食品 なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 混ぜ込みわかめ（わかめ、若菜、
梅肉、明太子、鮭）

その他の食品 なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 炊き込みごはん栗めし その他の食品 なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 炊き込み五目ごはんの素　根菜 その他の食品 なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 炊き込み五目ごはんの素ひじき その他の食品 なし

愛媛県農業協同組合連合会 松山市南堀端町２－３ はちみつりんご酢ダイエット
（125ml）

その他 無

愛媛県農業協同組合連合会 松山市南堀端町２－３ はちみつりんご酢ダイエット
（900ml）

その他 無

愛媛県農業協同組合連合会 松山市南堀端町２－３ はちみつりんご酢ダイエット Ｌ
Ｌ（125ml）

その他 無

菊原醸造株式会社 松山市古三津1丁目15－6 ゼラチン その他 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ ミルアップ（コーヒー） その他 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ ミルアップ（ココア) その他 無

四国明治株式会社松山工場 松山市中須賀３丁目５－１１ ジョナスチョコシロップ その他 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

あいさと四万十川のり、あいさと
青しそのり

その他 無

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子ふぶき その他加工食品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子本わさび その他加工食品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 ｺﾞｰﾙﾄﾞ数の子わさび その他加工食品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 さけ茶漬け その他加工食品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 鮭わかめ９９ その他加工食品 なし
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（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 東亜　特選本わさび その他加工食品 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 みょうが茶漬 その他加工食品 なし

株式会社　末廣昆布　神戸工場 中央区東川崎町６－１－３ 削り昆布 その他加工食品 なし 　

ケンコーマヨネーズ株式会社厚木
フードセンター

厚木市酒井３０２０ デミグラソース その他 なし

ケンコーマヨネーズ株式会社厚木
フードセンター

厚木市酒井３０２０ ホワイトソース その他 なし

ケンコ－マヨネ－ズ株式会社厚木
フ－ドセンタ－２階

厚木市酒井３０２０ グラタンベース その他 なし

ハリマ食品㈱　加古川工場 兵庫県加古川市野口町水足１７９－１
２

ルー類 その他 なし

ハリマ食品㈱　加古川工場 兵庫県加古川市野口町水足１７９－１
２

チャツネ その他 なし

ハリマ食品㈱　加古川工場 兵庫県加古川市野口町水足１７９－１
２

米飯具材類 その他 なし

ハリマ食品㈱　加古川工場 兵庫県加古川市野口町水足１７９－１
２

米飯具材類 その他 なし

ハリマ食品㈱　加古川工場 兵庫県加古川市野口町水足１７９－１
２

米飯具材類 その他 なし

まるたか漬物（有） 飯田市下瀬２９８－７ 釜めしの素（炊き込みごはんの
素）

その他 なし

愛媛県農業協同組合連合会　東京
工場

厚木市緑ヶ丘５－１８－２ プロテインマックス その他 なし

愛媛県農業協同組合連合会　東京
工場

厚木市緑ヶ丘５－１８－２ 濃厚流動食 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ食品 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 野菜たまごスープ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 大盛りちゃんこ汁 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 大盛り豚汁Ｚ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ とん汁Ｚ２食入り その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ レンジ鍋風とん汁 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 合わせ徳用８食 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 合わせ徳用８食（増量） その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 納豆茶漬け その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ カップ豚汁Ｙ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ レンジ鍋風ちゃんこ汁 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ ねぎワンタンスープＺ その他 なし
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旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ カップかに汁Ｋ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ キムチとニラのスープＺ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 旭松いこみこうや卵 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ オーケー味付きこうやＮ３０本 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 旭松おつまみ納豆カレー味 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 旭松味付きあげ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 旭松味付き小さなこうや その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 旭松納豆いち完熟マヨ納豆超小粒
３段

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 旭松なっとういちマヨ納豆超小粒
３段

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ とっとこハム太郎こうや その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ あさひこうや豆腐味だし汁 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 旭松こうや豆腐味だし付 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ ダイヤ豆腐味だし付 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 小さなこうや その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 小さなこうや増量 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 小さなこうや大袋 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 小さなこうやミニパック含め煮 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 小さなこうや花 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 小さなこうや寿 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ カップあさり汁Z その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ カップしじみ汁Z その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ SKクラムチャウダーZ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ クラムチャウダーZ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 納豆ドライカレーの素 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ たっぷり野菜のスープ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ コーンクリームスープZ その他 なし
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旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ SKミネストローネZ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ ミネストローネZ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ ふかひれスープZ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ SKふかひれスープZ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ NT-S　鮭 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ NT-S　ベーコン味 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ NTーSホーレンソウSー１００ その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ NT-S　カニ味 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「揚げタラのケ
チャップ煮」

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「かれいのクリーム
煮」

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「鮭のクリーム煮」 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「肉じゃが」 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「すき焼き煮」 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「ビーフシチュー」 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「きざみうどん（カ
レー）」

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「鶏肉と大豆の煮
物」

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「豚肉のトマト煮」 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「きんぴらごぼう」 その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「キャベツと豚肉の
トマト風味煮」

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「いわしつみれの甘
酢煮」

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「豚肉と大根の煮
物」

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８番地 カットグルメ「豆腐の中華五目
煮」

その他 なし

旭松食品（株） 飯田市駄科１００８ 旭松　ナットウキナーゼ その他 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ 人参スープの素 その他 なし

㈱コックフーズ 更埴市屋代１２６９ ハヤシライスの具 その他 なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ 松茸釜めしの素１Ｋｇ、５００ｇ その他 なし
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中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ （ハ）松茸釜めしの素 その他 なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ 松茸釜めし（平和堂） その他 なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ （関）松茸釜めしの素 その他 なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ 舞茸釜めしの素１Ｋｇ，５００ｇ その他 なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ 味付松茸ごはんセット その他 なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ 山菜ごはんの素無着色 その他 なし

中部興農（株） 飯田市曙町１００－４ 松茸ごはん半切Ｓ別添４０ｇスー
プ

その他 なし

田米穀（株）炊飯工房「ご飯の
館」

飯田市今宮町１－１７ 御飯　強化米 その他 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑501 チキンSワフウ その他 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑503 PW その他 なし

日本ハム加古川工場 加古川市平岡町高畑504 E-ポルカ その他 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 ＳＰ８０チーズパン その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰ８０ソフトマヨネーズ その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰ生クリームコロン その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰ８０コーヒーサンド その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰ８０たまごロール その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰチーマヨサラミ その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰ生クリームﾁｮｺ その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰ８０ちぎりレーズン その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰガーリックカレー その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰおさつホイップ その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰ８０抹茶メロン その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰｿｰｾﾞｰｼﾞドーナッツ その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰピリ辛ウインナー その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰウインナーエッグロール その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰ具がおいしいカレーパン その他（菓子パ
ン）

無し 　
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（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 ＳＰバナナエクレア その他（菓子パ
ン）

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 ＳＰピーチョコエクレア その他（菓子パ
ン）

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 シューガーバターリッチ その他（菓子パ
ン）

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 黒糖ロールサンド その他（菓子パ
ン）

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 ＣＣバターロール その他（菓子パ
ン）

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 ＣＣレーズンロール その他（菓子パ
ン）

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 ＣＧＣバターロール その他（菓子パ
ン）

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 ＣＧＣレーズンバターロール その他（菓子パ
ン）

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アンパン その他（菓子パ
ン）

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クリームパン その他（菓子パ
ン）

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 りんごジャムパン その他（菓子パ
ン）

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 りんごあんぱん その他（菓子パ
ン）

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 黒糖サンド その他（菓子パ
ン）

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 シュガーマーガリン黒ごま その他（菓子パ
ン）

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 ｼｭｶﾞｰマーガリンチーズ その他（菓子パ
ン）

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 ９０わつ その他（菓子パ
ン）

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牛乳サンド その他（菓子パ
ン）

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 ダブルマロンコロネ その他（菓子パ
ン）

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 おおかきメロンパン その他（菓子パ
ン）

無し 　

オキコ株式会社 西原町字幸地３７１ ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ､ｱﾝﾊﾟﾝ等 その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 厚切りハム＆チーズ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 おさつスティックサンド その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 小倉あんドーナツ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 カフェモカサンド その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 カレーパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 キャベツが入ったメンチカツパン その他（菓子パ
ン）

無
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㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 クリーミーおさつ＆ホイップ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 くるくるシュクレ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 クリームパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ごまとカマンベール その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 こしあんドーナツ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 コッペつぶあん＆マーガリン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 コッペジャム＆マーガリン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 サクサク林檎のデニッシュ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 シナモンスティックドーナツ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 スイートポテトなパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ソフトフランスクロワッサン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ソフトピーナツサンド その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ソーセージドーナツ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ダブルクリームサンド その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 たっぷりバターソフト その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 中華ドーナツ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ちぎりパン（バニラチョコ） その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 豊の香いちご＆ホイップ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ツナ包み焼きパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ハムエッグパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ブルーベリー＆ミルク その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ふんわりクリームサンド その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ホイップチョコ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ホイップショコラ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ホワイトミルクロール その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ホイップ＆カスタードーナツ その他（菓子パ
ン）

無
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㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ミルキーメロン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ミルキーフランス その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ミルクパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 メンチカツパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 メープルのパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 メロンパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 モカチーノサンド その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 やきそばパン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ロングシュガーマーガリン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ツナオニオン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 バナナカスター＆ホイップ その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 ミルキーレーズン その他（菓子パ
ン）

無

㈱フランソア 熊本市清水町麻生田字堀迎849-1 コッペはちみつ＆マーガリン その他（菓子パ
ン）

無

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 バナナロール その他（菓子パ
ン）

無

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 牛乳パン その他（菓子パ
ン）

無

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 一口サンド その他（菓子パ
ン）

無

㈱九州フジパン熊本工場 熊本市楠野町1088 ジャンボマヨカレー その他（菓子パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 和風ハンバーグ その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 デニッシュサンド その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 バスケットサンド その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 ホットドック その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 ハムサンド その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 バラエティーサンド その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 Ｓエックサンド その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 ミックスサンド その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 カルビーバーガー その他（調理パ
ン）

無
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(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 三角サンド その他（調理パ
ン）

無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 Ｓハンバーグ その他（調理パ
ン）

無

(株)唐人ベーカリー 東区塩浜一丁目１番１９号 調理パン類 その他（調理パ
ン）

無

（株）リョーユーパン 大野城市旭ヶ丘１－７－１ カレーパン その他（調理パ
ン）

無

奥田敏高 海部郡牟岐町中村字清水２－２ ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ その他（調理パ
ン）

無

金子　裕 福岡市博多区店屋町２－３５ カレーパン その他（調理パ
ン）

無

（株）ウェルビー 福岡市博多区祇園町８－１３ キーマカレーパン その他（調理パ
ン）

無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 カレーパン その他（調理パ
ン）

無

株式会社四国シキシマパン 砥部町岩谷口110 調理パン その他（調理パ
ン）

無

株式会社ベーカリー・タロー 徳島市徳島町城内６－３４ ツナサンド その他（調理パ
ン）

無

八洋食品㈱ 糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561 ジャンボ肉まん その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ ハム玉子サンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ ミックスサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ ハム野菜サンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ フレッシュハムサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ 野菜サンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ アメリカンクラブサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ ハムカツミックスサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ トマトチーズミックスサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ 和風ツナサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ コロッケ＆エッグサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ オムレツ＆ハムサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ メンチカツサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ ベーシックサンド その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ てりやきバーガー その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ 焼きそばコロッケロール その他（調理パ
ン）

無
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プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ 月見焼きそばロール その他（調理パ
ン）

無

プライムデリカ（株）宗像工場 福岡県宗像郡福間町八並２６８－１ ナポリタンロール その他（調理パ
ン）

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 ブリトー（ハムチーズ） その他（調理パ
ン）

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 ナポリタンロール その他（調理パ
ン）

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 月見焼きそばロール その他（調理パ
ン）

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 焼きそばコロッケロール その他（調理パ
ン）

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 てりやきバーガー その他（調理パ
ン）

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 オムレツ＆ハムサンド その他（調理パ
ン）

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 コロッケ＆エッグサンド その他（調理パ
ン）

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 ハムカツミックスサンド その他（調理パ
ン）

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 トマトチーズミックスサンド その他（調理パ
ン）

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 和風ツナサンド その他（調理パ
ン）

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 ハム卵サンド その他（調理パ
ン）

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 ミックスサンド その他（調理パ
ン）

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 フレッシュハムサンド その他（調理パ
ン）

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 野菜サンド その他（調理パ
ン）

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 ベーシックサンド その他（調理パ
ン）

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 ハム野菜サンド その他（調理パ
ン）

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 アメリカンクラブサンド その他（調理パ
ン）

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 メンチカツサンド（ダブル） その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン(株) 東区東浜一丁目１番１号 調理パン類 その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 キャベメンチ＆カレー その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 カレーパン その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 オオメンチカツドーナツ その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 カイグンカレー その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ビーフカレーオウドーナツ その他（調理パ
ン）

無
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山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 Ｖニューハムエッグ その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 Ｖヤキカレーパン その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ＶＣＳハムエッグ その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ＭＳＣビーフヤキカ その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ＭＳＣニクジャガＳ その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 Ｍフワフワカレーパン その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 カレーマン その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 グタツピザ その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 グタツフカレー その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ニショクチュウカマン その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ピザマン その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 カルビBOX その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 ビーフBOX その他（調理パ
ン）

無

山崎製パン㈱福岡工場 古賀市古賀69 チンジャBOXハラ その他（調理パ
ン）

無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ ミートコロッケロール その他（調理パ
ン）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ ソースオムカツサンド等 その他（調理パ
ン）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ 新鮮シャキシャキレタスサンド等 その他（調理パ
ン）

　無

株式会社　フジデリカ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町囲名３３９ ハムエッグサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ チキンカツサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ソース焼そばロール その他（調理パ
ン）

無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 白身フライバーガー その他（調理パ
ン）

無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ダブルコロッケロール その他（調理パ
ン）

無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 大きなサンド（シーチキンミック
ス、野菜サンド）

その他（調理パ
ン）

無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ チキンカツサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ハムカツタマゴロール その他（調理パ
ン）

無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ 赤ワインビーフシチュー その他（調理パ
ン）

無
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株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

三色サラダチーズサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

レタスミックスサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

きのこチキンサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

明太子ポテトサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

ツナサラダサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

シーフードサラダサンド その他（調理パ
ン）

　無 シーフー
ドフレー
ク配合変
更

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

ハウスサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

バラエティBOXハムサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

ボックスサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

フランクロール その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

チキンバーガー（テリヤキソー
ス）

その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

チキンバーガー（カクテルソー
ス）

その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

ビーフバーガー（ミートソース） その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

１２０ハムカツサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

１２０ミックスサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

１２０フレッシュサラダサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

K.ボリュームサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

MBフランクドッグ その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

MB三色ハムサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

MB野菜サンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

MB照焼フランス その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

MBアルプスサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

MBチキンカツサンド その他（調理パ
ン）

　無

株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

フルーツロール その他（調理パ
ン）

　無
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株式会社ヤマキフーズ長崎工場 長崎県西彼杵郡多良見町市布名字山中
１６００－１

唐揚焼ソバロール その他（調理パ
ン）

　無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ プチサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ タマゴサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ シーチキンサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ オープンサンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ 大田サンド その他（調理パ
ン）

無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ ミックスサンド その他（調理パ
ン）

無

㈱ｼﾞｪｰｼｰ･ﾌｰｽﾞﾈｯﾄ九州工場 古賀市新原800 ピザ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 糟屋郡新宮町緑ヶ丘３丁目1-1 とろけるチーズバーガー その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 糟屋郡新宮町緑ヶ丘３丁目1-1 てりマヨバーガー その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 糟屋郡新宮町緑ヶ丘３丁目1-1 てりやきバーガー その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 厚切りﾊﾑ＆ﾁｰｽﾞ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 お好み焼き（やきそば） その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 カレーパン その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｷｬﾍﾞﾂが入ったﾒﾝﾁｶﾂﾊﾟﾝ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 コロッケパン その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 コーンマヨネーズ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 スティックピザ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ｿｰｾｰｼﾞﾄﾞｰﾅﾂ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ソーセージのパン その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 たまごのパン その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 中華ドーナツ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾁｰｽﾞﾅﾎﾟﾘﾀｰﾅ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾂﾅ包み焼きﾊﾟﾝ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾁｰｽﾞ＆ﾏﾖﾈｰｽﾞ その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 ﾊﾑｴｯｸﾞﾊﾟﾝ その他（調理パ
ン）

無
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㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 メンチカツパン その他（調理パ
ン）

無

㈱フランソア 粕屋郡新宮町緑ヶ浜3-1-1 やきそばパン その他（調理パ
ン）

無

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

月見焼きそばロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

照焼バーガー その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

チーズチキンカツロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ハムカツミックスサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ハムカツミックスサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

和ツナサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ツナと玉子サンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

和ツナサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ツナと玉子サンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ナポリタンロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

照焼バーガー その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ブリトー（ハム＆チーズ） その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ふんわりチーズロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

こだわり玉子サンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ツナと玉子サンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

メンチカツサンド（ダブル） その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ナポリタンロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

月見焼きそばロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

チーズチキンカツロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

焼きそばコロッケロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

プチロール（ポテタマ） その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

和ツナサンド（ゴマ風味） その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ハムカツミックスサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

トマトチーズミックスサンド その他（調理パ
ン）

無し 　
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熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

フレッシュハムサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ベーコンサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ミックスサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ハム野菜サンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ハムカツサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ナポリタンロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

月見焼きそばロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

ナポリタンロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

焼きそばコロッケロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

月見焼きそばロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２番地の２４

メンチカツサンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２ー２４

ハム玉子サンド、野菜サンド その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２ー２４

焼きそばコロッケロール その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２ー２４

照焼バーガー その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２ー２４

ハムタマゴサンド、和風ツナサン
ド（ゴマ風味）、ハム野菜サン
ド、ハムカツミックスサンド、ト
マトチーズミックスサンド、ミッ
クスサンド、アメリカンクラブサ
ンド

その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２ー２４

洋風バラエティ弁当 その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２ー２４

おむすびランチ、おにぎり§イナ
リセット

その他（調理パ
ン）

無し 　

熊本デリカエース株式会社 熊本県菊池市大字森北字仁田畑１８１
２ー２４

ミニ中華丼 その他（調理パ
ン）

無し 　

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１
コープ西陵店内

コロッケサンド その他（調理パ
ン）

無

江崎物産㈱ 鹿児島市東谷山２－３５－２２
コープ谷山店内

コロッケサンド その他（調理パ
ン）

無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ ビーフバーガー その他（調理パ
ン）

無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ 牛コロッケバーガー その他（調理パ
ン）

無

渡井正人　（精良軒） 山梨県南巨摩郡増穂町青柳町81 カレーパン その他（調理パ
ン）

なし
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アルプス食品（株） 長野県上伊那郡飯島町田切１１４５－
１３

ハーズクレイ　赤だしみそ汁 その他の加工食
品

なし

アルプス食品（株） 長野県上伊那郡飯島町田切１１４５－
１４

ハースクレイ　こだわりのとん汁 その他の加工食
品

なし

アルプス食品（株） 長野県上伊那郡飯島町田切１１４５－
１５

プレナス　Ｍ合わせ味噌 その他の加工食
品

なし

アルプス食品（株） 長野県上伊那郡飯島町田切１１４５－
１６

ハースクレイ　キムチスープ その他の加工食
品

なし

アルプス食品（株） 長野県上伊那郡飯島町田切１１４５－
１７

ハースクレイ　ふんわりたまご
スープ

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７０９ エーコープ　ババロアの素　いち
ご

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１０ エーコープ　ババロアの素　抹茶 その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１１ エーコープ　ババロアの素　ヨー
グルト

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１２ ＣＯＯＰ　ババロアの素　バニラ その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１３ ＣＯＯＰ　ババロアの素　ストロ
ベリー

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１４ ソフトエット（プレーン、バナ
ナ、コーヒー）

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１５ ババロリア（バニラ、ストロベ
リー、チョコレート、ヨーグル
ト、抹茶、バナナ、マロン）

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１６ チーズヨーグルトケーキの素 その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１７ ブラックコーヒーゼリー（エスプ
レッソタイプ）

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１８ 寒天ミルクプリンの素 その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７１９ コーンポタージュ その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７２０ じゃがいもチーズポタージュ その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７２１ パンプキンポタージュ その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７２２ 寒天スープ（しめじ、スイート
コーン、たまご、わかめ、竹の子
ちんげんさい）

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７２３ つゆ付　ところてんのもと その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７２４ 味噌汁の華　こうや豆腐 その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７２５ 寒天麺（キムチ味、醤油味、塩味
タンメン風、みそ味）

その他の加工食
品

なし

伊那食品工業（株） 長野県伊那市西春近５７２６ 味噌汁の華　巻麩 その他の加工食
品

なし

（株）木曽屋 長野県上伊那郡高遠町大字上山田７８ つゆ（絵島そば、生そば、おわん
そば）

その他の加工食
品

なし
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（株）木曽屋 長野県上伊那郡高遠町大字上山田７９ スープ（さっぽろしょうゆラーメ
ン）

その他の加工食
品

なし

（株）木曽屋 長野県上伊那郡高遠町大字上山田８０ スープ（生ラーメン３食、業務用
生ラーメン５食）

その他の加工食
品

なし

（株）木曽屋 長野県上伊那郡高遠町大字上山田８１ スープ（みそラーメン） その他の加工食
品

なし

（株）木曽屋 長野県上伊那郡高遠町大字上山田８２ スープ（鍋焼きうどん） その他の加工食
品

なし

（株）木曽屋 長野県上伊那郡高遠町大字上山田８３ スープ（冷やしつけ麺） その他の加工食
品

なし

（株）木曽屋 長野県上伊那郡高遠町大字上山田８４ スープ（ごまだれ冷しラーメン） その他の加工食
品

なし

（株）木曽屋 長野県上伊那郡高遠町大字上山田８５ スープ（韓国風冷麺） その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３２９ カステラドーナツ、プチドーナ
ツ、ベビードーナツ

その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３３０ いちごあんドーナツ その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３３１ 小倉あんドーナツ その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３３２ ベビーあましょく、たまごパン その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３３３ スイートポテトドーナツ、芋あん
ドーナツ

その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３３４ ウェルダンチーズケーキ、チーズ
ケーキ

その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３３５ ブルーベリーあんドーナツ その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３３６ 信州牧場のあんドーナツ その他の加工食
品

なし

（株）北川製菓 長野県駒ヶ根市赤穂１４－３３７ マフィンボールチョコ その他の加工食
品

なし

ニチノウ食品（株） 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９３８２ 野沢な専用 その他の加工食
品

なし

ニチノウ食品（株） 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９３８３ 浅漬の素 その他の加工食
品

なし

ひかり味噌（株）グリーン工場 長野県上伊那郡飯島町大字田切１１４
５－８

いずみ庵　煮込み味噌 その他の加工食
品

なし

ひかり味噌（株）グリーン工場 長野県上伊那郡飯島町大字田切１１４
５－９

信州の味　蔵造り（１Ｋｇ、１０
Ｋｇ）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５８２ アルペン その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５８３ いかだ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５８４ いかずぞ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５８５ シガーフライ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５８６ ナスク その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５８７ のり英字 その他の加工食
品

なし
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米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５８８ ヒサゴ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５８９ ミルケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９０ リングフライ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９１ プチクラッカー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９２ 不二家マリー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９３ ブラックビスケットクランチ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９４ Ｎ．Ｓ．Ａ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９５ 宮田ミニクラッカー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９６ ティーセンター その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９７ うずらクラッカー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９８ メリークラッカー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２５９９ アンパンマンクラッカー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６００ ハンターＬ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０１ ナポリ　チョコクッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０２ ミルクビスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０３ ワンダー　バタークッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０４ ライ麦クラッカー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０５ はあとバタークッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０６ はあとチョコレートクッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０７ スリムライフ（チョコ味、プレー
ン味）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０８ 太陽化学　Ｔ－３ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６０９ 信州牛乳ビスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１０ ワンダフル（人参クッキー、ミル
ククッキー）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１１ はあと紅茶（ミックス用） その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１２ 小丸紅茶クッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１３ アヴォンリー　チョコクッキーＫ その他の加工食
品

なし
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米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１４ ワンダフル　焼き上げクッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１５ ロッテ　ホワイトクランチ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１６ カバヤ　Ｃａフィンガー３０㎜ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１７ ゴマシガー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１８ ミニフライ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６１９ バランスアップ（ニュークリーム
味、ミックスフルーツ、パンプキ
ン、フルーツシリアルカカオ、フ
ルーツシリアルＲ、ハニーブラ
ン、バターＲ、チョコＲ、フルー
ツチーズ、フルーツクリームブラ
ン）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２０ ユレイカ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２１ メキスト用動物 その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２２ ヤマセン　ＰＦちびまる その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２３ ヤマセン　ＰＦナスク その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２４ ヤマセン　ＰＦシガーフライ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２５ レクソール　クッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２６ ミニビスケット　ネスレ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２７ 新はあと（チョコフレーク、バ
ターフレーク）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２８ ハム太郎クラッカー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６２９ 新中空パンダビスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３０ 中空プチハムスタービスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３１ ナッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３２ 新プチシリアル　オルビス その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３３ ティータイム　マリービスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３４ ハートペコ　ビスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３５ 中空トーマスビスケット その他の加工食
品

なし
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米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３６ ３０㎜フィンガービスケット　卵
入

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３７ 新小丸ビスケットＰ（ちーりん） その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３８ 新小丸ビスケットＫ（カバヤ） その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６３９ 中空パラッパラッパー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４０ １２０㎜フィンガービスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４１ クリームフルーツクリームブラン その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４２ クリーム夏用　フルーツクリーム
ブラン

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４３ がんばれほねびす（チョコ味、
チーズ味）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４４ 中空えんぎ堂　ビスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４５ 中空ティーカップ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４６ サンライズビスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４７ 新Ｔセンター その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４８ プチバタークッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６４９ プチチョコクッキー その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５０ ミルクビスケット その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５１ ワイヤーコロン その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５２ マッシュポテト２００ｇ その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５３ にんじんビスケット５３ｇ（２枚
×５）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５４ レバービスケット５３ｇ（２枚×
５）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５５ 歯がためビスケット５４ｇ（１枚
×６）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５６ どうぶつチーズビスケット５０ｇ
（２５ｇ×２）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５７ にんじんと紫いものクッキー８０
ｇ（８ｇ×１０）

その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５８ オルビス　プチシリアル その他の加工食
品

なし

米玉堂食品（株） 長野県上伊那郡辰野町宮木２６５９ クリームサンド（イチゴ、バニ
ラ）

その他の加工食
品

なし

阪急共栄物産㈱ 大阪市北区角田町8-7 ボレップGD その他の加工食
品

なし

阪急共栄物産㈱ 大阪市北区角田町8-7 ボレップ その他の加工食
品

なし
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日清食品㈱ 大阪市淀川区西中島4-1-1 スープ その他の加工食
品

なし

日本糧食㈱ 大阪市生野区勝山北2-5-13 カレールゥーウ その他の加工食
品

なし

日本糧食㈱ 大阪市生野区勝山北2-5-13 ホワイトルゥーウ その他の加工食
品

なし

日本糧食㈱ 大阪市生野区勝山北2-5-13 ハヤシルゥーウ その他の加工食
品

なし

日本糧食㈱ 大阪市生野区勝山北2-5-13 ﾋﾞｰﾌシチュー その他の加工食
品

なし

日本糧食㈱ 大阪市生野区勝山北2-5-13 乾燥スープ（ポタージュ） その他の加工食
品

なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 減塩みそ汁（とうふ） その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 減塩ｶｯﾌﾟみそ汁130ほうれんそう その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 減塩ｶｯﾌﾟみそ汁100ほうれんそう その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 減塩みそ汁ほうれんそう徳用10食
入

その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 減塩ｶｯﾌﾟみそ汁100とうふ その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 減塩みそ汁ほうれんそう その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ｺﾝﾋﾞﾆ対応減塩みそ汁ほうれんそ
う

その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 生みそﾀｲﾌﾟみそ汁あさげかき玉と
ほうれんそう

その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾗｰﾒﾝ茶漬け話題のとんこつｼﾘｰｽﾞ
とんこつ・醤油とんこつ

その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾗｰﾒﾝ茶漬け人気の鶏だしｼﾘｰｽﾞみ
そ

その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ﾎﾟｹﾓﾝおむすびおかか その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 神戸名物そばめしふりかけｶﾚｰ味 その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ ｶｯﾌﾟみそ汁生みそﾀｲﾌﾟあさげほう
れんそう

その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ みそ蔵ほうれんそう その他の食品 なし

（株）永谷園 大田区本羽田３－２２－７ 神戸名物そばめしふりかけｿｰｽ味 その他の食品 なし

泉屋製菓総本舗（株） 海部郡七宝町大字遠島字十坪90 珍味 その他の食品 なし

（株）瑞逢社 海部郡佐屋町大字西條字相之江133 餃子皮、ジャンボ春捲き他、ピザ
クラスト等

その他の食品 なし

九重味醂（株） 碧南市浜寺町２－１１ 焼肉のたれ、えびせんべいのた
れ、かつおだし、ポン酢しょう

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 調味料ＣＯＫ－１ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ベジタブルコンソメＣＳ その他の食品 なし
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仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 野菜スープＦＳ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ベジタブルソース その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ パンプキンクリームスープ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ シーフードスープＡＳＰ－３ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ コーンスープＣＯ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ワカメスープＪ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ コーンスープＳ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ コーンスープＦ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ポタージュベースＳ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 業務用「ＡＲＣＳ」 その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 濃厚流動食（ニューメディエフ） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ お吸い物ベースＡＧ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 業務用「ＡＲＣＧ」 その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 業務用「ＡＲＣＤ」 その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ボノラートパンプキンクリーム その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ボノラートコーンスープ その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 豊年　カルクック その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ Ｌ－１ その他の食品 なし

大英産業（株） 刈谷市西境町広見１３５ ケーキミックス その他の食品 なし

吉田食品（株） 海部郡大治町長牧前田92-2 中華スープ その他の食品 なし

株式会社山本海苔店秦野作業所 秦野市東田原６０２ えのきとうふ その他の食品 なし

株式会社山本海苔店秦野作業所 秦野市東田原６０２ 小吸物 その他の食品 なし

㈱イワキフーズ 鯵ヶ沢町大字建石町字島田142-3 カレールー その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 菜の辛子和え（日冷） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 菜の辛子和えの素（太堀） その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 味付きゼラチン その他の食品 なし
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仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ フリーズフロー製品（ＦＦ－４
０）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ フリーズフロー製品（ＦＦ－４
１）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ フリーズフロー製品（ＦＦ－３
０）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ フリーズフロー製品（ＦＦ－５
０）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ フリーズフロー製品（ＦＦ－Ｈ
Ｓ）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ フリーズフロー製品（ＮＲ－１
０）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ フリーズフロー製品（ＦＦ－MD
ガナッシュ）

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 浅漬けベース その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ピクルスなす用 その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 粉末純醤油 その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ ローストビーフパウダーＮｏ．２
１

その他の食品 なし

仙波糖化工業（株） 栃木県真岡市並木町２丁目１番地１０ 中華スープ（Ｌ） その他の食品 なし

明和工業（株） 大田区久が原２－１２－５ ｴﾊﾞﾗわかめｽｰﾌﾟ顆粒 その他の食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 直火焼ローストカレールウ その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 安心素材のビーフシチュー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 安心素材のクリームシチュー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ フリーデンスパイシーカレーベー
ス

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ フリーデンスパイシーカレー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ フリーデン安心素材のお子様カ
レー

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ フリーデンスペシャルビーフカ
レー

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ フリーデンエスニックチキンカ
レー

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ フリーデンスペシャルビーフシ
チュー

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 大井肉店ビーフシチュー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 大井肉店フォンドボー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ キャニオンスパイスエクセレント
カレー

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ キャニオンスパイスエクセレント
カレー（Ⅱ）

その他加工食品 なし
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（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ キャニオンビーフカレー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 嵯峨野匠庵ビーフシチュー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 嵯峨野匠庵クリームシチュー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 嵯峨野匠庵煮こみカレー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ふくろう亭エスニックチキンカ
レー

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ せいふていキーマカレー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ コープ自然派ハヤシライス その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ コープ自然派カレードリオ その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ コープ自然派カレーハンバーグ
ソース

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ゴールデンスパイスカリーインド
カリー

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ダイエットリンクビーフシチュー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ダイエットリンクカレーシチュー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 和風印度カレー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ホクホク豆カレー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 大陸風スパイスカレー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ニューヨークでも大人気豆腐ハン
バーグ

その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ 大満足シチュー その他加工食品 なし

（有）キャニオン・スパイス 大阪市平野区長吉出戸７－２－２８ ロイヤルカレールー その他加工食品 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ふっくらケーキ屋さんパウンドＮ
Ｐ

その他加工食品 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ふっくらケーキ屋さんチョコレー
トＮＰ

その他加工食品 なし

ハウス食品（株）　　　　関東工
場

佐野市栄町４番地 ふっくらケーキ屋さんベイクド
チーズＮＰ

その他加工食品 なし

ハラダフーズ（株） 宇佐市長洲1494-6 冷凍ピザ その他加工食品 無 なし 該当なし 該当なし

宇佐パン粉（有） 宇佐市長洲927-4 矢玉 その他加工食品 無 なし 該当なし 該当なし

宇佐パン粉（有） 宇佐市長洲927-5 パン粉 その他加工食品 無 なし 該当なし 該当なし

宇佐パン粉（有） 宇佐市長洲927-6 赤パン粉 その他加工食品 無 なし 該当なし 該当なし

宇佐パン粉（有） 宇佐市長洲927-6 ライトパン粉 その他加工食品 無 なし 該当なし 該当なし
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日本薬品開発（株） 宇佐市四日市32-3355 ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ製品 その他加工食品 無 なし 該当なし 該当なし

日本薬品開発（株） 宇佐市四日市32-3355 アイクリーン その他加工食品 無 なし 該当なし 該当なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 神戸ビーフカレー その他加工食品 なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 コンソメスープ その他加工食品 なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 ビーフシチュー その他加工食品 なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 チキンのｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ その他加工食品 なし

㈲キャニオンスパイス 大阪市平野区長吉出戸7-2-28 ビーフのｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ その他加工食品 なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ 漬物 その他食品 なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ 水産加工品 その他食品 なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ 野菜加工品 その他食品 なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ 佃煮 その他食品 なし

（株）フレッシュダイナー 千葉県船橋市高瀬町７番９ 豆腐加工品 その他食品 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ＦＯ－１００（ゼラチン） その他食品 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 ＦＯ－２００（ゼラチン その他食品 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 Ｖ＆Ａ（ゼラチン） その他食品 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 Ｖ＆Ａスーパー（ゼラチン） その他食品 なし

株式会社ヨシオカ・フードテック 朝霞市西原1-2-31 グルカットＧ（ゼラチン） その他食品 なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ブリトー・チョリソー その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし

伊藤ハム㈱東京工場 千葉県柏市根戸1-3 ブリトー・ベーコン＆ピザ その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし

伊藤ハム㈱東京工場
伊藤ハム㈱豊橋工場

千葉県柏市根戸1-3
愛知県豊橋市藤並町字藤並73

ブリトー・エンチェラダ その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし

伊藤ハム㈱豊橋工場 愛知県豊橋市藤並町字藤並73 ラップス・ホットチリ その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし
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伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ トルティヤオニオンビーフ その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ トルティヤハム＆チーズ その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ コリアンラップス・焼肉プルコギ
風

その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ インドラップス・ウインナー＆カ
レー

その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし

伊藤ハム㈱西宮工場 兵庫県西宮市高畑町４－２７ アメリカンラップス・ウインナー
＆トマトソース

その他食品（ﾌﾞﾘ
ﾄｰ・ﾗｯﾌﾟｽ・ﾋﾟ
ｻﾞ）

なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ ざるそば そばつゆ 無

㈱日東商会 仙台市宮城野区福室字境四番65 生そばの汁 そばつゆ なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ ＣＯ・ＯＰそばめしの素ソース味 そばめしの素 なし

バイオ科学株式会社 那賀郡那賀川町工地２４６－１ 健康食品用カプセル ソフトカプセル 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｿﾌﾄﾊﾟﾝｹｰｷ ｿﾌﾄﾊﾟﾝｹｰｷ 無

朝日食品株式会社 上磯郡上磯町七重浜4丁目22-1 鮭フレークNo.1-2 そぼろ煮 なし

朝日食品株式会社 上磯郡上磯町七重浜4丁目22-1 COOP鮭フレーク110G そぼろ煮 なし

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムパック 大豆加工食品
（粉末飲料）

無

（株）あいち研醸社 名古屋市熱田区一番３丁目６－３５ ゆばつつみ椎茸 大豆加工品 なし

相模屋食料（株） 群馬県前橋市鳥取町 ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ使用豆腐 大豆加工品 なし

相模屋食料（株） 群馬県前橋市鳥取町 牛脂、ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ使用豆
腐

大豆加工品 なし

相模屋食料（株） 群馬県前橋市鳥取町 ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ使用豆腐加工
品

大豆加工品 なし

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 乾燥味付け油揚 大豆加工品 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ 消泡剤（ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ）使
用豆腐

大豆加工品 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ 消泡剤（ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ）使
用豆腐加工品

大豆加工品 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ ｽｰﾌﾟ付き納豆（エキス）使用 大豆加工品 なし
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相模屋食料（株） 群馬県前橋市鳥取町 ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ使用清涼飲料
水

大豆加工品（清
涼飲料水）

なし

(有)ニッポー商事 静岡県富士宮市大中里１０２８ レシチン 大豆レシチン食
品

無

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 お餅のショコラ（エクセレント） だいふく なし

㈱ホリ 砂川市西１条北１９丁目２－1 お餅のショコラ（いちご） だいふく なし

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

栗釜めし 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

特選しじみ釜めし 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ゆば松茸ごはんの素 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

たて割松茸 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

たこめし 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

しじみ釜めし 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

竹の子釜めし 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

松茸釜めし 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

蛤釜めし 炊き込みご飯の
素

無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ しじみまぜごはんの素 炊き込みご飯の
素

無

タケサンフーズ株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２１１ かに混ぜご飯の素 炊き込みご飯の
素

無

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 炊き込みごはんの素 炊き込みご飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

竹の子釜めし 炊き込み御飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

松茸釜めし 炊き込み御飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

蛤釜めし 炊き込み御飯の
素

無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

しじみ釜めし 炊き込み御飯の
素

無

津南町森林組合 中魚沼郡津南町大字中深見乙２１７６ きのこごはんの素等 たきこみごはん
のもと

なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-26 無着色ｽﾗｲｽ東京たくあん たくあん漬 なし

（株）増子 北蒲原郡聖籠町東港７－５５２５－１
２

袋詰めたくあん たくあん漬け なし

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 和風明太子スパゲッティ－ だし 無

播州調味料株式会社 姫路市野里９４８ 製品番号００００土瓶蒸しのだし だし なし

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ゼラチン・牛脂使用製品 だし巻き玉子 無
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（株）エス・ティ・フーズ 三島郡寺泊町万善寺８３４ 魚介類加工品 竜田揚げ様半製
品

なし

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ダブルコンティン ダブルコンティ
ン

無

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ Ｌふわふわエッグ（Ｈ）ＮＯ・２ 卵加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ ジューシータマゴＮＯ・２ 卵加工品 なし

㈱カナエフーズ　札幌工場 札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目516-
141

オムライスシート類 卵加工品 なし

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ ビーフエキス使用製品 タマゴサンド 無

株式会社カネモリ 福岡市中央区港一丁目２番２１号 茶碗蒸 卵製品 無

ヤマカ食品株式会社 富士市川成島６８－１ 松前漬のセット食品 たれ付き加工用
原料

なし － － － － －

九星飲料工業株式会社 福岡西区周船寺1-18-27 スコール青リンゴ 炭酸飲料 無

九星飲料工業株式会社 福岡西区周船寺1-18-27 スコールチャージニューボトル５
００ｍｌ

炭酸飲料 無

九星飲料工業株式会社 福岡西区周船寺1-18-27 ホワイトスコール 炭酸飲料 無

ケンビ株式会社 豊中市原田中１丁目14-48 蛋白加工食品 蛋白加工食品 無

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ﾕﾆﾌｨｯｸｽＰ タンパク加水分
解物

なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ﾕﾆﾌｨｯｸｽＷＨ タンパク加水分
解物

なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ＭＹＣ-40 タンパク加水分
解物

なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ＭＹＣ-５８ タンパク加水分
解物

なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ﾕﾆﾌｨｯｸｽ タンパク加水分
解物

なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ﾕﾆﾌｨｯｸｽＨ タンパク加水分
解物

なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ﾕﾆﾌｨｯｸｽＳ タンパク加水分
解物

なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ﾕﾆﾌｨｯｸｽＮ タンパク加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 松茸ご飯具材セット たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 業務用だしのもと1Kg　S たんぱく加水分
解物

なし

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 調味料 蛋白加水分解物 無

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップそば添付スープ（正田醤油
株）

蛋白加水分解物 なし

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＮＥＷ-ＣＰＷ 蛋白加水分解物 無

丸大食品㈱静岡工場 掛川市高御所1006-1 ソーセージ類（2） 蛋白加水分解物 無
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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

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ねりミックスY-2 蛋白加水分解物 なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ニボシエキスパウダーS 蛋白加水分解物 なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ポリアミー 蛋白加水分解物 なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ポリアミーW粉末(N） 蛋白加水分解物 なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 ＮＣＰＷ，ＣＰＷ 蛋白加水分解物 なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地8-1 HAP-CT，HAP-TG 蛋白加水分解物 なし

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 ｿｰｽ・タレ 蛋白加水分解物 無

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 焼肉のたれ 蛋白加水分解物 無

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 ドレッシング 蛋白加水分解物 無

㈱富喜食研 高槻市郡家本町50-18 めんつゆ 蛋白加水分解物 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 和風だし 蛋白加水分解物 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 おでんの素 蛋白加水分解物 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 ﾗｰﾒﾝ 蛋白加水分解物 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 ﾗｰﾒﾝ 蛋白加水分解物 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 うどんつゆ 蛋白加水分解物 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 丼かえし 蛋白加水分解物 無

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 調味料 蛋白加水分解物･
ｾﾞﾗﾁﾝ

無

日本製薬（株） 泉佐野市住吉町２６ アミックス 蛋白酵素分解物
調味料

無

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地８－１ アミノ酸パウダー－ＭＯ－５５４
０

蛋白質加水分解
物

なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地８－１ 味かげん（ＨＡＰ－Ｂ） 蛋白質加水分解
物

なし

マルハ㈱化成食品事業部 宇都宮市清原工業団地８－１ 味かげん（ＨＡＰ－Ｄ２） 蛋白質加水分解
物

なし

浜田食品工業（株） 富山県婦負郡八尾町
保内２－６－２

コラーゲンサプライタブレット 蛋白食品 なし

森永製菓（株）
三島工場

静岡県三島市南二日町
１１－５０

ウィダーコラーゲン
サプライ

蛋白食品 なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 カニ風味シュウマイ たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 おこわ　冷凍かざり人参 たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 からし和え（ミツカン） たんぱく加水分
解物

なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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使用・混入
の有無
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 弁当　リシュパアレー　カニ爪
アーモンド

たんぱく加水分
解物

なし

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 煮物用　かつお香味　s たんぱく加水分
解物

なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 野球プロテイン　投手用（スタミ
ナの強化）

たんぱく食品(プ
ロテインパウ

なし

小岩井乳業㈱　黒磯工場 黒磯市東栄１－３５－２５ プロセスチーズサラミ チーズ なし

小岩井乳業㈱　黒磯工場 黒磯市東栄１－３５－２５ プロセスチーズサラミ チーズ なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｶｻﾌｨｴｽﾀﾊﾗﾍﾟｰﾆｮﾁｰｽﾞｻﾗｻ315g チーズ なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｶｻﾌｨｴｽﾀﾁｰｽﾞｻﾗｻ315g チーズ なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ﾐｯﾄﾞｿｰﾌﾞﾄﾙﾃｨｱﾁｯﾌﾟ･ﾅﾁｮﾁｰｽﾞ チーズ なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ﾍﾞﾆｴｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞ チーズ なし

㈲グラン・クリュ「ｸﾞﾗﾝ･ｸﾘｭ」 東京都多摩市落合3-11-2 ﾌﾟﾛｾｽ・ﾅﾁｭﾗﾙチーズ チーズ なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ "ﾅﾋﾞｽｺ"ｲｰｼﾞｰﾁｰｽﾞ ﾁｰｽﾞ加工品 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ジングフォンデュ ﾁｰｽﾞ加工品 なし

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ チキンオイルパウダー２Ｎ チキンオイルパ
ウダー

無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ビーフエキス・牛脂・ゼラチン・
蛋白加水分解物使用製品

チキンオムレツ 無

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ ビーフエキス使用製品 チキンステーキ 無

コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西2丁目754-1 弁当　焼きちくわ 竹輪（たんぱく
加水分解物）

なし

有限会社鈴木商店 東京都練馬区下石神井２－１９－１２ 実演味付ちくわぶ ちくわぶ なし

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　ココア風味 乳タンパク加工
食品（粉末飲
料）

無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　バナナ風味 乳タンパク加工
食品（粉末飲
料）

無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　ミルクティー風
味

乳タンパク加工
食品（粉末飲
料）

無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　抹茶風味 乳タンパク加工
食品（粉末飲
料）

無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　ストロベリー風
味

乳タンパク加工
食品（粉末飲
料）

無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・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

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　コーンポター
ジュ風味

乳タンパク加工
食品（粉末スー
プ）

無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　チキンパンプス
風味

乳タンパク加工
食品（粉末スー
プ）

無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　ブラウンシ
チュー風味

乳タンパク加工
食品（粉末スー
プ）

無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　ベジタブル風味 乳タンパク加工
食品（粉末スー
プ）

無

株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 スリムトップス　カレー風味 乳タンパク加工
食品（粉末スー
プ）

無

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 梅茶 茶 なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ きのこ茶 茶 なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ こんぶ茶 茶 なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ しいたけ茶 茶 なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 松茸茶 茶 なし

錦城食品株式会社 奈良市大安寺町　6-6-1 椎茸茶 茶 なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 冷し塩ラーメン チャーシュー・
コラーゲン

無

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 88チャーハンの素えび味7.2ｇ×3
袋

チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 88チャーハンの素かに味7.0ｇ×3
袋

チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 COOPえび炒飯の素３袋入 チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 COOPえび炒飯の素えび＆五目 チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 COOPえび炒飯の素素焼き豚＆か
に風味

チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 えびチャーハンの素お徳用６食 チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 男の2乗にんにくチャーハンの素7
ｇ×２

チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 男のチャーハンの素5.8ｇ×３ チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ダイソーカレーピラフand男の
チャーハン

チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ダイソーカレーピラフand男の
チャーハン

チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 チャーハン一番詰合せ チャーハンの素 なし
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え

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 チャーハンの素海老味一番7.2ｇ×
３

チャーハンの素 なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 チャーハンの素蟹味一番7ｇ×３ チャーハンの素 なし

大阪化学合金㈱ 西区高塚台４丁目３－６ 化成品 着色料製剤 なし

大阪化学合金㈱ 西区高塚台４丁目３－６ セロスター 着色料製剤付包
装材

なし

㈱永谷園茨城工場 茨城県高萩市赤浜松久保６０３－２ ラーメン茶漬け 茶漬け 無

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 かに茶漬 茶漬 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 あさり茶漬 茶漬 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 うに茶漬、鮭茶漬 茶漬 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 ホタテ茶漬 茶漬 なし

(有)総本家貝新水谷新九郎商店 三重県桑名市大橋通り１丁目９５８ くわなの殿さま茶漬 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫ減塩だし茶漬　うめ 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫ減塩だし茶漬　さけ 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ さけ茶漬 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ 鯛茶漬 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ だし茶漬　うめ 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ だし茶漬　さけ 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ だし茶漬　野沢菜 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ だし茶漬　のり 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ だし茶漬　わさび 茶漬 なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ 明太子茶漬 茶漬 なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ うめ茶漬け 茶漬け なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ さけ茶漬け 茶漬け なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ 明太子茶漬け 茶漬け なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ わさび茶漬け 茶漬け なし

株式会社　川嶋昆布 富士市中里水門前２６２６－３３ お茶漬け（わさび、梅、鮭、明太
子、たら）

茶漬け なし － － － － －

株式会社高橋商店 福岡県山門郡三橋町垂見１８９７－2 玄海生茶漬 茶漬けの元 無
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㈱ニチナン　堺事業所 大阪府堺市神南辺町５丁１５２ わかめ茶漬け（わさび茎入り）７
ｇＸ６

茶漬けの素 無

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ COOP茶碗蒸し(ｶﾆ･ｴﾋﾞ･松茸) 茶碗蒸し なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ 森の卵茶碗蒸し(ｶﾆ･ｴﾋﾞ･松茸) 茶碗蒸し なし

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ 東京麺 中華生麺 無

北宝商事株式会社 東京都板橋区成増２－３５－３ とんこつ麺 中華生麺 無

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ カレーまん 中華まん なし
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山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

ビーフボックス 中華まん なし
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山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ カレーまん 中華まん なし
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山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ ビーフボックス 中華まん なし
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山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ ピザまん 中華まん なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ カレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ 具たっぷりカレーまん 中華まん なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ ビーフボックス 中華まん なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ ピザまん 中華まん なし

（株）サンキムラヤ 甲府市西下条町１０６５ー１ 中華まん（カレー、ビーフボック
ス、ピザ）

中華饅頭 なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-19 広島風茹焼きそば 中華麺 なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-20 ３食焼きそば 中華麺 なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスＥ乳剤－ＵＡ 抽出トコフェ
ロール製剤

なし

新和薬品工業株式会社 荒川区西日暮里3-23-4 ゼラチン 鳥獣肉類調整品 なし

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ネオシューＭ－Ｆ 調整マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ネオシューＭ－Ａ 調整マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ネオシューＭＦ　ＨＳ 調整マーガリン 無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ハイスノークッキング有塩８ｋｇ 調整マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ハイスノークッキング有塩１５ｋ
ｇ

調整マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ マスタード調整マーガリン有塩４
ｋｇ

調整マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ オリエンマーガリン８ｋｇ 調整マーガリン なし

ジャパンフーズ(株) 東区東浜二丁目８番６７号 ガーリックペースト 調整油脂 無

ジャパンフーズ(株) 東区東浜二丁目８番６７号 ラーメン調味液 調整油脂 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ クラウンラード＃３００ 調整ラード 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ カネカ昭和ラード 調整ラード 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ カネカ調整ラード 調整ラード 無

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ 調整ラード（２製品） 調整ラード なし

ニホンフード（株） 岩見沢市大和4条7丁目 日配向 いなり揚げ 調味油揚げ なし

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-21 SE紀州本かつお練り梅 調味梅漬け なし

（株）紀州本庄　うめよし 和歌山県日高郡南部川村西本庄２７８ ハチミツ梅干 調味梅干 なし
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（株）紀州本庄　うめよし 和歌山県日高郡南部川村西本庄２７８ うす塩梅干 調味梅干 なし

（株）紀州本庄　うめよし 和歌山県日高郡南部川村西本庄２７８ しそ漬梅干 調味梅干 なし

（株）紀州本庄　うめよし 和歌山県日高郡南部川村西本庄２７８ 赤梅干 調味梅干 なし

（株）倖梅 和歌山県日高郡南部川村晩稲１２２
５ー１

はちみつ入味梅 調味梅干 なし

（株）倖梅 和歌山県日高郡南部川村晩稲１２２
５ー１

味梅　他３種類 調味梅干 なし

（株）倖梅 和歌山県日高郡南部川村晩稲１２２
５ー１

しそ漬梅　他２種類 調味梅干 なし

（株）鈴梅 和歌山県日高郡南部町東岩代１－５ 梅干 調味梅干 なし

（株）丸竹食品 和歌山県日高郡南部川村西本庄７９０ 梅娘 調味梅干 なし

（株）丸竹食品 和歌山県日高郡南部川村西本庄７９０ 梅ごころ 調味梅干 なし

（有）長生き屋商店 和歌山県田辺市芳養町２７２５ うまい南高梅　　　　　　他１種
類

調味梅干 なし

（有）長生き屋商店 和歌山県田辺市芳養町２７２５ 美しい梅　他１種類 調味梅干 なし

イクタ食品（株） 和歌山県日高郡南部川村西本庄１３２
５

はちみつ梅　　　　　　他２種類 調味梅干 なし

井口食品工業株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２２
４

ハニーマイルド　　　　他７種類 調味梅干 なし

井口食品工業株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２２
４

紀州産かつお梅　　　　他５種類 調味梅干 なし

井口食品工業株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２２
４

うす塩味　他２種類 調味梅干 なし

井口食品工業株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２２
４

夢の味赤　他１種類 調味梅干 なし

井上梅干食品 株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤１７３－
１６

紀州うす塩味梅干　　他１種類 調味梅干 なし

井上梅干食品 株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤１７３－
１６

紀州赤梅干　　　　　　他４種類 調味梅干 なし

梅吉食品株式会社 和歌山県日高郡南部町山内１２２２ 田舎梅（中国）　　　　　他３種
類

調味梅干 なし

梅吉食品株式会社 和歌山県日高郡南部町山内１２２２ すっきり梅ぼし（赤） 調味梅干 なし

梅吉食品株式会社 和歌山県日高郡南部町山内１２２２ 天然かつお梅（中国）　　他１種
類

調味梅干 なし

梅吉食品株式会社 和歌山県日高郡南部町山内１２２２ 合着かつお梅（中国） 調味梅干 なし

梅吉食品株式会社 和歌山県日高郡南部町山内１２２２ 紀州赤干　他１種類 調味梅干 なし

株式会社　味好屋 和歌山県日高郡南部町気佐藤８５１ 紅漬　他２種類 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

紀匠梅 しそ風味 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

紀匠梅 はちみつ味 調味梅干 なし
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株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

完熟南高梅 りんご味 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

梅干し百歳 昆布 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

梅干し百歳 味梅 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

丸善 徳用梅 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

ボトム梅 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

宝梅 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

宝梅 昆布 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

宝梅 小梅 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

紀州五代梅 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

本場紀州梅 白干し 調味梅干 なし

株式会社 東農園 和歌山県日高郡南部川村東本庄８３６
－１

本場紀州梅 はちみつ味 調味梅干 なし

株式会社　梅翁園 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ 梅一粒 調味梅干 なし

株式会社　梅翁園 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ 梅うらら あかね　　　　他４種
類

調味梅干 なし

株式会社　梅翁園 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ 梅うらら さち　　　　　　他２
種類

調味梅干 なし

株式会社　梅樹園 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２６
９

甘い干し梅　　　　　　　　　他
２種類

調味梅干 なし

株式会社　梅樹園 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２６
９

紀州しそ漬梅　　　　　他７種類 調味梅干 なし

株式会社　梅樹園 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２６
９

おいしい梅　他６種類 調味梅干 なし

株式会社　ウメタ 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ かつお梅　他５０種類 調味梅干 なし

株式会社　ウメタ 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ 田舎梅干　　　　　　　　他２０
５種類

調味梅干 なし

株式会社　ウメタ 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ うめぼし（赤）　　　　　　他３
１種類

調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 南高梅 350g　   　　　他７種類 調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ かつお梅 800g      　他２種類 調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 南高梅白干 800g　　　　　　他
７種類

調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 今旬の梅 400g 赤　　他９種類 調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ ツボ梅 1k 白　　　　　他７種類 調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 紀州 130g 白　        他７種類 調味梅干 なし
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株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 紀州ツボ梅 白 1k　　　　　他７
種類

調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ かつお梅 100g      　他７種類 調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 梅百選 白 300g        他７種類 調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 田舎漬 170g         　他７種類 調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 南高梅 白 110g　　　　他７種類 調味梅干 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 弁当用梅干 10k　　　　　　他６
種類

調味梅干 なし

株式会社　梅屋 和歌山県田辺市文里一丁目１２－１４ 梅美人　他７種類 調味梅干 なし

株式会社　紀州ほそ川 和歌山県日高郡南部川村晩稲８８９ 調味梅干 調味梅干 なし

株式会社　しんざき 和歌山県日高郡南部町埴田１７５４－
８

うす塩味梅干 調味梅干 なし

株式会社　しんざき 和歌山県日高郡南部町埴田１７５４－
８

かつお梅 調味梅干 なし

株式会社　中山商店 和歌山県西牟婁郡上富田町岡２０ 老梅　他３種類 調味梅干 なし

株式会社　濱田 和歌山県田辺市上芳養３９１ 邑咲　他１種類 調味梅干 なし

株式会社　濱田 和歌山県田辺市上芳養３９１ 桜梅 調味梅干 なし

株式会社　濱田 和歌山県田辺市上芳養３９１ かつお梅 調味梅干 なし

株式会社　濱田 和歌山県田辺市上芳養３９１ うすしお味梅干 調味梅干 なし

株式会社　良　ナガオカ 和歌山県日高郡南部町芝２６１－１ 味梅 調味梅干 なし

河本食品株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３６７－
１

伏虎城　他４種類 調味梅干 なし

河本食品株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３６７－
１

南宝梅　他４種類 調味梅干 なし

河本食品株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３６７－
１

梅風月 調味梅干 なし

河本食品株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３６７－
１

しそ漬梅干 調味梅干 なし

河本食品株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３６７－
１

かつお梅 ２３０ｇ 袋 調味梅干 なし

紀州梅干食品（株） 和歌山県日高郡南部町埴田１７５３ 赤梅干 調味梅干 なし

紀州梅干食品（株） 和歌山県日高郡南部町埴田１７５３ しら梅　他２種類 調味梅干 なし

紀州綜合食品株式会社 和歌山県日高郡南部町西岩代４４４ 紀州本場漬　　　　　　他１０種
類

調味梅干 なし

紀州綜合食品株式会社 和歌山県日高郡南部町西岩代４４４ 梅干しそかつお　　　　他３種類 調味梅干 なし

紀州綜合食品株式会社 和歌山県日高郡南部町西岩代４４４ 味の王将漬　　　　　　他６種類 調味梅干 なし
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紀州薬師梅株式会社 和歌山県日高郡南部川村清川４３７ 薬師乃星 調味梅干 なし

紀州薬師梅株式会社 和歌山県日高郡南部川村清川４３７ 薬師乃海 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ 紀州しそ漬はちみつ梅干 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ おにぎり用ねり梅 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ おにぎり用紀州梅干（Ｄ用） 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ まろの梅　他５種類 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ おにぎり用練り梅　　（Ｄ用） 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ 紀州南高練り梅（FM） 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ おにぎり用紀州梅干（Ｌ用） 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ 紀州うす南高塩梅干 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ 紀州南高梅干うす塩味 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ ﾌｧｲﾝｾﾚｸﾄ紀州本干しそ梅干 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ ﾌｧｲﾝｾﾚｸﾄ紀州本干梅干 調味梅干 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ おにぎり用紀州梅 調味梅干 なし

黒松千年屋 株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３２１－
７

うす塩味梅干 調味梅干 なし

黒松千年屋 株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３２１－
７

梅干生活 しその香り 調味梅干 なし

黒松千年屋 株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３２１－
７

梅干生活 かつお味 調味梅干 なし

黒松千年屋 株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤３２１－
７

紀の味　他２種類 調味梅干 なし

関本宗一商店 和歌山県日高郡南部川村熊岡３８６ かつお梅 調味梅干 なし

南紀梅干 株式会社 和歌山県日高郡南部川村晩稲１２２５
－５

カセイの梅干 調味梅干 なし

山崎秋芳園 和歌山県日高郡南部町北道２２２ 紀州こんぶ梅 調味梅干 なし

有限会社　鎌谷農園 和歌山県田辺市上芳養２１９ ままかりの梅 調味梅干 なし

有限会社　鎌谷農園 和歌山県田辺市上芳養２１９ 紀州南高梅 調味梅干 なし

有限会社　鎌谷農園 和歌山県田辺市上芳養２１９ 手づくり梅干 調味梅干 なし

有限会社　伸紀 和歌山県日高郡南部町山内１３３９ 紀州南高梅 調味梅干 なし

有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ はちみつ入り梅干 調味梅干 なし
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有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ 梅王 調味梅干 なし

有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ 梅の年輪 調味梅干 なし

有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ 女松 調味梅干 なし

有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ 花いちばん 調味梅干 なし

有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ 梅富久良 調味梅干 なし

有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ 梅山梅 調味梅干 なし

有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ 天照梅 調味梅干 なし

有限会社　丸惣 和歌山県田辺市元町５５ かつお梅 調味梅干 なし

横山食品株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２９
３

白龍梅　他３種類 調味梅干 なし

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ 松竹梅梅干 調味梅干 なし

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ うす塩天味梅干 調味梅干 なし

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ はちみつ梅干 調味梅干 なし

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ 昆布梅干 調味梅干 なし

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ うす塩梅干 調味梅干 なし

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ しそ漬うす塩梅干 調味梅干 なし

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ 紀州産南高梅うす塩しそ漬梅干
５％

調味梅干 なし

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ 紀州おいしいねり梅 調味梅干 なし

㈱福岡ミツカン 糟屋郡新宮町緑ヶ浜４丁目11-1 B-331 ローリー 調味酢 無

㈱福岡ミツカン 糟屋郡新宮町緑ヶ浜４丁目11-1 M-146 ローリー 調味酢 無

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ オムハヤシ 調理御飯 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ 和牛すきやき弁当 調理御飯 なし

（株）新潟フレッシュデリカ 長岡市南陽１－１０２７－３ スパゲティ、グラタン類 調理食品 なし

（株）新潟フレッシュデリカ 長岡市南陽１－１０２７－４ 鍋物類 調理食品 なし

（株）新潟フレッシュデリカ 長岡市南陽１－１０２７－２ 焼きそば類 調理食品 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ ＯＡ　ペンネングラタン 調理食品類 なし

あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー　カレーミート 調理食品類 なし
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あみ印食品工業（株） 杉戸町並塚１３５１ チムニー用ビーフカレー（中辛） 調理食品類 なし

（株）堀川 北蒲原郡聖籠町位守町１６０－１９ ヨシケイ調理済おでん 調理済おでん なし

（株）木村屋本店 新潟県上越市中央」１－８－１０ カレーパン 調理パン なし

（株）サンキムラヤ 甲府市西下条町１０６５ー１ パン（ロングソーセージ、カレー
ドーナツ）

調理パン なし

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 カレーパン 調理パン 無

（株）マルト神戸屋 浜松市市野町２７５０ ハンバーガー、フランクドッグ、
ピザパン

調理パン 無

（株）まん作や 甲府市徳行２－６－２０ サンド（メンチカツ、ビーフカ
ツ）

調理パン なし

（株）まん作や 甲府市徳行２－６－２０ バーガー（チーズ、ビッグ、ビー
フ、ライス、１００円）

調理パン なし

（株）ヤタロー 浜松市丸塚町１６９ 惣菜パン、カレーパン 調理パン 無

（有）むつみ製パン 浜松市西山町１２９ コロッケサンド，高級ハンバーグ 調理パン 無

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 キャベツが入ったメンチカツパン 調理パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 メンチカツパン 調理パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ツナオニオン 調理パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 厚切りハム＆チーズ 調理パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 やきそばパン 調理パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 お好み焼き（焼きそば）パン 調理パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 コロッケパン 調理パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 玉子のパン 調理パン なし

旭食品株式会社 長岡市川崎町字花子１７３１－２ サンドイッチ 調理パン なし

阿部　博雄 南小岩６－２７－１７ 調理パン類 調理パン なし

安助　好夫 江戸川区北小岩６－８－１０ 調理パン類 調理パン なし

猪狩敏雄 いわき市常磐松が台98 調理パン 調理パン なし 　

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 ハムカツサンド 調理パン なし

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 ふんわりチーズロール 調理パン なし

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 メンチカツロール 調理パン なし

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 クラブハウスサンド 調理パン なし
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わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 焼きそばコロッケロール 調理パン なし

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 白身フライロール 調理パン なし

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 照焼バーガー 調理パン なし

わらべや日洋㈱　伊那工場 長野県上伊那郡南箕輪村東川原40ん6 チーズバーガー 調理パン なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｶﾚｰﾊﾟﾝ 調理パン なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ｺﾛｯｹﾊﾟﾝ 調理パン なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 ﾒﾝﾁｶﾂﾊﾟﾝ 調理パン なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 中華ﾄﾞｰﾅﾂ 調理ﾊﾟﾝ なし

ｴｰｽﾍﾞｰｶﾘｰ㈱ 横浜市磯子区新磯子町30-8 やきそばﾊﾟﾝ 調理ﾊﾟﾝ なし

榎本製菓有限会社 江戸川区松江３－２０－７ 調理パン類 調理パン なし

荻野　正彦「パン・ド・アベ
ニュー」

東京都稲城市向陽台3-4-4 カレーパン 調理パン なし

尾崎　宗弘 江戸川区下篠崎町７－７ 調理パン類 調理パン なし

かねこや 横浜市戸塚区戸塚町３８７１ サンドイッチ 調理パン 　なし 　

株式会社おおつか 江戸川区江戸川６－１９－３ 調理パン類 調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 IYミニクラブサンド、満足生野菜
サンド

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ギンザブランチミックスベジタブ
ル

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 クラブハウスサンド、たっぷりツ
ナサンド

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 黒豚カツサンド、スペシャルカツ
サンド

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ゴボウサラダサンド 調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 コロッケ焼きそばロール、焼きそ
ばロール

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 コロッケロール、コロッケ焼きそ
ばロール、コロッケバーガー、バ
ターロールサンドコロッケ

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 コンビーフ＆タマゴ、コンビーフ
エッグ、バラエティーサンド

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 三角S160ミックス、ツナタマゴサ
ンド

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 スパイシーチョリソ 調理パン なし
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（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 チキンカレーサンド、ギンザブラ
ンチミックスカレー、インター
メッツォサンド

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ツナサラダデニッシュ 調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 パーティーサンド（小）、パー
ティーサンド、満足トリオスペ
シャル、満足カルテット、満足
ミックス

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ハムタマゴロール、クラブハウス
サンド、ナポリタンドッグ

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ハンバーガー、チーズバーガー 調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ビーフコロッケサンド、特ビーフ
コロッケサンド

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ホットドッグ 調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ボリュームハムカツサンド、ハム
カツサンド

調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ミックス２００ 調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ライ麦サンド（ツナ＆レンコン） 調理パン なし

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 ライ麦サンド（ツナサラダ） 調理パン なし

株式会社　江戸屋本店 富士宮市宮町３－２ カツドック 調理パン なし － － － － －

株式会社　江戸屋本店 富士宮市宮町３－２ カレーパン 調理パン なし － － － － －

株式会社　江戸屋本店 富士宮市宮町３－２ ロールサンド　エビ 調理パン なし － － － － －

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ ハムカツサンド　他５品 調理パン なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ メキシカンチリコンラップサンド 調理パン なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ メンチカツサンド 調理パン なし

株式会社　クラフタート 姫路市御国野町国分寺３９１ ポテトミックスサンド 調理パン なし

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ コロッケ焼きそばロール 調理パン なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ ソフトHOTサンド（たこ焼きそ
ば）

調理パン なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ ハムカツタマゴ(焼きそば入り） 調理パン なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ ホットエッグトースト 調理パン なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ ポテトサラミロール 調理パン なし － － － － －

株式会社　浜松デリカ冨士工場 富士市今泉３２３番地の１ 焼きそばロール(ソース＆マヨ） 調理パン なし － － － － －
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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使用・混入
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ 辛味サンド 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ロースト＆スパイシーチキンサン
ド

調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ツナエッグサンドスペシャルラン
チサンド

調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ミニ野菜サンド 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ミックスサンド 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ツナタマゴサンド 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ピロシキ 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ビーフカレードーナツ 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ エスニックカレーパン 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ 欧風カレーパン 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ミートパイ 調理パン なし

株式会社アートコーヒー 目黒区中目黒１－８－３ ジャーマンドッグ 調理パン なし

株式会社エヌビーエス 沼津市今沢字水上４２０－１ ハム卵サンド 調理パン なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 お肉屋さんの牛肉コロッケパン 調理パン なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 ハムカツ玉子ロール 調理パン なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 ポテトサンド 調理パン なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 デリサンド（パストラミ） 調理パン なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 屋台のやきそばパン 調理パン なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 ジューシーから揚ロール 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 パストラミビーフサンド（Ｍ）
（=サンドサンド（M））

調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 ファンシーサンド 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 メンチカツサンド（三角） 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 チキンカツサンド（三角） 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 Ｇ肉コロッケサンド 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 コロッケハムカツサンド 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 クインテットサンド 調理パン なし 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
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え

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 ハムカツエッグサンド 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 チキンカツパック 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 かつサンド（M） 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 かつサンド（三角） 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 チキンカツラップ 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 スペシャルサンド（三角） 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 サンドサンドイッチ（M） 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 コンビーフ＆たまごBOX 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 ジャンボG肉コロッケサンド 調理パン なし なし

株式会社サンドサンド千葉工場 千葉市稲毛区長沼町217-3 Gコロッケサンド 調理パン なし なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-2 照焼バーグサンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-3 照焼バーグサンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-4 野菜サンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-5 カツサンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-6 パンプキンサンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-7 照焼バーグサンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-8 トマトサンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-9 ツナサンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-10 ミックスサンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-11 玉子サンドイッチ 調理パン なし

株式会社食遊館 天理市中町　457-12 ハムサンドイッチ 調理パン なし

株式会社ドンク 郡山市中町１３ー１ サンドイッチ 調理パン 無

株式会社ドンク 郡山市中町１３ー１ 中華ピロシキ 調理パン 無

株式会社ドンク 郡山市中町１３ー１ ハムロール 調理パン 無

株式会社ドンク 郡山市中町１３ー１ ビーフカレーパン 調理パン 無

株式会社ドンク 郡山市中町１３ー１ ピロシキ 調理パン 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社パスコ東京 東京都目黒区目黒本町２－１－１２ 惣菜パン類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし
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株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ サンドウィッチ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ ホットドッグ類 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし
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株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン なし

株式会社プライムベーカリー 庵原郡富士川町南松野２１０８－１ 焼成パン 調理パン 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 カレーパン 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ コロッケサンド・コーンコロッ
ケ・小コロ

調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ ハンバーガー 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ カツサンド 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ フランク 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ ウインナー・フランク 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ ウインナーチーズ 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ やきそばハム入り 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ やきそばソーセージ入り 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市八条　５－３５４－１ ハムサラデニッシュ 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ かわいいソーセージ 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ フランク 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ カレーフランク 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ コロッケロール 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ デラックスサンド・ミックスサン
ド・カツサンド・カツたまごサン

調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ ふわふわタマゴドッグ 調理パン なし
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株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ チキンロール・親子・てりやき
ドッグ・ピタ

調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ デラックスサンド・ミックスサン
ド・ハムサンド・ツナサンド・カ
ツサンド・タマゴさんど・チーズ
サンド・クロワッサンサンド・ク
ロワッサンロールサンド・コロッ
ケドッグ

調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市上三条町　１２－１ コロッケドッグカレー味 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市学園北　２－５－１ ミックスサンド 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市学園北　２－５－１ コロッケサンド・コロッケ 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市学園北　２－５－１ フランク 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市学園北　２－５－１ カレーウインナー 調理パン なし

株式会社ブレーメン 奈良市学園北　２－５－１ ベーコンチーズ・ベーコン・ピザ 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ Caたっぷりチーズバーガー 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ バラエティーボックス 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ごぼうみそカツバーガー 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ゆで玉子ミックスサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ハムカツサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 特選エビカツサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ バタートースト 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ こだわりハムサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 厚切りロースハムサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ベーコンエッグロール 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ エビカツロール 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ジューシー半熟目玉焼きサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 焼きそばロール 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ミックスレタスサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ セロリ－ハーフツナ 調理パン なし
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株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ タマゴツナサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ベジタブルミックス 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ハムエッグチーズ 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２５ チリドッグ 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２６ カレーコロッケロール 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２８ ソーセージエッグマフィン 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２９ カルビ焼肉バーガー 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３０ 武藤のトリプルバーガー 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３１ てりやきバーガー 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３２ チーズバーガー 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３３ ダブルバーガー 調理パン なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３４ 半熟目玉焼バーガー 調理パン なし

（株）信州シキシマ 長野県松本市大字笹賀５６７０－２ 小麦畑からの伝言ハンバーガー 調理パン なし

株式会社東京キムラヤ 江戸川区船堀５－５－２３ 調理パン類 調理パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ 長岡市南陽１－１０２７－１ サンドイッチ類 調理パン なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－１１ お好み焼きパン 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 生姜焼サンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ トンカツサンドBOX 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ソーセージカツロール 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ミックスサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ツナサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ポテトサラダ 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ハムカツサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ カルビ焼肉ロール 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ スタミナ焼肉バーガー 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ シャキシャキレタスサンド 調理パン なし
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株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 手作りサンドハム 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 厚切りチーズサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ツナタマゴサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ミックスサンドBOX 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ビッグコロッケサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ハムサンド 調理パン なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ テリヤキバーガー 調理パン なし

（株）ボン　オーハシ 長岡市大島新町２丁目２－５３ 調理パン 調理パン なし

株式会社ル・デパル 江戸川区平井４－７－８ カレーパン 調理パン なし

神山忠秋（パン・ド・ミー） 郡山市横塚1丁目１０ー５ カレーパン 調理パン 無

カラベル 横浜市港南区芹が谷4-2-36 調理パン 調理パン なし

川田　芳宏　「パン屋さんレー
ベ」

東京都日野市日野台2-6-10 ビーフコロッケ 調理パン なし

川田　芳宏　「パン屋さんレー
ベ」

東京都日野市日野台2-6-10 ロースハム 調理パン なし

川田　芳宏　「パン屋さんレー
ベ」

東京都日野市日野台2-6-10 フランクソーセージ 調理パン 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 チキンフィレサンドほか 調理パン 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 チキンフィレサンドほか 調理パン なし

小池一紀 諏訪郡富士見町富士見４６５４－８１
６

ビーフコロッケ 調理パン なし

合資会社木村屋 静岡県熱海市下多賀１６１ コロッケパン 調理パン 無

合資会社木村屋 静岡県熱海市下多賀１６１ ハンバーガー 調理パン 無

合資会社木村屋 江戸川区平井５－２３－５ 調理パン類 調理パン なし

桜井　一雄 江戸川区平井４－９－５ 調理パン類 調理パン なし

佐藤　賢二 江戸川区北小岩６－５－２ 調理パン類 調理パン なし

シノブフーズ（株） 海部郡十四山村四郎兵衛1-128 ロースハムサンド、ボリュームサ
ンド、カンパーニュツナサンド、
やきそばロール等

調理パン なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ ﾁｰｽﾞﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ ビーフカツサンド 調理パン なし
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シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ ビーフﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ ビッグﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ ボリュームメンチカツ 調理パン なし

清水製パン株式会社 清水市長崎１４７ 牛カルビパン 調理パン なし

清水製パン株式会社 清水市長崎１４７ 牛肉コロッケパン 調理パン なし

清水製パン株式会社 清水市長崎１４７ ハンバーガー 調理パン なし

清水製パン株式会社 清水市長崎１４７ ホットドッグ 調理パン なし

清水製パン株式会社 清水市長崎１４７ メンチカツパン 調理パン なし

社会福祉法人郡山コスモス会 郡山市大槻町御前5番地 カレーパン 調理パン 無

上越ケンパン株式会社 新潟県上越市大字七ヶ所新田５３５－
９

カレーパン 調理パン なし

神前　俊男 江戸川区西小岩３－３６－６ 調理パン類 調理パン なし

新谷　敏宏 志賀町末吉リ３２ 荒びきｳｲﾝﾅｰﾊﾟﾝ 調理パン なし - - -

新谷　敏宏 志賀町末吉リ３２ ハムロールパン 調理パン なし - - -

新谷　敏宏 志賀町末吉リ３２ ハンバーグパン 調理パン なし - - -

鈴木　和己 江戸川区東小松川１－９－１６ 調理パン類 調理パン なし

鈴木　宏 江戸川区松江４－１３－６ 調理パン類 調理パン なし

わらべや日洋㈱　瀬谷工場 横浜市瀬谷区北町６－４ エビかつハム玉子サンド 調理パン なし

わらべや日洋㈱　瀬谷工場 横浜市瀬谷区北町６－４ ハムカツサンド 調理パン なし

わらべや日洋㈱　瀬谷工場 横浜市瀬谷区北町６－４ ふんわりチーズサンド 調理パン なし

わらべや日洋㈱　瀬谷工場 横浜市瀬谷区北町６－４ メンチカツロール 調理パン なし

第一屋製パン㈱　横浜工場 横浜市戸塚区平戸町１００ ポケモンちっチャイナ　肉マン 調理パン 　なし 　

第一屋製パン㈱大阪工場 八尾市老原９－７２ ハムカツサンド他９種 調理パン 無

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ 厚切りハム＆チーズ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ 厚切りハムチーズ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ おさつスティックサンド 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ カフェサンド 調理パン なし
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タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ カフェモカサンド 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ カレーパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ キャベツが入ったメンチカツパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ クリーミーおさつ＆ホイップ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ クリームパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ くるくるシュフレ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ コッペジャム＆マーガリン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ コッペつぶあん＆マーガリン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ コッペはつみつ＆マーガリン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ごまとカマンベール 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ シナモンスティックドーナツ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ スイートポテトなパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ソフトピーナッツサンド 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ソフトフランスクロワッサン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ たっぷりバターソフト 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ダブルクリームサンド 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ちぎりパン（バニラチョコ） 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ 中華ドーナツ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ チョコクリームサンド 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ツナオニオン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ツナ包み焼きパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ 豊の香いちご＆ホイップ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ バナナカスター＆ホイップ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ パンコロッケ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ フジカルチャーＰ２ＥＬ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ブルーベリー＆ミルク 調理パン なし
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タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ふんわりクリームサンド 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ホイップ＆かすたードーナツ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ホイップショコラ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ホイップチョコ 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ホワイトミルクロール 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ミルキーフランス 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ミルキーメロン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ミルキーレーズン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ミルクパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ メープルのパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ メロンパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ メンチカツパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ モカチーノサンド 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ やきそばパン 調理パン なし

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ロングシュガーマーガリン 調理パン なし

中部デリカ（株） 甲府市大里町１００１ サンド（クラブハウス、ベーコン
トマトタマゴ）

調理パン なし

中部デリカ（株） 甲府市大里町１００１ バーガー（チーズ、てりやき） 調理パン なし

綱島製パン㈱ 横浜市港北区箕輪町２－５－５ カレーパン 調理パン なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ナポリタンロール 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ミックスサンドBOX 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ハンバーグサンド 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 コロッケサンドBOX 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 十勝牛コロッケサンド 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 コロッケサンド 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 クリームチーズ＆ハムサンド 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ロースハムシュゼットサンド 調理パン なし なし
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デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 たまご＆ロースハムサンド 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 トリプルサンド 調理パン なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 焼そばロール 調理パン なし なし

東北総合サービス(株)(神戸屋ピッ
ポット）

郡山市ひうち田１９５ 牛肉コロッケパン 調理パン 無

長島　修二 江戸川区南小岩２－４－１０　７号棟 調理パン類 調理パン なし

仲西　安一 江戸川区東小岩１－８－２ 調理パン類 調理パン なし

並木　洋幸 江戸川区中央２－１２－１１ カレーパン 調理パン なし

西山靖彦（ブラウニーズ） 郡山市富田町後久保４５ー１３ カレーパン 調理パン 無

パン・ド・メロン 六日町緑町2831-2 カルビ焼き肉パン 調理パン 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 サンドイッチ５種類 調理パン 無

ぱんやさんエピ 六日町六日町83-8 ホテルカレーパン 調理パン なし

菱三フーズ㈱ 東灘区深江浜町３８ ミニドック 調理パン なし

冨士製パン株式会社 富士市蓼原１１７８－３ サンドイッチ 調理パン なし － － － － －

冨士製パン株式会社 富士市蓼原１１７８－３ 惣菜パン 調理パン なし － － － － －

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ハムサンドロール 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ハムヤサイサンド 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ハムチーズサンド 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ふんわりチーズロール 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ミックスサンド 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ヤサイサンドボックス 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ エビカツ卵サンド 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ツナヤサイサンド 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ バラエティボックス 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ツナ卵サンド 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ヤキソバロール 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ベーコンレタストマトサンド 調理パン なし
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フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ベーコンエッグロール 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ メンチカツロール 調理パン なし

フジフーズ㈱ 横浜市港北区箕輪町２－６－７ ハムカツサンド 調理パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 大玉たこ焼 調理パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ 辛口ジャージャー麺 調理パン なし

フジフーズ㈱福島工場 須賀川市横山町４５ ツナ＆玉子サンド 調理パン なし

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

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

藤屋製パン（川原正彦） 横浜市港南区下永谷3-10-22 調理パン 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ゆで玉子ミックスサンド 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ふっくらサンド 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 海老カツサンド 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 バタートースト 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ハムカツサンド 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 厚切ロースハムサンド 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ベジタブルミックスサンド 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 手作りナンDEピザ 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 エビカツロール 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 バラエティボックス 調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ふっくらサンド（コロッケ）調理
パン

調理パン なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 焼きそばロール 調理パン なし

べーカーシェフ十日町店 十日町市字川端丑７８４ しょうゆカルビパン 調理パン なし

丸大食品（株）松阪第二工場 松阪市上川町小楠１９０５－１ ピザ 調理パン なし

丸大食品（株）松阪第二工場 松阪市上川町小楠１９０５－１ ピザ 調理パン なし

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ チーズバーガー 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ビーフバーガー 調理パン 無
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丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ビッグバーガー 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ コンビーフ＆ポテトサンド 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ボリュームメンチカツ 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ビーフカツサンド 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ミートコロッケロール 調理パン 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ライスバーガー 調理パン 無

丸山奈央（くるみの森） 長野県飯山市飯山580-40 ハンバーガーパン 調理パン なし

丸山奈央（くるみの森） 長野県飯山市飯山580-40 ハムロール 調理パン なし

丸山奈央（くるみの森） 長野県飯山市飯山580-40 チーズパン 調理パン なし

三重フレッシュシステムズ株 松阪市大津町３０１－１ サンドイッチ 調理パン なし

わらべや日洋㈱　村山第二工場 武蔵村山市榎３－１８－１ エビかつハム玉子サンド 調理パン なし

わらべや日洋㈱　村山第二工場 武蔵村山市榎３－１８－１ ハムカツサンド 調理パン なし

わらべや日洋㈱　村山第二工場 武蔵村山市榎３－１８－１ ふんわりチーズロール 調理パン なし

わらべや日洋㈱　村山第二工場 武蔵村山市榎３－１８－１ メンチカツロール 調理パン なし

望月精二「フランドール」 東京都日野市日野台5-6-23 サンドイッチ類 調理パン なし

森田　茂 江戸川区東松本１－８－１１ 調理パン類 調理パン なし

森山　正春　「ベーカリーモリ」 東京都日野市大坂上1-30-26 カレーパン 調理パン なし

山崎製パン（株） 浜松市三島町２７６ ハムエッグ、ウィンナーロール、
カレーパン、コロッケパン、カツ
サンド

調理パン 無

山和食品株式会社 横浜市神奈川区新町２１－１ ＫＧＣメンチぱん(メンチカツ） 調理パン なし

山和食品株式会社 横浜市神奈川区新町２１－１ ＫＧＣ１００円ハンバーガー（ハ
ンバーグ）

調理パン なし

ユアーズパートナー株式会社 富里町第二工業団地内7街区1番 調理パン類 調理パン 無

（有）青木商店 塩沢町塩沢81 コロッケパン　他 調理パン なし

（有）カドヤ遠藤商店 諏訪市諏訪１－４－６ ビーフコロッケ 調理パン なし

有限会社　旭屋 長岡市摂田屋4丁目7番32号 カレーパン 調理パン なし
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有限会社　旭屋 長岡市摂田屋4丁目7番33号 調理ﾊﾟﾝ(ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ) 調理パン なし

有限会社　旭屋 長岡市摂田屋4丁目7番31号 調理パン（ポテト） 調理パン なし

有限会社小松製パン 岡谷市川岸上１－１１－３ カレーパン 調理パン なし

（有）東京ベーカリー 諏訪市小和田南１４－１０ カレーパン 調理パン なし

有限会社ボンヌール 江戸川区春江町３－１２－１０ 調理パン類 調理パン なし

若増製パン有限会社 諏訪市湖岸通り４－１１－１０ カレーパン 調理パン なし

若増製パン有限会社 諏訪市湖岸通り４－１１－１０ デミグラスソース 調理パン なし

若増製パン有限会社 諏訪市湖岸通り４－１１－１０ ハンバーガー 調理パン なし

若増製パン有限会社 諏訪市湖岸通り４－１１－１０ ビーフコロッケ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 厚切りﾊﾑｶﾂｻﾝﾄﾞ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 かるび焼肉ﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 カレーコロッケロール 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 ｽｰﾊﾟｰﾊﾑｶﾂｻﾝﾄﾞ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 ソーセージエッグマフィン 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 ﾁｰｽﾞﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 ﾁﾘﾄﾞｯｸﾞ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 てりやきﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 ﾊﾟｽﾄﾗﾐ＆ターキー 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 半熟目玉焼きﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 ボリュームバラエティ 調理パン なし

株式会社ジャパンフレッシュ 草津市上寺町200 武藤のﾄﾘﾌﾟﾙﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

㈱アートフーズセンター 川崎市川崎区殿町３－５－１２ サンドイッチ 調理パン なし

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ 調理パン 調理パン なし

㈱いなげや　日野万願寺駅前店」 東京都日野市新井33-2 ほくほくコロッケパン 調理パン なし

㈱ヴィ・ド・フランス　永山店 東京都多摩市永山1-18-2 北海道ビーフコロッケ 調理パン なし

㈱ヴィ・ド・フランス　永山店 東京都多摩市永山1-18-2 ケシの実ロールサンド 調理パン なし
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㈱ヴィ・ド・フランス　永山店 東京都多摩市永山1-18-2 チリドック 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ＪＲサンド 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ メリケン亭スナックベーコン 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ あんぱん処カリーパン 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ カレードーナツ 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ カレーパン 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ たまごデニッシュ 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ながいソーセージ 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ベーコンマヨネーズ 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ハム∩マヨネーズ 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ハムサラダサンド 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ 野菜サンド 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ レタスミックスサンド 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ たまごサンド 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ リフトフランス（チキン∩トマ
ト）

調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ リフトフランス（ハムチーズ） 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ イギリスサンド（チーズミック
ス）

調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ イギリスサンド（ハムタマゴ） 調理パン なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ サンドイッチ弁当 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７５ ミックスサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７６ たまごサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７７ ハムカツランチ 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７８ ハムタマゴランチ 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２７９ たまごランチ 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８０ ボリュームカツサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８１ ボリュームミックスサンド 調理パン なし
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㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８２ ボリュームハムたまごサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８３ レディースランチ 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８４ こだわりツナたまごサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８５ たまごランチ３００ 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８６ ハムサラダサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８７ 和風とりごぼうサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８８ 野菜サンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２８９ レタスミックスサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９０ コロッケバーガー 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９１ サンドイッチ弁当 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９２ チーズと野菜のミックスサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９３ こだわりのローストンカツランチ 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９４ ミックスランチ 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９５ ジューシーハムサラダサンド 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰２９６ ボリューム焼きそばロール 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰３０１ イギリスサンド（ハムたまご） 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰３０２ オムそばロール 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰３０４ 自家製バーガー 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰３０５ てりやきバーガー 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰３０６ ジューシーバーガー 調理パン なし

㈱オイシス 明石市大久保町松陰３０７ ﾌﾚｯｼｭサンド（カツ） 調理パン なし

㈱紀ノ国屋フードセンター 三鷹市下連雀８－９－１８ 調理パン 調理パン なし

㈱コープベーカリー 東灘区向洋町西２－１ 調理パン 調理パン なし

㈱末広製菓 岩室村西長島779 チーズHOTドッグ 調理パン なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 厚切りハムカツサンド 調理パン なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 カレータマゴサンド 調理パン なし
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㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 コンビーフサンド 調理パン なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ダブルコロッケサンド 調理パン なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 チーズバーガー 調理パン なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 チキンカツサンド 調理パン なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ビッグバーガー　カルビマヨ 調理パン なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ホットドッグ 調理パン なし

㈱東京ポンパドウル宇都宮店 宇都宮市宮園町5-4 調理パン 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾍﾞｰｺﾝ･ﾄﾏﾄ･ﾀﾏｺﾞｻﾝﾄﾞ 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾁｰｽﾞﾊﾞｰｶﾞｰ 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 伊達若鶏のｶﾂｻﾝﾄﾞ 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ﾊﾑｶﾂｻﾝﾄﾞ 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ 焼きそばﾛｰﾙ 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ チキンタツタパーカー 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ミックスサンド 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ツナサンド 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ツナ玉子サンド 調理パン なし

㈱虎昭産業栃木工場 佐野市大橋町３２０１－１ ホットドッグ 調理パン 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 サンドイッチ類 調理パン なし

㈱ドンク東京 川崎市中原区宮内2-31-1 サンドイッチ類 調理パン なし

㈱中村屋　ファリーヌ松戸店 松戸市松戸1181　ボックスヒル1F サンドイッチ(ドッグタイプ) 調理パン 無

㈱中村屋　ファリーヌ松戸店 松戸市松戸1181　ボックスヒル1F サンドイッチ類 調理パン 無

㈱中村屋本店 新宿区新宿３－２６－１３ ビーフカリーパン 調理パン なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 ピザ風ハンバーグ・チョリソーパ
ン

調理パン なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 カレーパン 調理パン なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 サンドイッチ・ホットドック 調理パン なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 ハムロール・ベーコンフランス 調理パン なし
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㈱ポオトデリカトオカツ 東灘区深江浜町３６－７ ハンバーガー、サンドイッチ類 調理パン なし

㈱ボン・オーハシ 新潟市女池神明３－３－１２ カレーパン 調理パン なし なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ ハムカツサンド 調理パン なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 伊達若鶏のチキンサンド 調理パン なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ ベーコントマト玉子サンド 調理パン なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ チキン竜田パーカー 調理パン なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ エビカツロール 調理パン なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 焼きそばロール 調理パン なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ ブリトー（キーマカレー） 調理パン なし

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ メンチカツパン 調理パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ パンコロッケ 調理パン 無

㈱リバティーフーズ 結城郡石下町大字高野山１３３１ キャベツが入ったメンチカツパン 調理パン 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ コロッケスパゲティロール 調理パン 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ コロッケパン 調理パン 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ コロッケヤキソバロール 調理パン 無

㈲中島食品 谷和原村小絹１２７３－７ ハンバーガー 調理パン 無

㈲パネテリア　アミ 横浜市港南区日野9-1-14 メンチカツバーガー 調理パン なし

㈲パネテリア　アミ 横浜市港南区日野9-1-14 ピタサンド 調理パン なし

㈲ビスコット いわき市小名浜林城字江越２－４ 調理パン 調理パン なし 　

株式会社新橋ベーカリー 東京都港区三田１－３－２８ カレーパン 調理パン（そう
ざい）

無 ― ― ― ― ― ―

株式会社新橋ベーカリー 東京都港区三田１－３－２８ 調理パン（パリジャン　パストラ
ミ）

調理パン（そう
ざい）

無 ― ― ― ― ― ―

株式会社新橋ベーカリー 東京都港区三田１－３－２８ 調理パン（カルビサンド） 調理パン（そう
ざい）

無 ― ― ― ― ― ―

株式会社新橋ベーカリー 東京都港区三田１－３－２８ レアチーズ 調理パン（そう
ざい）

無 ― ― ― ― ― ―

株式会社新橋ベーカリー 東京都港区三田１－３－２８ ポテマヨグラタン 調理パン（そう
ざい）

無 ― ― ― ― ― ―

株式会社新橋ベーカリー 東京都港区三田１－３－２８ カレーパン 調理パン（そう
ざい）

無 ― ― ― ― ― ―

㈱田中食品興業所 大阪府堺市砂道町３丁５－２ カレーフィリング、ピザソース等 調理パン用フィ
リング

無

353 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

上高地みそ（株） 長野県松本市渚１－６－６ 鍋みそ 調理みそ なし

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ 酢みそ 調理みそ 無

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ お料理みそ　酢みそ 調理みそ なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ お料理みそ　からし酢みそ 調理みそ なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ お料理みそ　ゆずみそ 調理みそ なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ お料理みそ　田楽みそ 調理みそ なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ 味もろみ 調理みそ なし

長野味噌（株） 上田市天神３－９－２９ なめみそ 調理みそ なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ こてこてお好み焼きフィリング 調理用フィリン
グ

なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ 赤ワインビーフシチュー 調理用フィリン
グ

なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ ベーコングラタンフィリング 調理用フィリン
グ

なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ ピロシキフィリング 調理用フィリン
グ

なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ 中華フィリング 調理用フィリン
グ

なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ カレーフィリング 調理用フィリン
グ

なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ ピザフイリング 調理用フィリン
グ

なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ 肉マンフィリング 調理用フィリン
グ

なし

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛脂使用製品 チラシ寿司 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

味の名産地Ａ ちりめん 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

味の名産地Ｂ ちりめん 無

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

瀬戸内海ちりめん５５ｇ瓶 ちりめん 無

（株）花月庵 越谷市南荻島832 チルドきのこづくしおこわ チルド なし

（株）花月庵 越谷市南荻島832 チルド栗五目おこわ チルド なし

（株）花月庵 越谷市南荻島832 チルド五目おこわ チルド なし

（株）花月庵 越谷市南荻島832 チルド山菜おこわ チルド なし

（株）花月庵 越谷市南荻島832 チルド松茸おこわ チルド なし

（株）花月庵 越谷市南荻島832 チルド松茸松茸おこわ チルド なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

サンヨー食品株式会社 宮崎県宮崎郡田野町甲10726番地4 上太巻芯（味付高野入） チルド 無

㈱セントラルフーズ狭山工場 狭山市上広瀬５９１－６ 進物ハンバーグ チルドハンバー
グ

なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 森永グラスソース チルド品 なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 森永グラタンソース チルド品 なし

キスコフーズ㈱　清水工場 清水市茂野島６５２－１ 森永醤油ソース チルド品 なし

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 家族おもいのラーメン　醤油 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 家族おもいのラーメン　味噌 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 日本のうまいラーメン　佐野 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 3食生ラーメン　しょうゆ（九州
向）

チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 復刻版　中華そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 復刻版　味噌ラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの屋台の焼そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （2食）焼きうどん　ソース味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ めん好み　かけうどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ めん好み　きつねうどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ あんかけスパ チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 2食　カレーうどん（2人前） チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの中華そば　みそ味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの中華そば　塩味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの中華そば　とんこつ味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ めん好み　カレーうどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 中華銘館　ワンタン麺 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 焼きうどん　キムチ風味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ とことん極めたラーメン　香熟味
噌

チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ イズミ向　カレーうどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （2食）焼きうどん　しょうゆ味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ラ・パスタ　ナポリタン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 3食生ラーメン　しょうゆ味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ とことん極めたラーメン　旨塩豚
骨

チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ とことん極めたラーメン　醤油豚
骨

チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ こってりしょうゆラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの中華そば　和風とんこ
つ

チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ お好みソース焼そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 中華銘館　あんかけ焼そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 揚げ焼そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 極細揚げ焼そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ レンジカップ　醤油とんこつラー
メン

チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 鍋焼　肉カレーうどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 鍋焼　肉うどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 鍋焼　豚汁うどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 徳用　鍋焼うどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 鍋焼　天ぷらうどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 広島ラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 3食生ラーメン　みそ（九州向） チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 具たっぷり　五目あんかけ拉麺 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 具たっぷり　担々麺 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 具たっぷり　ワンタン麺 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺伝　にんにくとんこつらーめん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 専門店　生ラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 日本のうまいラーメン　熊本 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 3食生ラーメン　タンメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 復刻版　塩ラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 復刻版　とんこつラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 鍋焼　すきやきうどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 麺伝　熊本ラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ うま辛　醤油味ラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 名古屋の逸品　和風とんこつラー
メン

チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 東京荻窪中華そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ お好みソース焼そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 名古屋の逸品　カレーうどん チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 涼味銘撰　黒酢冷し中華 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 川崎ラーメン　みそ味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 川崎ラーメン　しょうゆ味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 東京お台場ラーメン　海鮮しお味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 東京お台場ラーメン　醤油味 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ラ・パスタ　ナポリタン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 横浜中華焼そば チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ レンジカップ　ワンタン麺 チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ レンジカップ　札幌みそラーメン チルドめん 無 ― ― ― ― ― ―

京都秦食品㈱ 京都市南区吉祥院車道町６０番地 鮭フレーク チルド食品 なし

京都秦食品㈱ 京都市南区吉祥院車道町６０番地 いか一夜干し チルド食品 なし

京都秦食品㈱ 京都市南区吉祥院車道町６０番地 ポトフ チルド食品 なし

京都秦食品㈱ 京都市南区吉祥院車道町６０番地 生活良好調理済おでん チルド食品 なし

京都秦食品㈱ 京都市南区吉祥院車道町６０番地 ふたりおでん チルド食品 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 関西風だし味とびっこ他2品 珍味 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 えび黄金 珍味 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 明太風味味らんらん他3品 珍味 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 豆板醤くらげ 珍味 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

神洋食品㈱ 兵庫区島上町2-2-3 根昆布おやつ 珍味類 なし

中水食品工業株式会社 亀田郡七飯町字中島159-4 牛肉の佃煮（しぐれ煮） つくだ煮 なし

有限会社共栄食品 三重郡川越町豊田１８８－２ 浅炊きあさり つくだ煮 なし

㈱落合三郎商店 豊橋市新栄町鳥畷４０ つくだ煮 つくだ煮 なし

(株)北海 灘区大石南2-2-2 牛佃煮 佃煮 なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 手作り佃煮 佃煮 なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ こんぶ豆 佃煮 なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ ひじき豆 佃煮 なし

勝木食品工業株式会社 江戸川区中葛西１－３－１２ 佃煮類 佃煮 なし

黄金屋販売（株） 交野市幾野6-56-1 佃煮２００種 佃煮 無

名古屋佃煮工業（株） 名古屋市昭和区台町２－３０ 小女子 佃煮 なし

名古屋佃煮工業（株） 名古屋市昭和区台町２－３０ たつくり 佃煮 なし

名古屋佃煮工業（株） 名古屋市昭和区台町２－３０ ちりめん 佃煮 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 特選おかかＬＭ－５ 佃煮 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ かつお佃煮ＬＭ－５ 佃煮 なし

浜幸（株） 美浜町古布枡池６－３ いわし甘露煮 佃煮 なし

フジコン食品㈱ 美方郡浜坂町 フジッコ煮 佃煮 なし

フジコン食品㈱ 美方郡浜坂町 きざみ葉唐辛子 佃煮 なし

有限会社協立 江戸川区宇喜田町１３０７ 佃煮類 佃煮 なし

㈱近藤豊次商店 福井県福井市問屋町１－２４ いかの花 つくだに なし

㈱近藤豊次商店 福井県福井市問屋町１－２４ 角切昆布 つくだに なし

㈱近藤豊次商店 福井県福井市問屋町１－２４ さんま蒲焼き つくだに なし

㈱近藤豊次商店 福井県福井市問屋町１－２４ しそ昆布 つくだに なし

㈱近藤豊次商店 福井県福井市問屋町１－２４ ちりめん つくだに なし

㈱近藤豊次商店 福井県福井市問屋町１－２４ 特選小女子 つくだに なし

㈱大黒屋 兵庫区芦原通2-2-2 牛肉入佃煮類 佃煮 なし
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㈱大黒屋 兵庫区芦原通2-2-2 佃煮類 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛黒ごま風味 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛みそ煮 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛そぼろ煮 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛まいたけ風味 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛さんしょう風味 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛にんにく風味 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛ごぼう風味 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛うめ風味 佃煮 なし

㈱米沢牛黄木 米沢市桜木町３－４１ 牛しぐれ煮 佃煮 なし

ヤマカ食品株式会社 富士市川成島６８－１ 昆布佃煮 佃煮（そうざ
い）

なし － － － － －

井上食品㈱　西神戸工場 西区池上１－１３－９ 大豆肉（佃煮），串剣先足（魚介
乾製品）

佃煮，魚介乾製
品

なし

株式会社小倉屋居内 尼崎市崇徳院２―５７ 佃煮 佃煮類 なし

株式会社　相沢商店 東京都北区滝野川７－３７－１７ くらしモア　もやしキムチ つけ物 無

株式会社　相沢商店 東京都北区滝野川７－３７－１７ くらしモア　味付もやし つけ物 無

株式会社　相沢商店 東京都北区滝野川７－３７－１７ 相沢　切り辛子漬 つけ物 無

株式会社　相沢商店 東京都北区滝野川７－３７－１７ 相沢　山海漬 つけ物 無

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ から辛キムチ つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 茄子一番 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 博多なすもぎたて長なす つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 博多なすわさび風味 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 丸かじり小なす つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくみょうがの柴葉味 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくたっぷり胡瓜 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっく味つけ中華ザーサ
イ

つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっく味付メンマ つけ物 なし
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株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっく味しば漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっく京風しば漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくきざみきゅうり漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっく野沢菜漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくヘタ取り仙台長な
す

つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくおかわり胡瓜 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっく昆布にかくれんぼ
胡瓜

つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくきりぼし詩 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくわりぼし物語 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくしそ香り漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくきりぼしキムチ つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくいかの手割干漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっくしそ桜 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ぐるめ生ぱっく野菜のみそ漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ビッグ３００福神漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ しその実漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 長なす つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ フレッシュ茄子丸サキ刻 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 有添しば風味（白） つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ きゅうりのふるづけ つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ふるっこ漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 青きゅうりゴールド つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 葉唐胡瓜のたまり漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 大ちゃん漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 紫蘇かおり漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ わりぼしの物語 つけ物 なし
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株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ふくじん漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 無添加味なす つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ゴールデン福神漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ お徳用３００ｇ福神漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ コープフェイス福神漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ うす塩仕立てしゃっきり福神漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 福神漬コープ九州事業連合ＹＷＱ つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 福神漬生協コープ山口 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 茶漬たくあん つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ しば風味（白）無添加 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 新しば漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 特選しばづけ つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ ２．５しば漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ うま辛きゅうり つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 無添加きゅうりのふるづけ つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 葉唐きゅうりのたまり漬 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 茶漬胡瓜 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 味しば   130ｇ・100ｇ つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ しょうゆにんにく つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ 薬膳にんにく梅ごのみ つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ グルメ生パック刻みきゅうり つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ グルメ生パックきりぼし詩 つけ物 なし

株式会社八幡屋 東京都練馬区谷原４－１９－１２ グルメ生パック京風しば漬 つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 糠しぼり大根 つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 八社会生かつおたくあん つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 本生かつお風味 つけ物 なし
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ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ かつお風味（かつおたくあん） つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 低温仕込み生かつおたくあん つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 乱切り本生かつおたくあん つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ ｶｸﾃｷｷﾑﾁ つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ ｽﾗｲｽ生たくあん梅かつお味 つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ ぬか漬だいこん つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ ごまたくあん つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ いり糠沢庵 つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 糠しぼり大根だいち君 つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 糠しぼり大根たけし君２世 つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 糠しぼり大根おかわり大根 つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 糠しぼり大根旬かつお大根 つけ物 なし

ヤマサン食品株式会社 東京都練馬区谷原２－７－１５ 糠しぼり大根きざみ つけ物 なし

山義食品工業株式会社 東京都練馬区西大泉４－１１－８ しょうゆ漬 つけ物 なし

山義食品工業株式会社 東京都練馬区西大泉４－１１－８ たくあん漬 つけ物 なし

（有）きよさと 新潟県中頚城郡清里村武士６５１－２ 漬け物 漬け物 なし

（有）桑原食品 中巨摩郡田富町西花輪２８１５－２ 漬け物 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 赤しば一本 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 浅しば漬 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 いくらしょうゆ漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 いわし糠漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 おけさ松前 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 おけさ松前 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 貝柱茶漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子　一本漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子　山海　関係 漬け物 なし
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（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子　ハリハリ 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子　松前 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子　松前漬 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子珍味 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 数の子珍味 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 辛口きゅうり 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 からし胡瓜 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 菊のかおり 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 小ナスからし 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 小ナスしば漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 山海漬け　関係 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 三陸産しばわかめ 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 しそかつおにんにく 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 しそきゅうり 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 しば茶漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 しばなす 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 しまあじ甘酢漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 たこキムチ 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 たまりにんにく 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 天着しそにんにく 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 天着たまりにんにく 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 天着みそにんにく 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 特選　誉漬け　関係 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 にしん糠漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 にんにく梅 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 のざわな昆布 漬け物 なし
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（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 ひとくちしば茄子 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 ピリ辛メンマ 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 誉漬け　関係 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 松前漬 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 みそかつおにんにく 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 みちのく漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 わさび漬け 漬け物 なし

（株）三幸 北蒲原郡聖籠町位守町160-34 わさび松前 漬け物 なし

（株）高口又四郎商店 豊栄市内島見８０９番地 かす漬け類 漬け物 なし

（株）高口又四郎商店 豊栄市内島見８０９番地 しょうゆ漬け類 漬け物 なし

（株）高口又四郎商店 豊栄市内島見８０９番地 酢漬け類 漬け物 なし

（株）高口又四郎商店 豊栄市内島見８０９番地 調味梅干し 漬け物 なし

（株）高口又四郎商店 豊栄市内島見８０９番地 ふくじん漬け類 漬け物 なし

（株）高口又四郎商店 豊栄市内島見８０９番地 みそ漬け類 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 福神漬 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 小梅（赤） 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 かつを梅 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 本格味噌漬生姜・本格味噌漬新生
姜

漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 キムチらっきょう 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 たまりらっきょう 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 日光しば漬 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 味噌漬風生姜 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 しば漬 漬け物 なし

岩下食品㈱ 栃木市沼和田町23-5 マイルドキムチ 漬け物 なし

梅辰株式会社 静岡市一番町４３番地 にんにく漬 漬け物 無

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ KOOP紀の川 漬け物 なし
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え

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ KOOP養老漬 漬け物 なし

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ 紀の川（フスマ） 漬け物 なし

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ 紀の川（割） 漬け物 なし

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ 旬香彩菜 漬け物 なし

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ スライス紀の川 漬け物 なし

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ ノンボイル紀の川 漬け物 なし

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ ホワイト伊勢 漬け物 なし

株式会社古川 鈴鹿市東江島町１４－１５ 養老漬 漬け物 なし

株式会社マルフク 四日市市河原田町字松本１２９１ キムチ 漬け物 なし

上進漬物工業株式会社 新潟県上越市仲町３－８－４ 漬け物(４種） 漬け物 なし

上進漬物工業株式会社 新潟県上越市仲町３－８－５ 白菜キムチ 漬け物 なし

ちば醤油株式会社 千葉県旭市ロー８３８ 小舟漬 漬け物 無

ちば醤油株式会社 ちば醤油株式会社 磯小舟 漬け物 無

ちば醤油株式会社 ちば醤油株式会社 ビリ辛きゅうり 漬け物 無

ちば醤油株式会社 ちば醤油株式会社 一本漬け 漬け物 無

ちば醤油株式会社 ちば醤油株式会社 ふる漬け 漬け物 無

ちば醤油株式会社 ちば醤油株式会社 きゅうりの鉄砲漬け 漬け物 無

ちば醤油株式会社 ちば醤油株式会社 たまり漬け 漬け物 無

中部フレッシュパック（株） 甲府市国母６－２－３８ 粕漬け（西京漬け） 漬け物 なし

日本デルモンテ（株）岩手工場 二戸市堀野字大畑51 にんにくしょうゆ漬 漬け物 無

ノザワ食品工業 中巨摩郡敷島町中下条６８６－１ 梅漬け、梅干し 漬け物 なし

フジコン食品㈱ 美方郡浜坂町 漬け物百選 漬け物 なし

フジコン食品㈱ 美方郡浜坂町 刻みつば漬け 漬け物 なし

フジコン食品㈱ 美方郡浜坂町 がんばりやさん 漬け物 なし

町田味噌醤油醸造所 新潟県上越市東本町３－２－２４ 味噌漬 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 磯の浅漬 漬け物 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 数の子　松前 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 数の子　割干 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 数の子入いか昆布 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 数の子入り松前 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 数の子山海 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 数の子漬 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 数の子北洋 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－４ 数の子わさび 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 菊花入葉わさび松前 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 ゴールド山海 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 極上黄金　山海 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 山海珍味 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－４ 山海漬 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 鯛酢漬 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 つぶ貝　浅漬 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 つぶ貝　わさび味 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 特選松前漬 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 ピリ辛松前 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 松前漬け 漬け物 なし

マルタ食品（株） 豊栄市太子堂１３４－4 割干昆布 漬け物 なし

山本味噌醸造所 新潟県上越市石橋１－１－２１ 味噌漬(２種） 漬け物 なし

雪国食品有限会社 柏崎市大字細越４３ 竹の子キムチ 漬け物 なし

㈱オニマル 志田郡松山町字千石字鶴田１１５-3 キムチ漬け等 漬け物  なし 該当なし

㈱栃木ミツカン 栃木市大塚町2436 ゆずしょうゆドレッシング 漬け物 なし

㈱栃木ミツカン 栃木市大塚町2436 デリシャスドレッシング　和風ご
ま

漬け物 なし

㈱栃木ミツカン 栃木市大塚町2436 しょうゆドレッシング 漬け物 なし

366 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
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え

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１１７ おしんこ盛り合せ 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１１７ 本格キムチ 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１１７ からっキュウ 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１１７ おしんこ茄子胡瓜 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１１７ から味胡瓜 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１１７ 昔なじみの鰊漬 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１１７ なたわり漬 漬け物 なし

㈱弁釜　釧路工場 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１１７ あっさり白菜漬 漬け物 なし

㈲川清商店 岩舟町静3927-3 キムチ紀行 漬け物 なし

(株)大丸食品 名古屋市熱田区大宝四丁目１４－４ 味付かずのこ 漬物 なし

(株)大丸食品 名古屋市熱田区大宝四丁目１４－４ こがね漬 漬物 なし

(株)大丸食品 名古屋市熱田区大宝四丁目１４－４ 小女子わかめ 漬物 なし

（株）みの宮食品 小田原市東町３－２－５ 漬物 漬物 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 仙人漬 漬物 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ またたび酢漬 漬物 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 岩茸酢漬 漬物 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 山うどひしほ漬 漬物 なし

（株）アルプス物産 木曽福島町新開２３８６－１ 菊芋ひしほ漬 漬物 なし

（株）伊藤進六商店 海津郡平田町脇野16 たくあんづけ 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ COOP２００ｇかつおたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ COOP３００ｇかつおたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ COOP東京たくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ ＳＦＳかつおたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ ＳＦＳしょうゆたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ ＳＦＳぬかたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 梅味たくあん 漬物 なし
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（株）塩野 川越市今福５５１ おてごろ大根 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ かつお５００ｇたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ かつおミニたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 刻みしぼり大根たっぷりかつお 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 刻みしぼり大根たっぷりゆず 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ こぶかつおたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ ザ・一番大根 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ ザ・一番大根しょうゆ 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ さっぱり大根 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 小江戸ミニたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 食卓の華ゴマ 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 新婚時代 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 新婚時代ゆず風味 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ セービングかつおたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 大根ファーム 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 大根ファームたまり 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 大根ファームたまり 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 大根ファームゆず 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ たべごろ大根 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ たまりミニたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 東京たくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 生たくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 糠絞り１本 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 糠絞り５００ｇしそ 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 糠絞り５００ｇたまり 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 糠絞り５００ｇたまり 漬物 なし
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え

（株）塩野 川越市今福５５１ ぬかミニたくあん 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ ひとくち大根 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ ひとくち大根 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 昔ながらのたくあん漬 漬物 なし

（株）塩野 川越市今福５５１ 無選別たくあん 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ UNY紀の川（無着色） 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ US紀の川 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ US紀の川一本 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ ＹＧ紀の川一本 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川180g 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川１８０ｇ全糖 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川一本R 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川一本全糖 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川清酒黄バラ１２Kg 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川生造り一本 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川全糖１２ｋｇバラ 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川全糖白バラ 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川ぬか 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 紀の川本漬バラ 漬物 なし

（株）中東漬物 三重県度会郡小俣町明野４８１ 養老漬１３ｋｇ 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 福神漬 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 刻みきゅうり漬 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 しば漬 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 炉ばた漬 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 青しそ１ｋｇ 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 深大寺たくあん 漬物 なし
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え

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 多摩里漬 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 食卓の花 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 味なす 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 かつお節入り炉ばた漬 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 たまり風たくあん 漬物 なし

(株)浜食 東京都調布市多摩川3-1-1 ﾒﾛﾝ醤油漬 漬物 なし

（株）金子商店 青梅市東青梅４－１３－１１ わさび漬 つけもの なし

（株）金子商店 青梅市東青梅４－１３－１１ 山海漬 つけもの なし

（株）金子商店 青梅市東青梅４－１３－１１ 数の子海漬 つけもの なし

（株）菜華 青梅市友田町１－１２３４ 浅漬け つけもの なし

（株）山城屋 西多摩郡奥多摩町氷川７１７－３ coopわさび漬 つけもの なし

（株）山城屋 西多摩郡奥多摩町氷川７１７－３ coop山海漬 つけもの なし

（株）山城屋 西多摩郡奥多摩町氷川７１７－３ 数の子山海漬 つけもの なし

（株）山城屋 西多摩郡奥多摩町氷川７１７－３ わさび漬 つけもの なし

（株）山城屋 西多摩郡奥多摩町氷川７１７－３ 山海漬 つけもの なし

（株）山城屋 西多摩郡奥多摩町氷川７１７－３ 数の子わさび つけもの なし

（株）山城屋 西多摩郡奥多摩町氷川７１７－３ 大辛わさび道楽 つけもの なし

（有）うら田 高山市上野町1007 めしどろぼ漬 漬物 なし

（有）丸忠食品 長野県南佐久郡佐久町大字海瀬５２９
７

生わさび入り野沢菜 漬物 なし

（有）丸藤 三重県度会郡小俣町明野１７３１－１ 味白菜 漬物 なし

（有）丸藤 三重県度会郡小俣町明野１７３１－１ 辛口キムチ 漬物 なし

（有）丸藤 三重県度会郡小俣町明野１７３１－１ 徳用キムチ 漬物 なし

（有）丸忠食品 長野県南佐久郡佐久町大字海瀬５２９
７

霜降り野沢菜 漬物 なし

（有）丸忠食品 長野県南佐久郡佐久町大字海瀬５２９
７

野沢菜漬 漬物 なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 野沢菜漬 漬物 なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ COおにぎり用葉とうがらし130g 漬物 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ 刻みうめ 漬物 なし

アーベストフーズ㈱ 黒羽町寒井１４７０ らっきょうたまり漬け 漬物 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ 会津ねっぱり漬け 漬物 なし

あぶくま食品㈱ 伊達郡保原町字４丁目１４ 漬物 漬物 なし

泉食品株式会社 栃木県真岡市西田井２２－２ 七宝きゅうり（５００ｇ） 漬物 なし

泉食品株式会社 栃木県真岡市西田井２２－２ 七宝漬（２５０ｇ） 漬物 なし

井出食品（株） 寒川町倉見５２８ 浅漬け 漬物 なし

稲萬食品（株） 名古屋市昭和区御器所三丁目３２－１
３

つぼ漬 漬物 なし

今泉食品㈱ 行方郡鉾田町当間1376 ソウルキムチ 漬物 無

今泉食品㈱ 行方郡鉾田町当間1376 ソウルカクテキ 漬物 無

岩田食品(株) 一宮市萩原町松山５６６－８ ナムル 漬物 なし

岡田食品工業㈱ 仙台市若林区卸町一丁目４－９ 仙台っ子 漬物 なし

尾花沢農産加工有限会社 山形県尾花沢市大字尾花沢4080番地の5 漬物 漬物 なし

帯谷食品株式会社 山形県鶴岡市大字茨新田字砂山440 漬物 漬物 なし

帯谷食品株式会社 山形県鶴岡市大字茨新田字砂山440 漬物 漬物 なし

帯谷食品株式会社 山形県鶴岡市大字茨新田字砂山440 辛口小茄子 漬物 なし

カネキ水産株式会社 西区枝吉５丁目１６４－１ たこキムチ 漬物 なし

カネキ水産株式会社 西区枝吉５丁目１６４－１ イイダコキムチ 漬物 なし

（株）大利根漬 群馬県群馬郡榛名町本郷150-1 タンパク加水分解物使用漬物 漬物 なし

（株）大利根漬 群馬県群馬郡榛名町本郷150-1 調味液（肉、骨）使用漬物 漬物 なし

（株）大利根漬 群馬県群馬郡榛名町本郷150-1 調味液（肉、骨、牛脂）使用漬物 漬物 なし

（株）米倉商店 名古屋市南区泉楽通３－１９ 味生姜 漬物 なし

（株）米倉商店 名古屋市南区泉楽通３－１９ しそ生姜 漬物 なし

（株）米倉商店 名古屋市南区泉楽通３－１９ 美人生姜 漬物 なし

株式会社　イワショク 最上町大字志茂字上野1626 きのこミックスたまり漬 漬物 なし

株式会社　岡田屋 町田市高ヶ坂１１４６ 漬物 漬物 なし
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え

株式会社　しいの食品 小田原市成田９２１ 漬物 漬物 なし

株式会社 べにふじ 町田市忠生３－１９－３ 無添加白菜キムチ 漬物 なし

株式会社 べにふじ 町田市忠生３－１９－３ 無添加浅漬 漬物 なし

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 グリーンボール 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 味胡瓜 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 味付青豆 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 味なす漬 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 おてごろカクテキ（甘口） 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 カクテキキムチ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 沢庵漬 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 北国のキムチカップ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 胡瓜朝鮮 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 浅漬胡瓜朝鮮カップ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 胡瓜キムチ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 青旬胡瓜キムチ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 激辛キムチ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 激辛大根 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 しその実漬 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 しば漬 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 なます 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 なめこ白菜 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 にしん漬 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 ぬか沢庵 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 みそ味南蛮漬 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 ゆず大根 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 桜大根 漬物 無
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株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 松前白菜 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 盛岡冷麺キムチ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 豆DEまめ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 白沢庵 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 白菜朝鮮 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 福神漬 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 冷麺キムチ 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 南蛮漬 漬物 無

株式会社青三 紫波町高水寺字欠上り16-2 南蛮漬無着色 漬物 無

株式会社アサダ 名古屋市中村区稲西町１８１ 風流かっぱ、福神漬等 漬物 なし

株式会社大高漬物食品 白河市和尚壇６－１ 浅漬・朝鮮漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ あっさり漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ イビデン刻みしば漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 京菜しば漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 京菜茶漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ さくら小町 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ さくら長漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ さくら吹雪 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ さらさら茶漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ しそしば漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 柴里漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 寿司用しば漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ﾄｰﾎｰ輪切りしば漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 特得しば漬 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 美濃富・しそしば 漬物 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ 美濃富・しば漬 漬物 なし
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え

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ 秋の白菜漬 漬物 なし

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ おしんこ（茄子、胡瓜） 漬物 なし

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ おしんこ盛合せ 漬物 なし

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ おしんこ盛合せ（かぶ浅漬） 漬物 なし

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ おしんこ盛合せ大 漬物 なし

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ おしんこ盛合せ大(胡瓜浅漬） 漬物 なし

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ おしんこ盛合せ大（しば漬） 漬物 なし

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ からっキュウ 漬物 なし

株式会社デイリー開発静岡 庵原郡蒲原町蒲原４－１７－７ 本格キムチ 漬物 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 海鮮みっくすマリーネ 漬物 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 うにいか 漬物 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 たこマリーネ、いかマリーネ 漬物 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 いか沖造り 漬物 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 たこわさび 漬物 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 鮭ほぐし明太 漬物 なし

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 カニほぐし 漬物 なし

株式会社藤六食品 旭川市永山町１１丁目６３－１ 漬物 漬物 なし

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 白菜ｷﾑﾁ･ﾃｲｸｱｳﾄ用ｷﾑﾁ（加水分
解物#12）

漬物 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 白菜ｷﾑﾁ･ﾃｲｸｱｳﾄ用ｷﾑﾁ（加水分
解物W-1）

漬物 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 冷麺ｷﾑﾁの素 漬物 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 白菜キムチ 漬物 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 かつお節ｴｷｽ使用漬物 漬物 無

株式会社八木澤商店 陸前高田市気仙町字町110 白菜しょうゆ味 漬物 無

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 なめこ山菜 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 菜の花なめこ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 辛口なめこ 漬物 なし
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え

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 きのこ五選 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 業務用なめこ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 スモークメンマ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 ピリ辛メンマ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 味付メンマ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 菜の花おひたし 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 菜の花からし和え 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 みつばなめこ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 明太子風なめこ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 松茸香味 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 （特）明太子風なめこ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 （特）松茸香味 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 （特）梅ザーサイ 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 特選山菜 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 菜の花ナムル 漬物 なし

株式会社ミクロ 天童市大字高擶伊達城南1134番地 山くらげわかめ 漬物 なし

株式会社ヤマザキ 庵原郡蒲原町蒲原４－１８－１８ わかめ漬け 漬物 なし

株式会社やまじょう 甲賀郡甲西町下田３３３５ 漬物 漬物 なし

（株）したら前橋工場 群馬県前橋市東片貝町411-3 タンパク加水分解物、ゼラチン、
ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ使用漬物

漬物 なし

（株）したら前橋工場 群馬県前橋市東片貝町411-3 タンパク加水分解物使用漬物 漬物 なし

（株）したら前橋工場 群馬県前橋市東片貝町411-3 調味液（ゼラチン、肉）使用漬物 漬物 なし

（株）したら前橋工場 群馬県前橋市東片貝町411-3 ゼラチン、タンパク加水分解物漬
物

漬物 なし

（株）したら前橋工場 群馬県前橋市東片貝町411-3 調味液（ゼラチン、肉）、タンパ
ク加水分解物使用漬物

漬物 なし

（株）新進 群馬県前橋市新堀町399-8 調味液使用漬物 漬物 なし

（株）セキグチデイリー 群馬県館林市近藤町２３９９－３５ エキス、ゼラチン、タンパク加水
分解物使用（肉、骨皮）使用漬物

漬物 なし
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え

（株）セキグチデイリー 群馬県館林市近藤町2899-35 調味料（肉、牛皮）使用漬物 漬物 なし

（株）セキグチデイリー 群馬県館林市近藤町2899-35 調味料（骨）使用漬物 漬物 なし

（株）セキグチデイリー 群馬県館林市近藤町2899-35 みりん（ゼラチン）使用漬物 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 たまり漬　２００ｇ　袋入 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 たまり漬胡瓜 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 たまり漬生姜 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 紅しょうが 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 胡瓜朝鮮 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 うり鉄砲 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 しそ香漬 漬物 なし

（株）二幸産業総和工場 猿島郡総和町砂井新田157-3 チョウロギ 漬物 なし

（株）ひだの 上田市大屋９１ ピリ辛　小なす漬 漬物 なし

（株）ひだの 上田市大屋９１ たまり漬 漬物 なし

（株）萬年屋 長野県松本市城東２－１－２２ 野沢菜漬 漬物 なし

（株）ヤマシン群馬工場 群馬県新田郡新田町野井1936 タンパク加水分解物（ゼラチン）
使用漬物

漬物 なし

（株）山傳群馬工場 群馬県佐波郡赤堀町鹿島933 タンパク加水分解物使用漬物 漬物 なし

（株）山傳群馬工場 群馬県佐波郡赤堀町鹿島933 調味料（肉）使用漬物 漬物 なし

関東農産（株） 群馬県佐波郡赤堀町大字市場1145 牛由来の原材料使用無し 漬物

北相木農産加工所 長野県南佐久郡北相木村２６１１ 野沢菜漬 漬物 なし

金久食品㈱ 北本市東間８丁目２３０番地 本辛白菜キムチ つけもの なし

グリーン近江農業協同組合 近江八幡市大中町５７９ 漬け物 漬け物 なし

グリーンライブ㈱ 瀬峰町藤沢字新田沢１２－１ 栗駒菜漬 漬け物  なし 該当なし

グリーンライブ㈱ 瀬峰町藤沢字新田沢１２－１ 吟匠キムチ 漬け物  なし 該当なし

グリーンライブ㈱ 瀬峰町藤沢字新田沢１２－１ 栗駒高原菜 漬け物  なし 該当なし

神戸野崎漬物株式会社 中央区脇浜町３－３１３ 漬物 漬物 なし 　

合名会社高砂屋商店 会津坂下町字古市乙１４１ 漬物 漬物 なし
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小松食品㈱ 埴科郡戸倉町大字羽尾2097番地 にんにくたまり漬 漬物 なし

彩香食品 鴻巣市笠原中斎６２６－１ たっぷり白菜 漬物 なし

蔵王ピクルス（株） 白石市福岡深谷字三本松１０８ 漬物調味液 漬物 なし 該当なし

佐々木食品㈱ 大阪府堺市神石市之町３番３５号 漬物類 漬物 無

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 アジアン市場山くらげ 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 かりかり山くらげ（小袋） 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 中華くらげ40ｇ 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 ごま山くらげ 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 貝ひも入りザーサイ四川風味 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 ごま搾菜細切り 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 アジアン市場 ビビンバ 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 舞茸ごのみたまり漬け 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 ふきたまり漬け 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 深山舞茸ごのみたまり漬け 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 深山きのこたまり漬け 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 深山細竹たまり漬け 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 深山山菜たまり漬け 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 しそきゅうり 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 からみきゅうり 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 カッパ漬け 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 シャキシャキわらび 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 山くらげわかめ（小袋） 漬物 なし

三利食品株式会社 天童市大字清池三千段620 きのこ深山 漬物 なし

信濃坂（有）宮沢寒天食品工業 茅野市花蒔６５９５－２５５ しょう油漬け（野沢菜、たくあ
ん）

漬物 なし

ジョイフーズ(株) 名古屋市熱田区明野町２－３ 白菜キムチ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 北埼玉郡南河原村大字馬見塚７７５ SP青かっぱ 漬物 なし
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関和食品工業株式会社 北埼玉郡南河原村大字馬見塚７７５ SP赤かっぱ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 北埼玉郡南河原村大字馬見塚７７５ ＳＰ柴かっぱ 漬物 なし

関和食品工業株式会社 北埼玉郡南河原村大字馬見塚７７５ ＳＰつぼ漬 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ あっさりキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ オモニキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 軽井沢キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 軽井沢高原キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 北の家族用キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ キムチ専科 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 胡瓜キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 高原キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 高原胡瓜キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ サラダ感覚キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ サラダキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ ジャンボカップマイルドキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 熟成本格キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 手づくりキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 手作りキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 特選ネギキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ ぬか漬ミックス 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ ネギキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 博多の茄子 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 白菜キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 白菜朝鮮漬 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 白菜朝鮮漬 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ ビビンバキムチ 漬物 なし
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千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ プサンキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 本格カクテキ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 本格キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 本格風白菜キムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 本仕込み手作りキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ まろやかキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 私のキムチ 漬物 なし

千悦（株） 熊谷市玉井１７９５－２ 和風キムチ 漬物 なし

大日食品株式会社 東海市富木島町東広５２ 奈良漬、キムチ、沢庵等 漬物 なし

高橋寛 刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町１９ 浅漬キムチベース 漬物 なし 該当なし

中部農産株式会社 豊橋市草間町字大応寺前２０番地２ オイキムチ 漬物 なし

中部農産株式会社 豊橋市草間町字大応寺前２０番地２ 京都生協　梅酢つぼ 漬物 なし

東海漬物製造（株）榛名工場 群馬県群馬郡榛名町大字高浜字鳥居沢
８－２

タンパク加水分解物使用漬物 漬物 なし

東海漬物製造（株）榛名工場 群馬県群馬郡榛名町大字高浜字鳥居沢
８－２

ゼラチン使用漬物 漬物 なし

東海漬物製造（株）榛名工場 群馬県群馬郡榛名町大字高浜字鳥居沢
８－２

色素（グリセリン、脂肪酸）使用
漬物

漬物 なし

東海漬物製造（株）榛名工場 群馬県群馬郡榛名町大字高浜字鳥居沢
８－２

みりん（ゼラチン）使用漬物 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ ＣＯＯＰ葉唐きゅうり 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ 梅しば漬 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ 京のしば里 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ 昆布しば（１ｋｇ） 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ 純キューちゃん 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ ｽﾀﾐﾅﾆﾝﾆｸ　しば風味 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ ｽﾀﾐﾅﾆﾝﾆｸしょうゆ味 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ ｽﾀﾐﾅﾆﾝﾆｸ味噌かつお 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ ｽﾀﾐﾅﾆﾝﾆｸ味噌かつお（１ｋｇ）
漬物

漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ ﾆﾝﾆｸﾌｧｲﾄ味噌かつお 漬物 なし
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東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ ﾉﾝﾎﾞｲﾙ京のしば里（１８ｋｇ） 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ まるごとｻﾞｰｻｲ（２ヶ入り）漬物 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ まるごとｻﾞｰｻｲ（４００ｇ） 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ 良菜一品　風干し亭ｻﾞ･ｷﾑﾁ 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ 良菜一品　ﾆﾝﾆｸ亭ｷﾑﾁ 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ 良菜一品　ﾆﾝﾆｸ亭しば 漬物 なし

東海漬物製造㈱　豊橋工場 豊橋市向草間町向郷７８－１ 和風ザーサイ 漬物 なし

中川食品㈱ 横浜市港北区新羽町８１０ たっぷり白菜 漬物 なし

中川食品㈱ 横浜市港北区新羽町８１０ 白菜キムチ 漬物 なし

中川食品㈱ 横浜市港北区新羽町８１０ ホワイトキムチ 漬物 なし

中川食品㈱ 横浜市港北区新羽町８１０ 激辛キムチ 漬物 なし

中川食品㈱ 横浜市港北区新羽町８１０ 割り干しキムチ 漬物 なし

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 長すけかつお風味たくあん（たく
あん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 長島 かつお風味たくあん（たく
あん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ ぬかだいこん（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 自然が美味い（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 旬が美味い（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ お徳用ＢＩＧ１Ｋｇたくあん（た
くあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ かつお風味５００（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ スライス生たくあん新漬風味（た
くあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ スライス生たくあんかつお風味
（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 茨城たくあん（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 花嫁だいこんミニ梅かつお（たく
あん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 花嫁だいこんミニプレーン（たく
あん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 花嫁だいこんミニかつお（たくあ
ん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 花嫁だいこん 梅酢風味（たくあ
ん漬）

漬物 無
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長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 花嫁だいこん（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 長すけ 生かつお風味たくあん
（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 長すけ 生柿皮ぬか入り（たくあ
ん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 長すけ 生 みそ味（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 味だいこん（たくあん漬） 漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 生協用 かつおたくあん半割ハー
フ（たくあん漬）

漬物 無

長島漬物食品（株） 東茨城郡小川町与沢１０８１ 東海コープたくあん（たくあん
漬）

漬物 無

奈川山菜（株） 長野県南安曇郡奈川村１００６ 山菜きのこ醤油漬、たまり漬、野
沢菜漬

漬物 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ おにぎり用紀州梅干（青色） 漬物 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ おにぎり用紀州しそ漬け梅干し
（Ｌ玉）

漬物 なし

野島食品㈱ 三条市興野１－２－４６ 野菜漬物(２３種） 漬物 なし

羽黒・のうきょう食品加工有限会
社

山形県東田川郡羽黒町大字川代字川代
山406

漬物類 漬物 なし

羽黒・のうきょう食品加工有限会
社

山形県東田川郡羽黒町大字川代字川代
山406

漬物類 漬物 なし

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 りんご風味味きゅうり 漬物 無

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 呑んべえ漬 漬物 無

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 香りふきよせ 漬物 無

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 純みそ漬大根 漬物 無

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 大根みそ漬 漬物 無

ハコショウ食品㈱ 花巻市湯口字洗沢21 きゅうりみそ漬 漬物 無

飛騨山菜加工（株） 吉城郡国府町三川584-1 赤かぶらしば漬（酢漬） 漬物 なし

飛騨山菜加工（株） 吉城郡国府町三川584-1 赤かぶら漬（塩漬） 漬物 なし

飛騨山菜加工（株） 吉城郡国府町三川584-1 寒菜たまり（しょうゆ漬け） 漬物 なし

飛騨山菜加工（株） 吉城郡国府町三川584-1 くいだおれ（しょうゆ漬） 漬物 なし

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ 茄子胡瓜盛り合わせ 漬物 無 　

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ 高原キャベツ 漬物 無 　

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ キムチ盛り合わせ 漬物 無 　
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ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ 盛り合わせ 漬物 無 　

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ 本格キムチ 漬物 無 　

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ からっきゅう 漬物 無 　

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ 秋の白菜漬 漬物 無

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ 漬物盛合せ 漬物 無

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ 本格ソウルキムチ 漬物 無

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ もりもり白菜 漬物 無

ピックルスコーポレーション 八街市文違３０１ サラダ風あっさりキムチ 漬物 無

貿上醤油店 長井市横町１９－２７ 味噌漬 漬物 なし

北陸漬物株式会社 福井県坂井郡三国町新保8-8 ザーサイ 漬物 なし

北陸漬物株式会社 福井県坂井郡三国町新保8-8 淡味ザーサイ 漬物 なし

北陸漬物株式会社 福井県坂井郡三国町新保8-8 淡味メンマ 漬物 なし

マニハ食品（株） 群馬県朝日町一丁目26-2 ゼラチン使用漬物 漬物 なし

丸イ食品（株） 小田原市中村原１７ 漬物 漬物 なし

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

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

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 そうだなっす 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 よだかの星 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 長いも味噌漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 ごま河童 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 芭蕉漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 大根のみそ漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 昆布のみそ漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 金婚漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 きゅうりのみそ漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 ちゃふちゃぐ漬 漬物 無
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丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 しそ風味漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 鉄砲漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 鬼南ばん漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 竹の子味噌漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 小十郎漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 味きゅうり 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 さんさ漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 山ごぼう漬 漬物 無

丸一食品工業㈱ 花巻市東十二丁目4-22 エリンギのキムチ 漬物 無

マルサン醤油醸造店 米沢市東町一丁目７－４５ ひしお漬け 漬物 なし

マルサン醤油醸造店 米沢市東町一丁目７－４５ 味噌漬詰め合わせ 漬物 なし

マルシゲ食品㈱ 群馬県新田郡薮塚本町大原143 調味料（肉、牛皮）使用漬物 漬物 なし

丸菱食品工業株式会社 江戸川区船堀５－５－１ 漬物類 漬物 なし

三方五湖農業協同組合 福井県三方郡三方町成出１７－４－１ 梅干し 漬物 なし

三河漬物 愛知県安城市城ヶ入町南池９７ ピリッ胡瓜 漬物 なし

村田食品株式会社 国分寺市東恋ヶ窪４－１７－１３ キムチ 漬物 なし

村田食品株式会社 国分寺市東恋ヶ窪４－１７－１３ 博多茄子 漬物 なし

村田食品株式会社 国分寺市東恋ヶ窪４－１７－１３ 白菜キムチ 漬物 なし

村田食品株式会社 国分寺市東恋ヶ窪４－１７－１３ 新鮮Ｑかぶ 漬物 なし

村田食品株式会社 国分寺市東恋ヶ窪４－１７－１３ 旬キャベツ 漬物 なし

森井敏雄 三重県度会郡小俣町相合５９０ キムチ 漬物 なし

森井敏雄 三重県度会郡小俣町相合５９０ タクアン 漬物 なし

やまう（株） 群馬県邑楽郡明和町須賀２７５ タンパク加水分解物使用漬物 漬物 なし

やまう（株） 群馬県邑楽郡明和町須賀２７５ ビーフエキス使用漬物 漬物 なし

やまう（株） 群馬県邑楽郡明和町須賀２７５ ゼラチン使用漬物 漬物 なし

やまう（株） 群馬県邑楽郡明和町須賀２７５ グリセリン脂肪酸エステル使用漬
物

漬物 なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６１ しそ入志そざくら 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ ＳＥチルド生姜 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ ＳＥチルド千切生姜 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ がり 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ きざみ生姜 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 白がり 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ スティック長茄子 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 千切白生姜 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 千切たくあん 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 千切ピンク生姜 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 千切紅生姜 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 全糖がり 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 全糖福神漬 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 全糖奈良漬 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 奈良漬 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 華ふぶき大根 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ フレッシュサラダ芽生姜 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ むさしの小舟 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６２ 割千味ふく 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６３ 千切みそ 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６４ 黒にんにく 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６５ 赤かっぱ 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６６ 青かっぱ 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６７ 京のしば漬 漬物 なし

山本食品工業株式会社 行田市埼玉４８６８ 徳用しば漬 漬物 なし

（有）大西食品 長野県松本市笹部１－２－３ 白菜朝鮮漬 漬物 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
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原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

有限会社　若尾漬物店 岐阜県可児市坂戸４５３ 白菜キムチ漬 漬物 なし

有限会社新生食品 行田市若小玉１５３０番地１ 梅干 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 葉わさび漬け 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 大根（たまり） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ セロリ（たまり） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 大根（わさび） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ エリンギたまり 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 野沢菜茶漬 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 野沢菜（古漬け）わさび 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 野沢菜（古漬け）たまり 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 野沢菜（古漬け）キムチ 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 野沢菜（一夜）塩 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 野沢菜（一夜）わさび 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 野沢菜（一夜）きざみ大根 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 美女大根 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 長者の里 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 長芋しそ 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 長芋かつお 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 大根キムチ 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 大根（甘酢） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 大根（しそ）漬け 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 大王セロリ 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 行者にんにく（しょう油） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 楽京（わさび） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 楽京（昆布） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ ふる里漬け（飯沼） 漬物 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

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ セロリ（古漬け）たまり 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 楽京（甘酢） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 楽京（たまり） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ わさびの花 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ わさびキャベツ 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ まぜご飯の素 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ セロリ（徳用） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ ふる里漬け 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ しその美わさび 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ ごまセロリ 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ 葉唐きゅうり 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ セロリ（塩）漬け 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ セロリ（粕漬け） 漬物 なし

有限会社野口屋漬物 北安曇郡松川村７００８ セロリ（古漬け）粕 漬物 なし

（有）大王 長野県南安曇郡穂高町大字穂高１６９
２

ほっころ漬 漬物 なし

（有）大王 長野県南安曇郡穂高町大字穂高１６９
３

わさび漬 漬物 なし

（有）タジマ食品 群馬県佐波郡東村大字田部井2189-3 調味料（肉）使用漬物 漬物 なし

（有）平林食品 長野県南安曇郡穂高町大字穂高２４６
３－２

ワサビ山海漬 漬物 なし

（有）平林食品 長野県南安曇郡穂高町大字穂高２４６
３－２

梅ワサビ漬 漬物 なし

（有）丸井伊藤商店 茅野市宮川４５２９ たまり野沢菜 漬物 なし

（有）丸井伊藤商店 茅野市宮川４５２９ 味噌漬け 漬物 なし

（有）マルシゲ物産 群馬県利根郡水上町川上３７１ 調味料（肉、牛皮）使用漬物 漬物 なし

豊屋食品（株） 柴田郡柴田町大字下名生字八剱１２０ 漬物調味液 漬物 なし 該当なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 赤かぶら 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 いなか沢庵 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 きり漬け 漬物 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 グーちゃん 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 小茄子真空 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 小茄ちゃん 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 たべきり飛騨赤かぶ茶漬け 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 たべきり飛騨赤かぶ漬け 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 食べきり飛騨小茄子漬 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 たべきり飛騨山ごぼう 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 たべきり飛騨ゆず大根 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 玉かぶら 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 ながづけ 漬物 なし

若宮食品（株） 大野郡清見村三ツ谷615 山ごぼう 漬物 なし

涌井食品㈱ 加茂市下条甲４２４ 赤しその実漬 漬物 なし

涌井食品㈱ 加茂市下条甲４２４ しば漬 漬物 なし

涌井食品㈱ 加茂市下条甲４２４ 朝鮮漬 漬物 なし

株式会社マルハチ 山形県東田川郡余目町大字廿六木字五
反田75-4

漬物類 漬物 なし

株式会社マルハチ 山形県東田川郡余目町大字廿六木字五
反田75-5

漬物類 漬物 なし

㈱あきや 小松市梯町イ６１－１ 浅漬けきゅうり 漬物 なし - - -

㈱あきや 小松市梯町イ６１－１ かつお大根 漬物 なし - - -

㈱あきや 小松市梯町イ６１－１ キムチ 漬物 なし - - -

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ 味梅 漬物 なし

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ おむすび　赤梅 漬物 なし

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ おむすび　しそ味 漬物 なし

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ 紀州しそかつお梅 漬物 なし

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ しそかつお梅 漬物 なし

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ しそかつお梅、生協向 漬物 なし

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ しそ漬梅干 漬物 なし
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使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
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え

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ ソウルキムチ 漬物 なし

㈱梅園 豊橋市岩屋町字岩屋下３６－１ 特選梅干 漬物 なし

㈱甲南フーズ 東灘区御影塚町３－３－２５ 漬物類 漬物 なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ あられ茶漬 漬物 なし なし

㈱三條屋臨港工場 新潟市臨港１－６－７ 山海漬 漬物 なし なし

㈱ディリー開発福島 伊達郡桑折町大字伊達崎字巻目79-1 漬物 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ ＤＪ漬物(大根・みぶな） 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 浅漬胡瓜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 味胡瓜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ かぶのｷﾑﾁ 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 胡瓜ぬか漬 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ ｺｸ旨白菜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 小茄子 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 昆布白菜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ ｻﾗﾀﾞ風あっさりｷﾑﾁ 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ しょうゆ白菜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 新鮮直送便　醤油味白菜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 新鮮直送便ｵｲｷﾑﾁ 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ ｽﾀﾐﾅ白菜(漬物) 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ つけもの幕の内　しば漬 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ つけもの幕の内　大根 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ つけもの幕の内ｷﾑﾁ 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 徳用味白菜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ なすっこ胡瓜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ ﾆﾝﾆｸもりもり白菜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 野沢菜（しょうゆ漬） 漬物 なし
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㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 白菜浅漬(漬物) 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ ﾊﾟｸﾊﾟｸｷﾑﾁ 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ ﾊﾞｼﾞﾘｺ白菜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 本格ｿｳﾙｷﾑﾁ 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ 本漬白菜 漬物 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰｻﾌﾟﾗｲ 豊橋市向草間町字向郷78番地の１ まるまる味胡瓜 漬物 なし

㈱天宝デイリーフーズ 会津若松市町北町大字中沢字新田21‐3 浅漬け各種 漬物 なし

㈱天宝デイリーフーズ 会津若松市町北町大字中沢字新田21‐3 キムチ 漬物 なし

㈱藤幸食品 室蘭市日の出町２－７－９ 漬物 漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬胡瓜（旬） 漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬胡瓜（若菜集） 漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬大根（あっさり） 漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬大根（カクテキ） 漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬白菜（キムチ） 漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬白菜(熟成キムチ） 漬物 なし

㈱舟木食品 岩瀬郡天栄村大字白子字岡谷地5-8 塩漬白菜(ゆず白菜） 漬物 なし

㈱マツモト 大阪府堺市鳳東町６丁６２９ たらこ巻きM１本入 漬物 無

㈱丸越浜松工場 浜松市上石田町２３６３ キムチ，特選胡瓜糠 漬物 無

㈱丸越浜松工場 浜松市上石田町２３６３ 熟成キャベツ糠，熟成大根糠 漬物 無

㈱丸越浜松工場 浜松市上石田町２３６３ 特選キムチ，黄金キムチ 漬物 無

㈱丸越浜松工場 浜松市上石田町２３６３ 本格キムチ，海鮮キムチ 漬物 無

㈱みやま食品工業 我孫子市中里２７７－３ 醤油漬け 漬物 無

㈱八幡屋 仙台市宮城野区蒲生1-4-8 あさずけﾐｯｸｽ 漬物 なし

㈱八幡屋 仙台市宮城野区蒲生1-4-8
ちょい辛白菜

漬物 なし

㈱八幡屋 仙台市宮城野区蒲生1-4-8
ぬか漬胡瓜

漬物 なし

㈱八幡屋 仙台市宮城野区蒲生1-4-8
半切きゅうり

漬物 なし
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㈱八幡屋 仙台市宮城野区蒲生1-4-8 浅漬胡瓜生姜風 漬物 なし

㈱丸越パック 西加茂郡三好町大字打越字上池田93-1 ぬか漬け、メロン漬け・白菜付
け、カクテキキムチ等

漬物 なし

中川食品㈱ 群馬県新田郡薮塚本町字六千石 ゼラチン（皮）使用漬物 漬物 なし

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 キムチゴマ 漬物 なし - - -

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 しそ鰹にんにく 漬物 なし - - -

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 たまりにんにく 漬物 なし - - -

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 ブレンドキムチ 漬物 なし - - -

㈲趙さんの味 仙台市宮城野区中野字牛小屋23-18 キムチ 漬物 なし

㈲まるしょう 小松市安宅新町ナ１１－１ 加賀しぼり 漬物 なし - - -

㈲まるしょう 小松市安宅新町ナ１１－１ キムチ白菜 漬物 なし - - -

㈲まるしょう 小松市安宅新町ナ１１－１ 昆布白菜 漬物 なし - - -

㈲まるしょう 小松市安宅新町ナ１１－１ 長なす漬 漬物 なし - - -

㈲まるしょう 小松市安宅新町ナ１１－１ りんご茄子 漬物 なし - - -

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ おにぎり用紀州梅干（Ｌ玉） 漬物 なし

株式会社　越食 長岡市新産2丁目13番地6 しめじたまり漬け 漬物（醤油漬
け）

なし

（株）銚子屋 浜松市湖東町６２０５ 胡瓜風味漬、磯わかめ、金平美人 漬物（しょうゆ
漬）

無

（株）銚子屋 浜松市湖東町６２０５ つぼ漬け 漬物（しょうゆ
漬）

無

（株）銚子屋 浜松市湖東町６２０５ いちょう千枚 漬物（酢漬け） 無

㈱札幌総菜センター 小樽市銭函３－１９３－１ 激辛韓国キムチ 漬物（野菜加工
品）

無

株式会社深瀬善兵衛商店 山形県山形市印役町４丁目2-25 漬物、醤油、味付液 漬物、醤油 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ４５分漬 漬物の素 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ４５分漬しそ風味 漬物の素 なし

株式会社岐阜漬物 本巣郡真正町大字十四条字野中１１５ ４５分漬ゆず風味 漬物の素 なし

（株）丸昇 海部郡佐織町大字草平新田字阿原8-1 梅１、梅２ 漬物類 なし

堺共同漬物㈱ 大阪府堺市深阪２２８４－１ 漬物 漬物類 無

中川食品株式会社 東京都世田谷区大蔵１－３－２２ ホワイト白菜キムチ 漬物類 なし
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中川食品株式会社 東京都世田谷区大蔵１－３－２２ ちびきゅうもりもり 漬物類 なし

中川食品株式会社 東京都世田谷区大蔵１－３－２２ 特選カクテキ・ねぎキムチ 漬物類 なし

中川食品株式会社 東京都世田谷区大蔵１－３－２２ 胡瓜キムチ 漬物類 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ 一般調味 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ コープネットＰＢ調味 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ ときめき調味 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ ステビア抜き調味 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ わさび風味調味 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ 醤油味 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ 野沢菜もずく 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ たまり漬け－古漬け 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ キムチ漬－古漬け 漬物 なし

（株）竹内農産 小県郡和田村１６２３ ちりめん野沢菜 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ 昔なじみの鰊漬 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ 本格キムチ 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ おしんこ盛合せ 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ モリモリ白菜 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ からっキョウ 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ しぼり大根 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ 切胡瓜 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ なたわり漬 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ 秋茄子の浅漬 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ あっさり白菜漬 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ 白菜漬 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ 浅漬キャベツ 漬物 なし

東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ 海鮮キムチ 漬物 なし
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東亜食品㈱ 北海道函館市追分町１－２５ カクテキ・オイキムチ 漬物 なし

マルタ醤油株式会社 中蒲原郡小須戸町大字小須戸３４０１ 味噌漬け等 漬物 なし

丸二食品（株） 長野県佐久市大字今井２４９－６ 野沢菜漬 漬物 なし

丸二食品（株） 長野県佐久市大字今井２４９－６ 白菜漬 漬物 なし

丸二食品（株） 長野県佐久市大字今井２４９－６ 大根浅漬 漬物 なし

㈱藤原商店 岸和田市田治米町110番地 松前漬（3種） 漬物 無

㈱藤原商店 岸和田市田治米町110番地 刻み白菜朝鮮漬（10種） 漬物 無

㈲宮城商店 更埴市中355 同一蛋白加水分解物使用２２品目 漬物 なし

㈲宮城商店 更埴市中355 同一蛋白加水分解物使用１０品目 漬物 なし

九里田純白株式会社 大阪府東大阪市布市町４丁目６番９号 冷奴セット（つゆ） つゆ なし

協業組合パナフーズ 熊本県菊池郡泗水町田島２１４１－１ ＨＣＱコンソメベース テールスープ 無し 　

協業組合パナフーズ 熊本県菊池郡泗水町田島２１４１－１ テールスープ テールスープ 無し 　

生駒山百楽 四條畷市上田原1362-1 杏仁豆腐 デザート類 無

株式会社フレンドリー 大東市寺川3-12-4 ゼリー類２種 デザート類 無

ﾈｽﾚｼﾞｬﾊﾟﾝ 飾磨郡香寺町 デミグラスソース２種 デミグラスソー
ス

なし

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ﾃﾞﾐ用ﾙｳ ﾃﾞﾐﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 群馬ﾃﾞﾐﾙｳ ﾃﾞﾐﾙｳ類 無

(株)金竜食品産業 山口県柳井市大字古関 並天カス 天かす なし

合同化成㈱ 小樽市銭函３－５０３－９ 各種調味液 添加物 無

合同化成㈱ 小樽市銭函３－５０３－９ 各種調味料 添加物 無

㈱カネカサンスパイス 大阪府大阪市淀川十三 ジンジャーフレッシュ７０１ 添加物 なし

㈱ショクセン 小樽市銭函３－２６３－２９ 各種調味料 添加物 無

㈲エーデルワイス 東京都多摩市落合6-11-15 乳化剤 添加物 なし

㈱常盤植物化学研究所 佐倉市木野子１５８ 甘味料製剤（乳糖） 添加物製剤 無 　

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 鍋焼チゲうどん 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 鉄板焼うどんしょうゆ 添付のスープ 無

392 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 中華飯店　担々麺 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 鉄板焼そば 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 中華三昧　広東 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 中華三昧　四川 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 中華三昧　北京 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 湯中花ワンタン 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 明星軒　しょうゆラーメン 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 3食しょうゆラーメン 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 3食みそラーメン 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 むつみ屋　北の恵ラーメン 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 鍋焼　力うどん 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 CN　鍋焼うどん 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 CN　焼そば 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 焼めん 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 中華飯店　あんかけ広東麺 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 鍋焼　天プラうどん 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 3食　チャルメラしょうゆラーメ
ン

添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 東都生協用　内麦ラーメン　みそ
味

添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 東都生協用　内麦ラーメン　とん
こつ味

添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 茨城生協用　味噌ラーメン 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 茨城生協用　醤油ラーメン 添付のスープ 無

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 鍋焼　きつねうどん 添付のスープ 無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 天ぷら粉Z-900 天ぷら粉 無

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 天ぷら粉Z-901 天ぷら粉 無

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ユニベース　Ｃ 澱粉油脂ﾐｯｸｽ粉 なし

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ 糖加工食品（５製品） 糖加工食品 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
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販売中止 製品回収
原料切換
え

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

豆乳 豆乳 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

豆乳ショウガ入 豆乳 無

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 豆漿麦芽 豆乳飲料 なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 豆板醤（協和発酵株） 豆板醤（牛皮） なし

（株）岩田食品 豊田市舞木町小原野６３０－３ 豆腐 豆腐 無し

（株）岩田食品 豊田市舞木町小原野６３０－３ 豆腐 豆腐 無し

（株）岩田食品 豊田市舞木町小原野６３０－３ 豆腐 豆腐 不明 有り
２００℃、４０気圧、
２０分以上

不明 消泡剤

（株）ダイエーデイリーフーズ 鞍手郡宮田町大字下藤原４００－１ 豆腐（絹ごし等） 豆腐 無

（株）筑豊食品 直方市大字下境字古田前３８２０ 豆腐 豆腐 無

朝日食品工業株式会社安曇野工場 北安曇郡池田町池田２７０９－３ 豆腐（北アルプスのとうふ絹
450g、北アルプスのとうふ木綿
450g、国産大豆１００％きぬ
300g、国産大豆１００％きぬ150g
×2、おいしい絹150g×2、なかよ
しとうふ80g×3、生活良好安曇野
とうふ150g×2）

豆腐 なし

朝日屋食品株式会社 北安曇郡池田町池田２７０９－３ 豆腐（安曇野絹450g、安曇野焼
340g、北アルプスの湧水づくり安
曇野きぬ450g、北アルプスの湧水
づくり安曇野もめん450g、安曇野
そだち絹とうふ450g、安曇野そだ
ち木綿とうふ450g、てるてるぼう
ずの里でつくった安曇野きぬ
450g、てるてるぼうずの里でつ
くった安曇野もめん450g

豆腐 なし

甲斐沢豆腐店 北安曇郡松川村７０１９ 豆腐 豆腐 なし

株式会社　ソイフード 富士市久沢２６７－１ ごまだれ豆腐そうめん風 豆腐 なし － － － － －

株式会社　ソイフード 富士市久沢２６７－１ 豆腐そうめん風 豆腐 なし － － － － －

株式会社　テンドレ 和歌山県田辺市芳養町９６－２７ 冷凍豆腐 豆腐 なし

株式会社ﾀﾞｲｴｯﾄｸｸｯｸ白老 北海道白老郡白老町字石山68-22 高野豆腐 豆腐 なし

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 きぬごし豆腐 豆腐 無

394 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 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

桜井信一 神崎郡五個荘町川並５５６ 豆腐 豆腐 なし

三和豆友食品株式会社 猿島郡三和町尾崎中台２７６１－１ 揚げ出し豆腐 豆腐 なし

四国化工機株式会社 鳴門市大津町矢倉字六の越６３ 豆腐５品目 豆腐 無

昭栄食品工業㈱ 名古屋市天白区古川町71番地 揚げ出し豆腐 豆腐 なし

昭栄食品工業㈱ 名古屋市天白区古川町71番地 豆腐 豆腐 不明 有（200℃、40bar、20
分間以上-欧州委員会
のガイドラインに従い
製造工程中でプリオン
不活性化処理）

不明 牛脂

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

木綿豆腐 豆腐 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

ソフト豆腐 豆腐 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

絹ごし豆腐（充填豆腐） 豆腐 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

焼き豆腐 豆腐 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

田舎木綿豆腐 豆腐 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

田舎ソフト豆腐 豆腐 無

太子食品工業㈱ 宮城県古川市清水字新田51の1 カルシウム豆腐 豆腐  なし 該当なし

但馬屋食品㈱ 伊丹市池尻７－１３９ 淡雪とうふ 豆腐 なし

日本ビーンズ（株）群馬工場 群馬県伊勢崎市北千本木町1435 ゼラチン使用豆腐 豆腐 なし

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

アサヒコ木綿豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

アサヒコソフト豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

鮮木綿豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

鮮ソフト豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

木綿豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

ソフト豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

袋豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

絹ごし豆腐（充填豆腐） 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

ざる豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

寄せ豆腐 豆腐 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

おたま豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

焼き豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

半丁豆腐 豆腐 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

大豆丸ごと食物繊維 豆腐 無

有限会社帯広とうふ 幕別町札内みずほ町３２６番地２ 豆腐 豆腐 なし

㈱秀水 塩谷町熊ノ木１１７３ 豆腐 豆腐 なし

㈱ディーエムデイリーフーズ 川崎市川崎区白石町６－１ 豆腐（消泡剤） 豆腐 なし

㈱平野屋 長井市成田字町屋川原１０２１－１ 豆腐 豆腐 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

㈱ライクスタカギ 岐阜県可児市西帷子字東野５６１ 絹ごし豆腐 豆腐 なし

㈱ライクスタカギ 岐阜県可児市西帷子字東野５６１ 充填豆腐 豆腐 なし

㈱ライクスタカギ 岐阜県可児市西帷子字東野５６１ 木綿豆腐 豆腐 なし

㈱天狗 船井郡八木町船枝５０ とうふ とうふ なし

有限会社豆腐亀 近江八幡市西生来町１２３１ 豆腐 豆腐 なし

㈲こなかわ 三条市北新保２－１１－１ 豆腐 豆腐 なし

株式会社ナガイ 尼崎市金楽寺町１―６―２９ 冷凍豆腐､揚げ 豆腐､揚げ 不明 有（２００℃４０気圧
２０分以上）

脊髄 グリセリ
ン脂肪酸
エステル

但馬屋食品㈱ 伊丹市池尻７－１３９ ひろうす、がんもどき等 豆腐加工食品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 冷凍焼き豆腐１０ 豆腐加工食品 なし

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 油揚 豆腐加工品 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 味付油揚１ 豆腐加工品 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 味付油揚2 豆腐加工品 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 味付油揚3 豆腐加工品 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 味付油揚4 豆腐加工品 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 玉子とうふ１ 豆腐加工品 無

株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 玉子とうふ2 豆腐加工品 無
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株式会社東京食品 嘉穂郡桂川町大字土居70 玉子とうふ3 豆腐加工品 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

Ｆコープ寿司揚げ４枚入り 豆腐加工品 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

Ｆコープ三角油揚げ 豆腐加工品 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

Ｆコープ寿司揚げ１２枚入り 豆腐加工品 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

絹厚揚げ 豆腐加工品 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

三角厚揚げ 豆腐加工品 無

曽我部食品有限会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

短冊厚揚げ 豆腐加工品 無

但馬屋食品（株） 伊丹市池尻７－１３９ 厚揚げ関係全商品 豆腐加工品 なし

但馬屋食品（株） 伊丹市池尻７－１３９ 絹こしを揚げた商品でＰＢ向け 豆腐加工品 なし

但馬屋食品（株） 伊丹市池尻７－１３９ 木綿とうふ全般 豆腐加工品 なし

但馬屋食品（株） 伊丹市池尻７－１３９ 滝川とうふ 豆腐加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 冷凍生きざみ揚げ（乾燥タイプ） 豆腐加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 味付レギュラー揚Ｒ６ 豆腐加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 味付□揚げＲ６ 豆腐加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 味付けきざみ揚げ（堀川） 豆腐加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 味付ジャンボ揚ＫＲ５ 豆腐加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 味付ジャンボ揚ＳＲ５ 豆腐加工品 なし

町田食品株式会社 富士市久沢２６９－１ 揚げ出し豆腐 豆腐加工品 なし － － － － －

町田食品株式会社 富士市久沢２６９－１ 揚げ出し豆腐 豆腐加工品 なし － － － － －

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

アサヒコ絹厚揚げ 豆腐加工品 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

絹厚揚げ 豆腐加工品 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

三角厚揚げ 豆腐加工品 無

三好食品工業株式会社 福岡県田川市大字伊加利字中屋敷２１
９９－１

短冊厚揚げ 豆腐加工品 無

ワコー食品工業（株） 石川郡美川町字鹿島１号 味付あぶらげ 豆腐加工品 なし - - -

株式会社　にのみや 金沢市二宮町ハ１０番地 ひろず 豆腐加工品 なし

㈱稲食 石橋町下古山2946 揚げ豆腐 豆腐加工品 なし
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㈱ディーエムデイリーフーズ 川崎市川崎区白石町６－２ 油揚げ（消泡剤） 豆腐加工品 なし

㈱天狗 水海道市内守谷町４１２８ 揚げ出し豆腐にこごり風 豆腐加工品 無

㈱誠和 横浜市西区岡野１－１－３３ ガンモドキ 豆腐加工品 なし

㈱ライクスタカギ 岐阜県可児市西帷子字東野５６１ 豆腐加工品 豆腐加工品 なし

有限会社中川食品 山形県寒河江市六供町1－3-5 豆腐、油揚 豆腐製品 なし

有限会社　久我食品 柏崎市大字藤井１３６１番地５ 揚げ出し豆腐（たれ） 豆腐セット なし

有限会社　久我食品 柏崎市大字藤井１３６１番地５ 冷や奴セット（つゆ） 豆腐セット なし

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＰＢ－１００ 動物油脂 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ タンパク加水分解物使用製品 とうふハンバー
グ

無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ タンパク加水分解物使用製品 とうふハンバー
グ惣菜（弁当）

無

山六北栄食品㈱ 釧路市鳥取南７丁目１番２０号 豆腐 豆腐類 なし

山六北栄食品㈱ 釧路市鳥取南７丁目１番２０号 あげ 豆腐類 なし

（有）三木食品工業 奈良県大和郡山市馬司町792-1 豆腐及び油揚 豆腐類 なし

㈱　味車 札幌市豊平区豊平１条３丁目１－２５ 豆腐類（木綿,絹,油揚） 豆腐類 なし

㈱小菱屋 稲沢市日下部北町４－１－１ 唐辛子入りきつね揚げ 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 木綿豆腐（４００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 木綿豆腐（３００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 ハーフ木綿豆腐（２００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 白鳥豆腐（４００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 白鳥豆腐（３００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 ミニ白鳥豆腐（２００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 しつげん豆腐（５５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 固め木綿豆腐（４５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 湯豆腐（４５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 焼豆腐（２５０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 寄せ豆腐（５５０ｇ） 豆腐類 なし
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え

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 寄せ豆腐（３８０ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 冷奴豆腐タレ付（３００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 まりも豆腐（５５ｇ×３） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 三角揚（２００ｇ） 豆腐類 なし

㈱とうしょく 釧路市星が浦南１丁目１番２０号 厚揚（２００ｇ） 豆腐類 なし

㈲　三木商店 札幌市西区八軒９条西９丁目 豆腐類（木綿,絹,油揚） 豆腐類 なし

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 グレーズドーナツ ドーナツ 無

株式会社エフビーエス 亀田郡七飯町字中島9-12 小倉あんドーナツ、こしあんドー
ナツ

ドーナツ 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 カレーパン（辛口） ドーナツ 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 バクフーンのホットホットなカ
レーパン

ドーナツ 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 ホテルカレー ドーナツ 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 マリルとマリルリのウェーブリン
グドーナツ

ドーナツ 無

タワーベーカリー（株） 越谷市西方２９８６－２ ソーセージドーナツ ドーナツ なし

鳥越製粉(株)　吉井工場 浮羽郡吉井町276-1 ｺｰﾌﾟＱｹｰｷﾄﾞｰﾅﾂﾐｯｸｽ ドーナツミック
ス

無

マリンフード株式会社MMR 豊中市豊南町東４丁目5-1 徳用調理済み焼きそば　500g､
200g

徳用調理済み焼
きそば　500g､

無

（株）味車 美唄市東7条北8丁目 ところてん トコロテン なし

マルキン食品㈱ 熊本市世安町380 スイスイパック大（330g） ところてん 無

マルキン食品㈱ 熊本市世安町380 スイスイペア（150g×2） ところてん 無

マルキン食品㈱ 熊本市世安町380 スイスイ生(200g） ところてん 無

マルキン食品㈱ 熊本市世安町380 Aｺｰﾌﾟところてん（330g） ところてん 無

㈱升善 宇都宮市江曽島町2060 ところてん ところてん なし

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ビーフエキス・牛脂・ゼラチン・
蛋白加水分解物使用製品

トマトオムレツ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｻﾞｿｰｽﾏｲﾙﾄﾞ280g､470g､2kg ﾄﾏﾄｿｰｽ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｻﾞｿｰｽﾊﾞｼﾞﾙ280ｇ､470g､5kg ﾄﾏﾄｿｰｽ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｻﾞｿｰｽｶﾞｰﾘｯｸ280g ﾄﾏﾄｿｰｽ 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞｿｰｽ2kg ﾄﾏﾄｿｰｽ 無

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＡＤキザミあげＲ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ DDカボチャフレークＳ ドライフーズ 不明 有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＤＤニンジンフレーク５２０ ドライフーズ 不明 有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＤＤニンジンフレークＳ ドライフーズ 不明 有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤアサリＴＮ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤ煎りタマゴ ドライフーズ 不明 有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤ煎りタマゴ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤカニカマ１０ｍｍＨＣ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤカニカマ４Ｍ－ＲＣ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤカニカマ５ｍｍＨＣ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤカニカマフレーク　ｂ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤサケチップ（A） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤサケチップ（AFD） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤサケチップ（Ｄ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤサケチップ（ＭI） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤサケチップ（割烹） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤサケチップ（割烹パウダー） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤシジミ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤタイ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤ高菜（14M) ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤ高菜（NO２.５） ドライフーズ なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤ高菜（NO5） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤタコパウダー ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤタラフレーク ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤちりめん（Ｃ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤちりめん（Ｒ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤちりめんＲ　ａ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤツナ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤホタテ（ＴＮ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤホタテ（貝柱） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤホタテ（フレーク） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＦＤ焼豚NO.３ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤ味付けあげ（三角） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤ味付けあげ（四角） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤ味付けあげ（四つ切三角） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤ大判味付けあげ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤキザミあげ（Ｍ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤキザミあげ（Ｓ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤキザミあげ（Ｔ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤキザミあげ（Ｙ） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤキザミあげ（ミンス） ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ＭＤミニ味付けあげ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ チーズフレークＴＺ ドライフーズ なし

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ ニンジンフレークDD ドライフーズ 不明 有　加圧下で200℃、
20分以上の加水分解

グリセリ
ン脂肪酸
エステル

イビテン物産株式会社 本巣郡糸貫町有里３３９ パプリカＷＳ２ ドライフーズ なし

三昌物産株式会社 四日市市塩浜１８０ フラワーチキン 鶏唐揚げ なし
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（株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌｰｽﾞ 伊万里市瀬戸町2269-57 ゆず風味ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ドレッシング 無

（株）ダイエーセントラル水産
　　　　　福岡事業所

筑紫野市大字諸田字仮塚２９５－6 カルパッチョのための
ドレッシング　２０ｍｌ

ドレッシング 無

（株）ダイエーセントラル水産白
岡事業所

白岡町下大崎下端７４７－２ カルパチョのためのドレッシング
１

ドレッシング なし

（株）ダイエーセントラル水産白
岡事業所

白岡町下大崎下端７４７－２ カルパチョのためのドレッシング
２

ドレッシング なし

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 赤マルソウ　ドレッシング　梅味 ドレッシング 無

（株）赤マルソウ 糸満市西崎町４丁目１０番２号 赤マルソウ　ドレッシング　醤油
味

ドレッシング 無

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｴﾊﾞﾗ 茹でたお肉と野菜のｻﾗﾀﾞﾚﾓﾝ
245ml

ドレッシング なし

エバラ食品工業㈱栃木工場 氏家町箱森新田５７０－１ ｴﾊﾞﾗ茹でたお肉と野菜のｻﾗﾀﾞごま
245ml

ドレッシング なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス（肉、骨、皮、脂）使用ド
レッシング

ドレッシング 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

ドレッシングサラダ用 ドレッシング なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス（肉、骨）使用ドレッシン
グ

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（ゼラチン（骨、皮、
肉）ドレッシング

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

ｷｯｺｰﾏﾝ（株）野田工場 千葉県野田市野田２５０ 中華ｻﾗﾀﾞドレッシングＳ ドレッシング 無

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｶﾙｯﾊﾟｯﾁｮのためのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 海鮮ｻﾗﾀﾞのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 青じそﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｵｲﾙｿｰｽ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ Lﾃﾞﾘｼｬｽｲﾀﾘｱﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾉﾝｵｲﾙ青じそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾌﾚｯｼｭﾌﾚﾝﾁｰＡ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾚわさびしょうゆ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ﾊﾟﾝ工房ｶﾚｰ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾍﾞｰｽﾏﾖﾈｰｽﾞＮ ドレッシング 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ どんとﾉﾝｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和風おろし ドレッシング 無
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ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ｻﾝﾏﾙｸｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ドレッシング 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ｲｰｽﾄﾋﾞｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ青じそ ドレッシング 無

三栄フーズ（株） 猿島郡猿島町沓掛1999-3 三陸食品海藻ドレッシング ドレッシング なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（肉、骨）使用ドレッシン
グ

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、果実酒（ゼラチン）使用
ドレッシング

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 調味料（ゼラチン）使用（骨、
皮）ドレッシング

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ風調味料ゆず ドレッシング 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ風調味料青じそ ドレッシング 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町205 マルエノンオイルドレッシング他 ドレッシング 無

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 清酒使用（ゼラチン（骨、脂）ﾄﾞ
ﾚｯｼﾝｸﾞ

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ なし

㈱サンヨーコーヒー 別府市富士見町６－３０ サラダ油のはいっちょらんドレッ
シング

ドレッシング 無 なし 該当なし 該当なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 青じそドレッシング ドレッシング なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 海藻ドレッシング ドレッシング なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 中華ドレッシング ドレッシング なし

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ｽﾊﾟﾄﾞﾚﾋﾟﾘ辛ｶﾞｰﾘｯｸ味 ドレッシング 無

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 ｽﾊﾟﾄﾞﾚｲﾀﾘｱﾝｶﾞｰﾘｯｸ味 ドレッシング 無

平和食品工業㈱ 東京都目黒区青葉4-4-5 棒棒鶏ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ・棒棒鶏ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
ﾊｰﾌ

ドレッシング なし

クノール食品㈱ 川崎市高津区下野毛2-12-1 ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類 ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ﾎﾞｽｺｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾚｼﾝｸﾞﾛｰｽﾄｶﾞｰﾘｯｸ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 CGCﾄﾞﾚｼﾝｸﾞ青じそ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ﾎﾞｽｺｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝ ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類 なし

佐合食品工業㈱ 岐阜県加茂郡八百津町錦織１５３０－
７５

ｺﾝﾆｬｸ麺の添付ｽｰﾌﾟ とんこつ味スー
プ

なし

株式会社　山田製玉部 中央区多聞通４－４－１３ 該当食品なし なし なし 　

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ エダムパウダー，パルメザンＪ
Ｒ，チーズパウダーＰａｎｄＥ，
パルメザンチーズＥＸ，粉末エダ
ム

ナチュラルチー
ズ

なし
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㈱多摩ジェーシー・フーズ 東京都稲城市大丸２２３１ ピザ類 ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ＥＭＣ－Ｓ－４５－５ＧＢ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ＥＭＣ－Ｋ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ＮＣシュレッドイタリーコ，ミッ
クスチーズグラタン，スノーシュ
レッドＣ

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ カットＥＧ２×３０×６０，２．
３×５０×６０，２×３０×１２
０，２．３×３０×９０

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ステッペンスライス ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ サーフィンスライスCオランダ，
サーフィンスライスＣエグモント

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ カットＮＰ１１×３０×４０，
２．５×５０×６０

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ＮＣダイス４５Ｍエグモント ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ 業務用パルメザン，ＮＥＷパルメ
ザン

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ 粉チーズ　パルメザン５０ｇ，８
０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ クリームチーズ２００ｇ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ とろけるナチュラルチーズ（ピザ
用）１２０ｇ，２００ｇ，４５０
ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ とろけるナチュラルチーズ（クッ
キング用）１２０ｇ，２００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ チーズフォンデュ２４０ｇ ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ 味わい北海道　北海道とろけるナ
チュラルチーズ１８０ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ 西友ファインセレクト　クリーム
チーズ２００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ダイエーセービング　クリーム
チーズ２００ｇ

ナチュラルチー
ズ

なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ 花畑熟成ゴーダチーズ２４０ｇ ナチュラルチー
ズ

なし

東洋ナッツ食品㈱ 東灘区深江浜町３０ ナッツ類 ナッツ類 なし

（株）ヤマダフーズ本社工場 仙北郡仙南村野荒町字街道の上７９ 業務用キムチ納豆 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 田舎炭造しそのり付きＣ3 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 極小粒モーニングＣ２ 納豆 無
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株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 極小粒モーニングＣ３ 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　ほね元気有機３Ｐ 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　ふわとろ３Ｐ 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　ふわとろ１Ｐ試供品 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　におわなっとう３Ｐ 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　におわなっとう１Ｐ 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　ふくまろ３Ｐ 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　ふくまろ２Ｐ 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　ほね元気３Ｐ 納豆 無

株式会社　朝日フレシア水郷工場 佐原市大倉字東１３５８ 金のつぶ　ほね元気１Ｐ 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 無農薬 ミニ３段 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 厳選小粒 ４段 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 厳選大粒 ２段 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 挽割納豆 ２段 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 北海道産小粒 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 無農薬極小粒 ３連 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 体にうれしい ２連 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 厳選小粒 ３連 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 小粒揃い四段重ね 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 挽割納豆 ４０g 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 水戸童カップ バラ 納豆 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 納豆詰合パック 納豆 無

長島食品 東茨城郡小川町小川１５９３ わら納豆 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶごま和え納豆C２ 納豆 無 　 　 　 　 　 　

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 富士有機３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 富士有機カップ３ 納豆 無
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㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 メグス有機カップ３ 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶ有機カップ３ 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 ヨコサン有機３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 有機栽培大豆３Pプラス１ 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 有機栽培大豆３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 有機健膳２P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶ有機栽培大豆３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶほね元気有機３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 COOP極小粒納豆４P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 水戸のふっくら極小粒４P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶふくまろ３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶ香りふくまろ３P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶにおわなっとうカップ３ 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶ香りふくまろ２P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶふくまろ２P 納豆 無

㈱朝日フレシア茨城工場 潮来市上戸180-1 金のつぶほね元気３P 納豆 無

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 北海道小粒納豆ミニ２（添付のた
れＮ－６）

納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 小粒納豆鈴丸（添付のたれＮ－
６）

納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 ミニたまご納豆（添付のたれＮ－
６）

納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 北海道黒目大豆納豆（添付のたれ
Ｎ－６）

納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 木島の恵（添付のたれＮ－６） 納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 鬼島納豆（添付のたれＮ－６） 納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 北海道特選大豆納豆（添付のたれ
Ｎ－６）

納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 国産カップ納豆（添付のたれＮ－
11）

納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 たまご納豆カップ３（添付のたれ
Ｎ－11）

納豆 なし

㈲阿部納豆店 長野県中野市中野1895 ひきわり納豆味付（添付のたれＮ
－30）

納豆 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

タカノフーズ九州株式会社 神埼郡千代田町一本木3967-3 カラシ 納豆添付カラシ 無

タカノフーズ九州株式会社 神埼郡千代田町一本木3967-3 北海道タレ（５・２ｃｃ） 納豆添付タレ 無

タカノフーズ九州株式会社 神埼郡千代田町一本木3967-3 新九州タレ（５・２ｃｃ） 納豆添付タレ 無

タカノフーズ九州株式会社 神埼郡千代田町一本木3967-3 九州タレ（５・２ｃｃ） 納豆添付タレ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダ有機無添加たれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダひと口納豆たれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダ天然の恵み粒・ひきわり専
用たれ

納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダ粒・ひきわり専用東北 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダ古式天然醸造たれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダきざみ納豆たれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダキムチたれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダ粒・ひきわり専用関東 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダかつお濃厚たれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ベル味車粒より納豆たれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ベル納豆たれみそ味 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ グリンパール味つゆ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 大永永太郎納豆たれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダキムチスパイス 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 食生活納豆のたれ 納豆のたれ 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ ヤマダ本醸造たれＷ 納豆のたれ・か
らし

無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ カネショク納豆たれＷ 納豆のたれ・か
らし

無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ グリンパールカミノ納豆のたれＷ 納豆のたれ・か
らし

無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ グリンパール味つゆＷ 納豆のたれ・か
らし

無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 松浦納豆たれＷ 納豆のたれ・か
らし

無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 松浦川口納豆たれＷ 納豆のたれ・か
らし

無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 香川納豆かつお昆布たれＷ 納豆のたれ・か
らし

無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 香川カミノ無添加納豆たれＷ 納豆のたれ・か
らし

無

マリンフード株式会社KMA 豊中市豊南町東４丁目5-1 浪花のお好み焼き屋さん　ｲｶ玉 浪花のお好み焼
き屋さん　ｲｶ玉

無

マリンフード株式会社KMA 豊中市豊南町東４丁目5-1 浪花のお好み焼き屋さん　ﾁｰｽﾞ 浪花のお好み焼
き屋さん　ﾁｰｽﾞ

無

マリンフード株式会社KMA 豊中市豊南町東４丁目5-1 浪花のお好み焼き屋さん　ﾌﾞﾀ玉 浪花のお好み焼
き屋さん　ﾌﾞﾀ玉

無

六花亭製菓株式会社 帯広市西２４条北１丁目 生ピザ 生ピザ 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 日本のうまいラーメン佐野 生めん なし 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 生めん類各種 生めん なし

桝田屋食品㈱ 長野県飯山市大字瑞穂4196 つゆ付うまい信州のそば、添付そ
ばつゆ

生めん なし

桝田屋食品㈱ 長野県飯山市大字瑞穂4196 つゆ付うまい信州のそば、添付そ
ばつゆ(甘口)

生めん なし

桝田屋食品㈱ 長野県飯山市大字瑞穂4196 ハローキティー戸隠生そば、添付
そばつゆ

生めん なし

（有）信州沢の車屋 長野県飯山市大字瑞穂4215 沢の車屋(MDSS-30)、添付そばつ
ゆ

生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ １越前そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ １食越前ざるそば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ２食袋越前そば（かけ） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ２食袋越前そば（ざる） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ２食袋越前茶そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ２食袋越前山芋そば（かけ） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ２食袋越前山芋そば（ざる） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食越前ざるそば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食越前そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 3食箱入越前そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食箱入新そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食箱入茶そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食箱入繁盛店のそば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食箱入山芋そば 生めん なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食和紙越前そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食和紙茶そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ３食和紙山芋そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ｋｃooｐ越前そば（かけ） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ｋｃooｐ越前そば（ざる） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 合わせて　みそラーメン 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前八割そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前かにらーめん 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前自家挽きそば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前新そば（３食） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前そば２食ﾄﾚｰ 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前そば２食ﾄﾚｰ（ﾕﾆｰ用） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前そば４食化粧箱 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前立ち食いそばかけ用 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前立ち食いそばざる用 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前茶そばﾄﾚｰ 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前山芋そば４食化粧箱 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前山芋そばﾄﾚｰ 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 越前山芋そば細打 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 蔵の宿そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ コープ５食越前そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ コープさくらそば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ コープ新そば３食 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ コープ新そば袋入り 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ コープ茶そば（二人前） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ コープ山芋そば（三人前） 生めん なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ コープ山芋そば（二人前） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ コープわかばそば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ さくらそば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 新そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 新茶入茶そば（２食） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 新茶入茶そば（３食） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ダシ名人の越前ざる蕎麦 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ダシ名人の越前ざるそば３食 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ダシ名人の越前そば３食 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ダシ名人のざる饂飩 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ ダッタンそば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 特選老舗自慢蕎麦 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 年越越前そば３食ﾄﾚｰ 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 年越越前そば４食ﾄﾚｰ 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 年越越前招福そば４食ﾄﾚｰ 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 年越越前山芋そば（４食） 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 年越越前山芋そば３食 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 年越山芋細打３食そばﾄﾚｰ 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 繁盛店の越前そば 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 北陸屋台中華 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ 北陸屋台ラーメン 生めん なし

㈱武生製麺 福井県武生市真柄町７－３７ わかばそば 生めん なし

㈱苫食　有明工場 北海道苫小牧市有明町1-3-24 屋台中華　醤油 生めん なし

㈱中石食品工業 小松市日末町い７８ 中石焼豚中華鍋 生麺・調味料 なし - - -

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 カップごまそば・なると なると（ゼラチ
ン）

なし

㈱多摩ジェーシー・フーズ 東京都稲城市大丸２２３１ 菓子類 ナン・ピタ・
フォカチャ

なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 鳴門産わかめのサラダ 軟骨・牛脂 無

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ ビーフシチュードリア 肉エキス・牛脂 無

（株）江戸清千葉工場 香取郡大栄町吉岡字久茂富641－7 ハンバーガーパティ、ソーセージ
パティ

肉類加工品 無

（株）江戸清千葉工場 香取郡大栄町吉岡字久茂富641－7 つくねハンバーグ 肉類加工品 無

（株）江戸清千葉工場 香取郡大栄町吉岡字久茂富641－7 ハンバーグ 肉類加工品 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ イタリアンハンバーグ＆サーモン
クリーム

肉類加工品 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ 鉄板焼きステーキ弁当 肉類加工品 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ きのこシチューハンバーグ 肉類加工品 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ キッズプレートハンバーグ 肉類加工品 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ ハンバーグデミソース 肉類加工品 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ ハンバーグ照り焼きソース 肉類加工品 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ ハンバーグ和風おろし 肉類加工品 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ ハンバーグピリ辛トマト 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 ローストビーフ（ブロック） 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 ローストビーフ（ブロック、スラ
イス）

肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 ウインナーソーセージ 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 フランンクフルトソーセージ 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 ボロニアソーセージ 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 ポークソーセージ（ｳｲﾝﾅｰ､ﾌﾗﾝｸﾌ
ﾙﾄ､ﾎﾞﾛﾆｱ）

肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 ショルダーハム 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 パストラミビーフ 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 焼豚（ブロック、切り込み） 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 焼肉 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 ボイルタン（スライス） 肉類加工品 無

タカラ食品工業株式会社　市原工
場

市原市潤井戸字坂の上2107 サラミソーセージ 肉類加工品 無

日本化工食品株式会社　千葉工場 市原市青柳北1-6-33 牛肉 肉類加工品 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ Ｐ春巻きの具 肉類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ ジャンボ肉焼売 肉類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ ワンタンの具 肉類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 鶏のカオジャンソース煮 肉類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 酢豚、宴席酢豚
(全)素食酢豚、市販用酢豚

肉類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 西安餃子の具 肉類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 担々麺のそぼろ 肉類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 中華おせち
鶏とふくろ茸のカキ油炒め

肉類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 砂肝炒めソース 肉類加工品 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ ビーフエキス №２(しゅうまい) 肉類加工品 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ 麻辣醤(餃子) 肉類加工品 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ エキストラートＭ（餃子） 肉類加工品 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ エビエキス №３（ワンタン） 肉類加工品 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ ＤＳ－４００１（しゅうまい） 肉類加工品 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ ＤＳ－２１０（しゅうまい） 肉類加工品 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ ＤＳ－２９０（しゅうまい） 肉類加工品 無

㈱吉田屋三芳工場 千葉県安房郡三芳村下堀２６４ ＤＳ－２００６（餃子） 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ チンジャオロースの素 肉類加工品 無

㈲　ジェリービーンズＪＢミート
センター

香取郡多古町南中１６９８－８ ホイコーローの素 肉類加工品 無

（株）北海道畜産公社　上川事業
所　道北食肉センター

北海道天塩郡天塩町字ウブシ５３２４
の１

ブレゼービーフ 煮込み牛肉・
ソースの素

なし

ニホンフード（株） 岩見沢市大和4条7丁目 鍋焼添付用山菜パック 煮物 なし

マックスデリカフーズ（有） 夕張郡由仁町本三川691-3 チキンカツ煮 煮物 なし

㈱高見澤 長野県中野市大字安源寺708 甘しょう油にんにく にんにく味付け なし

東正敏 春日市松ヶ丘４丁目９２番地 マン・ナップ ニンニク加工食
品

無

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ にかづけの素 ぬかづけ液 なし

㈱ニッセンデリカ千葉工場 富里町高野627-2 ＰＣ牛塩カルビ2.5mm ねぎ塩焼きそば 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

宝食品株式会社 香川県小豆郡内海町苗羽甲２２２６－
１５

ミニ梅 ねり梅 無

和歌山県農業協同組合連合会 和歌山県海南市日方新浜１２９４ co-op おかずねり梅 ねり梅 なし

会津製麺工業(有) 会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲
６２８

味付けメンマ 農産加工品 なし

㈱五十嵐製麺 喜多方市字町尻東７４６８ 味付けメンマ 農産加工品 なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ Ｓお吸いもの１０ｘ４０ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ セントラル製麺　めんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 新川屋　めんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 井上製麺　めんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＡＳ醤油ラーメン３食セット 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ たるたやラーメン３食セット 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 東亜　液体つゆの素 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ サッポロ一番正油味スープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ サッポロ一番みそスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ たるたや 和風だし（１００詰） 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 新マルニつゆ・５連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 新マルニつゆ・単 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 木戸うどんつゆ・小売用 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 横浜中華街Ｎｏ１冷し中華スープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 中華街　正油味　かくし味付 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 中華街　正油味袋セット 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 東成軒　中華街醤油（５食詰） 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 三福もつけラーメンスープ正油味 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 大和屋　液体めんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 中華街　四川風みそスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ キリブチ製麺逸品めんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 庵古堂　めんつゆ（２連） 濃縮スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ №３０　液体めんつゆ＊アルミ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 八郎めんつゆ　５連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 歳時記　めんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 徳山　冷麺スープ　２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 徳山　冷麺ス－プ　（単） 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ジンジャーオイルＢ－５４４３Ａ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ №１　みそスープ（バラ） 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 横浜中華街Ｎｏ１みそスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 横浜中華街Ｎｏ１雲呑スープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 富士　液体タンメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ラーメン専科　醤油ラーメン２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ワクナガ　ポテトスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ チョウショクユッケジャンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 井上製麺　にゅうめんスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 朝鮮食品　カルビスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 旭食品醤油スープ２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 冷し中華甘口　サンプル 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 麺菜譜　味噌ラーメンサンプル 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ニチレイナゲットソースサウザン 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ つるつる　液体そばつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 黄金そば　　みそラーメン３連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 黄金　みそ（アルミ）４連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 山岸産業 そばつゆＳ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 入澤印めんつゆ３連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 入澤印めんつゆバラ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 味噌ラーメンスープ　６０ｇ 濃縮スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 味噌ラーメンスープ　５０ｇ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 東亜　液体そばつゆ（３連) 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ナチュラルクリームシチューＧＦ 濃縮スープ あり 有（１３３℃以上，２
０分３気圧）

脊髄 牛骨エキ
ス

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

非実施
（不活化
処理が行
われてい
るた
め。）

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ №５０　ナチュラル冷しスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 東亜　京風味噌ラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 屋台ラーメン　とんこつ正油味 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 嶺村　正油ラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 大成　とりがら醤油ラーメン 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 木戸食品　とりがら正油 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 東亜玉子入りラーメンスープ２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 宇治田原　野菜ポタージュ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 新宇治田原ポテトスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ サガミ匠めんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 樽政　高山ラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 正油ラーメンサンプル 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 麺菜譜　醤油ラーメンサンプル 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 朝鮮食品　チゲスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 三福もつけみそ・小売用 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ジョナサンランチスープチキン 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 大成とんこつ正油 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＦＫ冷かけラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 新京北生中華スープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 蘭花　正油ラーメンスープ 濃縮スープ なし
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富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 川辺製麺　醤油ラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 熊本製粉　みそラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 田村うどんつゆ　マーボー味 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ あんかけの素（カレンダー式） 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 横浜中華街あんかけがおいしい 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 武生　かにらーめんスープバラ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 海鮮ソース 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 鉄人　とりがら正油　サンプル 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 鉄人　博多とんこつ　サンプル 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 鉄人　とんこつ正油　サンプル 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 仲村商店　ナポリタンソース 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ マルシェ　白湯スープ　２０食詰 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 冷し中華スープりんご果汁入り 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 三福　りんご冷し中華スープＡ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 神戸らーめんしょうゆ味５連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 新　樽政博多とんこつ　２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 野菜コンソメ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京　正油スープ　Ｗ・単 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京　正油スープ　Ｗ・２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 丸う　おでんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 桜井めんつゆＭ　２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 由布ラーメンスープとつんこつ味 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京　醤油もとだれ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 徳山新韓国冷麺スープバラ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ジョナサンランチスープ中華 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京　ざる中華スープ 濃縮スープ なし
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富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 神戸らーめんこってり正油５連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 鉄人の逸品醤油ラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 鉄人の逸品とんこつ醤油スープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 枡田屋甘口液体そばつゆ緑 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 東洋軒　エビラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 細麺用　正油スープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ シュガーレディ白湯スープ１６Ｇ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 横浜倶楽部　ビーフオニオンスー
プ

濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ナチュラルビーフシチューＧＦ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＦＫ横浜中華街　醤油ラーメン
スープ

濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京ピリ辛ラーメン２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＦＫ横浜中華街　タンメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 有薫酒倉博多とんこつラーメン 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 萬珍楼秘蔵とりがらスープ醤油味 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ にんにくみそラーメンスープ２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ だい久仙台みそスープ　単 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ だい久仙台みそスープ　２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 川辺製麺 醤油ラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ Ｔ味噌ラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＬＦ（小袋）みそラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 重慶飯店担々麺スープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 信越明星パーティー焼きそばソー
ス

濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＣＵ－００５ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 小田急正油ラーメンスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ Ｓ白湯ラーメンスープ１０×４０ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 新Ｓ醤油ラーメン１０×３０ 濃縮スープ なし
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富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＴＳ牛骨醤油ラーメン５連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京新みそスープ単 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京新みそスープ２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京新正油スープ２連 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京新正油スープ単 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ オリーブノ木チキンベース 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 河京新オイル 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＮＥＷ田中液体めんつゆ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＮＥＷ田中ラーメンとんこつ味 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ワクナガ　マッシュルームスープ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ ＫＹスープベース 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 東洋水産餃子のタレ 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 新木戸うどんつゆ小売用 濃縮スープ なし

富士食品工業㈱ 横浜市港北区新羽町６８８ 山岸産業　甘口そばつゆ 濃縮スープ なし

(株)浜乙女中村工場 名古屋市中村区白子町４－６０ 味付のり のり なし

有限会社ノラ・コーポレーション 千葉市稲毛区宮野木町1551-68 ハーブ加工食品（カプセル） ハーブ加工食品 なし なし

三求化学工業㈱ 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢一街区
１４

お釜にポン（１５粒入） はいが油含有食
品

無

三求化学工業㈱ 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢一街区
１４

お釜にポン（１００粒入） はいが油含有食
品

無

三求化学工業㈱ 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢一街区
１４

お釜にポン（５粒入） はいが油含有食
品

無

三求化学工業㈱ 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢一街区
１４

お釜にポン（小粒２０粒入） はいが油含有食
品

無

三求化学工業㈱ 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢一街区
１４

お釜にポン（小粒５０粒入） はいが油含有食
品

無

井口食品工業株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２２
４

梅肉梅シバ大根　　　　他７種類 梅肉 なし

井口食品工業株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２２
４

赤梅肉　他２種類 梅肉 なし

井口食品工業株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２２
４

しそ梅肉　他１種類 梅肉 なし

井口食品工業株式会社 和歌山県日高郡南部川村西本庄１２２
４

コメックス白梅肉　　　他３種類 梅肉 なし

井上梅干食品 株式会社 和歌山県日高郡南部町気佐藤１７３－
１６

赤梅肉 梅肉 なし
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株式会社　味好屋 和歌山県日高郡南部町気佐藤８５１ 紀州　梅肉 梅肉 なし

株式会社　梅のひさぎ 和歌山県日高郡南部川村筋１６３ 紀州梅肉S　他１種類 梅肉 なし

紀南農業協同組合 和歌山県田辺市湊１３８４ 紅梅肉（兵漬） 梅肉 なし

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 パウダーＴＫ パウダーＴＫ 無

エム・シーシー食品㈱ 長田区苅藻通５－４－１８ パスタソース パスタソース なし

東洋スープ㈱　土浦工場 稲敷郡阿見町荒川本郷１４７６－１ 塩バターストック バター 無

ソントン食品工業㈱石岡第二工場 石岡市水久保12886 デコＡ バタークリーム 無

ソントン食品工業㈱石岡第二工場 石岡市水久保12886 テミスバターミルクＣ バタークリーム 無

ソントン食品工業㈱石岡第二工場 石岡市水久保12886 バナナバター４Ｂ バタークリーム 無

花太刀食品株式会社 大阪市西成区天下茶屋東２－１４－３
１

油脂加工品 バタークリーム
類

なし

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟﾝｹｰｷ ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟﾝｹｰｷ 無

埼玉養蜂株式会社 北本市深井４丁目１３番地 乾燥ローヤルゼリーPURE750 蜂蜜製品 なし

森永乳業㈱近畿工場 兵庫県西宮市津門飯田町2-95 はっ酵乳 はっ酵乳 なし

㈱かね徳篠山工場 篠山市泉 いか黄金　他 発酵調味料（塩
みりん）

なし

中野聖征 大洲市常磐町128-1 菓子 ババロア、ムー
ス

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 パフィ 無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 Sロースハム ハム 無

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 無塩せきハム ハム 無

㈱多摩ジェーシー・フーズ 東京都稲城市大丸２２３１ ピザ類 ハム・ソーセー
ジ類

なし

㈱ハイチ物産 新宿区西新宿１－１９－２ ペパーポット ハヤシライス なし

（株）北海道畜産公社　上川事業
所　道北食肉センター

北海道天塩郡天塩町字ウブシ５３２４
の１

ハヤシソース ハヤシライスの
素

なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ S&B 1KGハヤシフレーク11 ハヤシルウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kgハヤシフレーク ハヤシルウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １kg完熟トマトのハヤシフレーク ハヤシルウ なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 １0kgハヤシフレーク ハヤシルウ なし

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ハヤシ ハヤシルー なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

ハチ食品株式会社 大阪市西淀川区御幣島２丁目18-31 ハヤシルー（2個組） ハヤシルー なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｸﾚｱおばさんの欧風家庭料理ハッ
シュドビーフ

ハヤシルー なし

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 Nﾊﾔｼﾌﾚｰｸ ﾊﾔｼﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ﾊﾔｼ固型ﾌﾚｰｸ ﾊﾔｼﾙｳ類 無

株式会社セントラルフード 猿島郡総和町柳橋５７４－１ 国産牛小間切300g バラ凍結 なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛脂・ビーフエキス使用製品 パリパリ春巻 無

（株）イチマツ食品 あきる野市小川東１－５－８ パン パン なし

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 串付きフランク パン 無

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 ピロシキ パン 無

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 北海道牛乳シチュー パン 無

（資）関口フランスパン 文京区音羽１－２３－１２ パン類 パン 無 有

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 チーズコッペ パン 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 ピザバーガー パン 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 バイエルン パン 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 ピザブレット パン 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 フランクフルト パン 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 ピロシキ パン 無

(株)木村屋 久留米市津福本町1377番地 ミニカレーパン パン 無

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 おさつスティックサンド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 カフェモカサンド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ごまとカマンベール パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 コッペつぶあん＆マーガリン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 コッペジャム＆マーガリン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 サクサク林檎のデニッシュ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ミルキーフランス パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 スイートポテトなパン パン なし
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（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ソフトピーナツサンド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ちぎりパン（バニラチョコ） パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ホイップショコラ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 豊の香いちご＆ホイップ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ブルーベリー＆ミルク パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ホイップチョコ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ロングシュガーマーガリン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ホワイトミルクロール パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ミルキーメロン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ミルクパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 メープルのパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 メロンパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 モカチーノサンド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 バナナカスタード＆ホイップ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 クリームパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 クリーミーおさつホイップ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ソフトフランスクロワッサン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 チョコクリームサンド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ミルキーレーズン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 くるくるシュクレ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ふんわりクリームサンド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 コッペはちみつマーガリン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 たっぷりバターソフト パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ツナ包み焼きパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ダブルクリームサンド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 大判こしあんぱん パン なし
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（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 小倉あんぱん パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ジャムパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 コーンマヨネーズ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 スティックピザ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ソフトジャム＆マーガリン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 チョコブレッド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 チーズナポリターナ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 チョコチップスイート パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 チーズ＆マヨネーズ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ハムエッグパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 レーズンカスタード パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ハム＆チーズ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 たっぷりバターソフト パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 レーズンブレッド パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ミックスチーズピザ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ふんわりチーズのパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ソーセージドーナツ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 カレーパン パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 小倉あんドーナツ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 こしあんドーナツ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 中華ドーナツ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 シナモンスティックドーナツ パン なし

（株）新潟フレッシュデリカ長野
工場

長野県東筑摩郡朝日村古見3733-1 ホイップ＆カスタードーナツ パン なし

（株）マルエツ　渋沢店 秦野市松原町３－３ パン パン なし

（株）モンドルウ田村屋 佐久市中込２４８８ カレーパン パン なし

（株）モンドルウ田村屋 佐久市中込２４８８ パン パン なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

青柳　三夫 江戸川区篠崎町１－３４６ パン類 パン なし

あけぼのパン株式会社 小平市天神町一丁目６４番地 パン類 パン なし

旭食品株式会社 長岡市川崎町字花子１７３１－１ 食パン パン なし

阿部　博雄 南小岩６－２７－１７ パン類 パン なし

安助　好夫 江戸川区北小岩６－８－１０ 食パン類 パン なし

石井　秀明 江戸川区西小岩５－１０－４ パン類 パン 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 バターロール パン 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 ＣＣバターロール パン 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 レーズンバターロール パン 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 ＣＣレーズンバターロール パン 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 ようあんぱん パン 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 豆パン パン 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 ＣＯＯＰバターロール パン 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 レーズンツイスト パン 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 そのまんまロール パン 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 ジャンボドッグ パン 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 小ドッグ パン 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 あんクリームミックス パン 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 ビッグジャム パン 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 ビッグ小倉 パン 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 ビッグクリーム パン 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 甘納豆パン（４） パン 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 ナイススティック パン 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 フレッシュロール パン 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 チョコチップスナック パン 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 いっちゃんチョコチップ パン なし
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イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 いっちゃんスナック パン 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 アップルハーフ パン 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 おおたちの仲良くチョコクロワッ
サン（ポケモン）

パン 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 元気チョコクロワッサン（ポケモ
ン）

パン 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 十勝バターパン パン 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 ミニクロワッサン パン 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 十勝バターツイスト パン 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 ミルフィーユ パン 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 シュガークロワッサン パン 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 ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙブレッド パン 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 スナックゴールド パン 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 カステラサンド パン 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 ビッグメロン パン 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 メロンパン（４） パン 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 ようあんツイスト パン 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 ビーンズロール パン 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 メリープのシュークリームパン
（ポケモン）

パン 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 シュークリームパン パン 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 子供の森 パン 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 ジャンボレーズンシュガーマーガ
リン

パン 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 ジャム&マーガリン パン 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 ホワイトパウダー パン 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 ミニホワイトパウダー パン 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 くるみ&きのこカレーパン パン 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 焼栗あんぱん パン 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 ダージリン紅茶ホイップ パン なし
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え

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 さつまいもパン パン 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 イーブイの大好きショコラ（ポケ
モン）

パン 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 カメロンパン（ポケモン） パン 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 ハクリュウの長いステックパン
（ポケモン）

パン 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 あんぱん家族（こしあん） パン 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 あんぱん家族（小倉） パン 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 ジャンボカステラ パン 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 ジャンボカステラハーフ パン 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 生チョコステッキ パン 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 生クリームステッキ パン 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 トップバリュー山食５枚 パン 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 ロイヤルナッツ パン 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 いちまるふんわり パン 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 メロディー パン 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 ふんわりスィート パン 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 ふんわりソフト パン 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 ＣＯＯＰスーパーソフト パン 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 ＣＯＯＰスペシャルスライス パン 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 メロディー３斤 パン 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 デッエット３斤 パン 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 プラスサンド パン 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 マンナン入り食パン パン 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 サンクスチルド３斤 パン 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 ピザパン パン 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 たまごがいっぱい パン 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 ジャンボソーセージ パン なし
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え

イズヤパン株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番３号 まるまるソーセージ パン 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 フランクロール パン 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 カレードーナツ パン 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 ツイストドーナツ パン 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 リングドーナツ パン 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 クリームドーナツ パン 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 アンドーナツ パン 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 オーガニックごまおさつブレッド パン 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 オーガニック清里ミルクブレッド パン 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 清里ミルクブレッド パン 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 オーガニック練乳ミルクボール パン 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 オリジナルベーカリーふんわり甲
州ぶどう

パン 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 オリジナルベーカリーフンワリマ
スクメロン

パン 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 オーガニックブラックショコラ パン 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 オリジナルベーカリークロワッサ
ン

パン 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 オーガニックレーズンカスタード パン 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 果肉の入ったメロンパン パン なし

一休堂　斉藤ふさ枝 長野県塩尻市広丘原新田２１４－１０ ハンバーグパン パン なし

稲吉秀一 東京都練馬区関町南２－２－６－１０
４

サンドイッチ パン なし

稲吉秀一 東京都練馬区関町南２－２－６－105 カレーパン パン なし

稲吉秀一 東京都練馬区関町南２－２－６－106 カレーパン（辛口） パン なし

井上哲夫　（ｻﾘｰﾗﾝ） 早良区百道１－３０－１２ パン パン 無 　

井上雄二（ﾙｳﾞｧﾝ） 早良区重留７－８－５ パン パン 無 　

エスパティオ　葉山プロセスセン
ター

三浦郡葉山町長柄 パン パン なし

榎本製菓有限会社 江戸川区松江３－２０－７ パン類 パン なし

及川清司 久慈市旭町7-84-1 カレーパン パン 無
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え

オカザキ製パン株式会社 岡崎市赤渋町圦ノ口５０ スイート　バンズ パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ やわらか食パンなど６品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ ラ・モエルなど９品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ グリーンなど２品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ 山形食パンなど８品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ レーズン食など３品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ ビクトリア食パン パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ 調理用黒パン パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ ミニアンパン　他４品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ ハニースティック　他３品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ メロンパン　他５品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ スナックパン　他７品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ クリーミーツイスト　他３品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ クインエリザベス　他５品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ 小倉あんぱん　他９品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ クロワッサン　他３品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ パリジャンハーフ　他８品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ デニッシュターボ パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ スモークチーズデニッシュ パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ Ｐフレンチコーヒー　他５品 パン なし

岡野食品産業株式会社 姫路市御国野町国分寺３９１ チョコツイスト パン なし

尾崎　宗弘 江戸川区下篠崎町７－７ パン類 パン なし

尾野粉食工業株式会社 東京都板橋区大和町１３－１９ 菓子パン類 パン 無

尾野粉食工業株式会社 東京都板橋区大和町１３－１９ テーブルロール類 パン 無

甲斐　　新（阿蘇製菓） 早良区田村７－２５－７ パン、菓子パン パン 無 　

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ おさつスティックサンド パン なし
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株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ カフェモカサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ カレーパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ キャベツが入ったメンチカツパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ クリーミーおさつ＆ホイップ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ クリームパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ くるくるシュクレ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ こしあんドーナツ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ コッペジャム&マーガリン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ コッペつぶあん&マーガリン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ごまとカマンベール パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ こんがり小麦のクロワッサン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ サクサク林檎のデッシュ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ スイート＆シャポー パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ スイートポテトなパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ スティックピザ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ソーセージドーナツ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ソフトジャム＆マーガリン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ソフトピーナツサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ソフトフランスクロッワッサン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ たっぷりバターソフト パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ダブルクリームサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ チーズ＆マヨネーズ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ チーズナポリターナ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ちぎりパン(バニラチョコ） パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ツナオニオン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ツナ包み焼きパン パン なし
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え

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ バナナカスター＆ホイップ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ハム＆チーズ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ パンコロッケ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ブルーベリー＆ミルク パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ふんわりクリームサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ふんわりチーズのパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ふんわり豆パン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ホイップ＆カスタードーナツ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ホイップショコラ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ホイップチョコ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ホワイトミルクロール パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ミックスチーズピザ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ミルキーフランス パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ミルキーメロン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ミルキーレーズン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ミルクパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ メープルのパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ メロンパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ メンチカツパン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ モカチーノサンド パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ ロングシュガーマーガリン パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ 小倉あんドーナツ パン なし

株式会社エフビーエス十勝工場 音更町東通２０丁目３番３ 豊の香いちご＆ホイップ パン なし

株式会社おおつか 江戸川区江戸川６－１９－３ パン類 パン なし

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ ジャムパン パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ 北海道ミルクパン パン 無
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え

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ チョコアーモンドデニッシュ パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ 小倉デニッシュ パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ プリンデニッシュ パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ パンプキンデニッシュ パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ レーズンアップルデニッシュ パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ バターツィスト　　２種類 パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ お芋ちゃん（デニッシュ） パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ アップルデニッシュ パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ バジリコロール パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ クルミロール パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ フォカッチャ パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ カイザロール パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ ブール パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ クーペ パン 無

（株）オリエンタル・ベーカリー 泉佐野市住吉町２７－６ カレーパン パン 無

株式会社　シェフワールド 東京都板橋区高島平９－１２－４ カレーパン パン 無

株式会社イスズベーカリ－ 中央区布引腸－２－２ パン パン なし

株式会社栄軒 五泉市本町３－４－１ カレーパン等 パン なし

株式会社サニー（北片江店） 福岡市城南区島廻り橋 パン パン 無

株式会社唐人ベーカリー 福岡市西区徳永３２５－１ パン パン 無

株式会社唐人ベーカリー 福岡市西区徳永３２５－１ 調理パン パン 無

株式会社唐人ベーカリー 福岡市西区徳永３２５－１ 焼調理パン パン 無

株式会社唐人ベーカリー（ポエム
本店）

福岡市中央区唐人町一丁目１０番１号 焼き調理パン パン 無

株式会社唐人ベーカリー（ポエム
本店）

福岡市中央区唐人町一丁目１０番１号 調理パン（ハンバーグ） パン 無

株式会社西新岩田屋（麹屋那の川
店）

福岡市中央区那の川二丁目６番１号 洋食王カレー パン 無

株式会社西新岩田屋（麹屋那の川
店）

福岡市中央区那の川二丁目６番１号 ピロシキＰ パン 無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社西新岩田屋（麹屋那の川
店）

福岡市中央区那の川二丁目６番１号 調理パン用カレーマイルド印度 パン 無

株式会社パスコ東京 東京都目黒区目黒本町２－１－１２ カレーパン類 パン なし

株式会社パスコ東京 東京都目黒区目黒本町２－１－１２ 菓子パン類 パン なし

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 調理パン パン 無

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 パン パン 無

株式会社三越 福岡市中央区天神二丁目１番１号 サンドイッチ パン 無

株式会社山十大屋 山形県山形市十日町一丁目3-34 カレーパン パン なし

株式会社山十大屋 山形県山形市十日町一丁目3-34 調理パン パン なし

（株）スヰト 長野県松本市大手４－２－１２ カレードーナッツほか パン なし

株式会社東京キムラヤ 江戸川区船堀５－５－２３ パン類 パン なし

株式会社ドルチア 江戸川区西小岩３－３５－１６ パン類 パン なし

（株）ドンク九州　福岡工場 福岡市博多区東比恵３－１７－３１ 菓子パン パン 無

（株）マルシャン 長岡市南陽１－１０８９－１１ 食パン パン なし

（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 パン（調理ﾊﾟﾝ) パン 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 パン等(加工油脂) パン 無 　

カルフール・ジャパン 株式会社 町田市鶴間３－１４－１ カレーパン パン なし

キャピタル（株） 文京区本駒込６－１－９ ミートパイ パン 無 有

キャピタル（株） 文京区本駒込６－１－９ シヤンピジオンカレー パン 無 有

キャピタル（株） 文京区本駒込６－１－９ クロワッサンカレー パン 無 有

キャピタル（株） 文京区本駒込６－１－９ カレードーナツ パン 無 有

清田産業（株） 関市東新町７－２－２ スナックウイッチカレー＆タマゴ パン なし

清田産業（株） 関市東新町７－２－２ スナックウイッチカレー＆ツナサ
ラダ

パン なし

幸栄ベーカリー株式会社 四日市市小古曽東二丁目７－２７ 菓子パン パン なし

幸栄ベーカリー株式会社 四日市市小古曽東二丁目７－２７ 食パン パン なし

幸栄ベーカリー株式会社 四日市市小古曽東二丁目７－２７ そうざいパン（カレー系） パン なし

合資会社木村屋 江戸川区平井５－２３－５ パン類 パン なし
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原料切換
え

桜井　一雄 江戸川区平井４－９－５ パン類 パン なし

佐藤　賢二 江戸川区北小岩６－５－２ パン類 パン なし

サンブレッド協業 知多市北浜町１３ パン パン なし

敷島製パン株式会社 昭島市武蔵野２－１２－３ 食パン類 パン なし

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 菓子パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 菓子パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 菓子パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 食パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 焼きこみ調理パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 焼きこみ調理パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 焼きこみ調理パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 焼きこみ調理パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 焼きこみ調理パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 焼きこみ調理パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 焼きこみ調理パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 焼きこみ調理パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ カントリーカレーパン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 黒カレーパン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ フライドッグ パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 菓子パン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ ピロシキ パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ マヨコンウィンナー パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 辛口カレーパン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ コッペハムカツマーガリン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ ベーコンコーン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ ウィンナーエッグデニシュ パン 無
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白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ コロッケパン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ チーズマヨネーズウィンナー パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ コッペタマゴ＆マーガリン パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ フワフワタマゴドーナツ パン 無

白石食品工業株式会社 盛岡市黒川２３－７０－１ 菓子パン パン 無

鈴木　和己 江戸川区東小松川１－９－１６ パン類 パン なし

鈴木　宏 江戸川区松江４－１３－６ パン類 パン なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－３ カレードーナツ パン なし

生活協同組合コープとうきょう 東京都練馬区石神井町４－１－4 コロッケパン パン なし

セイコーフレッシュフーズ(株)稚
内工場

稚内市末広1丁目5-2 調理パン パン 無

第一屋製パン株式会社小平工場 小平市小川東町三丁目６番１号 ホーホーのドーナツドーナツ パン なし

第一屋製パン株式会社小平工場 小平市小川東町三丁目６番１号 まろやかメロンパン パン なし

第一屋製パン株式会社小平工場 小平市小川東町三丁目６番１号 おすすめメロンパン パン なし

第一屋製パン株式会社小平工場 小平市小川東町三丁目６番１号 ニョトノのメロンパン パン なし

第一屋製パン株式会社小平工場 小平市小川東町三丁目６番１号 究極の夕張メロンパン パン なし

第一屋製パン株式会社小平工場 小平市小川東町三丁目６番１号 マロンドカフェ パン なし

第一屋製パン株式会社小平工場 小平市小川東町三丁目６番１号 手包みメロンパン パン なし

第一食品㈱ 富山市森７８８ L揚げパン新世紀洋食屋の黒カ
レー

パン 無 牛肉

第一食品㈱ 富山市森７８８ L揚げパン新世紀洋食屋のビーフ
カレー

パン 無 牛肉

第一食品㈱ 富山市森７８８ L揚げパン新世紀洋食屋のビーフ
シチュー

パン 無 牛肉

第一食品㈱ 富山市森７８８ ウインナ－エッグデニッシュ パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 小倉パン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 果実の入ったメロンパン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ カレーパンドーナツ パン 無 牛肉

第一食品㈱ 富山市森７８８ 清里ミルクブレット パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 銀チョコロール パン 無 牛脂
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

第一食品㈱ 富山市森７８８ 金時サンド パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ クリームパン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ クロワッサン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ こしあんパン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ごまおさつブレッド パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 小麦畑からの伝言ハンバーガー パン 無 牛エキス

第一食品㈱ 富山市森７８８ サンドロール小倉＆ネオ パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ シーチキンロール パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ジャムパン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ジャンボ荒挽きソーセージ パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ シューロール パン 無 ゼラチン

第一食品㈱ 富山市森７８８ 食パン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 白あんパン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 深層水食パン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 深層水レーズン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ソーセージ＆タマゴデニッシュ パン 無 ゼラチン

第一食品㈱ 富山市森７８８ ソフトフランスチョコ パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 二色パン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ねじりチョコ パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ぶどうパン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ふんわり甲州ぶどう パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ふんわりマスクメロン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ベーコンコン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ベーコンマヨネーズデニッシュ パン 無 牛エキス

第一食品㈱ 富山市森７８８ 北海道スイートコーンマヨネーズ パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 豆パン パン 無 牛脂
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

第一食品㈱ 富山市森７８８ マヨコンウインナー パン 無 ゼラチン

第一食品㈱ 富山市森７８８ メロンパン パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ ヨーロピアンチーズ パン 無 牛脂

第一食品㈱ 富山市森７８８ 練乳くるみ パン 無 牛脂

第一屋製パン株式会社大阪空港工
場

池田市空港1-13-1 クロワッサン４ケ入 パン 無

ダイヤパン株式会社 四日市市城東町１７番１４号 菓子パン パン なし

ダイヤパン株式会社 四日市市城東町１７番１４号 デニッシュ パン なし

高橋　敏郎 江戸川区南小岩２－７－６ パン類 パン なし

高橋製粉株式会社 松戸市小山645 カレーパン パン 無

タカラ食品株 稲沢市天地遠松町１０ 食パン等 パン なし

田中製パン 五泉市本町５丁目２－４２ パン パン なし

堤製パン株式会社 伊予三島市中曽根町４０２－１ パン パン 無

堤製パン株式会社 徳島市住吉５丁目５－５０ パン４０品目 パン 無

東急ストア（株）ｻﾝジェルマン あきる野市秋川１－１７－１ パン パン なし

長島　修二 江戸川区南小岩２－４－１０　７号棟 菓子パン類 パン なし

長島　修二 江戸川区南小岩２－４－１０　７号棟 パン類 パン なし

仲西　安一 江戸川区東小岩１－８－２ パン類 パン なし

新潟県パン工業株式会社 新津市東町３－８－２７ パン パン なし

パンドール 山形県東村山郡中山町長崎3030－1 カレーパン パン なし

広田製パン所 柏崎市大字東条６２９ 食パン、菓子パン等 パン なし

冨士製パン株式会社 富士市蓼原１１７８－３ 食パン パン なし － － － － －

藤田製パン所 柏崎市諏訪町４－２４ 食パン等 パン なし

フジパンストアー株式会社 交野市私部西1401-1 黒下和牛カレーパン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 黒糖レーズンブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 食塩無添加食パン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 レーズン食パン パン 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ホテルブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 エトランゼ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 くるみ＆レーズンブレド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 六甲山麓牛乳ミニブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 （Ｊ）ホテルブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ホテルブレッド（2） パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 うるおいバターロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 天然酵母入りバターロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 スリットホームロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 スイート食パン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ドッグロール（大） パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ロールＡ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 新厚切トーストブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 業務用バターロール（10） パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 バターロールＢ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 スヌーピードック パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ストロベリーロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 アップルロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 パインロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ゴマ玄米ブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 うるおいブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 他２種 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 うるおい棒食 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 オリジナル（150） パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ホワイトブレッド4Ｆ パン 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ホワイトブレッド8Ｆ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 オリジナル（250） パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 イングリッシュブレッド（250） パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 イギリス食 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 オリジナル（150）棒食 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 オリジナル（170）棒食 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 業務用高級食 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 全粒粉食パン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 全粒ブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 グラハム食 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ＲＦグラハム パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 全粒３斤棒食パン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ＲＦデニッシュ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Ｅクロワッサン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ブリオッシュショコラ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Ｅブリオッシュショコラ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 メープルロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eメープルデニッシュ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eフォカリチャ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eシナモンロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eショコラ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 クリームパン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 あんぱん パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ブリオッシュメロン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eパネトーネ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eアップルパイ パン 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 カフェロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ダブルマロン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 オニオンチーズ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 サツマイモデニッシュ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 クルミ＆レーズン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ブルーベリークリームチーズ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 カレーフォカッチャ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ハースロール パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ジャーマンドッグ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 クローネ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ポーボーイブレッド パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ミラノパン パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ミルクフランス パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eチーズフランス パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 チーズフランス パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eミニバケット パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 Eカスクート パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 紅茶ムシケーキ パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 スチームケーキミルク パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 スチームケーキ苺 パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 ココアテーブル パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 イチゴテーブル パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 キャロット パン 無

富士屋株式会社　高石工場 高石市高砂2-2-4 チーズムシケーキ パン 無

藤原義信 福岡市西区生の松原４－４６－１ 調理パン パン 無

ベーカリーパパンガ　籾山哲也 長野県塩尻市大門７－２－２ キーマカレーパン パン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

もとまちユニオン　湘南国際村店 三浦郡葉山町上山口 パン パン なし

もとまちユニオン　葉山店 三浦郡葉山町堀内 パン パン なし

もとまちユニオン鎌倉店 鎌倉市小町 パン パン なし

森山　正春　「ベーカリーモリ」 東京都日野市大坂上1-30-26 ブラウンブレット パン なし

森山　正春　「ベーカリーモリ」 東京都日野市大坂上1-30-26 バターロール パン なし

山本　尚治 高知県室戸市浮津1560 カレーパン パン 無

有限会社　岡松製パン店 高知県安芸市本町４丁目8-32 ハンバーグパン パン 無

有限会社　岡松製パン店 高知県安芸市本町４丁目8-32 カレーパン パン 無

有限会社　東條文明堂 板野郡上板町神宅字宮の北10 カレーパン パン 無

有限会社福田パン 盛岡市長田町１２－１１ マーガリンパン パン 無

有限会社福田パン 盛岡市長田町１２－１１ 菓子パン パン 無

有限会社福田パン 盛岡市長田町１２－１１ 菓子パン パン 無

有限会社福田パン 盛岡市長田町１２－１１ 菓子パン パン 無

有限会社福田パン 盛岡市長田町１２－１１ コンチネンタルゴーダチーズパン パン 無

有限会社福田パン 盛岡市長田町１２－１１ ハイリュードパン パン 無

有限会社ベーカリー・タロー 徳島市徳島町城内６－３４ 食パン２品目 パン 無

有限会社ベーカリー・タロー 徳島市徳島町城内６－３４ 菓子パン６８品目 パン 無

有限会社わかみや製パン 交野市天野が原町3-1-7 学校給食用パン パン 無

四柳利美 種市町32-95-1 パン パン 無

四柳利美 種市町32-95-1 カレーパン パン 無

リーベ　奥村啓伯 大東市住道1-1-4 調理パン２種 パン 無

株式会社　マルエツ　東逗子店 逗子市桜山 パン パン なし

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ モーニングブレッド パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ライ麦パン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ 無塩食 パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ シナモンﾚｰｽﾞﾝ パン 無
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え

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ アメリカンソフトオレンジ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ フィネスブレッド パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ マーブルブレッド パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ロシアンティーブレッド パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ブラウンブレッド パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ スペシャルイギリス パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ モンブレッド パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ アメリカンソフトﾚｰｽﾞﾝ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ キャロットブレッド パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ スーパーエクセレント パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ゴールドブレッド パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ メロンパン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ 最高級バターロール パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ クルミ＆ブドウミルク パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ 黒糖バターレーズン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ソフトレーズン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ソフトロール パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ツイストロール パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ソフトエッグ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ 銀座メロン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ウインロールケシ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ダブルチーズ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ セサミツマ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ブルーベリーチーズ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ カマンベールセサミ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ソンブレロ パン 無
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株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ クロワッサン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ パンオショコラ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ パンオレザン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ペピトーンショコラ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ オサツブリオッシュ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ シナモンロール パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ シナモン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ クリームチーズ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ソフトレモネード パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ チョコクロワッサン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ 紅茶クロワッサン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ポンデケージョ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ アンバター パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ ピザパン パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ キノコカレー パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ イタリアンパニーニハム＆チーズ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ シェフの手作りビーフカレー パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ アジアンピロシキ パン 無

株式会社木村屋總本店 東京都江東区有明１－６－１８ 荒挽きウィンナードーナツ パン 無

㈱アンデルセン 新宿区西新宿２－１－１ パン パン なし

㈱いなげや　日野万願寺駅前店」 東京都日野市新井33-2 チーズクーペ パン なし

㈱いなげや　日野万願寺駅前店」 東京都日野市新井33-2 ホテルブレッド パン なし

㈱エレクトロン 岐阜県加茂郡富加町羽生2146番地の2 食パン、菓子パン パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ バターロール パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ レーズンロール パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ 国内産小麦パン パン なし
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㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ クロワッサン パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ クルミバケット パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ 英国ブレッド パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ゴマパン パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ライ麦２０ パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ クルミロール パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ロッゲンブロート パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ プンパーニッケル パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ バタートースト パン なし

㈱神田精養軒 新宿区中落合１－５－４ ﾎﾙｺﾙﾝﾊﾞｲﾂェン パン なし

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ 石臼ブレッド パン 無

㈱ぐりむ食品研究所千葉工場 市原市千種1-10-5 食パン パン 無

㈱京王プラザホテル多摩事業部 東京都多摩市落合1-43 ピタパン パン 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 ハードロール生地 パン 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 レーズンブレッド パン 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 フルーツブリオッシュ パン 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 クロワッサン パン 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 デニッシュ パン 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 スイートロール パン 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 ソフト・モーニングロール パン 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 バナナブレッド パン 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 ブレッド生地 パン 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 菓子パン生地 パン なし

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ ピロシキ パン なし

㈱新宿高野 新宿区新宿３－２６－１１ カレーパン パン なし

㈱髙島屋港南台店（菓子製造業） 横浜市港南区港南台3-1-3 ビーフカレーパン パン なし
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㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 バターロール パン なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 チーズクリームパン パン なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 チーズフランスパン パン なし

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 食パン パン なし

㈱ピエトロ福岡工場 古賀市鹿部335-43 厨房食材ﾋﾟｻﾞ生地 パン 無

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 コロッケロール パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 だんしゃく（ポテトサラダカレー
味）

パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 カレードーナッツ（辛口） パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 ピロシキ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 バーガー パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 ディナーロール パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 ムーランドッグ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 長ドッグ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 クーペ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 カマンベールスティック パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 わんぱくランチ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 てりやきバーグ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 スパイシーフランク パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 ツインウィンナー パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 カレーフランク パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 クロワッサンフランク パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 ハムロール パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 シャポーロール パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 ウインナーパン パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 夢恋人小倉 パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 夢恋人クリーム パン なし
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㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 デニッシュブレッド パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 クロワッサン（14種） パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 富良野メロンパン パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 コーヒースナック パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 クルミキャラメル パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 カステラサンド パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 ジェニー パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 クリームロール パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 クリームレーズン パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 フルーツデニッシュ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 アップルファッション パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 シナモンスティック パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 クロワッサンスティック パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 切りあんデニッシュ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 抹茶大納言 パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 ミニクロチョコ パン なし

㈱山一パン総本店 京都市南区久世築山町２６４番地 チョコリンング パン なし

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ IYテーブルブレッド パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ チョココロネ等３種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ 菓子パン類１７種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ 菓子パン類１３種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ ソフトペストリーチョコ パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ ジャンボむしケーキはちみつ等３
種

パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ ジャンボむしケーキ等４種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ ジャンボ蒸しケーキブルーベリー パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ たまごドーナツ パン 無
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㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ あんドーナツ等３種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ ピロシキドーナツ パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ おやつカステラ等１５種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ NEW林檎のスフレケーキ等５種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ こだわり大福等７種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ ハムチーズロール パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ こだわり特選カレー等２種 パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ ピリ辛ソーセージデニッシュ パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ パニーニベーコンマスタード パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ チキンカツロール パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ Ｌフランクドッグ パン 無

㈱木村屋総本舗柏工場 柏市十余二１４－１ ｌハンバーガー パン 無

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化（ミルクパン） パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（チョコス
ティック）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（シモンパ
ン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（ごまパ
ン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（ソフトフ
ランスパン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（黒糖パ
ン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（メロンパ
ン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（レーズン
パン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（クロワッ
サン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（黒糖パ
ン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（玉子パ
ン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（バター
ロール）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（かぼちゃ
パン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（人参パ
ン）

パン 無し 　
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熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（パインパ
ン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（ココアパ
ン）

パン 無し 　

熊本県パン協同組合 熊本県菊池郡七城町蘇崎１３５０－５ 学校給食・多様化パン（チーズパ
ン）

パン 無し 　

有限会社　柏木製パン所 平塚市田村５７９９ パン パン なし

安藤明美 青森市桜川９丁目１－２７ パン、焼き菓子 パン、菓子 なし

有限会社しゅんＴｈｅ 青森市松原１丁目５－１６ パン、菓子 パン、菓子 なし

（株）タートリアン 青森市卸町２ー１７ パン、ケーキ パン、洋生菓子 なし

ハイフーズアマタケ株式会社滝の
里工場

陸前高田市竹駒町字滝の里 おかやまｺｰﾌﾟＰＢ合鴨ﾎﾞｰﾙ パン粉 無

三木食品株式会社 姫路市木場前町七反町２８ 暮らしの８８．Ｋｏｕ’ｓ パン粉 なし

三木食品株式会社 姫路市木場前町七反町２８ 生パン粉（ころも美人） パン粉 なし

三木食品株式会社 姫路市木場前町七反町２８ クインズシェフ・ローストパン粉 パン粉 なし

㈱サヌキフーズ 香川県三豊郡山本町大字大野2951番地9 パン粉 パン粉 無

㈱正岡 香川県観音寺市粟井町1078番地5 パン粉（白）（オレンジ） パン粉 無

㈱マスヤ 富津市湊１０７１－２ パン粉 パン粉 無

島川製菓㈱ 札幌市白石区東札幌２条２丁目１－５ カステラ 半生菓子 なし

株式会社麺物語本舗 神埼郡神崎町大字城原３８６０ 九州とんこつらあめん 半生めん 無

株式会社麺物語本舗 神埼郡神崎町大字城原３８６０ 手延べらあめんとんこつ 半生めん 無

ﾔｸﾙﾄ食品工業株式会社 神埼郡神崎町大字城原3860 九州とんこつらあめん 半生めん 無

丸大食品（株） 空知郡栗沢町由良2-3 ミニハンバーグ等ハンバーグ2種 ハンバーグ なし

江崎物産㈱ 鹿児島市西陵１－１－１１ 牛肉使用製品 ハンバーグ 無

（株）ダイエーミート札幌セン
ター

石狩市新港西１丁目２－７７０ 手ごねハンバーグ ハンバーグ（牛
エキス）

なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ 牛肉・ビーフエキス使用製品 ハンバーグ惣菜
（弁当）

無

（株）コモ 小牧市村中下之坪５０５－１ アップルテイーパン、ﾊﾟﾈｰﾄ紅茶&
ｱｯﾌﾟﾙ、クリーム小町、小倉小町
等

パン類 なし

（株）金谷ホテルベーカリー　今
市工場

今市市土沢９９２－１ ドッグロール パン類 なし

（株）金谷ホテルベーカリー　今
市工場

今市市土沢９９２－１ マルチピザ パン類 なし
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（株）金谷ホテルベーカリー　今
市工場

今市市土沢９９２－1 こんがりインドカリー パン類 なし

（株）金谷ホテルベーカリー　今
市工場

今市市土沢９９２－1 ミートピロシキ パン類 なし

株式会社エフビーエス旭川工場 旭川市工業団地４条１丁目２番２９号 菓子パン パン類 なし

株式会社エフビーエス旭川工場 旭川市工業団地４条１丁目２番２９号 調理パン パン類 なし

株式会社サンロイヤル旭川 旭川市神居９条１丁目７番１号 菓子パン パン類 なし

株式会社サンロイヤル旭川 旭川市神居９条１丁目７番１号 調理パン パン類 なし

（株）新潟フレッシュデリカ 長岡市南陽１－１０２７－５ 菓子パン類 パン類 なし

（株）弁釜　旭川工場 旭川市工業団地３条１丁目１－２８ 調理パン パン類 なし

コープこうべ六甲アイランド工場 東灘区向洋町西２－１ パン類 パン類 なし

敷島製パン（株）　神戸工場 西区高塚台７丁目２－１ 食パン類 パン類 なし

敷島製パン（株）　神戸工場 西区高塚台７丁目２－１ テーブルロール類 パン類 なし

敷島製パン（株）　神戸工場 西区高塚台７丁目２－１ 欧風パン類 パン類 なし

敷島製パン（株）　神戸工場 西区高塚台７丁目２－１ 菓子パン類 パン類 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 ｲﾀﾘｱﾝ風ﾌﾞﾚｯﾄﾞｵﾆｵﾝﾍﾟｯﾊﾟｰ ﾊﾟﾝ類 無

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 CKﾛﾝｸﾞｱﾗﾋﾞｷｿｰｾｰｼﾞ ﾊﾟﾝ類 無

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 ｸｰﾍﾞﾙﾁｭｰﾙ､ｼｮｺﾗｸｯｷｰﾊﾞﾝｽﾞ ﾊﾟﾝ類 無

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 FMﾏﾖｺﾝｳｲﾝﾅｰ ﾊﾟﾝ類 無

敷島製パン㈱ 犬山市大字羽黒新田字不二見坂１－５ ケーキ類・カレーパン類、ソフト
ピザ・カレースッティク、中華ピ
ロシキ等

パン類 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 菓子パン パン類 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 調理パン パン類 なし

フジパン（株）西春工場 西春町法成寺戊亥出１ パン パン類 なし

フジパン(株)豊明工場 豊明市新田町井の花１８番地 パン類・油菓子類 パン類 なし

フジパン㈱ 入間市狭山ヶ原字松原１０８－５ パン類 パン類 なし

フジパン㈱横浜工場 横浜市旭区上白根３－３９－１ カレーパン パン類 なし

宮崎食品㈲ 東京都清瀬市松山２－１５－６ チーズネジリパン パン類 なし
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宮崎食品㈲ 東京都清瀬市松山２－１５－６ 菓子パン パン類 なし

宮崎食品㈲ 東京都清瀬市松山２－１５－６ ホットロール他 パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城工場 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ タマゴパン パン類 なし
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山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２－１－３ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第一工場 大阪府吹田市幸町２９－１ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ ソーセージ棒 パン類 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２－１８３５－５ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ 焼カレーパン パン類 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱岡山工場 岡山県総社市井尻野８００ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱京都工場 京都府宇治市槇島町目川１００ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ カレーウインナー パン類 なし
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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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販売中止 製品回収
原料切換
え

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱熊本工場 熊本県下益城郡松橋町裏川内２３８８ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第一工
場

埼玉県所沢市坂之下８５ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱埼玉工場埼玉第二東
村山工場

東京都東村山市久米川町１－５３－１ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし
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山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱札幌工場 北海道恵庭市恵南１０－１ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱杉並工場 東京都杉並区高井戸西３－２－３０ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし
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山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱仙台工場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－９－
１

ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし
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山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱千葉工場 千葉県千葉市美浜区新港２２ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱十和田工場 青森県十和田市稲生町１－１３ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 タマゴパン パン類 なし
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山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町 ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱新潟工場 新潟県中蒲原郡横越町二本木１３６５
－１

ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ソーセージ棒 パン類 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 ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱浜松工場 静岡県浜松市三島町２７６ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 焼カレーパン パン類 なし
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山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱阪南工場 大阪府羽曳野広瀬１６１ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱広島工場 広島県広島市安佐北区大林２－３－１ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ カレーウインナー パン類 なし
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山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱福岡工場 福岡県古賀市古賀６９ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱古河工場 茨城県猿島郡総和町丘里７ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし
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山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第一工
場

千葉県松戸市花島向島３１９ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし
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山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱松戸工場松戸第二工
場

千葉県松戸市上本郷字道心田１７７－
１

ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２－５－１４ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし
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山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第一工場 神奈川県戸塚区上柏尾町１５ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ 長いソーセージ パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ ソーセージ棒 パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ ハムエッグパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ ニューハムエッグ パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ カレーウインナー パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ 長いウインナーロール パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ タマゴパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ 粗挽きフランクオニオンマヨネー
ズ

パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ タマゴハムデニッシュ パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ 焼カレーパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ エッグ＆カレー パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ 肉ジャガコロッケサンド パン類 なし
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山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ 肉ジャガコロッケパン パン類 なし

山崎製パン㈱横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町１８８ ジャンボメンチカツドーナツ等 パン類 なし

㈱コープベーカリー 東灘区向洋町西２－１ 菓子パン類 パン類 なし

㈱ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ 川崎市高津区二子1-17-1 食パン類 パン類 なし

㈱ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ 川崎市高津区二子1-17-1 菓子パン類 パン類 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 パン類 パン類 なし

㈱ファミリーシェフ 東灘区深江浜町２５ 調理パン パン類 なし

たいようパン株式会社 高畠町大字深沼２８５９－６ 横須賀海軍カレーパン パン冷凍生地 なし

サンアイフーズ（有） 宇佐市長洲927-4 菓子 パン類 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 カレーパン パン類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ヨーロピアンウインナー パン類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ランチソーセージ パン類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 ロングウインナー パン類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 カマンベールチーズ パン類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 コロネ（チョコ） パン類 無

株式会社　イケダパン 東諸県郡高岡町花見2142番20号 赤ワインビーフシチュー パン類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ カレーパン パン類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ヨーロピアンウインナｰ パン類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ランチソーセージ パン類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ ロングウインナｰ パン類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ カマンベールチーズ パン類 無

株式会社イケダパン 鹿児島市南栄４－１２－２ コロネ（チョコ） パン類 無

株式会社ﾄﾞﾝｸ西日本高知西武店 高知市南はりやま町1丁目８－１西武高
知店Ｂ１

サンドイッチ(エビカツサンド) パン類 無

株式会社ﾄﾞﾝｸ西日本高知西武店 高知市南はりやま町1丁目８－１西武高
知店Ｂ2

ﾄﾞｰﾅﾂ(カレーパン) パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 小倉あんぱん パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 じゃり パン類 無
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株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ハムチーズマヨ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 クリームオグラ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ロングスティック パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 チーズマヨスティック パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 黒糖ロール パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 くるみあんぱん パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 パイシュー パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 クッキーシュー パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ボンデケージョ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ボービリア黒ゴマ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協ＵＦＯパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 オレンジデニッシュ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ノンチャン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 日向夏メロン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ホイップメロン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミルクメロン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協ミニオグラ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミニサンドコッペ（ミルク） パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミニサンドコッペ（チョコ） パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協デニッシュイタリアン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 アンドーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミルクフランス パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 チョコツイスト パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ポテトマーガリン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 サツマイモクリッカー パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 マロンブレッド パン類 無
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株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 チョコブレッド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 アップルデニッシュ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 デニッシュブレッド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 アップルカスタード パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協バナナロール パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協黒糖ピーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ウインナードッグ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 バジルフランク パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 チーズワッサン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 チョココロネ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 マヨネーズパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 テーブル７ヶ入り パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 うわさのパンＪ＆Ｍ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生クリームチョコ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 カレードーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミニボルガ３ヶ入 パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミニボール パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 特注プチットロール パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 もっちり食パン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ツブチョコメロン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ホワイトブルーベリー パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協プチチョコメロン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 クロワッサン８ヶ入 パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 チョコピーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協シュークリームパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協カスタードデニッシュ パン類 無
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株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミックスピザ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 サバランホイップ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 マルゴトソーセージ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 生協チーズマヨネーズ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 厚切りハム＆チーズ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ロングシュガーマーガリン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 おさつスティックサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 コッペジャム＆マーガリン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 コッペつぶあん＆マーガリン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ダブルクリームサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ふんわりクリームサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 小倉あんドーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 キャベツが入ったメンチカツパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 こしあんドーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 たっぷりバターソフト パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ツナ包み焼きパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ホワイトミルクロール パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ソフトピーナッツサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 メープルのパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 カフェモカサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミルクパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 コッペハチミツ＆マーガリン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 スウィートポテトなパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 豊の香いちご＆ホイップ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 モカチーノサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ちぎりパン（バニラチョコ） パン類 無
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株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ブルーベリー＆ミルク パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 バナナカスター＆ホイップ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ホイップチョコ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミルキーフランス パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 クリーミーおさつ＆ホイップ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ホイップ＆カスタードーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミルキーメロン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ホイップショコラ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 くるくるシュクレ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 メロンパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミルキーレーズン　01.10.29推奨
予定

パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ソフトフランスクロワッサン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ごまとカマンベール パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 チョコクリームサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 クリームパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 シナモンスティックドーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ツナオニオン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 サクサク林檎のデニッシュ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 やきそばパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 カレーパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 中華ドーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 メンチカツパン パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 パンコロッケ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ソーセージドーナッツ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 エクレア パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 シュークリーム パン類 無

468 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 テーブルサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ニューエッグサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ワッサンエッグ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ワッサンツナポテト パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ダブルサンド（空港） パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 テリヤキバーガー パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ダブルバーガー パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 タマゴサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 パーティサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミックスサラダ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 アンサンブルサンド パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ソーセージドッグ パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 コロッケサンド（空港） パン類 無

株式会社モンドールサガ 宮崎県宮崎郡田野町字西平甲10536－1 ミックスサンド（空港） パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 丸ごとソーセージロール パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ソーセージ棒 パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ハムエッグパン パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ソーセージ＆マヨネーズブレッド パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ニューハムエッグ パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ウインナ-ロール パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 超ロングウインナーロール パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ タマゴパン パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ カレーパン パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 大きなコロッケパン パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ハムカツパーカー パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 焼きカレーパン パン類 無
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株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ エッグ＆カレー パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 肉ジャガコロッケサンド パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 肉ジャガコロッケパン パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 一本背負い パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ カレーまん パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 具たっぷりカレーまん パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ビーフボックス パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ピザまん パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ソーセージ＆チーズマヨネーズ パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ チョコサンホルン パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 本格焼そば パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ フランクフルトデニッシュ パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 北海道ポテト（ハム＆チーズ) パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 長いソーセージロール パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 十勝バターのパン パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ カルビ焼肉ボックス パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ 特撰黒豚まん パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ カルビ焼肉ボックス パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ ソーセージのパン パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ パイシュークリーム パン類 無

株式会社高知ヤマザキ 高知市大津乙１７５０ チーズ＆肉ジャガコロッケ パン類 無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ 北海道練乳フランス パン類 無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ コロネ パン類 無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ プリンパン パン類 無

生協コープかごしま惣菜・ベーカ
リー事業部

鹿児島市田上町３７３８ カレーパンなど パン類 無

日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ 朝食ドッグ（３－１） パン類 　無
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日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ 朝食ドッグ（３－２） パン類 　無

日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ 朝食ドッグ（３－３） パン類 　無

日本ハム株式会社　諫早プラント 長崎県諌早市船越町７００ ビザのはいったもちもちパン パン類 　無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 おでんの素 ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

㈱ニビシ物産 高槻市郡家本町50-19 ﾗｰﾒﾝ ﾋﾞｰﾌｴｷｽ 無

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ＳＢオイル ビーフオイル 無

㈱エレクトロン 岐阜県加茂郡富加町羽生2146番地の2 カレードーナッツ ビーフカレー なし

㈱大近 東大阪市鴻池元町１１－７ ビーフカレー ビーフカレー なし

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ３Ｔグルー ビーフボーンエ
キス

無

甲府東洋（株） 中巨摩郡田富町布施９１ Ａ－ＣＯＯＰ味付け焼ビーフン ビーフン なし

貞光食糧工業有限会社食品工場 美馬郡貞光町太田字小山北168-2 健康熟成鶏つみれ 非加熱食肉製品 無

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ピザボロネーゼ ピザ なし

㈱オイシス 伊丹市池尻２－２３ ピザカルボナーラ ピザ なし

㈱三田工業所 横浜市鶴見区鶴見中央
１－２７－６

スーパートリプル
姫マツタケ粒

姫マツタケ
加工食品

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 生協冷やし中華スープ３連 冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープ　ごまだれ 冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープ　ビック１００
Ｓ

冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープ　フレッシュ 冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープ　フレッシュ２
連Ｍ

冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープ　フレッシュ３
連Ｍ

冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープ　フレッシュ単
連Ｍ

冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープ４０Ｂ 冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープビック　１００
Ｂ

冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やし中華スープビック　８０Ｂ 冷やし中華スー
プ

なし

㈱初雁麺 川越市豊田本１９９５－４ 冷やしラーメンスープ 冷やし中華スー
プ

なし

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 アイスキャンデー　ミルク 氷菓 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 アイスキャンデー　ヨーグルト 氷菓 無

株式会社グレア 福岡県嘉穂郡穂波町平恒432-6 アイスキャンデー　あずき 氷菓 無

（株）パールハウス 福岡市博多区那珂５－２－２２ シャーベット類 氷菓 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ わいわいらんど 氷菓 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ ｼﾞｭﾚｯﾌﾟﾒﾛﾝ 氷菓 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ 学校給食用ｵﾚﾝｼﾞｼｬｰﾍﾞｯﾄ 氷菓 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ 石村･ｵﾚﾝｼﾞｼｬｰﾍﾞｯﾄ 氷菓 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ 石村･ﾒﾛﾝｼｬｰﾍﾞｯﾄ 氷菓 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ 石村・ﾘﾝｺﾞｼｬｰﾍﾞｯﾄ 氷菓 無

全酪新世乳業株式会社 甘木市小田１２７５ 生協用ｼﾞｭﾚｯﾌﾟﾒﾛﾝ 氷菓 無

ロイヤル食品(株) 東区和白東五丁目１１番２３号 シャーベット類 氷菓 無

ロイヤル食品(株) 東区和白東五丁目１１番２３号 かき氷類 氷菓 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ 鍋つゆ　８３２４０ 瓶詰 無

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸茶漬　１２５ｇ／
１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸茶漬　３７０ｇ／
１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 新ナガノ　明太子入りなめ茸１２
０ｇ／１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸茶漬　１８０ｇ／
１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　うす塩なめ茸１８０ｇ／
１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸おかわり１８０ｇ
／１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 くらしモア　なめ茸茶漬１８０ｇ
／１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 サンリブ特選なめ茸茶漬　１８０
ｇ／３０

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸茶漬　１８０ｇ／
３０

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　うす塩なめ茸３７０ｇ／
１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 京都生活協同組合　味えのき茸
１８０ｇ／１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　おかず道場　浅炊ききの
こ　１５０ｇ／１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ツルヤ　北アルプス雪割り茸１７
５ｇ／２５

びん詰 なし
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（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸茶漬１２５ｇ／１
５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸茶漬３７０ｇ／１
５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸茶漬１８０ｇ／１
６

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　うす塩なめ茸１８０ｇ／
１５

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　なめ茸茶漬１８０ｇ／３
０

びん詰 なし

（株）ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３番地 ナガノ　うす塩なめ茸　３７０ｇ
／１５

びん詰 なし

株式会社富士冷缶詰工場 焼津市惣右衛門１２８１－２ かつお油漬(フレーク） 瓶詰・缶詰 無

いなば食品株式会社 庵原郡由比町北田１１４－１ 味付ザーサイ びん詰 なし

いなば食品株式会社 庵原郡由比町北田１１４－１ 味付メンマ びん詰 なし

八戸缶詰株式会社 久慈市長内町第40地割17-4 たらこの茶漬 びん詰 無

（有）峯尾醤油醸造所 中郡二宮町二宮８９４ つゆの素 瓶詰め食品 なし

茨城県漁業協同組合連合会 　ひたちなか市和田町３－９－１７ ひとくち昆布 瓶詰め食品 無

茨城県漁業協同組合連合会 　ひたちなか市和田町３－９－１７ ひとくち昆布　椎茸入り 瓶詰め食品 無

株式会社桃屋 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１６－
２

ザーサイ 瓶詰め食品 無

ヤマモリ株式会社 松阪工場 松阪市大口町字新地1672-7 料理だし うすいろ びん詰 なし

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ルイーゼ白 ファットスプ
レッド

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ルイーゼホイップ白 ファットスプ
レッド

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ルイーゼホイップイチゴ ファットスプ
レッド

無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ルイーゼホイップチョコ ファットスプ
レッド

無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ジョワイユＷＦホイップ ファットスプ
レッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ネオスプレッドソフト１ｋｇ，４
ｋｇ

ファットスプ
レッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ シャンボールソフトスプレッド１
ｋｇ

ファットスプ
レッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ネオソフト１８０ｇ，４５０ｇ，
６００ｇ

ファットスプ
レッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ネオソフト北海道バター入り
チューブ１５０ｇ

ファットスプ
レッド

なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1151 ルイーゼ白 ファットスプ
レッド

なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1152 ルイーゼホイップ ファットスプ
レッド

なし
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旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1159 オリンピアシート ファットスプ
レッド

なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1164 オリンピアシートスライスチーズ ファットスプ
レッド

なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1169 オリンピアスイートカマンベール ファットスプ
レッド

なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1171 オリンピアスイートシート ファットスプ
レッド

なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1202 ｵﾘﾝﾋﾟｱｽﾄﾛｰ ﾌｧｯﾄｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ラメールヨーグルトＳ ファットスプ
レッド（加糖）

なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1166 オリンピアスイートミルク ファットスプ
レッドｆ

なし

交野デリシア㈱ 交野市星田北１－４９－１ 玉子とアスパラのドリア ブイヨンパウ
ダー

無

タカ食品工業株式会社 福岡県山門郡瀬高町小川１１８９ー2 パン用フィリングカレー類 フィリング 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ うどんつゆ　２３２４０　２３２
４３

フィルムパック 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ そばつゆ　２３２４２　２３２４
４

フィルムパック 無

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマスタードソフトスプレッ
ド

風味ファットス
プレッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマスタードスプレッドＩＲ
Ｅ

風味ファットス
プレッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ＵＣＣマスタードスプレッド 風味ファットス
プレッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ソフトスプレッドマスタード１ｋ
ｇ，８ｋｇ

風味ファットス
プレッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ソフトスプレッドマスタードＷ１
ｋｇ

風味ファットス
プレッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ソフトスプレッドマスタード辛口
１ｋｇ

風味ファットス
プレッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ソフトスプレッドマスタードＳ４
ｋｇ

風味ファットス
プレッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ガーリックソフトチューブ９０ｇ 風味ファットス
プレッド

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ピーナッツソフト１００ｇ 風味ファットス
プレッド（加

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ぬって焼くとフレンチトースト９
０ｇ

風味ファットス
プレッド（加

なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ぬって焼くとシナモントースト９
０ｇ

風味ファットス
プレッド（加

なし

協和発酵工業㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ マスターフレーバー 風味料 無

ジャルロイヤルケータリング株式
会社

成田市三里塚字御料牧場1-720 フォンド・ボー フォンド・ボー 無

㈱原信 南蒲原郡中之島町中興野１８－２ バーガーミックス 副原料 なし

（株）筑豊食品 直方市大字下境字古田前３８２０ 惣菜 複合食品 無
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㈱酒悦茨城工場 潮来市永山１４３７ ふくじん漬 ふくじん漬 無

株式会社大田ベーカリー 鹿児島市伊敷町３１９６ ビーフエキス使用製品 プチサンド 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 ブッセ 無

ソントン食品工業㈱石岡第二工場 石岡市水久保12886 ピークル611 フラワー（ナッ
ツ）ペースト

無

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＲＭＹＫＡＹ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＣＲ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＣＲＤ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＣＲＳＳ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＦＧＲ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＦＫＡ３００ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＦＭ３００ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＦＰ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＦＹ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＨＫＡＢ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＨＫＡＬ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＫＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＫＡＣＯ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＫＡＤＱ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＫＡＦＮ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＭ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＳＫＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＳＫＡＤＸ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＳＫＡＪＧ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＳＭＥＦＵ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＳＭＥＦＵＰ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＬＴＭＲ フラワーペース
ト

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 ＥＳＫＣＨＥＨ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＳＫＦＫ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＳＫＨＣＨＥＨ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＳＫＭＭＫＳ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＳＫＭＹＡＪ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＡＬ５ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＡＬＭＡＣＹＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＡＬＺＲＦ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＧＣＲ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＧＯＢＷ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＧＯＣＢ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＣＲＬＬ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＣＲＬＮ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＣＲＳＭ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＣＲＳＳ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＣＲＴＮ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＥＦＵ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＮＣＲＳ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＥＳＴＦＵ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＡＰＬ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＢＮ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＢＳ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＣＨ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＫＡＢＺ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＭＥＷ３ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＭＮＧ フラワーペース
ト

なし

476 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
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株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＭＷ３ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＹＧＭＷ３ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＹＫ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＹＭ３ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＹＭ５ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＹＯＧＭ３ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＹＴＮ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＧＹＷ３ＣＬ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＩＬＣＨＳＥ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＩＬＣＨＳＯＦ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＱＫＡＫＴ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＶＣＲ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＶＣＲＤＸ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＶＭＤＸ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＮＲＦＫＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＮＲＦＫＡＬ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＮＲＦＫＡＬＳ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＮＲＳＫＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＦＫＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＦＭ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＫＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＫＡＤＸ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＭＨＡＥ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＲＭＩ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＵＬＳＷＰＯ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＴＧＯＹＭ５ フラワーペース
ト

なし
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株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＴＮＣＲ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＴＮＭ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＴＮＶＫＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＶＶＫＡ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＶＶＫＡＳ フラワーペース
ト

なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＶＶＯＲＦＵ フラワーペース
ト

なし

ソントン食品工業㈱石岡第二工場 石岡市水久保12886 モアロクリーム フラワーペース
ト

無

ソントン食品工業㈱石岡第二工場 石岡市水久保12886 フラワーホワイト220 フラワーペース
ト

無

タカ食品工業株式会社 福岡県山門郡瀬高町小川１１８９ー3 フラワーペースト類 ﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄ 無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ Ｃ４５０Ｐ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ＦＰココナッツミルク フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ Ｍ３１ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カカオニブ入りチョコ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カカオニブ入りチョコ１４ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタード　トピア フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタード３００Ａ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタードＡＭＨ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタードＦＢ１２０ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタードＦＳ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタードＶＮ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタードチーズ入り フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタードロータス フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ カスタード北国 フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティカスタード フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティカスタードＴＭ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティカスタードＴＭＣ フラワーペース
ト

無
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販売中止 製品回収
原料切換
え

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティカスタード富士 フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティクリームスリー フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティクリームＣ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティクリームＭＳ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティチョコ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティチョコビター フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ソフティチョコポップ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ニューソフティＭ２ フラワーペース
ト

無

中越パニー㈱ 八街市大木６７１ ミルクセブン フラワーペース
ト

無

㈱田中食品興業所 大阪府堺市砂道町３丁５－２ ミルクペースト等 フラワーペース
ト

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュＤＨＳ フラワーペース
ト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュＤ フラワーペース
ト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュＤ（マロン） フラワーペース
ト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュＤ（ティラミス風味） フラワーペース
ト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュＤ（チョコ） フラワーペース
ト類

無

旭電化工業㈱鹿島工場西製造所 神栖町東深芝５ パリッシュＤ（ＳＰ） フラワーペース
ト類

無

オリエンタル酵母工業株式会社 東京都板橋区小豆沢３－６－１０ フラワーペースト類 フラワーペース
ト類

無

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ プリンクリーム フラワーペース
ト類

なし

三井食品興業株式会社 尼崎市三反田町３―６―３０ つぶつぶコーンポタージュクリー
ム

フラワーペース
ト類

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 クレームド・パティシュール（ｶｽ
ﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑ）

フラワーペース
ト類

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 マロンクリーム フラワーペース
ト類

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 ムース生地２ フラワーペース
ト類

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 ムース生地１ フラワーペース
ト類

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 カスタードクリーム フラワーペース
ト類

なし

（株）ボン　オーハシ 長岡市大島新町２丁目２－５５ 調理パン フランク入り調
理パン

なし

明宝特産物加工　株式会社 郡上郡明宝村気良４７－３ 明宝フランクフルト フランクフルト なし
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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

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ なつかしＳ ０．１ ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ チリＳ０．１１５ ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ なし

日本ハム㈱大阪北工場 大阪市西淀川区竹島５丁目　９－３２ カレーＦ  ４５ｇ ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄｿｰｾｰｼﾞ なし

（株）ドンク神戸 守口市河原町8-3 バターロール フランスパン 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－1 道場六三郎　海の幸スープ フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　中華スープ フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　ふかひれスープ フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　たまごスープ フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　鴨のお吸物 フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　鯛のお吸物 フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　もずくとｵﾜﾗのスー
プ

フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　とん汁 フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　キムチスープ フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－１ 道場六三郎　とりたま雑炊 フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－1 道場六三郎　キムチ雑炊 フリーズドライ 無

トップ卵（株） 福岡県八女市大字本町４７４－1 道場六三郎　山の幸スープ フリーズドライ 無

株式会社桃屋 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１６－
２

ﾗｰﾒﾝ具材ﾁﾝｹﾞﾝ菜 ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ乾燥野
菜

無

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 FDエビR100/300R(S)300/500 フリーズドライ
食品

なし

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 FDイカKT フリーズドライ
食品

なし

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 FDアスパラ フリーズドライ
食品

なし

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 FD鮭No2 フリーズドライ
食品

なし

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 鮭フレークJF フリーズドライ
食品

なし

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 梅かゆ フリーズドライ
食品

なし

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 中華かゆ フリーズドライ
食品

なし

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 卵かゆ フリーズドライ
食品

なし

マルハ㈱仙台工場 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 紅鮭かゆ フリーズドライ
食品

なし
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名

販売中止 製品回収
原料切換
え

桃屋物流サービス（株）野田営業
所

千葉県野田市船形１５１２ どっさり野菜すーぷ フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDかゆ（梅） フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDかわ（鶏） フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（ほたて） フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（ほたてカレン
ダー）

フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（松茸） フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（松茸カレンダー） フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（鯛） フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDお吸いもの（鯛カレンダー） フリーズドライ
食品

無

㈱アイエフディ 岩井市矢作２６１４－１ FDかゆ（鮭） フリーズドライ
食品

無

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ｅプライス
無添加のりふりかけ

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 梅かつおふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ かつおふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 小えびふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ さけふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ しそ風味ふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 七味唐辛子ふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ しらすふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ たまごふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ たらこふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 得選生活
かつおふりかけ

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ にんじんふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ふりかけランド
梅かつおスティック

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ふりかけランド
かつお１０P

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ふりかけランド
かつおスティック

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ふりかけランド
さけ１０P

ふりかけ なし
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え

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ふりかけランド
さけスティック

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ふりかけランド
たまご１０P

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ふりかけランド
たまごスティック

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ふりかけランド
野菜スティック

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ミニふりかけ　かつお ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ミニふりかけ　たまご ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 無添加磯みどり ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 無添加かつおのり ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 無添加しそ風味ふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 無添加たまごふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ 野菜ふりかけ ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ ユニー
かつおのり80ｇ

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ わかめ混ぜご飯
おかか

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ わかめ混ぜご飯
さけ

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ わかめ混ぜご飯
しらす

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ わかめ混ぜご飯
明太子昆布

ふりかけ なし

(株)マルアイ 名古屋市熱田区一番二丁目３０－７ わさびふりかけ ふりかけ なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ うめふりかけ ふりかけ なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ さけふりかけ ふりかけ なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ ふりかけ昆布 ふりかけ なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ 明太子ふりかけ ふりかけ なし

(株)ヤマコン 名古屋市熱田区切戸町３－１６２ わさびふりかけ ふりかけ なし

(株)こだわりもん工房 三潴郡三瀦町大字高三潴738-4 八葉ふりかけ ふりかけ 無

(株)こだわりもん工房 三潴郡三瀦町大字高三潴738-4 シタビラメの骨と
小エビふりかけ

ふりかけ 無

(株)こだわりもん工房 三潴郡三瀦町大字高三潴738-4 雑穀ふりかけ
いり玉子

ふりかけ 無

(株)こだわりもん工房 三潴郡三瀦町大字高三潴738-4 雑穀ふりかけ　かつお ふりかけ 無
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え

井口食品（株） 東区名島二丁目３４番２５号 ふりかけ類 ふりかけ 無

井上食品㈱　西神戸工場 西区池上１－１３－９ 鮭ちりめん ふりかけ なし

井上食品㈱　西神戸工場 西区池上１－１３－９ 梅ちりめん ふりかけ なし

大河産業株式会社 江戸川区松江７－７－１２ ふりかけ類 ふりかけ なし

太田油脂（株）駅前工場 岡崎市柱町字林７－１ ‘０１味付けわかめＭＡ、‘００
味付けわかめ、味付けワカメフ
レーク、‘味付けわかめＭＡ

ふりかけ なし

株式会社　川嶋昆布 富士市中里水門前２６２６－３３ ふりかけ（わさび､梅、鮭、明太
子、唐辛子）

ふりかけ なし － － － － －

株式会社白子 江戸川区中葛西７－５－９ ふりかけ類 ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＯＭかつお顆粒 ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＯＭ鮭顆粒 ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＯＭ鮭顆粒（おむすび） ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＯＭたらこ顆粒 ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＳＮはいがふりかけ ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＳＮひじきふりかけ ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＳＮ野菜ふりかけ ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＳＮよいこふりかけ ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ＳＮわかめふりかけ ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 アニューふりかけ納豆80g ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 アルペン納豆ふりかけ10kg ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 アルペン野沢菜ふりかけ10kg ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 アルペンわさびふりかけ10kg ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 キャプテンクックゆかり ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ごまご飯の素 ふりかけ なし

（株）真誠 愛知県西春日井郡師勝町井瀬木26番地 ニコニコふりかけギフトうに、た
まご、鮭

ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ あしたばふりかけ ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 梅ぼしふりかけ ふりかけ なし
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（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 菜の花黒ごま ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 菜の花ふりかけ ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 野沢菜ふりかけ ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 華胡麻 ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ 松茸ふりかけ ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ ミニふりかけうめ ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ ミニふりかけ納豆 ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ ミニふりかけわさび ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ モロヘイヤふりかけ ふりかけ なし

（株）マン・ネン 本巣郡糸貫町屋井１３３ わさびふりかけ ふりかけ なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 エビ顆粒 ふりかけ なし

澤田食品（株） 垂水区西舞子2丁目4-33 たこどん ふりかけ なし

ジョイフーズ(株) 名古屋市熱田区明野町２－３ ふりかけわかめ ふりかけ なし

ニチフリ食品工業（株） 蒲原町蒲原5190-2 ふりかけ ふりかけ なし

富士食品株式会社 清水市庵原町４７１ ふりかけ４５ ふりかけ なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用ふりかけ ふりかけ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 即席麺用ふりかけ ふりかけ 無 なし 該当なし 該当なし

株式会社西野物産 中津市永添 お茶漬けパック ふりかけ 無 なし 該当なし 該当なし

㈱サンフレックス いわき市常磐下船尾町杭出作２３－１
０

業務用ふりかけ ふりかけ なし 　

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ Ｍカップ（わかめ×とうふ） ふりかけ なし

㈱永谷園茨城工場 茨城県高萩市赤浜松久保６０３－２ そばめしふりかけ ふりかけ 無

㈱フタバ 熊本市島崎2丁目9-8 元気の友 ふりかけ 無

㈱フタバ 熊本市島崎2丁目9-8 野菜ふりかけ ふりかけ 無

㈱フタバ 熊本市島崎2丁目9-8 ハッピーパック中の野菜ふりかけ ふりかけ 無

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＣＦかつおふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＧＮのりふりかけ ふりかけ なし
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㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫしらすふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫまぐろふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫ無添加ふりかけ　かつおのり ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫ焼たらこふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＫわさびふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＳうにふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＳたらこふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＳ野沢菜わさびふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＬＳ紅鮭ふりかけ ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＵＳＪふりかけセット　かつお梅 ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＵＳＪふりかけセット　しらすご
ま

ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＵＳＪふりかけセット　のり小え
び

ふりかけ なし

㈱マルアイ 三重県桑名郡木曽岬町大字栄２８８ ＵＳＪふりかけセット　野菜たま
ご

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ ３色パック ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ Ｄｒスランプふりかけミニパック ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ あじごま　４３ｇ ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ クレヨンしんちゃんふりかけミニ
パック

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ コープこうべ混ぜごはんの素しそ
わかめ

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ しらすふりかけ瓶入 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ しんちゃんふりかけ箱入り人形付 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ すきやき　４３ｇ　すきやき　９
０ｇ

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ スヌーピーふりかけミニパク ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ スヌーピーふりかけ箱入り ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ セーラームーンふりかけミニパッ
ク

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ ソフトふりかけ　しそ ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ たらこ３０ｇ、たらこ６５ｇ ふりかけ なし
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丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ ちびまる子ちゃんふりかけ２０袋 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ チャーハンの素　焼豚２＋五目２ ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ チャーハンの素　焼豚３＋五目２ ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ デジモンふりかけ箱入り２０袋 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ とっとこハム太郎おむすびの素
さけ

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ とっとこハム太郎おむすびの素
若菜

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ とっとこハム太郎ポタージュ ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ のりたま＆バラエティー、ＣＶＳ
のりたま＆バラエティー

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ のりたま３０ｇ、のりたま６２
ｇ、のりたまミニパック２０ｇ

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ のりたま瓶入り６３ｇ，ＣＶＳの
りたま瓶入り８０ｇ

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ ハム太郎ふりかけミニパック ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ ハム太郎ふりかけ人形付 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ ふりかけ　おともだち２２袋 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ まる茶漬け（梅、鮭） ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ メモリアルバラエティパック箱
入・袋入

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ わさびふりかけ瓶入 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 混ぜ込みわかめ　おかか ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 混ぜ込みわかめ　鮭 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 鮭こんぶふりかけ瓶入 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 鮭ふりかけＮＰ、鮭ふりかけ大袋 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 大入り袋３０袋入　№３ ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 忍たま乱太郎ふりかけミニパック ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 名探偵コナンふりかけ１０Ｐ ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 野沢菜ふりかけ大袋 ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 洋風炒めごはんチキン＋ドライカ
レー

ふりかけ なし

丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 良品計画向けふりかけ（野菜、
梅）

ふりかけ なし
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丸美屋食品工業（株）埼玉工場 日高市旭ヶ丘９９５ 良品計画向け茶漬け（海苔、梅） ふりかけ なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 味付けすりごまＴ ふりかけ なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 調味ごまＨ ふりかけ なし

極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 エビ顆粒Ｍ ふりかけ なし

株式会社山形屋海苔店 沼津市足高字尾上３８４－６０ 海苔茶漬 ふりかけ食品 なし

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 本鰹ふりかけ ふりかけ食品 無

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ ハローキティのしゃけふりかけ ふりかけ食品 無

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ ハローキティのめんたいこふりか
け

ふりかけ食品 無

九州丸一食品（株） 福岡市南区清水四丁目８－８ ハローキティのかつおふりかけ ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ ひじきふりかけ ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ あじわい明太茶漬 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 逸膳明太茶漬 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 明太雑炊 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 辛子明太ふりかけ ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 博多茶漬 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 逸菜膳ふく茶漬 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 逸菜膳さけ茶漬 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 逸菜膳野沢菜茶漬 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 逸菜膳梅茶漬 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ 牛丼ふりかけ ふりかけ食品 無

大洋エーアンドエフ㈱ 石巻市川口町２－４－３９ ビーフレーク ふりかけ用具材 なし 該当なし

光陽レース株式会社 和泉市芦部町1 ＦＤオコゼ ふりかけ用フ
レーク

無

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ ふりかけ昆布 ふりかけ類 なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ わかめごはんの素　さけ（着色） ふりかけ類 なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ わかめごはんの素　さけ（無着
色）

ふりかけ類 なし

山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ わかめごはんの素　しそ ふりかけ類 なし
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山忠食品工業株式会社 亀山市布気町１５５９－９ わかめごはんの素　わかな ふりかけ類 なし

ニコニコのり㈱ 大阪市浪速区敷津東３－３－２３ ふりかけ ふりかけ食品 なし

ニコニコのり㈱ 大阪市浪速区敷津東３－３－２３ 茶漬け ふりかけ食品 なし

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田３６７ のり・茶漬け・ふりかけ詰め合せ
EC-50

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり・茶漬け・ふりかけ詰め合せ
EC-30

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり・茶漬け・ふりかけ詰め合せ
ＢＣｰ50

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け・ふりかけ詰め合せAPCｰ
10

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け・ふりかけ詰め合せAPCｰ
30

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり・茶漬け・ふりかけ詰め合せ
ＫＧＦｰ40

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け・ふりかけ詰め合せＥＣｰ
20

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け・ふりかけ詰め合せAPCｰ
20

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け・ふりかけ詰め合せPCｰ30 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け・ふりかけ詰め合せPCｰ20 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ふりかけ・茶漬け詰め合せＫＧ
Ｆｰ30

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり・茶漬け・詰合せSICｰ30 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり・茶漬け・詰合せSICｰ40 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり・茶漬け・詰合せSICｰ50 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり・茶漬け・詰合せATCｰ40 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり・茶漬け・詰合せATCｰ50 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け詰合せＰＣｰ25 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け詰合せＡＴＣｰ３０ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 茶漬け詰合せＡＴＣｰ20 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり、鰹削り節･椎茸･茶漬け詰合
せＳＳＭｰ30

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ｺｰﾎﾟﾎﾟﾄお茶漬けのり（さけ） ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ コープ味付けのり　50束（味付け
のり）

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 長崎屋お茶漬け詰合せ10袋 ふりかけ食品 無し 　
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浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ お茶漬け詰合せ10袋 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ お茶漬け詰合せ５袋 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ｺｰﾎﾟﾎﾟﾄお茶漬けのり（のり） ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ コープお茶漬紀行４種10袋 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 海苔屋がつくったふりかけ　海藻
ミックス

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 長崎屋かつおふりかけ大袋 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ かつおふりかけ大袋４８ｇ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のりたまごふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 海苔屋がつくったふりかけ　鮭 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 新・瓶入のりたまご ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ シタビラメの骨と小えびふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ふりかけたまごスーパー ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ふりかけかつおスーパー ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 海苔屋がつくったふりかけ小魚
ミックス

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ｺｰﾎﾟﾎﾟﾄ小えびミックスふりかけ
３５ｇ（ふりかけ）

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 黒五入かつおふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ふりかけ詰合せＫＧＦー１５ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 黒五入ちりめんふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 黒五入梅しそふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 黒五入緑黄野菜ふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 黒五入紅鮭ふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 雑穀かつお風味 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 雑穀たまご風味 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ｺｰﾎﾟﾎﾟﾄ小魚ミックスふりかけ３
５ｇ（ふりかけ）

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ コープ紅鮭ふりかけｽﾃィｯｸ4g×８
本（ふりかけ）

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ コープ紅鮭入ふりかけ４０ｇ（ふ
りかけ）

ふりかけ食品 無し 　

489 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ コープ小魚ふりかけ４ｇ×10本
（ふりかけ）

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ふりかけミックス３６本 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 健やか御膳鰹といわしとさばふり
かけ

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 健やか御膳緑黄色野菜ふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 健やか御膳のり高菜ふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 健やか御膳鮭と鯛ふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 業務用平袋３ｇのり鮭 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ｺｰﾌﾟｽﾃｨｯｸふりかけ３８本（ふり
かけ）

ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 黒五入牛そぼろふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 小えびふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ ふりかけミックス１２本 ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ のり鮭ふりかけ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ 梅しそふりかけ大袋４８ｇ ふりかけ食品 無し 　

浦島食品工業株式会社 熊本県玉名市寺田36７ コープおむすびの素４種１０袋
（おむすびの素）

ふりかけ食品 無し 　

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ お茶漬納豆（納豆茶漬の素） ふりかけ食品 無し 　

株式会社丸美屋　南関工場 熊本県玉名郡南関町豊永３９６９ なっとう茶漬け　梅風味（茶漬け
の素）

ふりかけ食品 無し 　

㈱戸谷 大阪市天王寺区四天王寺２－３－７ ふりかけ ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ しらすふりかけ ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ しらすしゃけふりかけ ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ 小魚ふりかけ ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ おむすびの素 ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ ふりかける納豆 ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ 味ごまふりかけ ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ ふりかけバラエティ ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ お弁当ふりかけ ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ 緑黄野菜ふりかけ ふりかけ食品 なし
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㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ 海草ふりかけ ふりかけ食品 なし

㈱大森屋 大阪市福島区野田４－３－３４ のりのり茶漬け ふりかけ食品 なし

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ ノングルふく雑炊 ふりかけ食品 無

大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ ノングルたい雑炊 ふりかけ食品 無

大洋ｴｰｱﾝﾄﾞｴﾌ㈱ 石巻市川口町２－４－４０ ビーフレーク ふりかけ用具材 なし 該当なし

大洋食品株式会社 長崎県大村市松並２－６０－１ ふりかけ ふりかけ類 無

グリコ乳業株式会社 昭島市武蔵野２－１４－１ プッチンプリン プリン なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 1kgプリンミクスN プリンの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 77gプリンミクス プリンの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 60gカスタードプリンエル プリンの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 50gイチゴミルクプリン プリンの素 なし

ハウス食品株式会社　奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町337 70g黒ごまプリン プリンの素 なし

パルテール 川崎市麻生区高石３－３５－２５ 焼菓子 フルーツケーキ
浸け込み液

なし

国貞化学工業株式会社 豊中市千成町２丁目3-32 ﾌﾙｰﾂﾐﾙｸﾃﾞｻﾞｰﾄの素ｼﾞｭﾚﾑｰｽ ﾌﾙｰﾂﾐﾙｸﾃﾞｻﾞｰﾄ
の素ｼﾞｭﾚﾑｰｽ

無

ナチュラルウェイ株式会社 東京都渋谷区恵比寿南２－２１－２ ひとみ果実
ベジタブルプラス

ブルーベリー加
工食品

無

株式会社アビイ・フーズ 鹿児島市谷山港２－１－３ ゼラチン・牛脂使用製品 プレーンオムレ
ツ

無

㈱鶴屋八幡 大阪市中央区今橋4-4-9 コーヒー フレッシュ なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾄﾏﾄﾌﾟﾘｯﾂ ﾌﾟﾚｯﾂｪﾙ なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌﾟﾘｯﾂ<ﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞ> ﾌﾟﾚｯﾂｪﾙ なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｼﾞｮｲﾓｱﾌﾟﾘｯﾂ<ｶﾚｰ味> プレッツェル なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｶﾚｰﾌﾟﾘｯﾂ プレッツェル なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾋﾞｱﾌﾟﾘｯﾂ プレッツェル なし

江崎グリコ（株） 大阪市西淀川区歌島4-6-5 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾌﾟﾘｯﾂ プレッツェル なし

株式会社サンミックス 千葉市美浜区新港77 プレミックス プレミックス なし なし

株式会社サンミックス 千葉市美浜区新港77 プレミックス粉 プレミックス なし なし

株式会社真田 守口市大宮通2-21-13 お好み焼きプレミックス プレミックス 無
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理研農産化工株式会社 佐賀市大財北町２番１号 ホットケーキミックス プレミックス 無

伊藤ハム株式会社船橋工場 船橋市高瀬町２４番地２８ 酪農大地コラーゲン入りチーズ プロセスチーズ 無

伊藤ハム株式会社船橋工場 船橋市高瀬町２４番地２８ 酪農大地カルシウム入りチーズ プロセスチーズ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｳｲｽﾗｲｽ､同2ﾐﾘ､2ﾐﾘ1/2ｶｯﾄ ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾜｰﾙﾄﾞｽﾗｲｽ ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｳｲｽﾗｲｽﾚｯﾄﾞ ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾝﾏﾙｸﾌﾟﾛｾｽﾀﾞｲｽ8ﾐﾘ ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾟﾛｾｽﾀﾞｲｽ3ﾐﾘ､5ﾐﾘ､5ﾐﾘ1.5kg､8ﾐﾘ､8
ﾐﾘA､17ﾐﾘ

ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾟﾛｾｽﾚｯﾄﾞﾀﾞｲｽ8ﾐﾘ ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 丸菱ﾌﾟﾛｾｽﾀﾞｲｽ ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｭｰｲﾁｰｽﾞCK800g ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｭｰｲ粉末ﾁｰｽﾞ ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾟﾛｾｽﾌﾞﾛｯｸ8kg ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾁｰｽﾞｿｰｽ20g ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 無

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ブロックチ－ズＤＭ プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ＢＦスモークロールサラミ プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ ＴＡサラミ１２×１１０ プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ スノーパウダー１００Ｐアオ１２
ｋ，１ｋ

プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ とりあえずチーズ　サラミ丸４０
ｇ

プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ とりあえずチーズ　カツオ丸４０
ｇ

プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ 北の便り６Ｐサーモン１５０ｇ プロセスチーズ なし

雪印乳業（株）横浜チーズ工場 横浜市緑区上山町２０３ 北の便り６Ｐアオノリ１５０ｇ プロセスチーズ なし

中沢フ－ズ株式会社　湘南工場 藤沢市遠藤２０２３－１６ 中沢ｸﾚｰﾑﾌﾛﾏｰｼﾞｭﾌﾚ プロセスチーズ なし

中沢フ－ズ株式会社　湘南工場 藤沢市遠藤２０２３－１６ 中沢ｸﾚｰﾑﾌﾛﾏｰｼﾞｭｶﾏﾝﾍﾞｰﾙ プロセスチーズ なし

中沢フ－ズ株式会社　湘南工場 藤沢市遠藤２０２３－１６ 中沢ｸﾚｰﾑﾌﾛﾏｰｼﾞｭｺﾞﾙｺﾞﾝｿﾞｰﾗ プロセスチーズ なし

竹田化成株式会社 松原市南新町2-7-16 ＳＳプロテイン プロテイン 無
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株式会社グローバル伸和製薬 松尾村寄木2-546-1 G7 粉末飲料 無

佐藤食品工業（株） 小牧市堀の内４－１５４ 粉末清酒酒CKタイプ、粉末酒みり
んSタイプ、粉末酒ワイン（赤タ
イプ、白タイプ、EBタイプ）

粉末酒 なし

（株）トラスト あきる野市小川東１－２２ 牛肝臓エキスパウダー 粉末食品 なし

（株）トラスト あきる野市小川東１－２２ 牛骨粉カルシウム 粉末食品 なし

株式会社 五智産業 町田市忠生１－９－２０ ファミリア スピリッツ カルシウ
ム

粉末食品 なし

株式会社 五智産業 町田市忠生１－９－２０ ファミリア スピリッツ ブルーベ
リーα

粉末食品 なし

株式会社 五智産業 町田市忠生１－９－２０ 私と生活 スーパーダイエット 粉末食品 なし

株式会社 五智産業 町田市忠生１－９－２０ 私と生活 カルシウム＋ビタミン 粉末食品 なし

株式会社 五智産業 町田市忠生１－９－２０ 私と生活 アイフレッシュ 粉末食品 なし

株式会社 五智産業 町田市忠生１－９－２０ 私と生活 ヘム鉄＋ビタミンB12 粉末食品 なし

合資会社徳岡商会 荒川区町屋5-22-1 食用牛骨粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ たれで仕上げるから揚げ粉１８０
ｇ

粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ くらしモアから揚げ粉１４０ｇ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ 粉末スープ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ わかめスープ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ Ｂ８０１１唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ Ｂ８４７７唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ Ｂ８６８６唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ Ｂ８７９９唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ ＴＲ－１唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ 魚介類唐揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ Ｂ８３８３イワタ竜田揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ Ｂ８９９８イワタ竜田揚げ粉 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ Ｂ９０６０マリネート醤油 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ 業務用これでい粉和風醤油 粉末食品 なし

493 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ ＭＤチョコレートケーキ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ ＭＤショコラフレンチ 粉末食品 なし

セフコフーズ（株） 茨城県竜ヶ崎市向陽台１－１－１ ＭＤフレンチクルーラー 粉末食品 なし

萬有栄養株式会社 目黒区下目黒２－１２－１５ コールド・コンソメスープ 粉末食品 なし

萬有栄養株式会社 目黒区下目黒２－１２－１５ 学校給食用炒め焼きそばソース
(粉末）

粉末食品 なし

萬有栄養株式会社 目黒区下目黒２－１２－１５ 学校給食用粉末スープストック
(ビーフ）

粉末食品 なし

萬有栄養株式会社 目黒区下目黒２－１２－１５ ボニーブイヨン 粉末食品 なし

萬有栄養株式会社 目黒区下目黒２－１２－１５ Ｂｏｎｎｙほんスープストック 粉末食品 なし

明治食産株式会社 東京都世田谷区祖師谷３－１０－９ No２５５ビーフコンソメスープ 粉末食品 なし

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 吸い物 粉末食品 無

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾑｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰﾍﾞｰｽ 粉末食品 なし

㈱ケンテック 町田市野津田３４－１ 核酸美人 粉末食品 なし

㈱ケンテック 町田市野津田３４－１ フリーズドライ牛骨粉
（ニュージーランド産）

粉末食品 なし

㈱杉本商店 新宿区大京町１４ カレー南ばんの素 粉末食品 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｴﾃゥｰｼｰｻﾞｰﾊﾞﾙｻﾐｯｸｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞｷｯ
ﾄ

粉末食品 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ ｴﾃゥｰｼｰｻﾞｰｵﾘｼﾞﾅﾙｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞｷｯ
ﾄ

粉末食品 なし

㈱鈴商 新宿区荒木町２３ "ｸﾞｯﾄｼｰｽﾞﾝ"ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾐｯｸｽ 粉末食品 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾕﾆｱｶﾞｰCM-90 粉末食品（ﾌﾟﾘﾝ
用ﾐｯｸｽ粉）

なし

上越フーズ株式会社 新潟県上越市福田３上越テクノセン
ター内

吸い物の素（３種） 粉末吸い物 なし

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1260ビーフコンソメスープ 粉末スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1280スープストック 粉末スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 1282玉子スープの素 粉末スープ 無

あみ印食品工業㈱つくば工場 下妻市高道祖字柏山４１５－３ 5124都一　カレーうどんスープN 粉末スープ 無

株式会社隆峰 東京都練馬区高野台１－１０－７ 黒五スープ 粉末スープ なし

桜井食品㈱ 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣343 ラーメンの添付スープ 粉末スープ なし

上越フーズ株式会社 新潟県上越市福田４上越テクノセン
ター内

コンソメスープの素（１２種） 粉末スープ なし
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上越フーズ株式会社 新潟県上越市福田５上越テクノセン
ター内

ポタージュスープの素（３種） 粉末スープ なし

太陽食品株式会社 奈良市出屋敷町　141-1 ハトムギ美容スープ（パンプキン
味・グリンピース味・トマト味）

粉末スープ なし

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ チキンポタージュ、 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ トマトポタージュ 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 中華スープ醤油味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 中華スープ塩味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 中華スープ味噌味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ コンソメポーク味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ コンソメビーフ味 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 味噌汁白 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ すまし汁しいたけ 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ すまし汁カニ 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 味噌汁ロースト 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ 味噌汁赤 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ クッカ（和風） 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ クッカ（洋風） 粉末スープ 無

東京フード㈱ 岩井市矢作２８４０ ＭＯＡ醤油ラーメンスープ 粉末スープ 無

和光堂㈱氏家工場 氏家町富野岡舟代３８７ コーンポタージュスープ 粉末スープ なし

株式会社　十字屋 金沢市利屋町リ３４番地 おでんスープ 粉末スープ なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ 梅わかめスープ 粉末スープ なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ 京風わかめスープ 粉末スープ なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ コーンポタージュスープＧ－１８
２８

粉末スープ なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ タマゴスープＨＰ－９８５６ 粉末スープ なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ ピリ辛コンソメスープＨＰ－０３
５２

粉末スープ なし

㈱ホーネンコーポレーション 清水市新港町２ ピリ辛コンソメスープＨＰ－０４
１３

粉末スープ なし
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極東化成工業株式会社 和歌山県那賀郡岩出町西野370 わかめスープ 粉末スープ なし

㈲卯月 岐阜市加納永井町３丁目 鉄人の逸品醤油ラーメンスープ 粉末スープ なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 粉末果汁レモン 粉末清涼飲料水 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 粉末果汁ｵﾚﾝｼﾞ 粉末清涼飲料水 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 粉末果汁ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 粉末清涼飲料水 なし

株式会社吉野商店 池田市呉服町10-18 ソース付３食焼きソバ 粉末ソース 無

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ＢＮ-50 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ＢＮ-50Ｐ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ＣＢ-7M 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ＤＳＨー２ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ＦＺ-500 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 HM-200 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 NA-50 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 OM-2 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 PW-50 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 PW-50Ｆ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ＴM-3 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 UFLA-802 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 Y-98 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 Y-9９ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 YD-50 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 エントラクトCC 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 エントラクトＨＧ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 エントラクトＨＧ-P 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 エントラクトＬＸ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 エントラクトＴＺ 粉末タンパク なし
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原料切換
え

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 エントラクトＭＤ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 エントラクトＭＫ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 スーパル１０ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 スーパル７０ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ハロスターＳＲ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ハロスターＳＲＶ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ハロスターＦＺ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ハロスターAC88 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ｶｰﾄﾞﾊｲﾃｯｸｽＰ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 ｶｰﾄﾞﾊｲﾃｯｸｽＳ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 乾燥卵白Ｈ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 乾燥卵白Ｇ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 乾燥卵白Ｙ 粉末タンパク なし

タジマ食品工業㈱ 城崎郡日高町 乾燥卵白Ｐ 粉末タンパク なし

ファインフーズ㈱ 大阪府堺市鳳北町９－６ トリガラチキンパウダー他 粉末調味料 無

上越フーズ株式会社 新潟県上越市福田２上越テクノセン
ター内

味噌汁の素（４種） 粉末味噌汁 なし

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ＰＯＭ－７５０ 粉末油脂 無

日本食研㈱ 栄町矢口神明３－１ 揚げだしミックス 粉末類 無

加賀屋醤油株式会社 名西郡石井町浦庄字国実１８８ うどんスープ６品目 粉末調味料類 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン使用製品 ペアー丼 無

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 蟹粥 米飯類 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 帆立粥 米飯類 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 フカヒレ粥 米飯類 なし

日本食品㈱ 古賀市青柳3272-6 RTベーコン ベーコン 無

大河産業株式会社 江戸川区松江７－８－１０ ベビーフード類 ベビーフード なし

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無
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ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾘﾝ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾁｰｽﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 鶏と野菜のトマト煮 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 野菜とレバーのうま煮 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 白身魚のドリア ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾏｶﾛﾆｸﾞﾗﾀﾝ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ｸﾘｰﾑｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ さつまいもとにんじんのﾐﾙｸがゆ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ かぼちゃのｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾐｰﾄｿｰｽ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ チキンライス ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 野菜のﾁｰｽﾞﾄﾞﾘｱ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 野菜とビーフのドリア ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ チキンピラフ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ そぼろごはん ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾁｰｽﾞｸﾞﾗﾀﾝ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 白身魚のﾁｰｽﾞﾄﾞﾘｱ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ かぼちゃのﾐﾙｸｼﾁｭｰ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ かぼちゃサラダ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 野菜のﾐｰﾄｿｰｽｸﾞﾗﾀﾝ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 紅鮭と野菜のクリーム煮 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾌﾙｰﾂﾃﾞｻﾞｰﾄ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ 牛肉うどん ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無
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ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ チーズときのこのリゾット ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ほたてのクリームドリア ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ すきやき風おじや（成型容器） ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ すきやき風おじや（瓶詰） ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ 無

雪印乳業（株）群馬工場 群馬県邑楽郡大泉町１２０１ 牛肉、牛脂、皮、骨使用ベビー
フード

ベビーフード なし

雪印乳業（株）群馬工場 群馬県邑楽郡大泉町１２０１ 牛肉、牛脂、エキス（皮、骨）使
用ベビーフード

ベビーフード なし

雪印乳業（株）群馬工場 群馬県邑楽郡大泉町１２０１ 牛脂使用ベビーフード ベビーフード なし

和光堂(株)東京工場 東京都調布市若葉町2-2 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ手作り応援洋風だし ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ（乾燥
食品）

なし

和光堂(株)東京工場 東京都調布市若葉町2-2 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ手作り応援だし&ｿｰｽ5種
ﾊﾟｯｸ

ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ（乾燥
食品）

なし

和光堂(株)東京工場 東京都調布市若葉町2-2 ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ手作り応援牛ﾚﾊﾞｰと緑
黄色野菜

ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞ（乾燥
食品）

なし

（株）イチコ総菜センター 新潟県上越市中田原８６ かつ丼、親子丼、ハンバーグ弁当 弁当 なし

（株）かわい屋 浜松市天王町１６５８ 牛丼、すきやき丼、牛カルビ丼 弁当 無

（株）サンキムラヤ 甲府市西下条町１０６５ー１ 弁当（牛めしおむすび、焼き肉
丼、日替わり、牛カルビ、煮込み
ハンバーグ、XＯ醤焼肉、ソース
焼きそば）

弁当 なし

（株）知久 浜松市桜台１ー２ー１ 牛丼、カルビ丼 弁当 無

（株）知久 浜松市桜台１ー２ー１ ハヤシライス、ミートソース 弁当 無

（株）デイリーはやしや山梨事業
所

中巨摩郡玉穂町一町畑３９６ 弁当（幕の内、きのこご飯、ワカ
メご飯、お好み、のり）

弁当 なし

（株）デイリーはやしや山梨事業
所

中巨摩郡玉穂町一町畑３９６ 丼（ミニソースかつ、本格中華、
豚スタミナ）

弁当 なし

(株)トーカン名古屋工場 名古屋市港区丸池町３－３－１ ガーリックスパゲッティ 弁当 なし

（株）ナルス 新潟県上越市藤巻８番１４号 天丼 弁当 なし

(株)ﾌｧｰｽﾄﾌｰｽﾞ名古屋 小牧市本庄白池８１１－１ ボリュームメンチカツ、具だくさ
んミートスパゲティ、忍法帳　牛
焼肉、スペシャルオムハヤシ等

弁当 なし

（株）マキノ 浜松市下江町６０５ 焼肉 弁当 無

（株）まん作や 甲府市徳行２－６－２０ 弁当（幕の内、おにぎり、欲張
り、横綱、スタミナ焼き肉、ロー
ス豚かつ〆焼き肉、ダブルハン
バーグ）

弁当 なし

（株）吉池 新潟県上越市木田９１２ 天丼 弁当 なし
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え

（有）たかとこ 新潟県新井市姫川原１１１１－１ カルビ焼肉丼 弁当 なし

(株)中村屋 東京都調布市小島町2-51-3 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ 弁当 なし

(株)中村屋 東京都調布市小島町2-51-3 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ（ﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾌﾟ） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 手巻海老マヨネーズ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 松茸おこわむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ おむすびランチ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 松茸御飯 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 牛カルビ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 四川風マーボ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ ハンバーグ＆焼肉弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 特選幕の内弁当（鮭ハラス焼） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 鶏そぼろ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ ちりめん御飯弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ きのこ御飯弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ ミニソースカツ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 予約特製味わい弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　厚木工場 厚木市酒井３００２ 予約特製味わい弁当（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

おにぎり＆いなりセット 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

手巻寿司ツナキュウリ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

サラダ巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

予約特製彩り幕の内 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

予約特製彩り幕の内（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

ミニポークカレー丼 弁当 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

ミニ中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

本格中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50-137

豚スタミナ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50－137

お好みのり弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50－137

ミニソースカツ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50－137

特製幕の内弁当（鮭ハラス焼） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50－137

中華幕の内弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　茨城工場 茨城県新治郡玉里村大字上玉里字桜山
50－137

とんかつ＆豚生姜焼き弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ 豚生姜焼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ ミニ和風ウニのスパゲティー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ ナポリタンスパゲティー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ ミニ五目あんかけそば 弁当 なし

わらべや日洋㈱　入間工場 入間市宮寺宮ノ台４０３５－２ スパゲティーミートソース 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727-16 手巻シーチキン 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727-16 おにぎり3個 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727-16 手巻海老マヨネーズ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727-16 照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727-16 照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 おむすびランチ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 きのこおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 手巻寿司海老巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 手巻寿司ツナキュウリ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 サラダ巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 予約特製彩り幕の内 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 予約特製彩り幕の内（赤飯） 弁当 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
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え

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 ミニポークカレー丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 牛カルビ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 ミニ中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 四川風マーボ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 豚スタミナ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 お好みのり弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 ハンバーグ＆焼肉弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 ミニソースカツ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 豚味噌焼弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 ハンバーグコンビ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 予約特製味わい御膳 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 予約特製味わい御膳（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 とんかつ＆生姜焼弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　上田工場 長野県上田市古里字松ノ木1727－16 本格カツカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ おにぎり３個入（鮭・明太子・マ
ヨ

弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 手巻海老マヨネーズ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 松茸御飯 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ おにぎり＆いなりセット 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 手巻寿司海老巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 手巻寿司ツナキュウリ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ サラダ巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 予約特製彩り幕の内 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 予約特製彩り幕の内（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし
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わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ ミニポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 牛カルビ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 四川風マーボ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 豚スタミナ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ お好みのり弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ ハンバーグ＆焼肉弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 特選幕の内弁当（鮭ハラス焼） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 鶏そぼろ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ ちりめん御飯弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ きのこ御飯弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ ミニソースカツ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 中華幕の内弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 予約特製味わい御膳 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 予約特製味わい御膳（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ とんかつ＆豚生姜焼き弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 豚肉もろみ焼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 鶏の照焼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 銀むつかまの照焼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 牛肉と玉葱の炒め煮 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ さばの塩焼き 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 洋風ハンバーグ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ 和風ハンバーグ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　大宮工場 さいたま市吉野町２－１０－１ きのこ御飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ２ヶパック（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 2色鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ＢＩＧり！海老カツ丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし
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え

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 NEWスパイシー唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 NEWわかめごはん弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 秋のバラ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 秋の味覚幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 甘酢唐揚丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 一膳丸（牛丼） 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 一膳丸（牛丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 一膳丸（カツ丼） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 一膳丸（ツナマヨ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 いなり３ヶパック 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 いなり４個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 上にぎり寿司８貫 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 うなぎおにぎり 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 梅ごはん弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 梅じゃこ御飯弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 えび天丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 大きなえび天むす3個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 大盛焼そば弁当 弁当 なし
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適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 大盛焼そば弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 大盛牛丼 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 おかずたっぷり和風幕の内 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 お好み寿司 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 お好み寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 おにぎり3個
（紀州梅・鮭・しぐれ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 おにぎりＢａｒ
（チキンカツカレーチーズ入）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 おにぎりＢａｒ
（ピリ辛イカ天）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 おむすびバスケット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 おむすび弁当（折詰め） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 親子ちらし 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 親子ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 かじりっ子
（サーモンマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 かにちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 唐揚弁当 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 唐揚弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 カレーピラフ（ハンバーグ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 元祖ビックリのり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 きのこごはん弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 具たっぷりサラダ巻 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 栗きのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 栗たっぷりきのこご飯 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 軍艦６巻（シーフード） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 減塩鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 げんこつおむすび
（シーチキンマヨ・鶏五目）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 げんこつおむすび
（鶏五目・梅かつお）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 げんこつおむすび（鮭・昆布） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 げんこつおむすび2個入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 小箱（発芽玄米ごはん） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 小箱弁当
（具だくさんの和風カレー丼）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 鮭きのこむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 鮭たかな弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 鮭高菜弁当 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 鮭高菜弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 さっぱりチャーハンむすび 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 讃岐うどん＆五目ちらし 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 サラダ巻セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 しそ梅おにぎり 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 週替弁当（エビカツ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 週替弁当（チキン＆コロッケ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 週替弁当（テリヤキチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ジューシーいなり　３ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ジューシーいなり　５ヶ入り 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ジューシー卵の和風パスタ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ジューシー鶏そぼろ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 スパイシーチキンカツカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 スパゲティナポリタン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ダイエッ党おにぎり　２Ｐ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ダイエッ党おにぎり　梅 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ダイエッ党おにぎり　梅わかめ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ダイエッ党おにぎり　ピリ辛高菜 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし
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カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 卵たっぷりオムライス
（トマトソース）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 中華おこげ風ドリア 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 中華弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 蝶野正洋ＳＴＦ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ちりめん山椒ごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ツナとトマトのスパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ツナマヨごはん 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

524 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
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カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 手巻おにぎり
（焼ネギチャーシュー）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 手巻おにぎり
（和風シーチキンマヨ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 手巻おにぎり
（紅トロマヨネーズ）

弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 手巻おにぎり（牛めし） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 手巻おにぎり（カルビ焼肉） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 手巻おにぎり（鮭わかめ） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 手巻おにぎり（シーチキン） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 手巻おにぎり（駿河鶏唐揚） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 天巻きセット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 天むす 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 特選海老天重 弁当 なし
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え

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 特選海老天重 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 特選ミンチカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 のり鮭弁当 弁当 なし
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販売中止 製品回収
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え

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 のり鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 のり弁 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 華ちらし 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 バラエティ海老寿司セット 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ハンバーグ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ふり塩のりおにぎり（天むす） 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ボリューム具ルメ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 本格中華うま煮弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし
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カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 本格強火炒め焼豚チャーハン 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 マグロカツ弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 巻寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ミートソース 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ミートソース 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ミニ牛鮭弁当 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ミニ助六 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ミニ助六 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ミニ助六寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ミニドライカレー 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ミニむすび３Ｐ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 ミニむすび５ヶ入 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 明太子スパゲティ 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 明太子スパゲティ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 盛り合わせ寿司 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 焼肉定食 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 焼肉定食 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町90番地 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市港区宝神一丁目172 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 愛知県岡崎市高橋町字宇多利1-1 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県多治見市根本町十二丁目100番地 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 三重県津市高茶屋小森町字向山1716-1 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 名古屋市天白区中坪町218番地 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 静岡県袋井市山科字松田2875-1 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 京都府八幡町下奈良一丁堤1-1 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 岐阜県羽島郡笠松町田代字若宮1117-1 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

カネ美食品㈱ 新潟県新潟市両川二丁目3927番地17 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし

（株）こがね 瀬戸市美濃池町６９－１ ミニおにぎりランチ、クラブハウ
スサンド、韓国風カルビ丼等

弁当 なし

株式会社 扇 台東区池之端２－６－６ 弁当（味合せ、味おうぎ、お祝い
弁当、お料理）

弁当 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 焼豚チャーハン 弁当 無

株式会社　静岡メープル 富士市比奈３５８－１２ 洋食屋さんのエビピラフ 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ きのこご飯弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ きのこむすび 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 牛カルビ弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ サラダ巻き 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 直巻・照焼ソーセージむすび 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ ちりめん御飯弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 手巻おにぎり辛子明太子 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ のり弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 豚スタミナ丼 弁当 なし － － － － －

535 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 豚丼 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 豚みそ焼弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 本格中華丼 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ ミニ牛焼肉丼 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ ミニポークカレー丼 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 予約特製味わい御膳 弁当 なし － － － － －

株式会社　ディリーはやしや冨士
事業所

富士市宮島１４７８番地の２ 予約特製彩り幕の内 弁当 なし － － － － －

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 松茸弁当 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 葉山 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 吉野 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 里山 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 九重 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 石楠花 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 北斗 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ あざみ 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ さつき 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 姫扇 弁当 無

株式会社　日本ばし大増 東京都北区赤羽北２－３６－１１ 辰花 弁当 無

株式会社　ハイデリカ 富士宮市田中町５３４ ヒレカツカレー 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 秋の幕の内弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ おにぎりサンド豚生姜焼 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ おむすび弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 鮭弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 白身フライのり弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 惣菜弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 天重 弁当 なし － － － － －
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ ビーフカレー 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ ビックのり弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ ボリュームカレー 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 本格中華弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社　ホクシンフード 富士市五貫島１７７ 和風幕の内弁当 弁当 なし － － － － －

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 松花堂弁当　Ｂ 弁当 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 松花堂弁当　Ａ 弁当 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 嵯峨野弁当 弁当 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 六角弁当 弁当 なし なし

株式会社京錦味 東京都 飾区立石三丁目９番６号 奥嵯峨弁当 弁当 なし なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 鶏唐揚げ弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 鮭幕の内弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 寿司三種 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ハンバーグ弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ しゅうまい弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 炭火焼鳥弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ハンバー＆唐揚げグ弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ミニ幕の内弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ きのこご飯弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 寿司弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ プチおにぎり（鮭・ツナ・梅） 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 栗ご飯弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 大盛カレー 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 直巻おにぎり栗ご飯 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 直巻おにぎりきのこご飯 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 直巻おにぎり和風ツナマヨネーズ 弁当 なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 直巻おにぎりとり五目 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 直巻おにぎり鮭マヨネーズ 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 直巻おにぎり牛肉味噌 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ お手軽おにぎりセット 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ ミニ寿司サラダ巻 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 手巻おにぎり芥子明太子 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ Bigおにぎり醤油ラーメン風 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 直まきおにぎりまいたけ 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ はさんDEごはんコロッケ＆バーべ
Q

弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 洋風ミックス弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 行楽寿司 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ とんかつミックス弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 大盛ゴマねぎチャーハン 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ おかず万菜幕の内 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ チンじゃオロース丼 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ いなり3個 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 鮭いくらちらし 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 手巻おにぎり梅 弁当 なし

株式会ヤマヲ 立川市栄町４－３－３ ファミリーマートレンジ
天ぷらうどん

弁当 なし

株式会ヤマヲ 立川市栄町４－３－３ ファミリーマート油そば 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ Ｃ１００ハンバーガー 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ＣＯメンチカツドッグ 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ Ｃ特選おにぎり天むす 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ Ｆコッペハムカツマーガリン 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ Ｒ炭火焼カルビ丼 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ Ｒ手巻きおにぎり牛焼肉 弁当 なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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原料切換
え

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ Ｒ照焼ハンバーグ弁当 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ Ｒ照り焼ハンバーグ弁当・海老天
重

弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ Ｒ特選幕の内(ﾊﾞﾗｴﾃｨ) 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ＳＰ野菜ミックス 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ 大盛肉じゃが 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ おにぎりセット 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ おにぎりバスケット 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市緑区大高町字下西峡４－３ 生協ホットドック（ウィンナー） 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市緑区大高町字下西峡４－３ 生協ホットドック（コロッケ） 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市緑区大高町字下西峡４－３ 生協ホットドック（ハンバーグ） 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市緑区大高町字下西峡４－３ 生協ホットドック（やきそば） 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ソーセージエッグマフィン 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ 茸ハンバーグロール 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ タマゴコロッケロール 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ チャーハン 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ 中華風カツ丼 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ つゆだく牛丼 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ とんかつボックス 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ パストラミ＆ターキー 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ハッシュドビーフドリア 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市緑区大高町字下西峡４－３ ハムカツサンド 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ファミリーＢｏｘ 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ プチカレー丼 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ボリュームバラエティ 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ミックスランチ 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ミニジャンボフランク 弁当 なし
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え

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ ヤキソバロール 弁当 なし

（株）ジャパンフレッシュ 名古屋市熱田区三本松町１８－４３ 焼豚チャーハン 弁当 なし

（株）新川屋高崎工場 群馬県群馬郡榛名町大字下里見1913 牛由来の原材料使用無し（報告対
象外であるが、報告を受けた）

弁当

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

ハンバーグコンビ弁当 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

特選チャーハン 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

海老天重 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

ミニ中華丼ほか 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

牛カルビ弁当 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

手巻きシーチキン 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

直巻とり五目 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

おむすびランチほか 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

サラダ巻 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

豚味噌焼き弁当 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

ミニ牛焼肉丼 弁当 なし

（株）デイリーはやしや松本第一
事業所

長野県松本市大字和田字南西原４０１
０－２８

ネギ塩カルビ弁当 弁当 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

チーズハンバーグセット 弁当 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

チーズハンバーグセット 弁当 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

大玉たこ焼 弁当 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５１１
－１５

チーズハンバーグセット 弁当 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５１１
－１５

チーズハンバーグセット 弁当 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５１１
－１５

チーズハンバーグセット 弁当 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５１１
－１５

豚生姜焼き 弁当 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５１１
－１５

みに五目あんかけ焼きそば 弁当 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５１１
－１５

豚生姜焼き 弁当 なし
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販売中止 製品回収
原料切換
え

（株）ドンク名古屋　名古屋工場 名古屋市東区矢田南三丁目３－１２ サンドイッチ 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ サンドイッチ 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ステーキ弁当 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ そぼろ重 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ 調理パン 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市中区栄３－５－１ 調理パン 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ とり飯弁当 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ハンバーグ弁当 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ ひつまぶし 弁当 なし

（株）名古屋三越 名古屋市千種区星が丘元町１４－１４ フライ弁当 弁当 なし

（株）名古屋三越生鮮壱番館 名古屋市北区浪打町１－５２ 調理パン(キーマカレー) 弁当 なし

（株）名古屋三越生鮮壱番館 名古屋市北区浪打町１－５２ 調理パン(ビーフカレー) 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ サラダ巻 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ おにぎり12個入（紅鮭・梅） 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 三色プチおにぎり 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 焼きそばおにぎりセット 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 伊達巻詰合せ 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 白身フライのり弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ バラエティー幕の内 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 2個入りおにぎり（ごま塩・しそ
梅）

弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 北海ちらし 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 手巻おにぎりツナマヨネーズ 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ サラダ巻＆いなりセット 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ のり弁 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 栗ご飯弁当 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 欧風チーズカレー 弁当 なし
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え

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 細巻かんぴょう 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ いなり３コ 弁当 なし

株式会社フレッシュハウス 小平市小川東町３－６－１ 手巻おむすびツナ 弁当 なし

（株）ミヤシタフーズ 長野県上伊那郡高遠町大字小原５４０ お弁当用　お好み焼き 弁当 なし

（株）ミヤシタフーズ 長野県上伊那郡高遠町大字小原５４７ ポケットクリスピーピザ（１０イ
ンチ、１２インチ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 大盛ナポリタン（ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ミートソース（ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 割子そば（ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 焼きラーメン（ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 焼きうどん（ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 大盛ペペロンチーノ（ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 鮭クリームスパゲティ（ﾐﾆｽﾄｯ
ﾌﾟ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 明太子スパゲティ（ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 給食で食べるソフト麺（カレー）
（ｻﾝｸｽ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ペスカトーレスパゲティ（ｻﾝｸ
ｽ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 特盛ナポリタンスパゲティ（ｻﾝｸ
ｽ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 屋台風焼きそば（ｻﾝｸｽ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ジャンボ焼きそば（ﾌﾗﾝｸ&ｺﾛｯｹｲ
ﾘ)（ｻﾝｸｽ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 しっとりカルボナーラスパゲティ
（ｻﾝｸｽ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ジャンボ焼うどん（松茸）（ｻﾝｸ
ｽ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ミニ冷やし中華（ampm） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 和風パスタ温野菜明太子味
（ampm）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 冷しきのことろろうどん（ﾔﾏｻﾞ
ｷ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 カニクリームスパゲティ 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 明太子スパゲティ（一般,ｼﾞｬｲﾛ,ｺｺ
ｽﾄｱ,ｽﾊﾟｰ）

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ボンゴレパスタ（一般,ｼﾞｬｲﾛ,ｺｺｽﾄ
ｱ,ｽﾊﾟｰ）

弁当 なし
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関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ベーコンとほうれん草スパゲティ 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 焼うどん（一般,ｽﾊﾟｰ,ｼﾞｬｲﾛ） 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 焼そば(一般,ｽﾊﾟｰ,ｼﾞｬｲﾛ) 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ナポリタンスパゲティ(一般) 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 大盛ナポリタン(一般) 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ナポリタンスパゲティ(ｼﾞｬｲﾛ) 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ミートソーススパゲティ(一般,ｼﾞｬ
ｲﾛ)

弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ごまだれ中華 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 上海風焼きそば 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 ソース焼きそば 弁当 なし

関東大徳㈱ 宇都宮市清原工業団地1-2 チキンカツ焼きそば 弁当 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 おにぎり（かつお風味） 弁当 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 おにぎり（瀬戸風味） 弁当 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 ミニ天丼 弁当 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 うなぎおこわ 弁当 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 ひじきごはん 弁当 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 ちらしずし 弁当 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 中華炊きこみちまき 弁当 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 チャーハン 弁当 なし

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 うなぎおこわ 弁当 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 おにぎり(かつお風味） 弁当 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 おにぎり(瀬戸風味） 弁当 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 チャーハン 弁当 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 中華炊きこみちまき 弁当 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 ちらしずし 弁当 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 ひじきごはん 弁当 無
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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 ミニ天丼 弁当 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 やきそば 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ うなぎおこわ 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ 中華炊き込みちまき 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ チャーハン 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ やきそば 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ひじきごはん 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ちらしずし 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ ミニ天丼 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ おにぎり（かつお風味） 弁当 無

キッコーマン・デリカスイト㈱ 東京都品川区小山３－２４－２ おにぎり（瀬戸風味） 弁当 無

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

おにぎり3個入り 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

手巻寿司海老巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

手巻寿司ツナキュウリ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

予約特製彩り幕の内 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

予約特製彩り幕の内（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

ミニポークカレー丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

牛カルビ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

ミニ中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

四川風マーボ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

本格中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

豚スタミナ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　群馬工場 群馬県新田郡薮塚本町大字大原字中西
2394-1

ちりめん御飯弁当 弁当 なし

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ am/pm おこめサンド・やきにく 弁当 無
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コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ am/pm おこめサンド・サーモンタ
ルタル

弁当 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ am/pm おこめサンド・塩カルビ 弁当 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ am/pm おこめサンド・石焼ビビン
バ

弁当 無

コスモ企業株式会社 香取郡大栄町吉岡７０９－９ 秋田小町のライスバーガー（やき
にく）

弁当 無

高崎弁当 群馬県高崎市倉賀野町４１ 牛肉使用弁当（報告対象外である
が、報告を受けた）

弁当

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 特製幕の内弁当（鮭ハラス焼） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 鶏そぼろ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ ちりめん御飯弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 予約特製味わい御膳 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 予約特製味わい御膳（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ とんかつ＆豚生姜焼き弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ おにぎり３個入（シーチキン・明
太子

弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 手巻海老マヨネーズ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ おむすびランチ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ ミニポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ ミニ中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 牛カルビ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　千葉工場 千葉県袖ヶ浦市地鎮守越１１６３ 本格中華丼 弁当 なし

中部デリカ（株） 甲府市大里町１００１ お好み焼き（広島風、大玉たこ焼
き）

弁当 なし

中部デリカ（株） 甲府市大里町１００１ 焼きそば（五目あんかけ、コロッ
ケロール、）

弁当 なし

中部デリカ（株） 甲府市大里町１００１ 海老マカロニグラタン 弁当 なし

中部デリカ（株） 甲府市大里町１００１ スパゲティー（ナポリタン、和風
明太子、旬のきのこ）

弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ エビかつハム玉子サンド 弁当 なし
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デリカエース（株） 川口市原町５－１９ お好みのり弁当 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ おむすびランチ 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ きのこ御飯弁当 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 牛カルビ弁当 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ クリームチーズロール 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 五目あんかけ焼きそば 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 直巻きおむすび鶏五目 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 旬のきのこのスパゲティ 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ スパゲティミートソース 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 手巻きシーチキン 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 特製味わい御膳 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 特選彩り幕の内 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 特選チャーハン 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 特選とんかつ弁当 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 特選幕の内弁当 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 鶏そぼろ弁当 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ナポリタンスパゲティ 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ハムエッグロール 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ハムエッグロール 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ハムカツサンド 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ハムチーズサンド 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ハム野菜サンド 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ブリトー（エンチャラダ） 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ブリトー（ベーコンピザ） 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ふんわりチーズロール 弁当 なし
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デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ベーシックボックス 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ペンネアラビアータ 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ホットドック 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 本格中華丼 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 松茸御飯 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ミックスサンド 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ミニチャーハン 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ミニ中華丼 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ミニポークカレー 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ ミニ焼肉丼折詰幕の内 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ メンチカツロール 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 焼きそばロール 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 野菜サンド 弁当 なし

デリカエース（株） 川口市原町５－１９ 野菜サンドボックス 弁当 なし

ﾃﾞﾘｶ食品工業（株） 小牧市入鹿出新田郷前１１６７－１ 一口串カツ、照焼ステーキ、チキ
ンから揚げ

弁当 なし

東洋通商株式会社 江戸川区西小岩１－１７－１２ すきやき丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

おにぎり3個入り 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

手巻ツナキュウリ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

予約特製彩り幕の内 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

予約特製彩り幕の内（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

ミニポークカレー丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

牛カルビ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

ミニ中華丼 弁当 なし
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わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

四川風マーボ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

本格中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

豚スタミナ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　栃木工場 栃木県下都賀郡大平町大字伯仲字曲り
松2958-7

ちりめん御飯弁当 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ エビピラフ 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ 鶏ごぼう 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ かつおごはん 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ 鯛ご飯 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ ひじきご飯 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ きのこ狩り 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ 松茸ご飯 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ しめじご飯 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ かに釜飯 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ あさりごはん 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ 五目釜めし 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ バレンシア 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ カレーピラフ 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ 山菜ごはん 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ チキンライス 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ 鮭ごはん 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ 鶏ごぼう 弁当 なし

栃木県央炊飯協同組合 宇都宮市羽生田町１３１番地１ チキンピラフ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 手巻シーチキン 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 おにぎり3個 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 手巻寿司ツナキュウリ 弁当 なし
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わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 予約特製彩り幕の内 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 予約特製彩り幕の内（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 ミニポークカレー丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 牛カルビ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 ミニ中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 本格中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 豚スタミナ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 お好みのり弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　新潟工場 新潟県見附市今町7-1383-3 ちりめん御飯弁当 弁当 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

おやき 弁当 なし

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ 牛カルビ弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ 松茸御飯 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ 鶏そぼろ弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ 豚生姜焼弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ おにぎり３個入（シーチキン・
鮭・明太子）

弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ 手巻寿司エビカツ巻 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ ちりめん御飯弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ きのこ御飯弁当 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ 特製味わい御膳（赤飯） 弁当 無

フジフーズ株式会社水戸工場 西茨城郡岩間町押辺２７４１ー８ ハンバーグ＆焼肉弁当 弁当 無

フジフーズ㈱袖ヶ浦工場 袖ヶ浦市大鳥居６２２－１ 幕の内弁当他５８ 弁当 無

フタバ食品（株） 群馬県高崎市井野町694 牛肉使用弁当（報告対象外である
が、報告を受けた）

弁当

フタバ食品㈱黒磯営業所 黒磯市宮町１－１ 幕の内弁当 弁当 なし

フタバ食品㈱東京営業所 船橋市本郷６９４ 幕の内弁当 弁当 無
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フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 醤油ラーメン風おにぎり 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 はさんDEごはん秋鮭 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 手巻きおにぎり　焼きたらこ 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 手巻きおにぎり　梅 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 手巻きおにぎり　辛子明太子 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 手巻きおにぎり　ツナマヨネーズ 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 栗ごはん弁当 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 牛丼 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 のり弁当 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 洋風ミックス弁当 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 チンジャオロース丼 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 和風鶏唐揚弁当 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 鯖塩焼き弁当 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 欧風チーズカレー 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ゴマねぎチャーハン 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 エビフライ＆豚カツ弁当 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ネギ味噌カルビ丼 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 とんかつミックス弁当 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ボリュームミックス弁当 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 直巻むすび　うめしそ 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 鳥飯むすび 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 テリヤキバーガー 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ビーフピザバーガー 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 スタミナ焼肉バーガー 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 とんかつロール 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 三角ハムポテト 弁当 なし
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フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ボリュームカツサンド 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 ホットドッグ 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 チキンカツ玉子サンド 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 直巻おにぎり　鶏五目 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 直巻おにぎり　梅しそ 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 直巻おにぎり　まいたけ 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 直巻おにぎり　しめじごはん 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 鮭いくらちらし 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 いなり 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 秋三昧おにぎりセット 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 行楽おにぎりセット 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 細巻寿司梅キュー 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 トロづくし 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 まぐろづくし 弁当 なし

フレッシュハウス宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地1-2 トロ巻・イクラセット 弁当 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 玉子がゆ 弁当 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ヘルスケア玄米がゆ 弁当 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 酵母エキス玄米あずきがゆ 弁当 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ヘルスケア玄米いもがゆ 弁当 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ヘルスケア玄米きのこがゆ 弁当 なし

丸善食品工業㈱ 更埴市大字寂蒔８８０番地 ヘルスケア玄米ほたてがゆ 弁当 なし

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ 具だくさんミートスパゲティ 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ 牛カルビ弁当 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ ねぎ塩カルビ弁当 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ カレーライス 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ スペシャルオムハヤシ 弁当 無
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丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ よくばり弁当 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ 肉じゃが弁当 弁当 無

丸茂食品㈱つくば工場 土浦市紫ヶ丘５－３ スーパー幕の内 弁当 無

わらべや日洋㈱　瑞穂工場 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-14 手巻シーチキン 弁当 なし

わらべや日洋㈱　瑞穂工場 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-14 おにぎり3個入〈シーチキン・明
太子・マヨ〉

弁当 なし

わらべや日洋㈱　瑞穂工場 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-14 手巻海老マヨネーズ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　瑞穂工場 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-14 照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　瑞穂工場 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-14 松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　瑞穂工場 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-14 きのこおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　瑞穂工場 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-14 おむすびランチ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　瑞穂工場 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原4-14 おにぎり＆いなリセット 弁当 なし

わらべや日洋㈱　村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ とんかつ＆豚生姜焼弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 松茸御飯 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 手巻寿司ツナキュウリ 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ サラダ巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 予約特製彩り幕の内 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎ー２４－１ 予約特製彩り幕の内（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ ミニポークカレー丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 牛カルビ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ ミニ中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 本格中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 豚スタミナ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ ハンバーグ＆焼肉弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 特選幕の内弁当〈鮭ハラス焼） 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 鶏そぼろ弁当 弁当 なし
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わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ ちりめん御飯弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ きのこ御飯弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 中華幕の内弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 予約特製味わい御膳 弁当 なし

わらべや日洋㈱村山第一工場 武蔵村山市榎３ー２４－１ 予約特製味わい御膳〈赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

おにぎり３個 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

手巻海老マヨネーズ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

お結びランチ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

手巻寿司海老巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

手巻寿司ツナキュウリ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

豚味噌焼弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

ハンバーグコンビ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

予約特製味わい御膳 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

予約特製味わい御膳（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

本格カツカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

とんかつ＆生姜焼き弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

サラダ巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

予約特製彩り弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

予約特製彩り弁当（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

ミニポークカレー丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

牛カルビ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

ミニ中華丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　山梨工場 山梨県韮崎市韮崎町大字上ノ山３８９
８

四川風マーボ豆腐丼 弁当 なし

山崎製パン（株） 浜松市三島町２７６ おむすび、ハンバーグ弁当、焼そ
ば

弁当 無

山崎製パン㈱長野クールデリカ事
業所

更埴市雨ノ宮５３４－１ 同一ビーフエキス使用６１品目 弁当 なし

553 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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㈱長野クールデリカ事
業所

更埴市雨ノ宮５３４－１ 同一ゼラチン使用４５品目 弁当 なし

山崎製パン㈱長野クールデリカ事
業所

更埴市雨ノ宮５３４－１ 同一牛肉使用10品目 弁当 なし

山崎製パン㈱長野クールデリカ事
業所

更埴市雨ノ宮５３４－１ 同一牛脂使用１４品目 弁当 なし

山和食品株式会社 横浜市神奈川区新町２１－１ 弁当　ＫＧＣハンバーグ＆チキン
カツ（ハンバーグ）

弁当 なし

山和食品株式会社 横浜市神奈川区新町２１－１ 弁当　ＫＧＣメンチカツ弁当（メ
ンチカツ）

弁当 なし

山和食品株式会社 横浜市神奈川区新町２１－１ 弁当　牛焼き肉プレート（牛バラ
炒め）

弁当 なし

（有）伊勢畜産 横浜市西区藤棚１－８５－１ 弁当２種 弁当 なし

有限会社流水 八日市市沖野三丁目１－１０ 弁当類 弁当 なし

（有）まるに食品 群馬県藤岡市藤岡３３７ 牛肉使用弁当（報告対象外である
が、報告を受けた）

弁当

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 手巻シーチキン 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ おにぎり3個入〈シーチキン・明
太子・マヨ〉

弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 照焼ソーセージおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 松茸おこわおむすび 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ おむすびランチ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 松茸御膳 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ おにぎり＆いなリセット 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 手巻寿司海老巻 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 手巻寿司ツナキュウリ 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 予約特製彩り幕の内 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 予約特製彩り幕の内〈赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 野菜たっぷりポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ ミニポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ ミニポークカレー 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 牛カルビ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 四川風マーボ丼 弁当 なし
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わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 豚スタミナ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ お好み弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ ハンバーグ＆焼肉弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 特選幕の内弁当（鮭ハラス焼） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 鶏そぼろ弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ きのこ御飯弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ ミニソースカツ丼 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 中華幕の内弁当 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 予約特製味わい御膳 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ 予約特製味わい御膳（赤飯） 弁当 なし

わらべや日洋㈱　横浜工場 横浜市都筑区川和町７５２ とんかつ＆豚生姜焼き弁当 弁当 なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 ミートスパゲッティグラタン 弁当 なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 きのこ筍のスパゲッティ 弁当 なし

両毛食品㈱ 栃木市樋の口町96-8 昔ながらのナポリタン 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ミニ天丼 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ミニコロッケカレー 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 太巻き 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 末広巻き 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 鮭弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 三色ご飯弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 日替わり弁当（火） 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ちらし寿司 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 五目稲荷 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ミニ地鶏丼 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 わっぱ飯 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 鶏わっぱ飯 弁当 なし
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ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 鮭わっぱ飯 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 日替わり弁当（水･木） 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 銀ムツ弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ドライカレー 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ミニコロッケカレー 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ドライカレー 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 きのこご飯おにぎり 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 鶏五目ご飯おにぎり 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 松茸ご飯弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 松茸おにぎり 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 デミグラスハンバーグ弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 特販弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 日替わり弁当（木） 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 牛カルビ丼 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ミニカルビ丼 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 日替わり弁当（水） 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 松茸ご飯弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 三色ご飯弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 銀ムツ弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 日替わり弁当（月･木･日） 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 日替わり弁当（木） 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 唐揚げ弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 行楽セット 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 銀ムツ弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 日替わり弁当（金･土） 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 鮭弁当 弁当 なし
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ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 松茸ご飯弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 唐揚げおにぎり 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 日替わり弁当（木） 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 牛カルビ丼 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 ミニカルビ丼 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 豚キムチ丼 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 デミグラスハンバーグ弁当 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-4 わっぱ飯 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-5 鶏わっぱ飯 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-6 鮭わっぱ飯 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-7 ミニ地鶏丼 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-8 冷凍チャーハン 弁当 なし

ワコーライス株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3-3-8 チャーハンおにぎり 弁当 なし

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ あらびきソーセージおむすび 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ いなり寿司３個入り 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 牛カルビ丼 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 牛カルビ弁当 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 海老天重 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ お好みのり弁当 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ おにぎり・いなりセット 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ おむすびランチ（メンチカツ） 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ きのこご飯弁当（鶏照焼き） 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ ｻﾗﾀﾞ巻（ｴﾋﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ） 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ サラダ巻（ツナ） 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ ｻﾝﾄﾞおむすびﾂﾅﾏﾖﾈｰｽﾞ 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ チキンカツカレー 弁当 無

557 / 647 ページ



その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
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わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 手巻きおにぎり海老マヨネーズ 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 特選彩り幕の内（2種） 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 特選さけ弁当 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･焼き肉弁当 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 豚丼 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 本格中華丼 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ ミニ牛カルビ丼 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ ミニ中華丼 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ ミニポークカレー 弁当 無

わらべや福島株式会社 郡山市喜久田町字双又３４番地１３ 野菜たっぷりポークカレー 弁当 無

株式会社　一番 守山市千代町１０８－６ 日替わり弁当 弁当 なし

㈱ウイング 岐阜市西川手５丁目２５番地１ 調理パン 弁当 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ しぐれ煮弁当 弁当 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ ハンバーグ弁当 弁当 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市大字安永字六区割９７１
－４

ハンバーグ弁当 弁当 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市大字安永字六区割９７１
－４

ミートサラダ弁当 弁当 なし

㈱柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ メンチカツ弁当 弁当 なし

㈱柿安本店（柿安ダイニング） 宇都宮市宮園町5-4 ハンバーグ弁当 弁当 なし

㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 とろろそば・とろろそばミニ 弁当 なし

㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 ミニ冷やし中華 弁当 なし

㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 ざるそば 弁当 なし

㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 ねぎ醤油焼きそば 弁当 なし

㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 こく旨焼きうどん 弁当 なし

㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 月見鍋焼きうどん（海老天） 弁当 なし

㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 カップ醤油ラーメン 弁当 なし

㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 本格ソース焼そば 弁当 なし
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㈱小島デリカ 小山市東間々田3-7-3 ちゃんぽん鍋 弁当 なし

㈱栄屋弁当 南蒲原郡栄町蔵内３６ 弁当 弁当 なし

㈱サンデリカ小山事業所 小山市羽川517-50 キムチマヨネーズ丼 弁当 なし

㈱サンデリカ小山事業所 小山市羽川517-50 とんかつ＆ハンバーグ弁当 弁当 なし

㈱サンデリカ小山事業所 小山市羽川517-50 海の幸丼 弁当 なし

㈱サンデリカ小山事業所 小山市羽川517-50 助六 弁当 なし

㈱サンデリカ小山事業所 小山市羽川517-50 天津飯 弁当 なし

㈱サンデリカ小山事業所 小山市羽川517-50 具入いなり鶏ごぼう 弁当 なし

㈱サンデリカ小山事業所 小山市羽川517-50 ソフトＨＯＴサンド（チーズ、ハ
ンバーグ）

弁当 なし

㈱サンデリカ小山事業所 小山市羽川517-50 クラブポークＨＯＴサンド 弁当 なし

㈱サンドール新潟 三条市東三条１－１９－１５ カレー弁当 弁当 なし

㈱しなの 上水内郡戸隠村戸隠２６３２ おやき（野菜ミックス） 弁当 なし

㈱ジャンボリア 横浜市保土ヶ谷区峰沢町267 弁当 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ おにぎり詰め合わせ 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ 牛カルビ弁当 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ 寿司詰め合わせ 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ ソースカツ丼 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ 手巻きおにぎり 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ 特選チャーハン 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ ハンバーグｱﾝﾄﾞ焼肉弁当 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ 弁当各種 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ 幕の内弁当 弁当 なし

㈱庄司食品 喜多方市豊川町高堂太字免田９５６ みちのく牛丼 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 彩りおこわ弁当 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ おにぎり２ケ入（さけ、水菜） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 親子弁当 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 三味おこわ 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 直火焼きそばめし(薄口） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 直火焼きそばめし(濃口） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 白むすび10個入(水菜） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 助六寿司 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ そばめし弁当 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 直巻おにぎり（かつお梅） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 中巻き（カニサラ巻） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 日替り弁当(土曜日） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 日替り弁当(木曜日） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 太巻き 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ ヘルシーおにぎりセット 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 幕の内弁当Ａ 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 幕の内弁当Ｂ 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 幕の内弁当Ｃ 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 幕の内弁当Ｄ 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ ミニかに玉丼 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ ミニ助六寿司 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ ミニ丼親子丼 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ ミニ丼焼鳥丼 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ ミニ花ちらし丼 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 麦ごはん弁当(揚げだし豆腐） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 麦ごはん弁当(ハンバーグ） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ メンチカツ弁当（わっぱ） 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 焼きそば 弁当 なし

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ 焼きそばチャーハン 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱セブンフードサービス 清水市北脇３１５ わっぱめし 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 寿司弁当 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 鶏そぼろおにぎり 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 梅かつおご飯のもと 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 二色おこわ（松茸おこわ） 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 三色おこわ（きのこおこわ） 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 五目ちらし 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ サラダ巻ノーカット（マルエツサ
ラダ巻）

弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 五目ちらし 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 盛合ファミリー（サラダ巻カニ） 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 助六（関東太巻） 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 関東太巻、ちらし類 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ サラダ助六（シーチキンサラダ
巻）

弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 鯖押し寿司 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 穴子押し寿司 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ ミニ弁当（オムライス） 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 鮭・青じそちりめん 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 青じそちりめんおにぎり 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 納豆細巻 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 稲荷寿司 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 松茸ごはん 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 梅しそおにぎり 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ とりめし 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 手巻寿司5本（手巻寿司カルビ） 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 手巻おにぎり紀州梅 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ とりめしおにぎり 弁当 なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ オムライスおにぎり 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 伊達巻盛合（伊達巻） 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ 寿司弁当 弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ おにぎり弁当(揚げ出しベジタブ
ル)

弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ おにぎり弁当(お好みソース焼き
そば)

弁当 なし

㈱ダイエーロイヤルクック 川崎市川崎区白石町６－１ おにぎり弁当(北見産牛肉コロッ
ケ)

弁当 なし

㈱高島屋横浜店 横浜市西区南幸１－６－３１ 弁当６種 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ ハムカツサンド 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ メンチカツロール 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ 旬のきのこのグラタン 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ ミニ五目あんかけ焼そば 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ お好み焼きアンド焼そば 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ チーズバーガー 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ テリヤキバーガー 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ ブリトー 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ クラブハウスサンド 弁当 なし

㈱デイリーはやしや更埴事業所 更埴市大字雨宮９１８ 焼そばコロッケロール 弁当 なし

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

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

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

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

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

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

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

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

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

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

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

㈱光陽 宝飯郡一宮町上長山字小南口原８３ 弁当類 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 手巻きおにぎり海老マヨネーズ 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 直巻おむずびまいたけ 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ きのこおこわおむすび 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 特選チャーハン 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ ミニチャーハン 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ ネギ塩カルビ弁当 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 豚生姜焼弁当 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 鶏そぼろ弁当 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 幕の内４５０ 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ お好みのり弁当 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ たっぷりお肉の酢豚定食 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ ハンバーグ＆焼肉弁当 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ きのこ御飯弁当 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ きのこ御飯 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ ミニソースカツ丼 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 中華幕の内弁当 弁当 なし

㈱武蔵野栃木工場 佐野市富岡町１７５０ 味わい御前（赤飯） 弁当 なし

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ 鶏そぼろ重 弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ 栗おこわ 弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ 栗おこわおにぎり 弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ きのこおにぎり 弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ 白身フライとお好み弁当
（ハンバーグ）

弁当 無

㈱ローズコーポレーション 新治郡千代田町上稲吉2045－１ 白身フライとお好み弁当
（煮物）

弁当 無

日本水産株式会社 愛知県安城市東栄町横根畑５９－７ いなり寿司 弁当（冷凍食
品）

なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

ミシマデリカ㈱ 三島郡三島町鳥越２２５３ 弁当類、そう菜類 弁当、そう菜類 なし

（株）美矢尾 西春町徳重字小崎３８－１ ビビンバ弁当 弁当類 なし

（有）メイショク 三重県伊勢市村松町３０２６ ミートスパゲティ 弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 石焼き風ビビンバ205Gカップ 弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ オイシサパックチャーハン48G O 弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ オイシサパックチャーハンカレン
ダー G

弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 直火焼き焼豚のチャーハン97G 弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 炊飯器でらくらくすき焼きごはん
227G

弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 炊飯器でらくらくパエリアごはん
200G

弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 炊飯器でらくらくビビンバごはん
170G

弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 炊飯器でらくら高菜ごはん200G 弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ ふんわりおじや和風、中華風２５
５Ｇ

弁当類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 麦とろごはん215G 弁当類 なし

株式会社 サンデリカ 町田市鶴間５３３ 弁当類（グリセリン脂肪酸エステ
ル使用）

弁当類 なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 予約弁当味彩御膳 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 紅鮭幕の内 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 カルビビビンバクッパ 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 鉄板風牛カルビ弁当 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 ボリュームミックス弁当 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 ミックスのり弁当 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 おろしハンバーグ弁当 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 ソース鶏かつ丼 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 大盛つゆだく牛丼 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 大盛カレーライス 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 ミニそぼろ弁当 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 手巻おにぎりチャーシューマヨ
ネーズ

弁当類 なし なし
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え

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 まんまるおにぎり鶏五目 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 まんまるおにぎりしそわかめ 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 まんまるおにぎり鶏そぼろ 弁当類 なし なし

株式会社クチーナ 千葉市美浜区新港14 中おちカルビおにぎり 弁当類 なし なし

（株）ファミリーシェフ 相模原市下九沢１７１ 弁当類 弁当類 なし

（株）ファミリーシェフ 相模原市下九沢１７１ 調理パン類 弁当類 なし

株式会社大津給食センター 大津市別保三丁目１１－３５ 弁当類 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－５ エビマカロニグラタン 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１２ 玉子の和風パスタ 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１３ スパゲティナポリタン 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１５ 洋食屋さんのエビピラフ 弁当類 有 有（１３３℃、３気
圧、２０分以上の高圧
蒸気滅菌）

脊髄 レアスク
ランブル
Ａ（蛋白
加水分解
物とし
て）

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１７ ピリカラ肉みそやきそば 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１８ いか玉焼きそば 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－１９ 焼きそば 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２０ たこ焼き８個入り 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－２３ 明太子スパゲティ 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３５ さっぱり炒飯むすび 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３６ 大きな海老天むす３個 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３７ カレーピラフ 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３８ 手巻きおにぎり焼肉マヨ 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－３９ 一膳丸〔牛丼〕 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－４０ 大盛牛丼 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－４１ おかずたっぷり和風幕の内 弁当類 なし
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（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－４２ 焼肉定食 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－４３ 本格中華うま煮弁当 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－４４ タマゴたっぷりオムライス 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－４５ 元祖ビックリのり弁 弁当類 なし

（株）ジャパンフレッシュ長野工
場

長野県上伊那郡宮田村５２８９－４６ スパイシー唐揚弁当 弁当類 なし

シノブフーズ（株） 海部郡十四山村四郎兵衛1-128 おむすび、新ボリュームのり弁
当、エビフライ弁当等

弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ 大盛牛カルビ 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ 具だくさんミートスパゲティ 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ スーパー幕の内 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ ダブルﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ弁当 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ 忍法帳牛焼肉 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ ねぎ塩カルビ弁当 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ やわらかとんかつ＆肉じゃが弁当 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ 洋食ミックス弁当 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ 欲張り弁当 弁当類 なし

シノブフーズ株式会社 栗東市六地蔵１１６３ ライスﾊﾞｰｶﾞｰ 弁当類 なし

創食（株） 横浜市緑区上山町７７－３ 弁当類 弁当類 なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻おにぎり和風コンビーフ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 和風幕の内 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 季節の幕の内 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 プチ豚キムチ丼 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 スタミナ３９０幕の内 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 豚生姜焼＆一口かつ弁当 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ドカッとのり弁 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ごまのり弁 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 トリプルメイン弁当Ａ 弁当類 なし なし
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デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 グリル弁当 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 スタミナのり弁 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 とり照り焼き重 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻鶏そぼろ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 和風３９０幕の内 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 和風ひじき弁当 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 おにぎり山菜おこわ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ３９０幕の内（中華） 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 スパイシー焼そば 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 鳥ごぼうおにぎり 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 おにぎり竹の子ごはん 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 直巻とり五目 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻おにぎりまぐろ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 おにぎりパック 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 牛うま煮弁当 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ミニオムハヤシ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻焼豚チャーハン 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 豚キムチ丼 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 コンビーフカレー 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 寿司詰合せ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 いなり３ヶ入 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 助六寿司 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 和風きのこスパ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻寿司なめたけ納豆 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻ツナマヨ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻寿司ツナマヨ 弁当類 なし なし
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デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 鮭幕の内 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 新紅鮭幕の内 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ハヤシライス 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 チャーハン 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 ミニ炒飯 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻焼豚チャーハン 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 辛口ペペロンチーノ 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 コンビーフ＆玉子サンド 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 牛カルビ弁当 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻おにぎり牛ごぼう 弁当類 なし なし

デリシャスフード株式会社 千葉市花見川区千種町69-1 手巻おにぎりベーコンマヨ 弁当類 なし なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｓ－スーパーホットカレー 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ スパイシードライカレー 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ スパイシーカレーピラフ 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｐ－グルメ御膳 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 煮込みハンバーグ御膳 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｐ－カルビ焼き膳 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｓ－ビーフカレー 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 甘口ビーフカレー 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 中華彩り膳 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 香港飲茶御膳 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｐ－中華お楽しみ膳 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ Ｐ－お子様ランチ　他３０品 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 野菜具だくさんカレー　他５３品 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ サイコロステーキ御膳 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ 紅鮭お好み和膳 弁当類 なし
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トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ ステーキ御膳 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ スパゲティーミートソース 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ スパゲティーナポリタン 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ ASDスパゲティーナポリタン 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ スパゲティーカルボナーラ 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ ジャビット弁当８９ 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ キムチ牛焼肉弁当 弁当類 なし

トオカツフーズ株式会社　萬作川
和工場

横浜市都筑区川和町２００－２ ハンバーグ＆鶏竜田揚弁当 弁当類 なし

明治ライスデリカ（株） 狭山市広瀬東２－２８－１ 中華麻婆＆炊飯弁当 弁当類 なし

株式会社大門 大津市皇子が丘三丁目１４４－４ 弁当類 弁当類 なし

株式会社南洋軒 草津市追分町１７番地 弁当類 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ６種類のきのこピラフ 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 大盛つゆだく丼 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ジャンボイナリピリ辛焼肉マヨ 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ソース焼きそば 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 第２弾！焼豚が旨いチャーハン 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 特製スパイスのビーフカレー 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 のり弁当 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ハンバーグ＆チキンカツ弁当 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ハンバーグ＆鶏唐揚弁当 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 復活！サイコロハンバーグ弁当 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ボリューム二色太巻 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 松花堂弁当 弁当類 なし

㈱末広製菓　長岡工場 長岡市南七日町5-4 ミートソーススパゲティ 弁当類 なし

㈱ﾃﾞｲﾘｰはやしや新潟越路事業所 三島郡越路町大字浦559-1 弁当 弁当類 なし

㈱三越 東京都多摩市落合1-46-1三越Ｂ１ ビーフカレーライス 弁当類 なし
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㈱三越 東京都多摩市落合1-46-1三越Ｂ１ ポークカレーライス 弁当類 なし

㈱三越 東京都多摩市落合1-46-1三越Ｂ１ 松阪牛焼肉弁当 弁当類 なし

㈱昔亭 富山市上冨居３５－１ 日本海の幸さより寿しおにぎり 弁当類 無 ビーフエ
キス

㈱昔亭 富山市上冨居３５－１ 若狭湾小鯛寿しおにぎり 弁当類 無 ビーフエ
キス

湖南給食事業協同組合 栗東市岡３００－１ 弁当類 弁当類 なし

株式会社たちばな 東京都世田谷区南烏山５－１４－５ サンドイッチ（コロッケ） 弁当類（調理パ
ン）

なし

株式会社中村屋 東京都世田谷区砧８－８－２１ サンドイッチ（ドッグタイプ） 弁当類（調理パ
ン）

なし

株式会社中村屋 東京都世田谷区砧８－８－２１ サンドイッチ類 弁当類（調理パ
ン）

なし

株式会社 サンデリカ 町田市鶴間５３３ 弁当類･調理パン（牛脂使用） 弁当類・調理パ
ン

なし

株式会社 サンデリカ 町田市鶴間５３３ 弁当類･調理パン（牛肉使用） 弁当類・調理パ
ン

なし

株式会社 サンデリカ 町田市鶴間５３３ 弁当類･調理パン（蛋白加水分解
物使用）

弁当類・調理パ
ン

なし

株式会社 サンデリカ 町田市鶴間５３３ 弁当類･調理パン（コラーゲン使
用）

弁当類・調理パ
ン

なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ ふんわり低脂肪ホイップ　チョコ
レート味

ホイップスプ
レッド（ジャ
ム）

なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ ふんわり低脂肪ホイップ　ピー
ナッツ味

ホイップスプ
レッド（ジャ
ム）

なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ ふんわり低脂肪ホイップ　キャラ
メル味

ホイップスプ
レッド（ジャ
ム）

なし

三星食品株式会社 姫路市福沢町１１５ ふんわり低脂肪ホイップ　ミルク
ティー味

ホイップスプ
レッド（ジャ
ム）

なし

国貞化学工業株式会社 豊中市千成町２丁目3-32 ﾎｲｯﾌﾟﾐﾙｸﾃﾞｻﾞｰﾄの素ｼﾞｭﾚﾎｲｯﾌﾟ ﾎｲｯﾌﾟﾐﾙｸﾃﾞｻﾞｰﾄ
の素ｼﾞｭﾚﾎｲｯﾌﾟ

無

㈱バイオックス 群馬県新田郡薮塚本町大原1461 ｶﾌﾟｾﾙ（ゼラチン使用） 包材 なし

（株）たかの 小千谷市大字千谷２８３７－１ 牛ごぼうの炊きたて御飯 包装米飯 なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 冷やし中華具 ポークハム千切
り

無

太陽化学株式会社 四日市市赤堀新町９番５号 ダルムスペースⅢ ポタージュスー
プ

なし

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 ﾎｯﾄｹｰｷ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾞｬﾝﾎﾞｷｯｽ ﾎｯﾄｹｰｷ 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 国内産小麦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

ﾎｯﾄｹｰｷｾｯﾄ 無

光和デリカ㈱ 波崎町６４３７ コンビーフハッシュ ポテト加工品 無

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン使用製品 ポテトサラダ 無

味の素ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ㈱ 高槻市下田部2-7-1 香味油 骨・牛脂 有 有：アメリカ産（１３
３℃、２０分、３気
圧）

脊髄 骨

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ そばつゆ　８３３８３ ポリ容器詰 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ うどんつゆ　８３３８４ ポリ容器詰 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ そばつゆ　８３３８５ ポリ容器詰 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ めんつゆ　８３３９５ ポリ容器詰 無

ヒゲタ醤油株式会社 千葉県銚子市八幡町５１６ 釜飯のたれ　８３２３７ ポリ容器詰 無

ﾈｽﾚｼﾞｬﾊﾟﾝ 飾磨郡香寺町 ホワイトソース５種 ホワイトソース なし

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 Ｎﾎﾜｲﾄﾌﾚｰｸ ﾎﾜｲﾄﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ﾎﾜｲﾄ固型 ﾎﾜｲﾄﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 ﾎﾜｲﾄ粉末 ﾎﾜｲﾄﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 群馬ﾎﾜｲﾄﾙｳ ﾎﾜｲﾄﾙｳ類 無

メタル食品株式会社 豊中市服部西町５丁目14-2 群馬ｼﾁｭｰﾙｳ ﾎﾜｲﾄﾙｳ類 無

㈱高見澤 長野県中野市大字安源寺708 本しめじ（濃口、うす口） 本しめじ味付け なし

（株）関東ダイエットクック 日高市高萩２０７７－２ おろしポン酢 ポン酢 なし

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアソフトＱ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシートＭＣＲ－０８ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアさくさくシート マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアさくさく マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＹＰＲ－７ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＹＰＲ－８ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＹＰＲ－Ｋ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアストローＳ マーガリン 無
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旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ マルニ白ＯＲ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアデラックス有塩 マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアデラックス半塩 マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＥＫ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピア８０ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアライスＤＸ有塩５００ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアカットシート８０ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシート３－１０ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシートＫＭ－１０ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシート３－０５ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシートＭＫ－５ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシートＭＣＲ－ＹＫ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアスライス５０４Ｋ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアスライス５０６ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＴＡＹ－ＣＯ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアカットシート８０ＴＮ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシート５－１０ＴＡＹ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアカットシート５－１０ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアシートＭＫ－７ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＮＰ－ＴＫ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアポンパドウル マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピア２０００シート マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピア２０００シート１４Ｋ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピア２０００ＳＮ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピアＧ有塩 マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ オリンピア２０００シートＳＦ６
００

マーガリン 無
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氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ リス印シェフマーガリンＬＳ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ シェフマーガリンＤＸ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ジョニー７ＰＶ マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ジョニーＫ（ム） マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ ジョニー７（ム） マーガリン 無

旭電化工業㈱鹿島工場 神栖町東和田２９ Ｂ＆Ｓスペシャル マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ クリームワンダー マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ チェリカゴールド マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ ＮＣＦ１００ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ ＫＡ－ＣＰ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ チェリカＳＫ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ チェリカＤＫ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ パーソナルフレッシュ マーガリン 無

花王㈱鹿島工場 神栖町東深芝２０ スーパーワンダー マーガリン 無

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＡＣＣ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＬＯ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＬＯＦ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＬＯＦＱ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＬＯＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＬＯＴ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＬＯＴＤ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＲＲＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＳＦ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＮＣＮＥＧ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＮＣＲＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＯＭＦ マーガリン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＲＩＧＤ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＲＳＷＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＵＡＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＵＣＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＵＣＡＷ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＵＸＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＦＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＦＢＩＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＦＢ－Ｌ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＦＦＦ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＦＭＩ３０ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ１００ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ１００１ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ２００ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ２００１ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ３００ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ３００１ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ５０ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ５０ＢＰ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ５Ｙ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ８９ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ９１ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ９１ＯＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰ９９ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＤ７ マーガリン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＥ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＥＪ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＥＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＥＳ７ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＥＳ９ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＥＳ９Ｃ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＥＳ９ＲＦ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＦＢＰ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＦＨ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＦＪＮ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＦＮ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＫＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＭＩ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＭＩＹ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＰＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＲＫＢ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＳＳＤ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＴ－Ｒ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＶ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＥＭＰＶＫ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＣＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＦＲＭ１００Ｔ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＢＣＨＯ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＩＦ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＫＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＫＢＫ マーガリン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＫＣＬ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＫＣＰ１２Ｆ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＫＣＰ１２Ｈ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＫＦＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＫＷＭＧＫ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＫＹ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＥＳＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＥＳＡＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＥＳＶＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ Ｍ１ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＡＫＬ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＡＶＣ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＡＶＥ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＡＶＱ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＡＶＱＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＣＧＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＧ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＩＬＣＰ３００ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＩＬＣＰ３００Ｆ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＩＬＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＩＬＳＲ－Ｌ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＩＬＳＶＳＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＩＰＢＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＬ３００ＬＢ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＬＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＭ マーガリン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＭＨ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＹＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＭＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ１１ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ３ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ３０３ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ４０ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ５ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ５０５ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ５１５ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ５Ｈ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ５ＳＨ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ７ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ９ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡ９Ｈ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡＣ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡＦＢ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡＧＴ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＯＶＡＳＣ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＳＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶ４０ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＥ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＥＢ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＦＥＴ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＮ マーガリン 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
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適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＮＶＴ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＯＨＭＶ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＩＬＹ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＩＭ１０ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＩＭＭＥ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＩＭＴＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＩＭＷＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＩＭＷＡＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＯＴＣ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＯＴＤ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＰＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＩＶＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＫＭＩＣ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭ４００ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭ４０１ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＡＪ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＢ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＢ１２ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＢＡＪＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＢＮ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＤ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＦ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＦＢ２００ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＦＢ－Ｌ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭ－ＬＦ マーガリン なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＰＡＩ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＳ－２ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＳＥＮ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＳＳＤ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＳＶＬ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＴ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＸ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＸＮＴ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＭＸ－Ｒ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＯＬＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＲＯＹＢＣ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＥＲ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＥＲＡ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＫＲ３０ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＯＬＳＳ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＳＴＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＵＮＢ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＶＬＲＭ－ＣＭ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＶＬＲＭＦＢ－Ｌ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＶＬＲＭ－Ｌ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＶＬＲＭ－ＬＦ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＳＶＬＲＭＰ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＶＩＴＦＥ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＶＩＴＦＱ マーガリン なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＶＭＳ マーガリン なし

株式会社ジョイフーズ 焼津市小川3328番地 ロレーヌＣＰ マーガリン 無
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
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）フラワーハネー 岐阜県養老郡養老町蛇持331 はちみつマーガリン マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマーガリンゴールド マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマーガリンＡＷ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマーガリンシルバー マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスコックマーガリンＤＸ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスハイゴールドマーガリン マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマーガリンＣＰＡ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマーガリンＮＳ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ブレッドパルＮＦ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ブレッドパルＫ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ベイクフレンドＥＧ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ブレッドパルＨＯ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ブレッドパルＯ３００ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ブレッドパルＭＡ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ベイクフレンドＮＥ２００ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ジョワイユＳ５００ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマーガリンＶ２ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ホワイトマーガリン マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ パルス１００Ｓ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ シャルニ７００Ｓ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ブリランテＭ２ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ハイリュード３００ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ＭＲマーガリン マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ナイスマーガリンＮＨ３０ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ＲＣＨハイフレッシュマーガリン マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ロイヤルシェフマーガリン マーガリン なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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使用・混入
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適切な防止措置の有無
使用・混
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販売中止 製品回収
原料切換
え

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 共進マーガリン マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ いかるがマーガリン マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ フレッシュテースト マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ キッチンメイト５００有塩４５０
ｇ

マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ キッチンメイト５００無塩４５０
ｇ

マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ オリエンマーガリン５００ｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ジェリカ３００無塩４５０ｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ フレッシュマーガリン４５０ｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ マスタードＣＰ３０ １ｋｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ マーガリンＭ２有塩９ｋｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ハイスノーＳテーブル１５ｋｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ カフェテリア有塩４ｋｇ，１５ｋ
ｇ

マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ マーガリンＭ１有塩１３．５ｋｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ネオソフトＧＲ５ｋｇ，１０ｋｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ マーガリンＭ１－ｋ有塩１３．５
ｋｇ

マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ キッチンメイト３００Ｍ８ｋｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ジェリカ３００無塩１０ｋｇ，１
５ｋｇ

マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ジェリカ５００無塩１５ｋｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ジェリカ１００無塩１０ｋｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ カトリーヌ３００スーパー５００
ｇ

マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ カトリーヌ５０有塩５００ｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ カトリーヌ５００スーパー５００
ｇ

マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ カトリーヌ５０スーパー５００ｇ マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ 海外ネオソフトマーガリン１８０
ｇ，４５０ｇ

マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ Ｍチコ用生地 マーガリン なし

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ＣＰチコ用生地 マーガリン なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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の有無

適切な防止措置の有無
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入部位
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販売中止 製品回収
原料切換
え

甲南油脂㈱ 東灘区魚崎浜町１７ ネオソフトマーガリン用生地 マーガリン なし

太陽油脂株式会社 横浜市神奈川区守屋町２－７ マーガリン類 マーガリン なし

たぐいパン株式会社 千葉県銚子市松岸町３－４０５ フレッシュスター（パン） マーガリン 無

日新化工株式会社 船橋市高瀬町２１番地９ スーパーシートＤ マーガリン 無

不二製油（株） 泉佐野市住吉町１ マーガリン製品 マーガリン 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎﾟｰｼｮﾝMﾁｺ ﾏｰｶﾞﾘﾝ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎﾟｰｼｮﾝCPﾁｺ ﾏｰｶﾞﾘﾝ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 同上 ﾊﾝｸﾞﾘｰﾀｲｶﾞｰ ﾏｰｶﾞﾘﾝ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾈｵｿﾌﾄﾏｰｶﾞﾘﾝ ﾏｰｶﾞﾘﾝ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 かね正月丸8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾃｰﾌﾞﾙ2×4 ﾏｰｶﾞﾘﾝ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾚｯｼｭﾃｲｽﾄ6g､8g､10g ﾏｰｶﾞﾘﾝ 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺｺｱﾃｲｽﾄ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ 無

リボン食品製造株式会社 大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８ マーガリンA マーガリン 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 マーガリンB マーガリン 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 マーガリンC マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1142 NP-TK マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1143 オリンピアストロー マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1144 ニューロリアン マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1145 コルネリア マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1147 マルニシロ マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1148 ポワロ マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1149 オリンピアKO マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1150 オリンピアスライス マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1153 オリンピアシート マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1154 オリンピアスライス マーガリン 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 加古郡稲美町六分一1155 ボローニャシート マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1156 オリンピア２０００ マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1157 オリンピアＮＰ－ＴＫ マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1158 オリンピアシート マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1160 オリンピアさくさくシート マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1161 オリンピアさくさくスライス マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1167 オリンピアＢＬシート マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1168 オリンピアＮＡ マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1170 オリンピアＥＦ＝ＴＡＭ マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1174 ネフパイ マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1175 ネフロールイン マーガリン なし

旭電化工業株式会社 加古郡稲美町六分一1176 シェフマーガリン マーガリン なし

永幸食品㈱ 船井郡園部町上木崎町年の森２２－１ チーズスフレ マーガリン 不明 200℃・２０分以上 牛脂

永幸食品㈱ 船井郡園部町上木崎町年の森２２－１ バームクーヘン マーガリン 不明 200℃・２０分以上 牛脂

永幸食品㈱ 船井郡園部町上木崎町年の森２２－１ パイシュー マーガリン 不明 200℃・２０分以上 牛脂

永幸食品㈱ 船井郡園部町上木崎町年の森２２－１ フィナンシェ マーガリン 不明 200℃・２０分以上 牛脂

永幸食品㈱ 船井郡園部町上木崎町年の森２２－１ マドレーヌ マーガリン 不明 200℃・２０分以上 牛脂

永幸食品㈱ 船井郡園部町上木崎町年の森２２－１ ル・ショコラ マーガリン 不明 200℃・２０分以上 牛脂

永幸食品㈱ 船井郡園部町上木崎町年の森２２－１ 焼きチーズタルト マーガリン 不明 200℃・２０分以上 牛脂

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ TN-マーガリン マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ クッキーマーガリン（H) マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ クッキーマーガリン（M) マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ クッキーマーガリンCP マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ シューマーガリン－R マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ スプレッドゴールド－YT マーガリン なし
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㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ セービングクリーミー＆ソフト マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ フィリングマーガリン－S マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ ふんわりラーマ マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ ラーマソフト マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ ラーマバターの風味 マーガリン なし

㈱ホーネンコーポレーション油脂
食品工場

清水市島崎町１７６ ラーマプロ・アクティブ マーガリン なし

㈱マスヤ 富津市湊１０７１－２ シューファンデＤＸ他１ マーガリン 無

三立製菓株式会社 氷上郡柏原町大新屋75 パイ生地 マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＢＬＯＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＢＬＯＴＤ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＡＢＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＣＧＫ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＣＧＹＫ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＣＮＣＮＥＧ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＦＢＩＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＦＫＰ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＦＯＶ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＦＰＶＮ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＦＲＴ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＬＮＣＭＹＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＥＬＮＬＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＦＡＩＥＵＤ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＦＡＩＪ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＦＢＭ３００ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＦＣＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＧＮＳＯＬＭＯ マーガリン 無
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鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＧＲ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＢＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＢＭ９ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＢＭＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＨＩＰ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＩＮＩＧ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＣＰ１２Ｆ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＣＰ３０ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＦＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＭＴＺ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＹ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＹ（ムエン） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＫＹＺ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＬＩＦＶＤ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＬＬ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＬＬＢ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＡＲＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＡＶＱ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＡＶＱＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＢＤＦＢ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＧ（Ｋ） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＧ（ムエン） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＧＤ（ユウエン） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＧＴＧ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＧＴＧＴ（ムエン） マーガリン 無
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鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＩＦＳＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＩＦＳＭ（Ｏ） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＩＦＳＭ（Ｏ） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＩＬ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＩＬＰ－Ｌ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＭＹＦ（ムエン） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＨＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＭＢＫ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＭＥＸ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＭＦ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＭＧＤ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＭＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＭＳＹ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＭＴＧ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＯＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＯＭＥＺ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＯＶＡＳ３００ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＶＣ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＶＦ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＶＮＴ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＮＶＴ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＯＣ－４０Ｖ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＯＦＭＶ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＯＳＣＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＯＶＭ マーガリン 無
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鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＯＶＭＷ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＤＸ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＭＢＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＯＣＴ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＯＴＤ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＰＮ１ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＰＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＲＢＧ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＲＢＰＯ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＲＧ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＲＧ５ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＰＲＳＦＭＬ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＦ（クエン） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＦ（ユウエン） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＦＥ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＩＶＲ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＯＹＢＣ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＲＯＺＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＩＦＶ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＯＬＳＧ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＯＬＳＳ（Ｔ） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＴＷ（Ｏ） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＵＮＢ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＵＮＢ（ムエン） マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＶＬ３０ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＶＬ３Ｏ－Ｌ マーガリン 無
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鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＶＬＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＳＶＬＭ－Ｌ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＭ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＭＲ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＭＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＶＭＴＳ マーガリン 無

鐘淵化学工業㈱高砂工業所 高砂市高砂町宮前町１－８ ＷＩＺ マーガリン 無

雪印乳業株式会社　厚木マーガリ
ン工場

海老名市中新田３２１０ マーガリン マーガリン なし

㈱カネカフード 西区高塚台２－１１－１ マーガリン，乳製品，乳等を主原
料とする食品

マーガリン，乳
製品，乳主原

なし

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ マーガリン加工食品（２３製品） マーガリン加工
食品

なし

タカ食品工業株式会社 福岡県山門郡瀬高町小川１１８９ー6 ファットスプレット他 マーガリン類 無

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ﾊｲﾃｯｸｽ600 ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ｾﾌﾟﾃｯﾄ500S ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ｾﾌﾟﾃｯﾄ2000B ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ｾﾌﾟﾃｯﾄMSK ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 なし

日清製油㈱ 横浜市磯子区新森町1 ANｼｰﾄ ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 なし

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾚｯｼｭﾏﾘﾝｷｬﾗﾒﾙ型8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾚｯｼｭﾏﾘﾝ枕型8､10g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｭｰﾌﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ7g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾚｯｼｭﾏﾘﾝｷｬﾗﾒﾙ型植物性 ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾚｯｼｭﾏﾘﾝ枕型植物性 ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾐﾙｸﾏﾘﾝ ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾆｰｽﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾈｵﾌﾚｯｼｭMC ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊｲﾌﾚｯｼｭ7　450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｵｶﾞﾜﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊｯﾄﾘﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊｲﾌﾚｯｼｭ8　450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾆｭｰﾌﾚｯｼｭﾏｰｶﾞﾘﾝ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾁﾓﾄﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｴｰｽﾍﾞｰｷﾝｸﾞ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾚｯｼｭﾏﾘﾝS　450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 日米ﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾀﾞｰﾄﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾐﾂﾓﾄﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾀｲｶﾞｰﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾞｯｸﾞｳｴｽﾄﾕﾆｶ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾐｽｽﾞﾞﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 HA7ﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾆｭｰﾔﾝｸﾞﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾐﾘｵﾝﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｱﾄﾞﾑﾌﾚｯｼｭｺﾞｰﾙﾄﾞ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋﾞｰﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾁｬｰﾆﾝｸﾞ450g､900g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾛｱﾏｰｶﾞﾘﾝ450g､8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾚｯｼｭﾏﾘﾝｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｷｸﾏﾙｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾂｷﾏﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾂｷﾏﾙｼﾙﾊﾞｰ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾞｮｲﾌﾙﾎﾟｰｼｮﾝﾏｰｶﾞﾘﾝ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 樽ﾏｰｶﾞﾘﾝ20g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 からふね屋ﾏｰｶﾞﾘﾝ900g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾆｭｰｿﾌﾄﾏｰｶﾞﾘﾝ ﾊﾟﾝ900g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ900g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊﾟﾝ900ﾚｯﾄﾞﾗﾍﾞﾙ900g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾀﾞｰﾄﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾈｵｽﾘｰ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾛｲﾔﾙｿﾌﾄ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊｲﾌﾚｯｼｭ5　2.25kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊｲｿﾌﾄ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎﾜｲﾄｺｯｸﾏｰｶﾞﾘﾝﾐﾆ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊｲｼｪﾌﾏｰｶﾞﾘﾝ3kg､8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｽﾍﾟｼｬﾙﾐﾆ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾚｯｼｭ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾙｴｯﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 CCSﾊｲﾏｰｶﾞﾘﾝ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｳｴｼﾏﾏｰｶﾞﾘﾝ450g､900g､2.5kg､8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾄﾐﾔﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｵｶﾓﾄﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾘｯﾁﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾝﾖｰﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎﾞﾝﾀｲﾝﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｶﾜﾁﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾏﾂﾔﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｲﾄｳﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾆｯｶｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾗｲﾗｯｸﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾗﾄｶﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ900g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌﾚｯｼｭﾜﾝ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾁﾓﾄﾏｰｶﾞﾘﾝ3kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾝﾃﾞｰｻﾝﾏｰｶﾞﾘﾝ2kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎﾜｲﾄｺｯｸﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾁｰﾌﾏﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾐﾂﾓﾄﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 HCFﾏｰｶﾞﾘﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾞｯｸﾞｳｴｽﾄﾕﾆｶﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊﾄﾔﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾄｰﾎｰﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾎﾜｲﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｳｼｼﾞﾏﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾜｰﾙﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾋﾟｴﾄﾛﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾛｱｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ12kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｸﾗｳﾝﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｽﾘｰﾌｫｰﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾞｪﾌﾀﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ8kgA､B ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｱﾄﾞﾑAﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺｯｸﾏﾝ8kg､15kg､無塩15kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 HCFﾏｰｶﾞﾘﾝｼﾙﾊﾞｰ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｸﾞﾘｰﾝRﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無
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マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾙﾊﾞｰﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 西原ﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼｬﾛﾝﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｱﾄﾞﾑﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋﾞｰﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg､900g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾊﾏﾔﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾔﾏｲﾁﾏｰｶﾞﾘﾝ8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｼﾙｴｯﾄｼﾙﾊﾞｰ2.5kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾛｲﾔﾙﾏｰｶﾞﾘﾝ500g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ひまわりﾏｰｶﾞﾘﾝ10g､225g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｶﾞｰﾘｯｸﾏｰｶﾞﾘﾝ7g､225g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 粒入りﾏｽﾀｰﾄﾞﾏｰｶﾞﾘﾝ900g､225g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾌｼﾞﾊﾟﾝｶﾞｰﾘｯｸﾏｰｶﾞﾘﾝ225g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ&ｶﾞｰﾘｯｸﾏｰｶﾞﾘﾝ180g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾏｽﾀｰﾄﾞﾌﾚｯｼｭ450g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ﾏｽﾀｰﾄﾞﾌﾚｯｼｭｿﾌﾄ500g､1kg､8kg ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 檸檬ﾚﾓﾝｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ225g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 はちみつｼｭｶﾞｰﾊﾞﾀｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ180g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｿﾌﾄﾏｽﾀｰﾄﾞ900g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 胡麻いっぱいﾊﾞﾀｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ180g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 ｺｺｱﾁｮｺﾊﾞﾀｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ180g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 明治ｸｵﾚ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 明治ｹｯｾﾙ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 明治ｴｺｰﾙ8g､10g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無

マリンフード株式会社 豊中市豊南町東４丁目5-1 明治ﾊｲﾋﾞﾀ8g ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 無
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ミヨシ油脂㈱　神戸工場 長田区苅藻通７－１－４８ マーガリン類（３７品種） マーガリン類 なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ 明治発酵500他 マーガリン類 なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ シンカソアールシート他 マーガリン類 なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ 明治ロベールＤＸ1000他 マーガリン類 なし

月島食品工業株式会社 江戸川区東葛西３－１７－９ マーガリン類（１４３製品） マーガリン類 なし

月島食品工業株式会社 神戸市東灘区深江浜町４７ マーガリン類（１４３製品） マーガリン類 なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ 明治コーンソフト他 マーガリン類 なし

明治油脂株式会社 尼崎市三反田町１―１―１１ ＣＯ-ＯＰコーンハーフ他 マーガリン類 なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ ゼラチン使用製品 まき寿司 無

タカ食品工業株式会社 福岡県山門郡瀬高町小川１１８９ー5 マスタード類 マスタード 無

前田産業株式会社 八尾市渋川町７－１ 抹茶くず湯　他6種 抹茶くず湯　他6
種

無

イチビキ㈱ 豊川市御油町美世賜２１０番地 業務用赤だし 豆みそ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 耐冷耐熱マヨネーズ ﾏﾖﾈｰｽﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 耐冷凍マヨ ﾏﾖﾈｰｽﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ タマゴスプレッド用マヨ ﾏﾖﾈｰｽﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ ベースマヨネーズ ﾏﾖﾈｰｽﾞ なし

キューピー　株式会社 府中市住吉町５－１３－１ 耐冷耐熱ﾏﾖﾈｰｽﾞﾎﾜｲﾄ ﾏﾖﾈｰｽﾞ なし

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ ブラックペッパーマヨネーズ マヨネーズ 無

キューピー（株） 泉佐野市住吉町６－１ コンセルボマヨネーズ マヨネーズ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ﾂﾅﾏﾖﾈｰｽﾞ（寿司用） ﾏﾖﾈｰｽﾞ 無

ｷｭｰﾋﾟｰ㈱　鳥栖工場 鳥栖市田代外町７０１ ｶﾅｴﾀﾏｺﾞＳＰ用ﾏﾖﾈｰｽﾞNO.3 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 無

ケンコーマヨネーズ株式会社　厚
木工場

厚木市上依知３０２８－２ マヨネーズ マヨネーズ なし

ケンコーマヨネーズ㈱ 西区高塚台１丁目２－２ マヨネーズ マヨネーズ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 12-和風MATK10kg マヨネーズ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 加工用耐加熱マヨネーズ マヨネーズ なし

中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 業務用加熱加工用マヨネーズ10kg
箱

マヨネーズ なし
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中部クノール食品株式会社 四日市市宝町１番地の２ 業務用ﾏﾖﾈｰｽﾞL1 10kg箱 マヨネーズ なし

山内製粉（株） 泉佐野市りんくう往来南５－４ 壷一用マヨネーズ マヨネーズ 無

㈱多摩ジェーシー・フーズ 東京都稲城市大丸２２３１ ピザ類 マヨネーズ なし

（株）江戸清 横浜市南区井土ヶ谷中町９０番地 包々々 饅頭 なし

久保田食品株式会社 南国市岡豊町笠ノ川1045 中華まんじゅう（カレー味） まんじゅう 無

（株）竹屋 諏訪市湖岸通り２－３－１７ だし入りみそ、だし自慢、生みそ
汁、あわせ生みそ汁

みそ なし

（株）竹屋 諏訪市湖岸通り２－３－１８ カップみそ汁（とうふ、なめこ、
とん汁）

みそ なし

（株）竹屋 諏訪市湖岸通り２－３－１９ キッチンブレンドだし入り みそ なし

泉万醸造㈱ 知多郡武豊町字里中７８ みそ みそ なし

井上合名会社 喜多方市南町２８５４ みそ みそ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 油揚げ（骨、肉）使用インスタン
トみそ汁

みそ なし

かねこみそ株式会社 板野郡藍住町奥野字乾８１－２ だし入りみそ みそ 無

かねこみそ株式会社 板野郡藍住町奥野字乾８１－２ ごまみそ みそ 無

株式会社伊豆味噌醸造所 三島市八反畑１３４－６ もろみ味噌Ｄ 味噌 なし

株式会社魚井商店 徳島市北佐古二番町１－９ だし味噌 みそ 無

キッコウトミ㈱ 半田市東天王町１－３０ 味噌 みそ なし

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 合着諸味味噌 味噌 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 百歳食（ＤＨＡ入り） 味噌 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 味菜苑 味噌 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 三倍みそ 味噌 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 北京風味噌 味噌 無

神戸醤油店　代表者　神戸与四郎 庵原郡富士川町北松野３７１ 金山時みそ みそ なし

神戸醤油店　代表者　神戸与四郎 庵原郡富士川町北松野３７１ みそ みそ なし

桜井　彰信 七尾市相生町１ なべみそ用とりいちばん みそ なし - - -

佐々長醸造㈱ 東和町土沢5区417 牛たんみそ みそ 無

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ Ｙストアだし入赤だし みそ なし
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え

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ Ｙストアだし入合わせ みそ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 田舎赤だし みそ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ だし入り料亭赤だし みそ なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ だし入り料亭合わせ みそ なし

ニコニコのり㈱ 大阪市浪速区敷津東３－３－２３ 即席みそ汁 みそ なし

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 即席みそ汁用調味みそ みそ 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ﾙｰみそ合わせ（わかめ入） みそ 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｾﾌﾞﾝ用ﾙｰみそ みそ 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 チューブ入だし入りみそ みそ 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 ｳｴｽﾄ ﾃﾝﾒﾝｼﾞｬﾝ みそ 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 だんご汁用調味みそ みそ 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 味里ごごろ だし入合わせ みそ 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 純正赤だし みそ 無

ニビシ醤油㈱ 古賀市駅東3-2-1 淡塩合わせ みそ 無

日本清酒㈱寿みそ札幌工場 札幌市西区発寒１０条２丁目１－１ だし入りみそ みそ なし

野島食品㈱ 三条市興野１－２－４６ 味噌 味噌 なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ だし入りみそ みそ なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ 鍋みそ みそ なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ おでんみそ みそ なし

服部醸造株式会社 山越郡八雲町東雲町２７ 調理みそ みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ タンパク加水分解物（骨）使用ｲﾝ
ｽﾀﾝﾄみそ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ タンパク加水分解物（牛皮）使用
ｲﾝｽﾀﾝﾄみそ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ タンパク加水分解物（骨、牛皮）
使用ｲﾝｽﾀﾝﾄみそ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ タンパク加水分解物（肉、骨）使
用ｲﾝｽﾀﾝﾄみそ汁

みそ なし
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え

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ タンパク加水分解物（肉、骨、
脂）使用ｲﾝｽﾀﾝﾄみそ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（肉、骨）使用ｲﾝｽﾀﾝﾄみ
そ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（肉、骨、牛皮、脂）使用
ｲﾝｽﾀﾝﾄみそ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（骨）使用ｲﾝｽﾀﾝﾄみそ汁 みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（骨）、ゼラチン使用ｲﾝｽ
ﾀﾝﾄみそ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（骨、脂）使用ｲﾝｽﾀﾝﾄみ
そ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（骨、脂、皮）使用ｲﾝｽﾀﾝ
ﾄみそ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（骨、皮）使用ｲﾝｽﾀﾝﾄみ
そ汁

みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ エキス（肉）使用ｲﾝｽﾀﾝﾄみそ汁 みそ なし

ハナマルキ（株） 長野県辰野町平出１５６０ 酸化防止剤VE（脂）使用ｲﾝｽﾀﾝﾄ
みそ汁

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ BIG-A愛情風味（わかめ、油揚
げ、あさり）

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ CO-OPいろいろ即席、即席みそ汁
詰め合わせ

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ CO-OPけんちん汁 みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ CO-OP豚汁 みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ CO有機即席みそ汁（生タイプ） みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ DP用さぼてんみそ、さぼてんみそ みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ GH DP用赤だし味噌 みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ HK東北とん汁・なめこ汁・あさり
汁

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ いずみ生協だしいりみそ、いなげ
や田舎みそ・信州みそ、本場信州
みそ・本場田舎みそ、COOP東京
信州だし入り合わせ味噌、GHだ
し入り白みそ・GH料理店用だし
入り白味噌・GHだし入り合わせ
味噌・GH DP用赤だしみそ

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ くらしモア　カップみそ汁　わか
め汁・きのこ汁・とうふ汁・とん
汁

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ セービングわかめみそ汁 みそ なし
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え

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ 大庄白みそ みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ みそ汁専科、みそ汁専科白みそ・
赤だし・赤だししじみ風味

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ 有機大豆使用　即席みそ汁 みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ 有機大豆使用天然だし入り味噌、
ユーコープあじわいだし入り味
噌、トップバリュー鰹・昆布だし
入り味噌、だし入りせいきょう味
噌、ランチパク生タイプみそ汁、
大戸屋みそ汁専科、かっぱ寿司業
務用みそ汁

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ 有機のみそ１００％わかめみそ汁 みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ ユーコープ信州田舎みその即席生
みそ汁

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ ユーコープ長期成熟生みそのみそ
汁（わかめ、ほうれん草）

みそ なし

ひかり味噌（株） 諏訪郡下諏訪町４８４８－１ 暮らしの８８わかめみそ汁、 みそ なし

北海道醤油㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目3-1 みそ みそ なし

まるさ醤油合資会社 中村市本町５丁目 米味噌 みそ 無

まるさ醤油合資会社 中村市本町５丁目 麦味噌 みそ 無

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ 韓国向こしこうじ、京風あわせ等 みそ なし

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町１８９ マルエだし入り味噌 味噌 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町190 マルエカップ味噌汁他 味噌 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町191 マルエ生味噌汁 味噌 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町192 マルエごまみそ 味噌 無

三池食品工業株式会社 福岡県三池郡高田町大字江浦町194 マルエＦＤみそ汁 味噌 無

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 FDカニミソ みそ なし

宮坂醸造㈱東久留米工場 東京都東久留米市前沢3-15-8 赤だしかつお みそ なし

有限会社石川醤油店 盛岡市川目6-80-2 味噌 味噌 無

（有）丸井伊藤商店 茅野市宮川４５２９ 焼き味噌ニンニク 味噌 なし
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ユタカフーズ㈱ 知多郡武豊町字川脇３４－１ ＮＳみそ漬け用みそ みそ なし

ワダカン株式会社 十和田市大字相坂字高清水１１６３ 津軽一番白こし等 みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 みそグルメシリーズ（からし酢） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 みそグルメシリーズ（ゆず） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 みそグルメシリーズ（田楽みそ） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 みそグルメシリーズ（麦もろみ） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 京ふくさ みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京さくら みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京漬 みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京漬特製味噌 みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京漬特製味噌Ｋシリーズ みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京漬特製味噌Ｔシリーズ みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京田楽みそ（白） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京田楽みそ（白） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京田楽みそ（八丁） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京田楽みそ（八丁） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京白味噌　彩 みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 西京白味噌　別撰 みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 調合味噌 みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 豆味噌 みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 米味噌 みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 味噌加工品（胡麻） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 味噌加工品（酢） みそ なし

株式会社西京味噌 綾部市とよさか町１５番地 味噌加工品（柚子） みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 いりこもろみ みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 ごま味噌 みそ なし
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株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 だし入調整味噌 みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 一椀みそ汁（即席みそ汁） みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 金山寺味噌 みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 酢みそ みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 西京漬 みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 鯛みそ みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 調合味噌 みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 豆味噌 みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 白味噌でんがく みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 麦もろみ みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 八丁味噌田楽 みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 米味噌 みそ なし

株式会社本田味噌本店 綾部市とよさか町１５番地 柚みそ みそ なし

丸屋醸造（株） 青森市大字八幡林字品川４－１ 特撰白みそ等 みそ なし

岩田醸造(株)千歳工場 千歳市長都 紅一点チャンチャン焼用みそ みそ なし

岩田醸造(株)千歳工場 千歳市長都 とんでんわかめ入りみそ汁 みそ なし

岩田醸造(株)千歳工場 千歳市長都 とんでんだし入りみそ汁 みそ なし

玉松味噌醤油株式会社 柴田郡大河原町字町２１０番地 みそ 味噌 なし 該当なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ だし入り（佐野、いちやま）、て
ん汁、みやび造り割烹合わせみ
そ、ヤマタカルーみそ（ジョナサ
ン）

みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ ちくま椀じまん、だし入り　たつ
み、やまやだし入り米みそ

みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ ほうとう用味噌、みそかつソース みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ 本格だし入りみそ（老松）、みや
び造り割烹白こうじ

みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ 高級割烹仕立て白こうじ みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ 信州味工房信州だし入り、わかめ
汁、あさり汁、だし入り割烹華
膳、高級割烹仕立て、即席信州な
めこ汁

みそ 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

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ 蔵出しこうじみそ みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ 蔵出し田舎みそ、割烹仕立てだい
入りみそ

みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ 蔵出し米みそ みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ 即席信州とん汁 みそ なし

山高味噌（株） 茅野市塚原１－７－２０ 田楽みそ みそ なし

松亀味噌（株） 岡谷市湖畔１－１０－１９ ベタークオリティー米こうじみ
そ、ベタークオリティーの田舎み
そ

みそ なし

松亀味噌（株） 岡谷市湖畔１－１０－１９ 味彩亭、味工房 みそ なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ 会津肉みそ みそ加工品 なし

会津天宝醸造㈱ 会津若松市大町１－１－２４ 業務用肉みそ みそ加工品 なし

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

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

イチビキ㈱ 豊川市御油町美世賜２１０番地 業務用調理みそ、かつ時みそかつ
用みそたれ等

みそ加工品 なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ 調味料使用（ゼラチン（骨））み
そ加工品

みそ加工品 なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 ゼラチン（骨）使用みそ加工品 みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ ＣＯＯＰの合わせみそで作った生
みそ汁

みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ アピオだし入り合わせ みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 恋女房お徳用赤だし みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 即席料亭赤だし（８食） みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 即席料亭赤だし（カップ） みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 田楽みそ みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ どてみそ みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 料亭ごまみそ　赤 みそ加工品 なし

サンジルシ醸造㈱ 三重県桑名市明正通１－５７２－１ 料亭ごまみそ　白 みそ加工品 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（肉）使用みそ加工品 みそ加工品 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（肉、骨）使用みそ加工品 みそ加工品 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

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 酒精（骨、肉）使用みそ加工品 みそ加工品 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 清酒、調味料使用（肉、骨）みそ
加工品

みそ加工品 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（骨））み
そ加工品

みそ加工品 なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））みそ加工品

みそ加工品 なし

タケサン株式会社 香川県小豆郡内海町安田甲１０３－１ みそ加工品 みそ加工品 無

マルサンアイ（株） 岡崎市大門４－１－１１ マルサン　チャンコ鍋　みそ味、
みそ煮込みうどん等

みそ加工品 なし

ヤマキ株式会社 伊予市米湊1698-6 みそ汁 みそ加工品 無

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（ゼラチン（骨））み
そ加工品

みそ加工品 なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 清酒使用（ゼラチン（骨、皮））
みそ加工品

みそ加工品 なし

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ 調味味噌 味噌加工品 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ ごま入り調味味噌 味噌加工品 無

窪田味噌醤油（株） 千葉県野田市山崎６９１ にんにく味噌 味噌加工品 無

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 生タイプあさり味みそ汁 みそ汁 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 生タイプ油揚げみそ汁 みそ汁 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 生タイプ合わせみそ汁 みそ汁 なし

㈱ジャパンスパイス 鴻巣市中井３６０－１ 生タイプ白みそ仕立 みそ汁 なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ みそ煮込うどん みそスープ 無

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 みそかつにんにく みそ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 椎茸みそ漬 みそ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 青唐辛子みそ みそ漬 なし

（株）ダイマツ 長野県中野市大字草間2079 青唐焼にんにく みそ漬 なし

（株）増子 北蒲原郡聖籠町東港７－５５２５－１
２

きゅうりみそ漬け みそ漬け なし

（株）増子 北蒲原郡聖籠町東港７－５５２５－１
２

大根みそ煮 みそ漬け なし

（株）増子 北蒲原郡聖籠町東港７－５５２５－１
２

ナスみそ漬け みそ漬け なし

株式会社加島屋 中蒲原郡亀田町亀田工業団地１－３－
１３

あられ茶漬等 みそ漬け 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

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 本みそ汁マルエス みそ汁 無

㈱アジテック 北上市北鬼柳１９－２５－１ 本みそ汁わかめ みそ汁 無

味の素ゼネラルフーヅ株式会社鈴
鹿工場

鈴鹿市南玉垣町６４１０ 〈ブレンディ〉カフェテリア　カ
フェ・オレ

ミックス なし

味の素ゼネラルフーヅ株式会社鈴
鹿工場

鈴鹿市南玉垣町６４１０ 〈ブレンディ〉カフェテリア　バ
ナナモカ

ミックス なし

味の素ゼネラルフーヅ株式会社鈴
鹿工場

鈴鹿市南玉垣町６４１０ 〈ブレンディ〉カフェテリア
ファイン　カフェラテ

ミックス なし

味の素ゼネラルフーヅ株式会社鈴
鹿工場

鈴鹿市南玉垣町６４１０ 自販機用Blendy Ｃａｆｅｔｅｒｉ
ａキャラメル・カフェラテ

ミックス なし

味の素ゼネラルフーヅ株式会社鈴
鹿工場

鈴鹿市南玉垣町６４１０ 自販機用Blendy Ｃａｆｅｔｅｒｉ
ａたっぷりクリーミィー　リッチ
なカフェオレ1kg×12

ミックス なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 唐揚粉（業務用）#34284 ミックス粉 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ 竜田揚げ粉 ミックス粉 なし

チヨダ（株） 戸田市上戸田１－１－２４ チヨダ唐揚粉（ホット） ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ ２０金星Ｙ－２１１ ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ ＡＫ－２０唐揚粉 ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ ＹＳ－１２，ＹＳ－１４ ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ 打粉Ｚ ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ 金星Ｙ－２１１ ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ 国産お好み焼き（山芋粉入り）７
００ｇ450g200g

ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ たこ焼Ｚ－２０６、Ｚ－２１６、
Ｚ－２１９

ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ バッターＭ－３２４ ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ ピザＥ－２３ ミックス粉 なし

日東製粉（株）埼玉工場 熊谷市御稜威ケ原６１１－１１ フリッターＭ－１０５ ミックス粉 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 たこやきﾐｯｸｽ ﾐｯｸｽ粉 なし

旭東化学産業(株) 東京都調布市染地2-6-3 ﾏﾝﾐｯｸｽT-9 ﾐｯｸｽ粉 なし
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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販売中止 製品回収
原料切換
え

㈱ﾃﾞﾘｶﾗﾝﾄﾞ白老工場 北海道白老郡白老町字石山71-20 加工業務用本みりんP みりん なし

（有）ナワテベーカリー 四條畷市楠公１－９－１ 調理パン ミンチカツ 無

吉田株式会社 豊中市勝部１丁目2-32 ﾐﾝﾁｻﾝﾄﾞ ﾐﾝﾁｻﾝﾄﾞ 無

大祥食品株式会社 奈良市八条　３－７２９－３ ハンバーグ ミンチ肉 なし

協和発酵㈱土浦工場 稲敷郡阿見町阿見４０４１ ムコテインＴＤＭ ムコ多糖 無

（株）トラスト あきる野市小川東１－２２ コンドロシャーク ムコ多糖タンパ
ク加工食品

なし

㈱アズウェル 大阪市中央区石町2-3-4 ムコテインDK ﾑｺ多糖ﾀﾝﾊﾟｸ(原
料用)

なし 7月以降販
売中止

（株）木村屋總本店 東京都中央区銀座4-5-7 カプチーノ風マーブルむしケー
キ、マロンむしパン、紫芋のむし
パン

蒸しパン なし

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ふわふわエッグ（中華風） 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ FMどんぶり玉子No.7 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ トッピンエッグH 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ 丼の素H 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ジューシータマゴNo.2 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ふわふわエッグHR 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ 卵ご飯の素SU 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ＦＭどんぶり玉子No.8 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ ふわふわエッグ（カルボ風） 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ トッピングエッグHR 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ LふわふわエッグH　No.2 蒸し物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ タマゴベース（中華） 蒸し物 無

（株）きちみ製麺 白石市本町４６ めん類 めん なし 該当なし

（株）ヤオシン 白石市福岡長袋字髙畑１ めん類 めん なし 該当なし

オキコ株式会社　めん事業部 西原町字幸地３７１番地 ゆで沖縄そば、ゆで中華麺、蒸し
中華麺

めん 無

オキコ株式会社　めん事業部 西原町字幸地３７１番地 ゆでうどん めん 無
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販売中止 製品回収
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え

オキコ株式会社　めん事業部 西原町字幸地３７１番地 ゆで日本そば めん 無

菊池義正 花巻市桜町一丁目358 屋台ラーメン めん 無

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」マイルド生ソース 麺 なし 　 　 　

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」ｽﾊﾟｲｼｰ生ｿｰｽ めん なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」ﾏｲﾙﾄﾞ生ｿｰｽ めん なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 業務用中華焼ビーフン 麺 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ シマダヤの中華塩焼きそば 麺 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ ｼﾏﾀﾞﾔの中華塩焼きそば めん なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 焼きそば 麺 なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 業務用中華焼ﾋﾞｰﾌﾝ めん なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 焼そば めん なし

有限会社　原田製麺所 大館市有浦二丁目４－１７ 中華麺 めん 無

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ そば めん なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ うどん めん なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ ラーメン めん なし

㈱室蘭製麺 室蘭市日の出町２－２４－１２ ギョーザ、シュウマイの皮 めん なし

寿がきや食品(株) 名古屋市中区大須４‐11‐39 生寿がきやラーメン和風とんこ
つ、生タイプ天ぷらうどん等

麺製品 なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 辛しめんたいこ（ﾊﾞﾗ子） 明太子 なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 近海無着色明太子 明太子 なし

株式会社ｶﾈｷ南波商店 寿都郡寿都町字大磯町109 辛しめんたいこ（ﾊﾞﾗ子） 明太子 なし

野村醤油（株） 福井県大野市日吉町１０－2 そばつゆ1800ml めんつゆ なし

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ 茹焼きそば めん類 無

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ 冷麺 めん類 無

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ 焼きうどん めん類 無

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ 煮込みうどん めん類 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況
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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

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ 煮込みうどん めん類 無

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ カレーうどん めん類 無

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ 屋台中華醤油 めん類 無

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ スパゲテｲ めん類 無

      名城食品(株） 習志野市茜浜1－12－２ 焼きそば めん類 無

（株）味食研 豊山町豊場字志水７２－１ 海藻サラダ めん類 なし

赤城食品（株） 群馬県太田市台之郷町１１１５ 牛由来の原材料使用無し めん類

アンゼンフーズ㈱ 静岡県沼津市足高２９２－３３ 両面焼そばセット めん類 無

池田食品工業㈱ 福島市瀬上町字南中川原１ 添付めんつゆ めん類 なし

イシメン株式会社 奈良県生駒郡安堵町笠目426 カレーうどん鍋 めん類 なし

イシメン株式会社 奈良県生駒郡安堵町笠目426 イシメンの肉うどん めん類 なし

イトメン㈱ 龍野市揖西町 肉うどん めん類 なし

イトメン㈱ 龍野市揖西町 焼きそば めん類 なし

イトメン㈱ 龍野市揖西町 ラーメン めん類 なし

イトメン㈱ 龍野市揖西町 チャンポンめん めん類 なし

岩手協和食品株式会社 前沢町字塔ケ崎50-11 コロッケ類 めん類 無

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。

スープ付きめん（ゼラチン使用） めん類 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。

スープ付きめんエキス（肉）使用 めん類 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。

スープ付きめんエキス（骨）使用 めん類 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。

スープ付きめん（牛脂使用） めん類 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。

スープ付きめん（タンパク加水分
解物使用）

めん類 なし

（株）群麺センター 群馬県前橋市中内町225 スープ付きめんエキス（肉、骨、
牛脂）使用

めん類 なし

（株）群麺センター 群馬県前橋市中内町225 スープ付きめんエキス（ゼラチ
ン）使用

めん類 なし

（株）群麺センター 群馬県前橋市中内町225 スープ付きめん調味料（肉、脂）
エキス（肉、骨、牛脂）使用

めん類 なし

（株）群麺センター 群馬県前橋市中内町225 スープ付きめん調味料（肉）使用 めん類 なし
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え

（株）群麺センター 群馬県前橋市中内町225 スープ付きめん調味料（骨、皮、
肉）使用

めん類 なし

（株）群麺センター 群馬県前橋市中内町225 スープ付きめんごま油（牛脂）使
用

めん類 不明 有
（アルカリでの加水分
解条件：２００℃以
上、加圧、２０分間
＜EU化粧品司令：
2000/2/29　基準＞）

牛脂
（脂、内
臓、骨）
カナダ、
アメリ
カ、
オースト
ラリア産

ごま油
（（ｿﾙﾋﾞﾀ
ﾝ脂肪酸エ
ステル使
用）

（株）コルノマカロニ 群馬県甘楽郡甘楽町白倉６８６ 牛由来の原材料使用無し めん類

株式会社  サリツ 静岡市中原６２６番地 鍋焼  肉うどん めん類 無

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 横濱　生麺（スープ付き） めん類 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 横濱　豚蒸生麺（豚蒸肉入り
スープ付き）

めん類 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 ふかひれ生麺（ふかひれあんかけ
スープ付き）

めん類 なし

株式会社　杉食 横浜市都筑区北山田４－７－３ １食　ソース焼きそば めん類 なし

株式会社 高岡屋 静岡市西脇６９８番地 ３食生ラーメン　しょうゆ味 めん類 無

株式会社小山製麺 胆沢町小山字下野中2-5 盛岡発冷麺 めん類 無

株式会社小山製麺 胆沢町小山字下野中2-5 盛岡発そば冷麺 めん類 無

株式会社小山製麺 胆沢町小山字下野中2-5 焼肉やの盛岡冷麺 めん類 無

株式会社小山製麺 胆沢町小山字下野中2-5 盛岡発ビビン麺 めん類 無

株式会社兼平製麺所 盛岡市川目町23-17 蒸し中華 めん類 無

株式会社はがくれ 多久市東多久町大字別府1461-1 こしが自慢のソース焼そば３食 めん類 無

株式会社ふじの華 旭川市永山町７丁目７番地 めん類 めん類 なし

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ麺好亭冷しストレート麺２
食

めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ麺好亭冷しストレート麺 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ麺好亭とんこつ用麺 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ大盛り焼きそば３食 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ熊本ラーメンガーリックと
んこつ２食

めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ専門店の味札幌みそラーメ
ン２食

めん類 無
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製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ専門店の味博多とんこつ
ラーメン２食

めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ専門店の味京都しょうゆ
ラーメン２食

めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

グリコ博多ラーメン２・３食 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

G味噌ラーメン めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

Gストレートラーメン めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ラーメンバラ太 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ラーメン長 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ラーメン細丸 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

博多生ラーメンみそ２食 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ダイエーむし焼きそば１食 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

ダイエーむし焼きそば３人前 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

博多生ラーメンとんこつ２食 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

博多生ラーメンしょうゆ２食 めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

焼きそば３食４５０ｇ めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

Ｆ焼きそば細めん５ｋｇ めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

丸和焼きそば内麦１５０ｇ めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

Ｍチョイス内麦産焼きそば１５０
ｇ

めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

内麦焼きそば１５０ｇ めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

焼きそば（Ｐフーズ） めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

丸和オリジナル焼きそば１５０ｇ めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

焼きそば１５０ｇ めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

Ｍチョイス焼きそば１５０ｇ めん類 無

株式会社めん食 福岡県田川市大字伊加利１８０８－１
１

Ｍ焼きそば３食入４５０ｇ めん類 無

（株）樽沢 群馬県群馬郡榛名町宮沢1783-1 タンパク加水分解物（肉、骨）使
用スープ付きめん

めん類 なし

（株）樽沢 群馬県群馬郡榛名町宮沢1783-1 牛由来の原材料使用無し めん類

（株）みまつ食品 群馬県前橋市野中町474-6 スープ付きめん調味料使用 めん類 なし
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株式会社麺物語本舗 神埼郡神埼町城原3860 脊振半生そば めん類 無

株式会社麺物語本舗 神埼郡神埼町城原3860 仁比山半生うどん めん類 無

株式会社麺物語本舗 神埼郡神埼町城原3860 手延べらぁめんしょうゆ めん類 無

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 西友ファインセレクト醤油ラーメ
ン

めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 熟まる屋しょうゆラーメン めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 熟まる屋みそラーメン めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 熟まる屋しおラーメン めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ３人前ラーメンしお めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ３人前ラーメンみそ めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ ３人前ラーメンしょうゆ めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 鉄板焼うどん照焼き醤油味 めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 香蒸し焼そば めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 鉄板焼うどん和風ソース味 めん類 なし

釧路東洋㈱ 釧路市鳥取南６－１－２３ 具にこだわりふかひれ入りラーメ
ン

めん類 なし

熊谷製麺（株） 長野県松本市渚４－２－１０ 焼豚と野菜の妙麺 めん類 なし

熊谷製麺（株） 長野県松本市渚４－２－１０ 冷し狸うどん、冷やし中華、ツナ
サラダうどん

めん類 なし

群馬シマダヤ（株） 群馬県前橋市下大島町19-1 スープ付きめん調味料（骨、皮、
脂、肉）使用

めん類 なし

群馬シマダヤ（株） 群馬県前橋市下大島町19-1 スープ付きめん調味料（骨、皮、
肉）使用

めん類 なし

群馬シマダヤ（株） 群馬県前橋市下大島町19-1 スープ付きめん調味料（骨、皮）
使用

めん類 なし

群馬シマダヤ（株） 群馬県前橋市下大島町19-1 スープ付きめんタンパク加水分解
物使用

めん類 なし

群馬シマダヤ（株） 群馬県前橋市下大島町19-1 スープ付きめん調味料（骨）使用 めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 即席焼ビーフン めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 即席焼ビーフン めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 即席焼ビーフン他1品 めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 とってもプチなビーフン めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 調理若鶏としめじの和風ビーフン
他10品

めん類 なし
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ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 惣菜用調理若鶏としめじの焼ビー
フン

めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 調理焼ビーフン（ノングルタイ
プ）他3品

めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 調理エビ玉ビーフン他4品 めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 調理エビ玉ビーフン（ノングルタ
イプ）

めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 調理トン骨汁ビーフン めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 調理韓国みそチゲ風汁ビーフン めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 とってもプチなビーフン めん類 なし

ケンミン食品㈱篠山工場 篠山市泉 ＣＯ調理焼ビーフン（焼肉入り） めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ そば めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ ラーメン（みそ） めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ ラーメン（正油） めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ 冷やし狸うどん めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ カップ生醤油ラーメン めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ カップ生塩ラーメン めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ 冷やし中華（ミニ） めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ 上海やきそば めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ カップたぬきうどん めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ カップそば めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ スープたっぷりワンタン めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ ミニ冷やし中華 めん類 なし

合資会社石川製麺所 北海道函館市中島町２５－１５ ちゃんぽん麺 めん類 なし

コープとうきょう　月夜野工場 群馬県利根郡月夜野町政所1007 スープ付きめんラード、調味料
（肉、骨、脂、皮）使用

めん類 なし

コープとうきょう　月夜野工場 群馬県利根郡月夜野町政所1007 スープ付きめんオイル、ラード、
調味料（肉、骨、脂、皮）使用

めん類 なし

コープとうきょう　月夜野工場 群馬県利根郡月夜野町政所1007 スープ付きめんペースト、エキ
ス、調味料（肉、骨、脂、皮）使
用

めん類 なし
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販売中止 製品回収
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え

コープとうきょう　月夜野工場 群馬県利根郡月夜野町政所1007 スープ付きめんペースト、エキ
ス、調味料（肉、骨）使用

めん類 なし

コープとうきょう　月夜野工場 群馬県利根郡月夜野町政所1007 スープ付きめん調味料（骨、脂、
皮）使用

めん類 なし

コープとうきょう　月夜野工場 群馬県利根郡月夜野町政所1007 スープ付きめんエキス、調味料
（肉、骨、脂、皮）使用

めん類 なし

コープとうきょう　月夜野工場 群馬県利根郡月夜野町政所1007 スープ付きめんペースト、エキス
（骨、脂、皮）使用

めん類 なし

コープとうきょう　月夜野工場 群馬県利根郡月夜野町政所1007 スープ付きめん調味料（肉、骨、
脂、皮）使用

めん類 なし

サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめんエキス（肉、骨）
使用

めん類 なし

サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめんエキス（肉、
骨）、脂（肉）使用

めん類 なし

サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめんエキス（肉、
骨）、脂（肉）使用

めん類 なし
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サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめんエキス（肉、
骨）、脂（肉）、ゼラチン（骨、
皮）使用

めん類 なし

サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめんゼラチン（骨、
皮）使用

めん類 なし

サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめん脂（肉）使用 めん類 なし

サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめんエキス（肉、骨）
使用

めん類 なし

サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめん肉、エキス（肉、
骨）使用

めん類 なし

611 / 647 ページ



その他
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販売中止 製品回収
原料切換
え

サンヨー食品（株）（本社が群馬
県内）

群馬県前橋市朝倉町５５５
*太平食品（株）東北工場（宮城県白石
市）、富岡工場（群馬県富岡市）、名
古屋工場（愛知県大府市）、関西工場
（奈良県大和郡）、九州工場（福岡県
嘉穂郡、（株）カナヤ食品（千葉県旭
市）

スープ付きめん肉使用 めん類 なし

サンヨー食品（株）本社関連会社
（株）岩崎食品工業

埼玉県蓮田市大字関戸280 スープ付きめんエキス（肉、
骨）、脂使用

めん類 なし

住岡食品㈱ 浜松市高丘西４－１６－１２ 即席めん（油揚げめん） めん類 無

住岡食品㈱ 浜松市高丘西４－１６－１２ 中華そば，ラーメン めん類 無

住岡食品㈱ 浜松市高丘西４－１６－１２ 煮込みうどん めん類 無

住友食品（株） 阿波郡阿波町字東條33番地の1 住友ラーメン めん類 無

ｾﾝﾄﾗﾙ製麺（株） 小牧市東４－２ てんぷらうどんセット、屋台ラー
メン、月見とろろそば等

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（タンパク加水分
解物（肉）使用）

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（タンパク加水分
解物（骨）使用）

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（タンパク加水分
解物（ゼラチン）使用）

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（タンパク加水分
解物（骨、皮）使用）

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめんエキス（骨、肉）
使用

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめんエキス（肉）使用 めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（グリセリン脂肪
酸エステル（肉）使用）

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（ゼラチン（骨）
使用）

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（ゼラチン、タン
パク加水分解物使用（肉、骨、
皮））

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（ゼラチン、タン
パク加水分解物、エキス、脂使用
（肉、骨、皮、脂））

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（タンパク加水分
解物、エキス使用（肉、骨））

めん類 なし
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適切な防止措置の有無
使用・混
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販売中止 製品回収
原料切換
え

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（タンパク加水分
解物、エキス使用（肉、骨、脂、
皮））

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（ゼラチン、エキ
ス、脂使用（肉、骨、脂））

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（エキス、オイ
ル、タンパク加水分解物使用
（肉、骨、皮、脂））

めん類 なし

大黒食品工業（株） 群馬県佐波郡玉村町大字藤川128 スープ付きめん（エキス、脂使用
（骨、脂））

めん類 なし

大徳食品株式会社 奈良県大和郡山市西町123-6 こくゆたか めん類 なし

大徳食品株式会社 奈良県大和郡山市西町123-6 肉うどん、カレーうどん めん類 なし

大徳食品株式会社 奈良県大和郡山市西町123-6 北緯45°、こく一番 めん類 なし

高橋製粉株式会社 松戸市小山645 生麺 めん類 無

田中食品　田中作治 奈良県大和郡山市小泉町2218-2 花の大和路茶そば　YMO-50 めん類 なし

田中食品　田中作治 奈良県大和郡山市小泉町2218-3 花の大和路茶そば　YMO-30 めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（牛脂使用） めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（ゼラチン（骨）
使用）

めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（ゼラチン（肉、
骨、脂）使用）

めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（ゼラチン（肉、
骨）使用）

めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（乳化剤使用） めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（調味料（ゼラチ
ン、アミノ酸）使用）

めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（調味料（骨）使
用）

めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（調味料（骨、
皮）使用）

めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（グリセリン脂肪
酸エステル（脂）使用）

めん類 なし

タマムラデリカ（株） 群馬県佐波郡玉村町上福島611 スープ付きめん（エキス（肉、
骨））使用）

めん類 なし

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 水府そば めん類 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 花梨ラーメン湯麺 めん類 無

東光食品（株） 東茨城郡内原町小林１１９９ 花梨焼そば めん類 無
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道南食糧工業㈱ 北海道函館市栄町２－７ ラーメン（みそ・塩・正油） めん類 なし

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ SEIYU FINE SELECT 焼そば めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 3食焼そば めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ SAVING 焼そば めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 具な名人　牛すじうどん めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 具な名人　すきやきうどん めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 横浜ラーメン めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 和風麺処　肉カレーうどん めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ こだわり仕立て　札幌みそラーメ
ン

めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 野菜たっぷりカレーうどん めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ （冷凍食品）上海風大粒肉焼売 めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 旨コク　和風スープ めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ ジャスコ向け　あんかけ焼そば めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 本生づくり　ガラ炊きこく味噌 めん類 無 ― ― ― ― ― ―

東洋水産株式会社 東京都港区港南２－１３－４０ 昔ながらの焼タンメン めん類 無 ― ― ― ― ― ―

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ パスタピアチェーレ2食入（イタ
リアンｿｰｽ付）

めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ かつおたっぷり焼うどん2食入 めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 浪花の天ぷらうどん めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 浪花のけつねうどん めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 浪花のカレーうどん めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ パスタピアチェーレ　ミートソー
ス

めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 博多とんこつ生ラーメン１食 めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 札幌味噌生ラーメン１食 めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 荻窪醤油生ラーメン１食 めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 生みそラーメン２食入 めん類 なし
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豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ ラーメンセット めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ ちぢれ生ラーメン２食入 めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 生しょうゆラーメン２食入 めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 生出雲そば２食 めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ いかさし麺　味噌煮込み めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ きつねうどんセット めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 天ぷらうどんセット めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 生ざるうどん１食（つゆ付） めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 生宇治抹茶そば１食（つゆ付） めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 生ざるそば３食（つゆ付） めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 流氷ざるそば２食（つゆ付） めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 流氷ざるうどん２食（つゆ付） めん類 なし

豊国ヌードル株式会社 奈良県大和郡山市今国府町１２９－３ 流氷宇治抹茶そば２食（つゆ付） めん類 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ スープ付きめん（牛脂、タンパク
加水分解物）使用

めん類 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ スープ付きめん（エキス）使用 めん類 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ スープ付きめん（タンパク加水分
解物、ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ）使用

めん類 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ スープ付きめん（タンパク加水分
解物）使用

めん類 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ スープ付きめん（ゼラチン）使用 めん類 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ スープ付きめん（エキス、タンパ
ク加水分解物）使用

めん類 なし

マック食品（株） 群馬県前橋市力丸町４８８－１ スープ付きめん（タンパク加水分
解物、エキス、ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃ
ﾙ、香料）使用

めん類 なし

まるか食品（株） 群馬県伊勢崎市戸谷塚町49-1 スープ付きめん（エキス使用） めん類 なし

まるか食品（株） 群馬県伊勢崎市戸谷塚町49-1 スープ付きめん（たんぱく加水分
解物使用）

めん類 なし

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 冷し狸うどん めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ ざるそば めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ とろろそば めん類 無
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美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ コク旨焼うどん めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ とろろそばミニ めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 月見鍋焼うどん（海老天） めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 新天ぷら鍋焼うどん めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ カップ狸うどん めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 本格ソース焼そば めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ ミニ冷し中華 めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ カップ生醤油ラーメン めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ ネギ醤油焼そば めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ カップ生焼そば・焼豚と野菜の炒
麺

めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ 焼豚と野菜の炒麺 めん類 無

美野里フーズ（株） 東茨城郡美野里町手堤１９８ ちゃんぽん麺鍋 めん類 無

宮崎製麺㈱ 湖西市鷲津406 中華めん めん類 なし

武蔵食品㈱ 東京都武蔵村山市伊奈平1-37-5 「3食焼きうどん」のめん めん類 なし

有限会社丸古食品 尼崎市昭和通１―９―４８ 肉うどん めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 お湯かけラーメン めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 カク久　みそ煮込うどん めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 寿がきや　カレーラーメン めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 寿がきや　和風だし中華そば めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 寿がきや中華そば めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 寿がきや豚骨ラーメン めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 寿がきやみそ煮込うどん めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 寿がきやみそラーメン めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 チャーシュー鍋 めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 鍋焼君 めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 広島流　焼きそば めん類 なし
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(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 広島流焼きうどん めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 細切り焼そば(ソース付) めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 北海道ラーメン（しょうゆ） めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 北海道ラーメン（みそ） めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 丸型　カレー屋さん めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 丸型　きしめん鍋 めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 丸型　きつねうどん めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 丸型　中華鍋 めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 丸型そば屋さん めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 丸型みそ煮込鍋 めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 みそ煮込鍋 めん類 なし

(有)ヤマニ製麺 豊橋市東雲町4番地 みそ煮込鍋ＤＸ めん類 なし

㈱あさくら 福井県吉田郡永平寺町諏訪間６５－１
－１

永平寺そば めん類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 いか焼きそば めん類 なし

㈱小松屋食品 名古屋市中川区荒子二丁目１０番地 焼きうどん めん類 なし

㈱五味八珍 浜松市小池町２４２４－３ 五味八珍ラーメン めん類 無

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ ＴＣ内麦生中華しょうゆ めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ ＴＣ生かけきしめん めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ ＴＣ生ざるそば3食つゆ付 めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ カレー煮込みうどん(市販) めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ 内麦生中華みそ めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ 鍋しましょ めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ 鍋焼きうどん めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ 八丁味噌煮込みうどん(市販) めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ 花かつおきしめん めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ 北海道仕込みラーメンしょうゆ めん類 なし
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㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ 北海道仕込みラーメン味噌 めん類 なし

㈱神藤製麺 豊橋市東脇３－１０－５ 味噌煮込み鍋 めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ ３食もみ打ちﾗｰﾒﾝ香味ﾀﾝﾒﾝ めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ ３食もみ打ちﾗｰﾒﾝコク味しょう
ゆ

めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ ３食もみ打ちﾗｰﾒﾝ極細コク味
しょうゆ

めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ ３食もみ打ちﾗｰﾒﾝまろ味みそ めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 牛肉を使用しているセット麺 めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ ｼﾏﾀﾞﾔの中華塩焼きそば めん類 不明 有 　200℃以上、相応
の圧力で20分間の処理
を実施（ＥＵ化粧品司
令2000.2.29基準に基づ
く）

不明 粉末ごま
油

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ ｼﾏﾀﾞﾔの焼きそば めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ ジャスコ３食醤油ﾗｰﾒﾝ めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ じゃすこ３食味噌ﾗｰﾒﾝ めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ ジャスコ３食焼きそば めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 中華スープセット麺 めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 中華麺炸醤麺 めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 中華焼きビーフン めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 鉄板麺スパイシー生ソース めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 鉄板麺マイルド生ソース めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 東京恵比寿ﾗｰﾒﾝあっさりしょう
ゆ味

めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 東京恵比寿ﾗｰﾒﾝすっきり塩味 めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 名人おすすめのﾗｰﾒﾝ塩とんこつ めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 名人おすすめﾗｰﾒﾝ濃厚しょうゆ めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 名人おすすめﾗｰﾒﾝ濃厚みそ めん類 なし

丸中製麺株式会社 近江八幡市上田町８４－８ 焼きちゃんぽん めん類 なし

星野物産㈱ 群馬県山田郡大間々町2458-2 スープ付きめんエキス（肉、脂、
骨使用）

めん類 なし
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星野物産㈱ 群馬県山田郡大間々町2458-2 スープ付きめん調味料（タンパク
加水分解物、ゼラチン）使用

めん類 なし

星野物産㈱ 群馬県山田郡大間々町2458-2 スープ付きめん（エキス使用） めん類 なし

（株）ニッキーフーズ 泉佐野市住吉町２８－１３ 冷麺 麺類 無

赤池食品株式会社 徳島市南沖洲５－８ー３３ 肉うどん等４品目 麺類 無

池田食品工業（株） 福島県福島市瀬上町字南中川原１ 調理済冷凍麺類 麺類 なし

エース食品（株） 香川県大川郡長尾町西１９１０ 調理済冷凍麺類 麺類 なし

エスビー食品（株） 東京都中央区日本橋町１８－６ 85Gホンコン焼きそば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSエビマカロニグラタン 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS大盛ペペロンチーノ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS大盛りナポリタンスパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSガーリックチキンスパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS釜上げ風うどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSカルボナーラスパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS韓国風チゲうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSごまだれ中華 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS鮭クリームスパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSジャーマンポテトグラタン 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS上海風焼そば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSソース焼そば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSたっぷりコーングラタン 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSチキンカツ焼そば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS天ぷら鍋焼うどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS博多明太子スパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSミートソーススパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSミニお湯かけ醤油ラーメン 麺類 なし
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（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MSミニお湯かけたぬきうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS焼うどんFD 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS焼ラーメン（塩） 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 MS割子そば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPA秋鮭のクリームスパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPAお湯かけ醤油ラーメン 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPAお湯かけ天ぷらうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPAお湯かけ天ぷらそば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPAツナトマトスパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPA鍋焼きつねうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPA鍋焼天ぷらうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPAペペロンチーノ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPAミートソーススパゲティ 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPA焼ラーメン(醤油バター) 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPA洋食屋さんのナポリタン 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 SPA割子そば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 お湯かけうどんキット 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 お湯かけ醤油ラーメン 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 お湯かけそばキット 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 お湯かけ天ぷらうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 お湯かけ天ぷらそば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 お湯かけ味噌ラーメン 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 お湯かけラーメンキット 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 こぶり鍋中華そば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 チャンポン鍋 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 ちょっとホット麺ラーメン 麺類 なし
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（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 手作りラーメン 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 手作りラーメン和歌山 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 鍋焼ききつねうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 生パスタ　ミートソース 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 生パスタ、しめじとベーコンのパ
スタ

麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 ミニ涼彩ざるうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 ミニ涼彩ざるそば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 焼そば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 レンジでホットうどん 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 レンジでホットそば 麺類 なし

（株）クリタエイムデリカ 越谷市大沢3271 レンジでホット麺ラーメン 麺類 なし

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 石松鍋　雅(かまぼこ) 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 石松鍋肉うどん(牛肉) 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ お湯かけ天ぷらうどん（かまぼ
こ）

麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ お湯かけ天ぷらそば（かまぼこ） 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ かつおラーメン2食・5食 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ がんこラーメン味噌(スープ) 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 笑久亭焼そば 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ ちゃんぽん(メンマ) 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 調理焼きそばＮ 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 月見えび天うどん（かまぼこ） 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 鍋太郎きつねうどん(味付刻みあ
げ）

麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 深蒸し焼きそば 麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 味噌煮込みうどん(味付刻みあ
げ）

麺類 無

株式会社　かし久フーズ 焼津市惣右衛門１３４５ 焼きそば 麺類 無

株式会社　御座候 姫路市阿保字西野々６１１－１ 冷麺 麺類 なし
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株式会社　マルキン 香川県三豊郡豊浜町姫浜１１４ 焼きそば３食（マルナカ用） 麺類 無

株式会社一富士製麺所 知多市岡田字高根山１１－１ むししょうゆ焼そば、生名古屋
コーチンガラだし

麺類 なし

株式会社おおみね 香川県小豆郡土庄町甲５１６４ 冷凍さぬきうどん 麺類 無

株式会社ナルト 和歌山県有田郡吉備町小島２８８ フードパック和歌山中華そば 麺類 なし

株式会社ナルト 和歌山県有田郡吉備町小島２８８ ちゃんこ風煮込みうどん 麺類 なし

株式会社ナルト 和歌山県有田郡吉備町小島２８８ 中華風味噌煮込みうどん鍋 麺類 なし

株式会社ナルト 和歌山県有田郡吉備町小島２８８ パック中華そば 麺類 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 カップ醤油ラーメン 麺類 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 カップたぬきうどん 麺類 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 ちゃんぽん麺 麺類 なし

株式会社ニチロフレッシュデリカ
山形工場

大江町大字小見字左南38 ペンネアラビアータ 麺類 なし

（株）ニチロサンフーズ 長岡市南陽１－１０２７－７ タレ付ラーメン、焼きそば類 麺類 なし

合資会社山大製麺所 東海市太田町下浜田５１ ラーメン、煮込みうどん、スパゲ
ティ、焼そば

麺類 なし

さぬき冷食（株） 香川県坂出市加茂町１３７２－２ 調理済冷凍麺類 麺類 なし

サンデイリー株式会社 愛知県安城市宇頭茶屋町南裏８１－１ 生ラーメン、煮込みうどん 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 八丁味噌ラーメン　寿がきや食品
（株）

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ カップ玉子とじラーメン塩味　寿
がきや食品（株）

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ カップ名古屋コーチンガラだし塩
ラーメン　寿がきや食品（株）

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ カップ名古屋コーチンガラだし醤
油ラーメン　寿がきや食品（株）

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ カップＳＵＧＡＫＩＹＡラーメン
寿がきや食品（株）

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ ３食パックカップＳＵＧＡＫＩＹ
Ａラーメン　寿がきや食品（株）

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ カップ飛騨高山中華そば　寿がき
や食品（株）

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 鍋焼天ぷらうどん 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ ら～めん亭支那そば 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ ソース焼そば　２食 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 技の中華　しょうゆ 麺類 なし
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信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 国内産小麦粉１００％使用焼そば
コープながの

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 国内産小麦粉１００％使用焼そば
ﾊﾟｰﾃｨｰｻｲｽﾞ　コープながの

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ コープ生ラーメンしょうゆ味 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 極細ちぢれ中華そば 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 業務用ラーメン５食 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 中華街のタンメン 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ しょうゆ生ラーメン　（株）ツル
ヤ

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 国内産小麦粉100％使用焼そばﾊﾟｰ
ﾃｨｰｻｲｽﾞ ｺｰﾌﾟながの

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 国内産小麦粉１００％使用焼そば
コープながの

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ コープ生ラーメンしょうゆ味
コープながの

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ しょうゆラーメンスープ付き 麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 焼そば３食ソース付　東海コープ
事業連合

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 国内産小麦粉100％使用焼そばﾊﾟｰ
ﾃｨｰｻｲｽﾞ

麺類 なし

信越明星（株） 上田市大字秋和９４２ 調理済冷凍麺類 麺類 なし

杉浦製粉株式会社 愛知県安城市桜町８－１６ 中華そば 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）ゴマ正油スープ（発芽玄米
ラーメン）

麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）塩ラーメンＲ８１ 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）四川風ラーメンＲ９２ 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）しょうゆラーメンＲ７９ 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）ソース焼きそば 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）にんにくラーメンＲ９６ 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）博多風ラーメンＲ７５ 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）冷やし中華（甘口） 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）ほそぺったんカレーうどん
Ｂ５７

麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）みそラーメンＲ８０ 麺類 なし
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高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ （創）麦みそとろろ入ラーメン 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ HOMしょうゆラーメン 麺類 なし

高橋製麺㈱ 鴻巣市笠原２６２０ 香味油（創）四川風ラーメン 麺類 なし

タカラ食品株 稲沢市天地遠松町１０ 明太子スパゲッティー、麺（冷凍
麺）

麺類 なし

東宏製麺㈱ 浜名郡雄踏町宇布見41314 中華麺 麺類 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 西友ファインセレクト醤油ラーメ
ン（全卵）

麺類 なし

東洋水産㈱　川崎工場 川崎市川崎区池上町２－２ 西友向２食タンメン（肉エキス・
食用油脂）

麺類 なし

東洋水産㈱神戸工場 東灘区深江浜町３８ カップ麺 麺類 なし

東洋水産㈱神戸工場 東灘区深江浜町３８ ソース焼きそば 麺類 なし

とりごえ食品（株） 泉佐野市住吉町３０－１ 調理麺　（チルド） 麺類 無

西日本明星㈱神戸工場 東灘区深江浜町４６ カップ麺 麺類 なし

日清食品(株）静岡工場 志太郡大井川町相川17-2 即席めん 麺類 無

日清食品(株）静岡工場 志太郡大井川町相川17-2 生麺類 麺類 無

日清食品(株）静岡工場 志太郡大井川町相川17-2 冷凍麺 麺類 無

藤原製麺株式会社 旭川市９条通１４丁目左１０号 めん類 麺類 なし

萬代製麺㈱ 浜名郡雄踏町宇布見8187-3 みそラーメン 麺類 なし

モガミフーズ株式会社 河北町谷地字鉾江96  味噌拉麺 四川風 麺類 なし

モガミフーズ株式会社 河北町谷地字鉾江96  味噌拉麺 上海風 麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ かつお味うどん（添付調味料） 麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ カネスエ　セミラーメン（添付調
味料）

麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ スパゲティー（添付調味料） 麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ 生ラーメン（添付調味料） 麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ 味噌煮込みうどん（添付調味料） 麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ 麺類添付用めんつゆ（添付調味
料）

麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ 焼きうどん醤油味（添付調味料） 麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ 輸出うどんエビ味（添付調味料） 麺類 なし
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有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ 輸出うどんチキン味（添付調味
料）

麺類 なし

有限会社カネスエ製麺所鈴鹿工場 鈴鹿市国分町６３３ 輸出うどんビーフ味（添付調味
料）

麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 シマダヤの焼そば 麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 CGC３食焼そば 麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 鉄板麺ｽﾊﾟｲｼｰ生ｿｰｽ 麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 鉄板麺ﾏｲﾙﾄﾞ生ｿｰｽ 麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 中華焼ﾋﾞｰﾌﾝ 麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 ギョウザの皮 麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 ジャンボギョウザの皮 麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 うすかわ造りギョウザの皮 麺類 なし

㈱千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区福室字境四番65 ワンタンの皮 麺類 なし

東洋水産（株）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 麺類 なし

名城食品株式会社 栗東市東坂黄田５３－１８ ３食オタフクソース焼きそば 麺類 なし

名城食品株式会社 栗東市東坂黄田５３－１８ コープ焼きそば 麺類 なし

名城食品株式会社 栗東市東坂黄田５３－１８ 三色焼きそば 麺類 なし

名城食品株式会社 栗東市東坂黄田５３－１８ ちぢれめん中華そば 麺類 なし

名城食品株式会社 栗東市東坂黄田５３－１８ 広島風焼きそば 麺類 なし

名城食品株式会社 栗東市東坂黄田５３－１８ 味噌煮込みうどん 麺類 なし

名城食品株式会社 栗東市東坂黄田５３－１８ 焼きうどん　ビビンバ味 麺類 なし

名城食品株式会社 栗東市東坂黄田５３－１８ 屋台中華　醤油味 麺類 なし

株式会社菊水 江別市工栄町19-6 麺類（キューピー乾燥卵白ＭＢ） 麺類（牛脂） なし

（名）外山製麺工場 秋田県平鹿郡十文字町十文字新田字羽
場大道東３８－８

みそラーメン業務用５食 めん類（スープ
に使用）

無し

（名）外山製麺工場 秋田県平鹿郡十文字町十文字新田字羽
場大道東３８－８

横手焼そば めん類（スープ
に使用）

無し

（名）外山製麺工場 秋田県平鹿郡十文字町十文字新田字羽
場大道東３８－８

感激ラーメン濃厚味 めん類（スープ
に使用）

無し

（名）外山製麺工場 秋田県平鹿郡十文字町十文字新田字羽
場大道東３８－８

感激ラーメンあっさり味 めん類（スープ
に使用）

無し

（有）高山製麺 大内町岩谷町字川端６４番地の７ サッポロ三食味噌味 めん類（スープ
に使用）

無
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（有）高山製麺 大内町岩谷町字川端６４番地の７ サッポロ三食しょうゆ味 めん類（スープ
に使用）

無

（有）高山製麺 大内町岩谷町字川端６４番地の７ ざる中華三食 めん類（スープ
に使用）

無

（有）高山製麺 大内町岩谷町字川端６４番地の７ カップそば めん類（スープ
に使用）

無

（有）高山製麺 大内町岩谷町字川端６４番地の７ 冷やし麺　スープ付 めん類（スープ
に使用）

無

（有）高山製麺 大内町岩谷町字川端６４番地の７ きぬさやギフトセット めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ 八郎めんカニﾗｰﾒﾝ めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ 八郎めんつゆ５連 めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ なまはげﾗｰﾒﾝ正油味 めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ 八郎めん塩ﾊﾞﾀｰラーメン めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ ねぎ味噌ラーメン めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ ﾗｰﾒﾝｽｰﾌﾟ味噌味 めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ 赤鬼ﾗｰﾒﾝ醤油味１２連 めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ 赤鬼ﾗｰﾒﾝ醤油味４５ｇ２連 めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ 海鮮ﾗｰﾒﾝ醤油味 めん類（スープ
に使用）

無

株式会社　八郎めん 秋田県男鹿市船越４１０ ホタテ正油味 めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ カレー味２食焼そば めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ 比内鶏そば めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ 比内鶏うどん めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ ラーメンスープしょうゆ味 めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ ラーメンスープしお味 めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ へそ村ラーメン めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ 焼うどん めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ スパイシーラーメンみそ味 めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ スパイシーラーメンしょうゆ味 めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ 焼そば めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ しょうゆ３食ラーメン めん類（スープ
に使用）

無
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有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ おらがラーメンみそ味 めん類（スープ
に使用）

無

有限会社　さっぽろ屋 秋田市川尻若葉町３－２８ おらがラーメンしょうゆ味 めん類（スープ
に使用）

無

林泉堂株式会社 秋田県平鹿郡十文字町仁井田字八萩１
０１

生ラーメン めん類（スープ
に使用）

無し

株式会社　明星フレッシュ 松戸市上本郷79 シマダヤの焼そば めん類，添付の
スープ

無

（有）更科食品 守口市金田町１－５３－１６ 肉うどん鍋 麺類セット 無

日本醤油工業株式会社 旭川市曙１条１丁目 めん類等用つゆ めん類等用つゆ なし

藤原製麺株式会社 旭川市９条通１４丁目左１０号 めん類 めん類のスープ なし

藤原製麺株式会社 旭川市９条通１４丁目左１０号 めん類 めん類のソース なし

藤原製麺株式会社 旭川市９条通１４丁目左１０号 めん類 めん類のつゆ 不明 有 脳・脊
髄・眼・
回腸遠位
端

牛肉・牛
骨

非実施
（異常プ
リオン不
活化処理
有りの
為）

非実施
（異常プ
リオン不
活化処理
有りの
為）

非実施
（異常プ
リオン不
活化処理
有りの
為）

藤原製麺株式会社 旭川市９条通１４丁目左１０号 めん類 めん類のつゆ なし

コープこうべ六甲アイランド工場 東灘区向洋町西２－１ 麺類のつゆ 麺類のつゆ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 タンパク加水分解物、ゼラチン使
用スープ

麺類用スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 タンパク加水分解物（骨、皮）使
用スープ

麺類用スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス、タンパク加水分解物使用
（骨、皮）スープ

麺類用スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 ゼラチン使用スープ 麺類用スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 みりん（骨）使用スープ 麺類用スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス（骨、皮）使用スープ 麺類用スープ なし

岡崎醤油（株） 群馬県多野郡新町2085 エキス（肉、骨、皮）使用スープ 麺類用スープ なし

岡崎醤油（株）＊正田醤油㈱報告
分

群馬県多野郡新町2085 ゼラチン使用のみりん使用めんつ
ゆ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ いりこ、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮）めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス、タンパク加水分解物使用
（骨）めんスープ

麺類用スープ なし
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（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス、調味料（ゼラチン）使用
（骨）めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス使用（ゼラチン（骨））め
んスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス使用（肉、ゼラチン
（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ エキス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ ゼラチン（骨）使用のみりん使用
めんつゆ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ タンパク加水分解物、調味料、エ
キス使用（肉、骨、ゼラチン
（皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ タンパク加水分解物使用（肉、
骨）めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ 調味料、香辛料使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ 調味料使用（ゼラチン（骨））め
んスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん（ゼラチン（骨））使用め
んスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、エキス、タンパク加水分
解物、油性甘草使用（ゼラチン
（骨）ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ
（脂））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨、皮））めんつゆ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品水戸工場 茨城県東茨城郡茨城町常井８９９－２ みりん、調味料使用（ゼラチン
（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）ユニスター＊正田醤油㈱報
告分

埼玉県比企郡嵐山町川島２４１５ エキス使用（肉、骨、脂）めん
スープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス（肉）使用めんスープ 麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料（ゼラチン）使用
（骨）めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし
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（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（肉、骨、ゼ
ラチン、アミノ酸、タンパク加水
分解物）めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（皮、骨））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（ゼラチン（骨））め
んスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（ゼラチン（骨、
皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（ゼラチン（骨、皮、
肉）めんつゆ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（肉、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（肉、骨、皮）めん
スープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（肉、骨、ゼラチン、
アミノ酸）めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（骨、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 エキス使用（骨、ゼラチン（骨、
皮）、脂、タンパク加水分解物
（角、皮、蹄））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 スープ（ゼラチン（骨））使用め
んスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 スープ、エキス、調味料使用
（骨、ゼラチン（皮、骨））めん
スープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 スープ、エキス使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 ゼラチン（骨）使用のみりん使用
めんつゆ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 ゼラチン使用のみりん使用めんつ
ゆ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 タンパク加水分解物、エキス、調
味料使用（肉、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし
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（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 タンパク加水分解物、エキス、調
味料使用（肉、ゼラチン（骨、
皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 タンパク加水分解物、調味料、エ
キス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 タンパク加水分解物使用（肉、ゼ
ラチン（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 調味料使用（ゼラチン（皮））め
んつゆ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 調味料使用（ゼラチン（骨））め
んスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 みりん、エキス使用（ゼラチン
（皮、骨）タンパク加水分解物
（肉、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨））めんつゆ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 みりん、エキス使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 みりん、エキス使用（骨）めん
スープ

麺類用スープ なし

（株）正田食品伊勢工場 三重県一志郡嬉野町大字釜生田588-2 みりん、タンパク加水分解物使用
（骨）めんスープ

麺類用スープ なし

きんまる星醤油（株）＊正田醤油
㈱報告分

埼玉県大里郡妻沼町大字妻沼372-1 みりん使用（ゼラチン（皮））め
んつゆ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

エキス（肉、骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

ゼラチン（骨）使用のみりん使用
めんつゆ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

ゼラチン、タンパク加水分解物使
用（骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

タンパク加水分解物、ゼラチン使
用（骨、皮）めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん（肉（皮））使用めんスー
プ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし
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正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、エキス（ゼラチン）使用
（骨、皮）めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、エキス使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん、エキス使用（骨）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株）　館林東工場 群馬県館林市大島町字東部工業団地６
０１３

みりん使用（ゼラチン（皮））め
んつゆ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（ゼラチン（肉、骨））使
用めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（ゼラチン（骨））使用め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（タンパク加水分解物）、
調味料（ゼラチン）、香辛料
（ショ糖脂肪酸エステル）使用
（肉、骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（肉、骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、脂、HAP、ゼラチン使用
（肉、骨）めんソース

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、エキス（ゼラチン）、油
脂（ゼラチン）使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、香辛料使用（肉、骨）め
んｽｰﾌﾟ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、香辛料使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、香辛料使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮）、脂）めんスー
プ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、スープ、油脂使用（肉、
骨、ゼラチン（骨、皮）めんスー
プ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、スープ使用（骨）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、タンパク加水分解物、香
辛料、調味料使用（肉、骨、ゼラ
チン（骨、皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし
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正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、タンパク加水分解物、
スープ使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、タンパク加水分解物、油
脂使用（肉、ゼラチン（骨、
皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、タンパク加水分解物使用
（肉、ゼラチン（骨、皮））めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、調味液使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ 不明 有
（１３４℃20min高圧
蒸気殺菌）

骨（脊椎
有）
アメリカ
産

エキス調
味料

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、調味料（ゼラチン）使用
（骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、調味料、香辛料（ショ糖
脂肪酸エステル）使用（肉、骨）
めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、調味料使用（ゼラチン
（骨、皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、調味料使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、フォンドボー、調味料使
用（肉、骨、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、みりん、調味料使用
（肉、骨、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、油脂、香料使用（肉、
骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、油脂、タンパク加水分解
物使用（肉、骨、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、油脂使用（肉、ゼラチン
（骨、皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス、油脂使用（肉、骨）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（ゼラチン（骨））め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（ゼラチン（骨））め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（ゼラチン（骨）、
脂）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（タンパク加水分解物
（ゼラチン（肉、骨））めんスー
プ

麺類用スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（肉、脂）めんスープ 麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（肉、皮）めんスープ 麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（肉、ゼラチン
（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（肉、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（肉、ゼラチン）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ エキス使用（骨、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 香辛料（肉（牛脂））使用めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 香辛料＜ショ糖脂肪酸エステル
（肉（牛脂））＞使用めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ スープ（ゼラチン）、エキス（ゼ
ラチン）、油脂（ゼラチン）使用
（肉、骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ スープ、エキス使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮）、アキレス）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ スープ、調味液使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ 不明 有
（１３４℃20min高圧
蒸気殺菌）

骨（脊椎
有）
アメリカ
産

エキス調
味料

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ゼラチン（骨）使用のみりん使用
めんつゆ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ゼラチン使用のみりん使用めんつ
ゆ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ ソース（ｾﾞﾗﾁﾝ、タンパク加水分
解物）使用（肉、骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス（ゼ
ラチン）、香辛料（ショ糖脂肪酸
エステル）使用（肉、骨）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、香
辛料使用（肉、骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、香
辛料使用（肉、骨、脂）めんスー
プ

麺類用スープ なし
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その他
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販売中止 製品回収
原料切換
え

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、香
辛料使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、香
辛料使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、香
辛料使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮、脂））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、
スープ、調味料使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、煮
干し、スープ使用（肉、骨）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス、煮
干し、調味料使用（肉、骨）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（皮））めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨））めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨）、脂）
めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、調味料、エ
キス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、調味料、エ
キス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、調味料、エ
キス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物、調味料、エ
キス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし
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その他

製造・加工者 対象食品名 特定危険部位の使用・混入に係る確認 措　　置　　状　　況

氏名 住所 （食品の種類）
使用・混入
の有無

適切な防止措置の有無
使用・混
入部位

原因原料
名

販売中止 製品回収
原料切換
え

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物使用（ゼラチ
ン、肉、骨、軟骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ タンパク加水分解物使用（肉、
骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味液使用（肉、骨）めんスープ 麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料（ゼラチン（骨））使用め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料（ゼラチン）、油脂、ブイ
ヨン使用（肉、骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料、エキス、オイル使用
（肉、骨、角、蹄）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料、エキス、スープ使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮）め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料、エキス使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（肉、
骨））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（骨））め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（肉、骨）めんスープ 麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（骨、ゼラチン
（皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 調味料使用（骨、ゼラチン）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 煮干し、エキス使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（ゼラチン（骨））使用め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（ゼラチン）、調味液使用
（肉、骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（ゼラチン）、調味料（ゼ
ラチン）、ソース（ゼラチン、タ
ンパク加水分解物）使用（肉、
骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス、香辛料使用
（肉、ゼラチン（骨、皮）、脂）
めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス、調味料使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス使用（ゼラチン
（皮、骨）タンパク加水分解物
（皮））めんスープ

麺類用スープ なし
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正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス使用（ゼラチン
（骨、皮））めんつゆ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、タンパク加水分解物、調
味料、エキス、煮干、油脂使用
（肉、骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、タンパク加水分解物使用
（骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん、調味料、エキス、タンパ
ク加水分解物使用（肉、骨、ゼラ
チン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ みりん使用（骨、角、蹄）使用め
んスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 油脂、エキス、調味料使用（肉、
骨、蹄、角）めんスープ

麺類用スープ なし

正田食品（株） 群馬県館林市栄町１２－２３ 油脂、エキス使用（肉、骨、血）
めんスープ

麺類用スープ なし

仙波糖化工業（株）＊正田醤油㈱
報告分

栃木県真岡市松山町２－１ 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））めんつゆ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス、香辛料、調味料使用
（肉、ゼラチン（骨、皮））めん
スープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス、香辛料使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨、皮）、脂）めんスー
プ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス、ゼラチン使用（骨）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（皮、骨））めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス、調味料使用（骨、ゼラチ
ン（骨）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス使用（ゼラチン（骨、
皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし
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正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス使用（肉、ゼラチン
（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 エキス使用（肉、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 香辛料、エキス、調味料使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 スープ、タンパク加水分解物、エ
キス、調味料使用（肉、骨、ゼラ
チン（骨、皮）めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 ゼラチン（骨）使用のみりん使用
めんつゆ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 ゼラチン使用のみりん使用めんつ
ゆ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨））めん
スープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 タンパク加水分解物使用（肉、
骨）めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 タンパク加水分解物使用（肉、
骨、皮）めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 調味料（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん、エキス使用（肉、骨）め
んスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（皮））めんスープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん使用（ゼラチン（皮））め
んつゆ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 油脂、エキス、調味料使用（肉、
骨、ゼラチン（骨）、脂）めん
スープ

麺類用スープ なし

正田醤油（株） 群馬県館林市栄町3-1 みりん（肉（皮））使用めんスー
プ

麺類用スープ なし

習志野缶詰（株） 群馬県邑楽郡板倉町水路２８７２ みりん（骨、皮）使用缶詰・瓶詰
め食品

麺類用スープ なし

ヤマエ食品工業（株）＊正田醤油
㈱報告分

宮城県都城市西町３６４６ みりん使用（ゼラチン（皮））め
んつゆ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス（ゼラチン（骨））使用め
んスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス（肉、骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし
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ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、香辛料、調味料使用（ゼ
ラチン（骨、皮）、脂）めんスー
プ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、香辛料、調味料使用
（肉、ゼラチン（骨、皮））めん
スープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、香辛料使用（肉、骨、
皮）めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、香辛料使用（骨、ゼラチ
ン（骨、皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、ソース使用（肉、ゼラチ
ン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、タンパク加水分解物使用
（骨）めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、タンパク加水分解物使用
（骨、ゼラチン（骨））めんスー
プ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、調味料使用（肉、骨、ゼ
ラチン（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、みりん、調味料使用（ゼ
ラチン（骨、皮）、脂）めんスー
プ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、みりん、調味料使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、油脂、タンパク加水分解
物使用（肉、骨、ゼラチン、脂）
めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス、油脂使用（肉、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（肉、脂、皮）めん
ソース

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（肉、ゼラチン
（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（肉、ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（肉、骨、脂）めん
スープ

麺類用スープ なし
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ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、脂））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（肉、骨、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 エキス使用（骨、ゼラチン
（骨））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 香辛料、エキス、調味料使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 香辛料使用（脂）めんｽｰﾌﾟ 麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 スープ、ソース使用＜ゼラチン
（骨、皮）タンパク加水分解物
（肉、脂、ゼラチン（骨））＞め
んソース

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 スープ使用（ゼラチン（骨））め
んスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 ゼラチン（骨）使用のみりん使用
めんつゆ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 ゼラチン使用のみりん使用めんつ
ゆ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨））めん
スープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮））
めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン（骨、皮、
肉））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 タンパク加水分解物、エキス使用
（肉、骨、ゼラチン、脂）めん
スープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 タンパク加水分解物使用（肉、
骨）めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 調味料（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 調味料使用（ゼラチン（骨、
皮））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 みりん（骨）使用めんスープ 麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 みりん、エキス、清酒使用（肉、
ゼラチン（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし
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ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 みりん、エキス使用（肉、骨、ゼ
ラチン（皮））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 油脂、エキス、調味料使用（肉、
骨、ゼラチン（骨、皮））めん
スープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 油脂、ソース使用（肉、ゼラチン
（骨、皮））めんスープ

麺類用スープ なし

ヤマト産業（株）＊正田醤油㈱報
告分

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原418-7 油脂、ソース使用（肉、ゼラチン
（骨、皮）、脂）めんスープ

麺類用スープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」ｽﾊﾟｲｼｰ生ｿｰｽ めん及びスープ なし

高砂食品㈱ 岡部町榛沢２７３ 「鉄板麺」ﾏｲﾙﾄﾞ生ｿｰｽ めん及びスープ なし

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 即席麺 熊本ラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 即席麺 しょうゆラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 即席麺 わかめラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏ韓国風大辛ラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏ生協ラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏ屋台風ラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏ屋台風ラーメン
とんこつキッズ

めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏ九州みそラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏコープちゃんラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏラーメン詰合せ めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏラーメン詰合せ
（焼そば入）

めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 Ｃｏ鹿児島焼そば めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 ＪＡふくおか軒
うまかもんラーメン

めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 （即席）くりき大辛ラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 （即席）手づくり村
とんこつラーメン

めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 （即席）手づくり村
みそラーメン

めん類 無
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(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 （即席）カレーラーメン めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 くりき博多とんこつ
棒ラーメン

めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 カレーうどん めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 （即席）Ａコープ
とんこつラーメン

めん類 無

(株）栗木商店 浮羽郡吉井町191-1 （即席）Ａコープ
みそラーメン

めん類 無

(有)横田製麺 大分市浜の市1-2-9 めん類 めん類 無

(有)温 大分市乙津港町1-2-2 めん類 めん類 無

(有)大同食品 大分市三佐971-4 めん類 めん類 無

（有）薬師庵 京都市右京区鳴滝本町１８ カレーうどん めん類 なし

コンポー株式会社　スパゲッティ
工場

愛甲郡愛川町角田２２３２ー５ ゆでスパゲティ めん類 なし

サン食品株式会社 鹿児島市南栄３－１４ 熟麺時代醤油味（スープ） めん類 無

サン食品株式会社 鹿児島市南栄３－１４ 薩摩黒豚ラーメン めん類 無

サン食品株式会社 鹿児島市南栄３－１４ ソース付き焼きそば（ソース） めん類 無

サン食品株式会社 鹿児島市南栄３－１４ 海鮮中華風味塩らー麺 めん類 無

サン食品株式会社 鹿児島市南栄３－１４ ちゃんこ鍋うどん めん類 無

バカ盛製麺 大分市末広町1丁目3番10号 めん類 めん類 無

ヒイラギ産業(株) 大分市花高松2丁目1番21号 めん類 めん類 無

フクヤマ食品㈱ 日置郡伊集院町中川1276 鹿児島ﾗｰﾒﾝ めん類 無

フクヤマ食品㈱ 日置郡伊集院町中川1276 純粋黒豚ﾗｰﾒﾝ めん類 無

フクヤマ食品㈱ 日置郡伊集院町中川1276 黒豚ﾗｰﾒﾝ めん類 無

フクヤマ食品㈱ 日置郡伊集院町中川1276 皿うどん めん類 無

マルニ食品㈱ 迫町佐沼字中江５－５－１２ ユッケジャン鍋（ベル食品スー
プ）

めん類 なし 該当なし

マルニ食品㈱ 迫町佐沼字中江５－５－１２ カレーうどん（東洋水産スープ） めん類 なし 該当なし

マルニ食品㈱ 迫町佐沼字中江５－５－１２ 深むし焼きそば めん類 なし 該当なし

マルニ食品㈱ 迫町佐沼字中江５－５－１２ ５食みそラーメン（三栄フーズ
スープ）

めん類 なし 該当なし
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マルニ食品㈱ 迫町佐沼字中江５－５－１２ 味噌煮込みうどん（ヤマカノスー
プ）

めん類 なし 該当なし

マルニ食品㈱ 迫町佐沼字中江５－５－１２ コク一番中華（南華園スープ） めん類 なし 該当なし

マルヨシ製麺(株) 大分市葛木878 めん類 めん類 無

株式会社　王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 焼きそば麺 めん類 なし

株式会社　王将フードサービス 京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 ワンタン めん類 なし

株式会社　唐船峡食品 揖宿郡開聞町十町5955-1 干しうどん めん類 無

㈱トキワ漢方製薬 大阪市住吉区我孫子東2-10-8 健美ダイエット麺(中華味) めん類 なし

㈱トキワ漢方製薬 大阪市住吉区我孫子東2-10-8 健美ダイエット麺(カレー味) めん類 なし

㈱ヒガシマル 日置郡伊集院町猪鹿倉20 皿うどん めん類 無

㈱ヒガシマル 日置郡伊集院町猪鹿倉20 チャンポン めん類 無

㈱ヒガシマル 日置郡伊集院町猪鹿倉20 ラーメン めん類 無

㈱ヒガシマル 日置郡伊集院町猪鹿倉20 長崎ﾁｬﾝﾎﾟﾝ めん類 無

㈱ヒガシマル 日置郡伊集院町猪鹿倉20 長崎ちゃーめん めん類 無

㈱丸美 大阪市生野区新今里2-9-6 冷し生ラーメン めん類 なし

蒲江後藤製麺 南海部郡蒲江町大字蒲江浦3546 醤油ラーメン めん類 無 なし 該当なし 該当なし

丸一製麺有限会社 指宿市湊2-26-13 中華めん（スープ） めん類 無

鹿児島協同食品㈱ 日置郡市来町大里1001 鶏がら醤油ﾗｰﾒﾝ めん類 無

田中製麺 三潴郡城島町大字六町原795 長崎チャンポン200ｇ
２人前 スープ付

めん類 無

田中製麺 三潴郡城島町大字六町原795 博多ラーメン（とんこつ）
３人前 スープ付

めん類 無

田中製麺 三潴郡城島町大字六町原795 長崎チャーメン130ｇ
２人前 スープ付

めん類 無

有限会社丸二芦田商店 綾部市広小路２丁目２ めん類 めん類 なし

(有)八雲 豊橋市高田町字下地25－1 抹茶大福 餅 なし

(有)八雲 豊橋市高田町字下地25－1 夢小福餅 餅 なし

(有)八雲 豊橋市高田町字下地25－1 夢福餅 餅 なし

丸金食品株式会社 香川県小豆郡内海町西村甲２６３ 粒々もろみ もろみ 無
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昭栄堂製菓（株） 垂水区山手7丁目7番1号 クッキー 焼菓子 なし

昭栄堂製菓（株） 垂水区山手7丁目7番1号 パイ 焼菓子 なし

サンローゼ㈱ 西区伊川谷町潤和９６２ カステラ 焼菓子 なし

㈱イシダデリカフーズ 交野市星田北１－４９－１ 麺類弁当9種類 焼蒲鉾スライス 無

モロゾフ㈱ 東灘区御影本町６－１１－１９ パイ 焼き菓子 なし

モロゾフ㈱ 東灘区御影本町６－１１－１９ クラッカー 焼き菓子 なし

ニッポン食品㈱ 吹田市南金田１－３－２０ 焼肉のタレ 焼肉のタレ 無

㈱南海グリル 大阪府堺市車之町２丁１－３０ ビーフエックス・ガラ味 焼肉のタレ 無

㈱常陸屋本舗　筑波工場 つくば市作谷７４６ 焼麩 焼麩 無

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 豊中市三和町1丁目１-11 特選ﾀﾚ､ﾀﾚｻﾝｴｲ 焼き豚のﾀﾚ 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ 手焼風卵ロール 焼物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ 手焼風卵ロール（大吉） 焼物 無

㈱カナエフーズ筑波工場 水海道市菅生超９０－１ オムライスシートH40 焼物 無

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ 味付けわらび 野菜加工品 なし

日本クッカリー（株）伊丹工場 伊丹市北伊丹８－２０４ おにぎり用味付け松茸 野菜加工品 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷凍ｶﾝﾄﾘｰﾊｰﾍﾞｽﾄﾋﾞｰﾌ&ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ
１ｋｇ Ｗ

野菜加工品 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷凍ﾌﾚﾝﾁﾌﾗｲﾎﾟﾃﾄ ｸﾘｽﾋﾟｰｶﾞｰﾘｯｸ
味ｳｪｯｼﾞｶｯﾄ

野菜加工品 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷凍ﾌﾚﾝﾁﾌﾗｲﾎﾟﾃﾄ ｸﾘｽﾋﾟｰﾁﾘ味ｳｪｯ
ｼﾞｶｯﾄ

野菜加工品 なし

ハインツ日本 株式会社 台東区浅草橋５－２０－８ 冷凍ﾌﾚﾝﾁﾌﾗｲﾎﾟﾃﾄ ｸﾘｽﾋﾟｰﾁﾘ味ｽﾄ
ﾚｰﾄｶｯﾄ

野菜加工品 なし

富士農産加工（株） 茅ヶ崎市円蔵1-24-26 味付けとろろ 野菜加工品 なし

富士農産加工株式会社 茅ヶ崎市円蔵１－２４－２６ 味付けとろろ 野菜加工品 なし

㈱　香貴 札幌市西区八軒７条西11丁目1-48 浅漬け野菜 野菜加工品 なし

㈱　香貴 札幌市西区八軒７条西11丁目1-48 しそ巻き大根 野菜加工品 なし

㈱　札幌フレスト 札幌市白石区菊水上町４条４丁目95-6 浅漬け野菜 野菜加工品 なし

㈱　弁釜　釧路工場 北海道白糠郡白糠町庶路甲区６－１１
１７

各種野菜漬物 野菜加工品 なし
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大盛食品(株） 福岡市南区清水四丁目８－３１ ローストにんにく(ｽﾗｲｽ､ｸﾗｯｼｭ) 野菜加工品 無

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 おかずメンマ 野菜加工品 なし - - -

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 おつまみメンマ 野菜加工品 なし - - -

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 メンマ 野菜加工品 なし - - -

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 芋づる 野菜加工品 なし - - -

桃宝食品㈱ 小松市安宅新町ネ84-1 和風メンマ 野菜加工品 なし - - -

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 高菜丼の具 野菜類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 麻婆茄子 野菜類加工品 無

㈱ つ庄司政吉商店 千葉県安房郡和田町仁我浦９５８－２ 麻婆豆腐 野菜類加工品 無

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ 白菜の漬物 野菜類の漬物 　なし 　

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ 大根の漬物 野菜類の漬物 　なし 　

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ 胡瓜の漬物 野菜類の漬物 　なし 　

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ カブの漬物 野菜類の漬物 　なし 　

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ きゃべつの漬物 野菜類の漬物 　なし

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ 茄子の漬物 野菜類の漬物 なし

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ 季節の味くらべ 野菜類の漬物 　なし 　

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ 主婦の味　ぬか風味 野菜類の漬物 　なし 　

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ キムチ 野菜類の漬物 　なし 　

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ オイキムチ 野菜類の漬物 　なし 　

㈱武蔵野フーズ　ヤマタカ横浜工
場

横浜市戸塚区吉田町１８４６ 大根キムチ 野菜類の漬物 　なし 　

株式会社道南冷蔵 上磯郡上磯町字追分3丁目5-13 焼ほたて貝 焼物 なし

生協コープ鹿児島ミートセンター 鹿児島市東開町１５－６ タンパク加水分解物使用製品 やわらかチキン
山賊揚げ

無

秋田合成化学工業株式会社 東京都北区赤羽西４－２１－２０ 食用油脂 油脂 無

（株）カガワミール 坂出市昭和町2-7-9 牛脂 油脂 無

吉岡製油（有） 入間市二本木１４０９－１ 食用牛脂 油脂 なし

吉岡製油（有） 入間市二本木１４０９－１ 短角牛ヘット 油脂 なし
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ケミプロ化成㈱福島工場 田村郡滝根町大字広瀬字舟ケ作３ 食用油脂 油脂 なし

四国油脂㈱伊丹工場 伊丹市東有岡４－４８ クッカー牛脂 油脂 なし

四国油脂㈱伊丹工場 伊丹市東有岡４－４８ 牛脂 油脂 なし

四国油脂㈱伊丹工場 伊丹市東有岡４－４８ 牛脂・極度食用硬化油 油脂 なし

四国油脂㈱伊丹工場 伊丹市東有岡４－４８ 精製牛脂 油脂 なし

四国油脂㈱伊丹工場 伊丹市東有岡４－４８ 調整AAAラード 油脂 なし

住友食品（株） 阿波郡阿波町字東條33番地の1 住友ラーメンオイル 油脂 無

日本油脂株式会社 東京都北区豊島４－１８－１１ 粉末油脂 油脂 無

日本油脂株式会社 東京都北区豊島４－１８－１１ 和牛脂パウダー
（粉末油脂）

油脂 無

日本油脂株式会社 東京都北区豊島４－１８－１１ 食用精製加工油脂 油脂 無

日本油脂株式会社 東京都北区豊島４－１８－１１ 食用油脂 油脂 無

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ビーフエキス 油脂 なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ビーフオイル 油脂 なし

丸善食品株式会社 山形県鶴岡市宝田三丁目6-31 ローストビーフオイル 油脂 なし

㈱北村商店 浜松市野口町５８７ 粗製ラード 油脂 無

㈱バンボーネ 東京都日野市多摩平5-8-6 食用油脂 油脂 なし

アイン食品㈱ 大阪府堺市南花田町１８－２ バタークリーム等 油脂加工食品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

ニュ‐ライスアップ 油脂加工食品 不明 あり（異常プリオンの
不活化処理 200℃
40bar20分間の加水分
解）

不明 グリセリ
ン脂肪酸
エステル

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

FFW25S 油脂加工食品 無

オーム乳業㈱ 福岡県大牟田市新勝立町１丁目３８－
１

KAW25 油脂加工食品 無

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＡＲＭＮＪＴＮ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＡＷＩＮＪ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＢＪＨＩ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＢＪＳＳ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＢＪＴＮ 油脂加工食品 なし
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販売中止 製品回収
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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 ＢＩＷＡＪＴＮ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＬＳＯＦＭＬ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＬＶＡＬＳ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴ６０ＧＯＰＩ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴ６０ＧＯＰＩＡ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴ６０ＶＣ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴ７０ＶＣ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＡＮＧ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＣＡＰＣＩＴ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＣＡＰＣＴＬ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＣＮＭＬ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＣＯＦＦＬ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＣＯＦＳＧＺ－Ｌ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＣＯＧ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＧＯＰＩＡ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＭ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＭＲＳ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＭＴＴ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＲＭＲ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＳＧＣＲ１５ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＳＯＦＶＡ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＢＴＷＭ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＢＪ１０ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＣＮＡＰＬＪ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＫＭＬＮＪＳ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＨＫＭＬＮＪＴＮ 油脂加工食品 なし
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株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＪＢＮＨＩ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＪＴＷＰＣＨ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＫＹＯＨＯＪＴＮ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＡＦＲＳＪＴＮ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＬＥＳＭＭ 油脂加工食品 なし

株式会社カネカフード 西区高塚台２丁目１１－１ ＭＰＪＳ 油脂加工食品 なし
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