
輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

1 味噌（甘いみそ：TUOMG DEN） その他の食品 ベトナム 6, 7 添加物
指定外添加物
使用基準

安息香酸
サイクラミン酸

安息香酸 0.98g/kg 検出
サイクラミン酸 2,500μg/g
検出

自主検査
→検査命
令に移行

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パン半製品（FROZEN BAKERY SCHOGGI
GIPFEL (180)）

冷凍食品 ドイツ 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パン半製品（FROZEN BAKERY RUSTICO
GIPFEL (165)）

冷凍食品 ドイツ 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

1 生食用冷凍鮮魚介類：冷凍切り身さけ 水産 チリ 7 添加物 使用基準 BHT 0.008g/kg 検出 自主検査
1 乾燥メシマコブ 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.45g/kg 検出 自主検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
サモサ

冷凍食品 インド 7 微生物 成分規格 細菌数 3.9×106/g 検出 自主検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：水
晶雛（水晶ひよこマンジュウ（CRYSTAL
CHICK BUN））

冷凍食品 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 8μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

1 うるち米（ROYAL BASMATI RICE） 穀類 インド 7 残留農薬 成分規格 マラチオン 0.22ppm 検出 行政検査
1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 ダミノジット 0.1ppm 検出 検査命令

1
冷凍むき身養殖えび（無頭）（FROZEN
PEELED WHITE SHRIMP）

水産 中華人民共和国 7 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.19ppm 検出 検査命令

1 乾燥アガリクス茸 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.047g/kg 検出 自主検査
1 その他の漬物：調味にんにく（とうがらし味） その他の食品 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.19g/kg 検出 自主検査
1 その他の漬物：調味にんにく（蜂蜜味） その他の食品 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.24g/kg 検出 自主検査

1
乾燥きくらげの粉末（AN EDIBLE FUNGUS
POWDER）

農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.051g/kg 検出 自主検査

1 無加熱摂取冷凍食品：すしえび 水産 中華人民共和国 7 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.02ppm 検出 検査命令

1 うるち精米 穀類 タイ 4 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビ
カビの発生、腐敗、変敗を
認めた

行政検査

1 うるち破砕米 穀類 タイ 4 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビ
カビの発生、腐敗、変敗を
認めた

行政検査

1
健康食品（原料用）：SEABUCKTHORN
CONCENTRATED FRUIT JUICE POWDER

その他の食品 香港 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 490μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

1 乾燥やまくらげ 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.118g/kg 検出 自主検査
1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（12.5ppb） 検査命令
1 乾燥洋なし 農産 フランス 7 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.84g/kg 検出 自主検査
1 プロポリス（原塊） 畜産 モルドバ 7 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリ 0.1ppm 検出 自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：切り身さけ（FROZEN
SALMON FILLET TRIM）

水産 ノルウェイ 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

1 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06ppm 検出 検査命令

1
いったもの揚げたもの：くるみ（GARLIC
WALNUT）

ナッツ 香港 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 9μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

1 酢漬けらっきょう（PICKLED LEEKS） 農産 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 22μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

1 ニョッキミックス その他の食品 イタリア 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.189g/kg 検出 自主検査
1 乾燥松茸（DICED DRIED MATSUTAKE） 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.291g/kg 検出 自主検査

1 ポリスチレン製器具：スプーン・フォーク 器具・おもちゃ 中華人民共和国 10
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 揮発性物質 8,300ppm 検出 自主検査

1 無加熱摂取冷凍食品：生まぐろのたたき 水産 タイ 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
1 マジパン菓子：MARSNOOT 菓子 ベルギー 7 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム 使用 －
1 チョコレート菓子：CHAMPAGNE 菓子 ベルギー 7 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム マジパンに使用 －

1 冷凍どくさばふぐ 水産 中華人民共和国 4 自然毒 有毒魚介類 有毒魚 有毒魚
自主検査
及び検査

1 無加熱摂取冷凍食品：すしえび 水産 中華人民共和国 7 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.02ppm 検出 検査命令

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パン半製品（GTG CAILLER BRANCHE
GIPFEL (10021)）

冷凍食品 スイス 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：五
目粉果（ゴモクフンカ）

冷凍食品 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 10μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

1 ゴム製器具：手袋（ニトリル極薄手袋） 器具・おもちゃ 台湾 10
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 亜鉛（溶出試験） 18ppm 検出 自主検査

1 生鮮スナップエンドウ 野菜・果実類 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.13ppm 検出

モニタリン
グ検査（検
査命令は
検出せず）

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パン半製品（BUTTER GIPFEL (10120)）

冷凍食品 ドイツ 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

1
チョコレート（FRUITS AND FRUIT
PRESERVES）

菓子 スペイン 6 添加物 指定外添加物
アゾルビン
キノリンイエロー

検出 自主検査

1 くるみ（殻つき） ナッツ
朝鮮民主主義人民
共和国

4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（136ppb） 検査命令

1 フレーバーティー（APPLE CINNAMON TEA） その他の食品 スリランカ 6 添加物 指定外添加物
ブタノール
アセトアルデヒド
イソアミルアミン

使用 －

1 ローストピーナッツ（えび味） ナッツ タイ 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（13ppb）
自主検査
→検査命
令に移行

1 加熱食肉製品（包装前加熱）：つくね焼き鳥 畜産 中華人民共和国 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（15.8ppb） 検査命令
1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（75.3ppb） 検査命令
1 生食用冷凍鮮魚介類：むき身トリガイ 水産 大韓民国 7 微生物 成分規格 細菌数 1.5×105/g 検出 自主検査
1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（56.4ppb） 検査命令
1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（32.7ppb） 検査命令

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

1 CHONDOROITIN SULFATE (SHARK BONE) 水産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 過酸化水素 3.1ppm 検出 自主検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パン半製品（HOT PIZZA PLUNDER

冷凍食品 ポーランド 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

1 紹興酒 飲料 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 13μg/g 検出
モニタリン
グ検査→
検査命令

1 生鮮スナップエンドウ 野菜・果実類 中華人民共和国 4 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.11, 0.14, 0.15, 0.18ppm 検 検査命令
1 バター豆 農産 ミャンマー 7 食品の規格・基 成分規格 シアン化合物 580ppm 検出 検査命令

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
しゅんぎく

野菜・果実類 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.20ppm 検出 検査命令

1
生鮮YOUNG BLACK PEPPER（生鮮タイ野
菜・コショウ科）

野菜・果実類 タイ 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.03ppm 検出 検査命令

1 生鮮花にら 野菜・果実類 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.06ppm 検出 検査命令
1 魚肉ねり製品：サイアム団子（冷凍すり身団 水産 タイ 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（59.8ppb） 検査命令
1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 ダミノジット 0.1ppm 検出 検査命令
1 果実酢（バルサミコビネガー） その他の食品 イタリア 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.036g/kg 検出 自主検査
1 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：味付けしめ その他の食品 中華人民共和国 7 微生物 成分規格 発生しうる微生物 陽性 自主検査

1
殻付ピスタチオナッツ（ORGANIC
PISTACHIO）

ナッツ ギリシャ 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（68ppb）
モニタリン
グ検査

1 その他の他の飲料：田七人参液 飲料 中華人民共和国 7 食品の規格・基 成分規格 ヒ素 0.6ppm 検出 自主検査

1
その他の植物由来健康食品：LINUMLIFE
EXTRACT

その他の食品 スイス 4 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物  93ppm 検出 自主検査

1 冷凍ゆでがに 水産 中華人民共和国 7 微生物 成分規格 細菌数 1.2×105/g 検出 自主検査

1
無加熱摂取冷凍食品：サンドライトマトペス
ト（SUN-DRIED TOMATO PESTO）

冷凍食品 カナダ 7 微生物 成分規格 細菌数 2.9×105/g 検出 自主検査

1 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（100.1ppb） 検査命令

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
未成熟ささげ

野菜・果実類 タイ 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.03ppm 検出
モニタリン
グ検査

1 NGOU NAM CURRY（カレーペースト） その他の食品 台湾 6 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 0.088g/kg 検出
1 ラクトアイス（CANAPE） 畜産 ベルギー 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性

2 ミックススパイス（CURRY POWDER） 農産 パキスタン 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（68ppb、56ppb）
モニタリン
グ検査

2 ミックススパイス（KOFTA MASALA） 農産 パキスタン 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（61ppb、60ppb）
モニタリン
グ検査

2 ミックススパイス（HALEEM MASALA） 農産 パキスタン 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（18ppb）
モニタリン
グ検査

2 無加熱摂取冷凍食品：アカニシガイ 水産 ベトナム 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

2 無加熱摂取冷凍食品：アカニシガイスライス 水産 ベトナム 7 微生物 成分規格 細菌数 4.7×105/g 検出
モニタリン
グ検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
ブロッコリー

野菜・果実類 中華人民共和国 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

2 玉子スープ（フリーズドライ） その他の食品 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 19μg/g 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

2 生鮮スナップエンドウ 野菜・果実類 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.07ppm 検出 検査命令
2 大粒落花生 ナッツ アメリカ合衆国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（14ppb） 検査命令

2
トウガラシ調整品（ANCHOVY WITH CHILI
FERMENTED BLACK BEAN）

農産 台湾 6 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.005g/kg 検出 自主検査

2 破砕したうるち精米 穀類 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 ジクロルボス 0.7ppm 検出 行政検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：にら
饅頭

冷凍食品 中華人民共和国 7 微生物 成分規格 細菌数 2.5×105/g 検出 自主検査

2
尿素樹脂製飲食器具：スプーン及びフォー
ク

器具・おもちゃ 中華人民共和国 10
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格
ホルムアルデヒド
蒸発残留物

ホルムアルデヒド 溶出
蒸発残留物 41ppm 検出

自主検査

2 陶磁器製器具：湯飲み 器具・おもちゃ 中華人民共和国 10
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 103ppm 検出 自主検査

2 陶磁器製器具：湯飲み 器具・おもちゃ 中華人民共和国 10
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 30ppm 検出 自主検査

2 清涼飲料水（男士栄養液） 飲料 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 グルコン酸亜鉛 使用 －
2 アイスミルク：GLACE VIOLETTE（スミレ） 畜産 フランス 7 微生物 成分規格 細菌数 1.8×105/g 自主検査
2 氷菓（シャーベット）：CONCOMBRE（キュウ その他の食品 フランス 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
2 乾燥山クラゲ 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.066g/kg 検出 自主検査
2 塩漬レンコン 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.031g/kg 検出 自主検査

2
ガーリックペッパーソース（TABASCO
BRAND GARLIC PEPPER SAUSE）

その他の食品 アメリカ合衆国 7 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.029g/kg 検出
モニタリン
グ検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
中華点心・南瓜餅（FROZEN FRIED
PUMPUKIN CAKE）

冷凍食品 中華人民共和国 7 微生物 成分規格
細菌数
E.coli

細菌数 1.5×107/g
E. coli 陽性

自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍野菜ソテー

冷凍食品 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 30μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

2 バター豆 農産 ミャンマー 7 自然毒 成分規格 シアン化合物 570ppm 検出 検査命令
2 生鮮セロリ 野菜・果実類 台湾 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.43ppm 検出 検査命令
2 クコ酒（"RED NINGXIA"HONGBAO GRIL） 飲料 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 138μg/g 検出 自主検査
2 クコ酒（"RED NINGXIA" GOUQI GRIL） 飲料 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 29μg/g 検出 自主検査
2 清涼飲料水（燻酢ドリンク） 飲料 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 安息香酸 0.71g/kg 検出 自主検査

2 紹興梅（PRESERVED PRUNE） その他の食品 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 10μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

2
炒ったすいかの種子（LIQOR DRIED
MELON SEED）

農産 台湾 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 10μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

2 ナチュラルチーズ（ミモレット） 畜産 フランス 6　　　　7
添加物
食品の規格・基
準

指定外添加物
使用基準
保存基準

ナタマイシン
リソールルビンBK
酢酸ビニル
保存条件

使用および　　　　カビ防止
目的でナタマイシンを使用

－

2 ポリスチレン製器具：スプーン（透明） 器具・おもちゃ 中華人民共和国 6　　　　7
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 揮発性物質 8,000ppm 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

2
ポリスチレン製器具：スプーン及びフォーク
（アイボリー）

器具・おもちゃ 中華人民共和国 10
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 揮発性物質 5,200ppm 検出 自主検査

2 その他の乾燥野菜：やまくらげ 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.15g/kg 検出 自主検査
2 清涼飲料水：キダチアロエジュース 飲料 中華人民共和国 7 食品の規格・基 成分規格 沈殿物・異物混入 カビの付着 自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
エビフライ（YUTO EBIFURAI 16/20 WHITE）

冷凍食品 インドネシア 7 微生物 成分規格 細菌数 1.9×107/g 自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
エビフライ

冷凍食品 ベトナム 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

2 生食用冷凍鮮魚介類：タイ風えびのお刺身 水産 タイ 7 微生物 成分規格 細菌数 1.1×106/g 検出 自主検査

2
生食用冷凍鮮魚介類：いか（FROZEN SLIT
CUT CUTTLEFISH）

水産 ベトナム 7 微生物 成分規格 細菌数 1.2×105/g 検出
モニタリン
グ検査

2 ケーキ類：PAMPELUNE 菓子 フランス 6　　　　7 添加物
指定外添加物
使用基準

ブリリアントブラック
BN
食用赤色102号
食用赤色3号
食用黄色4号

検出（許可色素については
スポンジケーキ部より検出）

自主検査

2 チョコレート（CHOCO-LOLLY EDELWEISS） 菓子 スイス 6 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 使用 －
2 無加熱摂取冷凍食品：生まぐろのたたき 水産 タイ 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
2 生鮮セロリ 野菜・果実類 台湾 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.77ppm 検出 検査命令

2 磁器製皿 器具・おもちゃ 中華人民共和国 10
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格
カドミウム
鉛

カドミウム 2.7μg/cm2
鉛 310μg/cm2 検出

自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
スープ（PK MINESUTORONE SOUP）

冷凍食品 オーストラリア 6 添加物 指定外添加物
ケイ酸アルミニウム
ナトリウム

使用 －

2 キムチラーメン その他の食品 大韓民国 6 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 0.05g/kg 検出
モニタリン
グ検査

2 加工デンプン（アミソール♯500） その他の食品 ブラジル 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.166g/kg 検出 自主検査

2 生食用冷凍鮮魚介類：冷凍うに 水産 フィリピン 7 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　腸
炎ビブリオ

腸炎ビブリオ最確数 460/g
細菌数 3.2×105/g 検出

検査命令

2 花茶（カーネーション） 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.092g/kg 検出 自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
えびフライ（FROZEN SHRIMP FRY (SK)）

冷凍食品 ベトナム 7 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

2
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ（冷凍ビンナガ
マグロロイン）

水産 フィジー 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

2 つばめの巣ドリンク（銀耳雪蛤氷糖燕窩） 飲料 香港 6　　　　7 添加物
指定外添加物
使用基準

サイクラミン酸
ソルビン酸

サイクラミン酸46μg/g 検出
ソルビン酸0.041g/kg検出

自主検査

2 燻酢カプセル その他の食品 中華人民共和国 7 添加物 使用基準

パラオキシ安息香酸
エチル 　　　　パラオ
キシ安息香酸プロピ
ル

パラオキシ安息香酸エチル
0.034g/kg　　　　パラオキシ
安息香酸プロピル
0.041g/kg 検出

自主検査

2 破砕したうるち精米 穀類 アメリカ合衆国 4 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 異物の混入 塗料の混入 行政検査

2 合成樹脂製器具：製氷機の食品接触部 器具・おもちゃ 中華人民共和国 10
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格
カドミウム
蒸発残留物

ABS樹脂製部分よりカドミウ
ム 130ppm　　　　　　ポリ塩
化ビニル部分より蒸発残留
物 59ppm 検出

自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

2 ビスケット（FITA CRACKERS） 菓子 フィリピン 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.043g/kg 検出 自主検査

2
ラズベリー・リキュール（BOLS RASPBERRY
LIQUEUR）

飲料 オランダ 6 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出
モニタリン
グ検査

2
グリーンバナナ・リキュール（BOLS GREEN
BANANA LIQUEUR）

飲料 オランダ 6 添加物 指定外添加物 パテントブルー 検出
モニタリン
グ検査

2 カレー粉（HOT CURRY POWDER BLEND） その他の食品 アメリカ合衆国 6 添加物 指定外添加物 スーダンⅠ 検出 自主検査
2 ハトムギ 穀類 ベトナム 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（15ppb） 検査命令
2 ハトムギ 穀類 ベトナム 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（10ppb） 検査命令
2 とうがらし 野菜・果実類 中華人民共和国 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（13ppb） 検査命令

2
生食用冷凍鮮魚介類：FROZEN CUT
TROUT （ます）

水産 タイ 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

2 大豆 穀類 アメリカ合衆国 4 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビ 変敗及びカビの発生 行政検査

2
冷凍むき身養殖えび（FROZEN WHITE
SHRIMP:中国白蝦）

水産 中華人民共和国 7 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.40ppm 検出 検査命令

2
ラズベリー・リキュール（BOLS RASPBERRY
LIQUEUR）

飲料 オランダ 6 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出
モニタリン
グ検査

2 乾燥白きくらげ 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 1.84g/kg 検出 自主検査
2 ハトムギ 穀類 タイ 4 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（23.6ppb） 検査命令

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN FRENCH FRIED POTATO

冷凍食品 ニュージーランド 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

2 生鮮タロイモ 野菜・果実類 台湾 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02ppm 検出
モニタリン
グ検査

2 冷凍カットニラ 野菜・果実類 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02ppm 検出 検査命令

2
加熱食肉製品（包装後加熱）：FROZEN
PREPARED PORK DICE (SH0249)

畜産 中華人民共和国 7 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

2
加熱食肉製品（包装後加熱）：ソーセージ
（ZAMPONE）

畜産 イタリア 7
食品の規格・基
準

成分規格 亜硝酸根
亜硝酸根として 0.105g/kg
検出

自主検査

2 生鮮パクチョイ 野菜・果実類 中華人民共和国 7 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 2.3ppm 検出 検査命令

2 乾燥きのこ（AGARICUS BLAZEI MURILL） 農産 中華人民共和国 7 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.15g/kg 検出
モニタリン
グ検査

2 MANGO PICKLES 農産 インド 7 添加物 使用基準 安息香酸 0.12g/kg 検出 自主検査

2 紹興酒（SHAO HSING HUA TIAO CHIEW） 飲料 中華人民共和国 6 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 5μg/g 検出
モニタリン
グ検査

2 粉末清涼飲料（CHOCOLATE CHAI） 飲料 アメリカ合衆国 6 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 検出
モニタリン
グ検査

2 キャンディー（PEP01/SI） 菓子 ドイツ 7 添加物 使用基準
ステアリン酸マグネシ
ウム

使用 －

2 健康食品（SULTAN SECRET） その他の食品 トルコ 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.009g/kg 検出 自主検査
2 菊花緑茶 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.25g/kg 検出 自主検査
2 冷凍むきえび 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 クロルテトラサイクリ 0.03ppm 検出 検査命令

2 冷凍むき身ほっきがい（生食用） 水産 中華人民共和国 7
食品の規格・基
準

製造基準 殺菌条件
コバルト60のガンマ線を4キ
ログレイ照射

3 チリソース（CHIPOTRE PEPPER） その他の食品 メキシコ 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.042g/kg 検出 自主検査
3 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06ppm 検出 検査命令

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

3 原料用野菜汁：レッドベルペッパー 飲料 チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
チョコレートウエハース（Miss Kate
CHOCOLATE WAFERS）

菓子 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.02g/kg 検出
モニタリン
グ検査

3
クリーミィチョコレートサンドビスケット（Miss
Kate CREAMY CHOCOLATE）

菓子 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.01g/kg 検出
モニタリン
グ検査

3
レモンクリームサンドビスケット（Miss Kate
LEMON CREAM）

菓子 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.01g/kg 検出
モニタリン
グ検査

3 甘草入りハチミツキャンディー（REGLISSE） 菓子 フランス 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 検出 自主検査
3 調味梅干（種あり）（梅皇） 農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 11μg/g 検出 自主検査
3 蒸留酒：五粮● 飲料 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 6μg/g 検出 自主検査

3
冷凍養殖えび（FROZEN WHITE SHRIMP:中
国白蝦）

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.12ppm 検出

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
唐揚げ用サソリ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×108/g 検出

3 生食用冷凍鮮魚介類：赤貝開き 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.5×105/g 検出 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
エビフライ（G KAISEN YUTO WHITE）

冷凍食品 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 5.8×106/g 検出 自主検査

3 A-1ステーキソース その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.33g/kg 検出 自主検査

3
ラクトアイス（LACTO ICE YOUNG
COCONUT）

畜産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

3 アイスミルク（ICE MILK LYCHEE） 畜産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

3 デキストリンパウダー その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.261g/kg 検出 自主検査
3 無加熱摂取冷凍食品：まぐろカット 水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
SHRIMP GREEN CURRY

冷凍食品 タイ 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 検出 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
PRAWN RED CURRY

冷凍食品 タイ 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 検出 自主検査

3 生鮮未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.07ppm 検出 検査命令
3 はちみつ加工品 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 ストレプトマイシン 0.07ppm 検出 検査命令

3
調味料：火鍋調料（CHUANQI CHAFFY
DISH CONDIMENT）

その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 10μg/g 検出
自主検査
→検査命
令に移行

3 ハトムギ 穀類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（21ppb） 検査命令
3 冷凍むき身えび（海水養殖中国白蝦） 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.04, 0.05ppm 検出 検査命令

3
健康食品：動植物抽出粉末NO.3（HERB
EXTRACT POWDER）

その他の食品 中華人民共和国 11
食品の規格・基
準

製造基準 殺菌条件
コバルト60によるガンマ線
照射

－

3 紹興酒（８年） 飲料 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 53μg/g 検出 自主検査

3
清涼飲料水：缶入りオレンジジュース（DEL
MONTE ORANGE BURST JUICE DRINK）

飲料 フィリピン 11
食品の規格・基
準

成分規格 スズ 198.7ppm 検出 自主検査

3
赤トウガラシ（HOT PEPPER (CRUSHED
PRUITS)）

農産 エジプト 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（12ppb） 検査命令

3 たこのチャンジャキムチ その他の食品 大韓民国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.46g/kg 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

3
木製おもちゃ（ITEM NO. 572 STACKING
TRAIN）

器具・おもちゃ アメリカ合衆国 62
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準
指定外添加物（着色
料）

検出 自主検査

3 ミックススパイス（BOMBAY BIRYANI MIX） 農産 パキスタン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（10ppb、11ppb） 検査命令
3 ミックススパイス（KORMA CURRY MIX） 農産 パキスタン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（12ppb、18ppb） 検査命令
3 ミックススパイス（CURRY POWDER MIX） 農産 パキスタン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（10ppb、10ppb） 検査命令
3 RED CHILLI POWDER (400g) 農産 パキスタン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（31ppb、37ppb） 検査命令
3 RED CHILLI POWDER (200g) 農産 パキスタン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（29ppb、33ppb） 検査命令

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
黄ニラ春巻き

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.3×106/g 検出 自主検査

3 無加熱摂取冷凍食品：小松菜おひたし 冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 2.4×105/g 検出 自主検査

3
生食用冷凍鮮魚介類：切り身いか（FROZEN
HONKAKU AORI IKA SLICED）

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3 陳皮 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.091g/kg 検出 自主検査
3 塩蔵たけのこ（輪切り３cmカット） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.15g/kg 検出 自主検査

3 乾燥やまくらげ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.10g/kg 検出
モニタリン
グ検査

3 ガルシニアカンボジアエキス その他の食品 インド 11 添加物 使用基準 塩化カルシウム カルシウムとして9.3%使用 －

3 銀イオン水製造器 器具・おもちゃ 大韓民国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

一般規格 銀製の電極 使用 －

3 乾燥ゆば その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.059g/kg 検出 自主検査
3 生鮮タロイモ 野菜・果実類 台湾 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02ppm 検出 検査命令

3
非加熱食肉製品：PORK DERIND SLAB
BACON

畜産 アメリカ合衆国 11
食品の規格・基
準

製造基準 一本針注入法の基準
一本針注入法による塩漬け
において食塩を10%含む塩
漬け液を使用

－

3 辛口鍋スープの素 その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 91μg/g 検出 自主検査
3 冷凍どくさばふぐ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚 有毒魚 自主検査

3 生鮮花にら 野菜・果実類 台湾 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.04ppm 検出
モニタリン
グ検査→
検査命令

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
蒲焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.09ppm検出 検査命令

3 塩蔵エリンギ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準
二酸化イオウ　　　安
息香酸

二酸化硫黄 0.21g/kg 検出
安息香酸の対象外使用

自主検査

3 冷凍ふぐ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚
ドクサバフグ　　　　衛生証
明書なし（カナフグ）

自主検査、
検査命令

3 うるち精米 穀類 タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビ
腐敗、変敗、カビの発生を
認めた

行政検査

3 破砕したうるち精米 穀類 タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビ
腐敗、変敗、カビの発生を
認めた

行政検査

3
生食用冷凍鮮魚介類：切り身いか（FROZEN
AORI IKA NOODLE）

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

3 小粒落花生 ナッツ 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（251.8ppb） 検査命令
3 乾燥しきのり（緑） 水産 チリ 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.110g/kg 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

3 乳等を主原料とする食品：粉末クリーム 畜産 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物
ケイ酸アルミニウム
ナトリウム

使用 －

3 乳等を主原料とする食品：粉末クリーム 畜産 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物
ケイ酸アルミニウム
ナトリウム

使用 －

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN VEGE. HAM STRIPS

冷凍食品 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 9.3×106/g 検出 自主検査

3 生食用冷凍甲イカ下足 水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

3
その他の漬物：たくあん漬け野菜（たくあん
スライス）

農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム 使用 －

3 はちみつ 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 ストレプトマイシン 0.07ppm 検出） 検査命令

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
SESAMI BALL

冷凍食品 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 2.2×105/g 検出 自主検査

3 キムチ（三つ葉キムチ） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.045g/kg 検出 自主検査
3 キムチ（桔梗キムチ） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.027g/kg 検出 自主検査
3 しょう油漬け漬物（青かっぱ） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 1.55g/kg 検出 自主検査
3 ワイルドヤムエキス末 その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.053g/kg 検出 自主検査

3
PORK SKIN SNACK (CHICHARRITOS
CHICHARRON）

菓子 フィリピン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.006g/kg 検出 自主検査

3 カスタードクリームサンドビスケット 菓子 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.01g/kg 検出
モニタリン
グ検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN GLUTINOUSRICE DUMPLING （糯
米包）

冷凍食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 8μg/g 検出 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN VEGE. HAM STRIPS

冷凍食品 台湾 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.048g/kg 検出

自主検査
（３月２２日
に冷凍食
品の成分
規格不適
合で違反
確定済み）

3 調味料（GREEN CURRY） その他の食品 タイ 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 使用 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：にら
餃子

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数
細菌数 6.3×107/g 検出
大腸菌群 陽性

自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：蒲
焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.15ppm検出

検査命令
（輸入者は
中国産鰻
蒲焼きで２
回目の違

3
CAFE VERT ET GUARANA(RCA285)(健康
食品）

その他の食品 フランス 11 添加物 使用基準 炭酸カルシウム カルシウムとして17.1%使用

3
VIGNE ROUGE MARC DE RAISIN(RCA289)
（健康食品）

その他の食品 フランス 11 添加物 使用基準 炭酸カルシウム カルシウムとして19.4%使用

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

3
CURCUMA REINE DES PRES(RCA290)（健
康食品）

その他の食品 フランス 11 添加物 使用基準 炭酸カルシウム カルシウムとして19.2%使用

3 サメ由来食品用コンドロイチン硫酸45%末 その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.058g/kg 検出 自主検査
3 純粋はちみつ 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 ストレプトマイシン 0.07ppm 検出 検査命令
3 塩蔵たけのこ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 1.62g/kg 検出 自主検査
3 醤油(SUPERIOR SOY SAUCE) その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 12μg/g 検出 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
蒲焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.05ppm検出 検査命令

3 SHAJIGUOMI(サジー濃縮果汁） 飲料 中華人民共和国 11 食品の規格・基 成分規格 鉛 3.4ppm検出 自主検査
3 生鮮タロイモ 野菜・果実類 台湾 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.04ppm検出 検査命令

3
こんにゃく粉代用品(COMPOUND RICE
FLOUR)

農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.49g/kg 検出 自主検査

3 生鮮黄にら 野菜・果実類 台湾 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.07ppm検出 検査命令
3 ハトムギ 穀類 タイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（15ppb） 検査命令
3 ピーナッツ加工品（しょう油ソフト） その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 13μg/g 検出 自主検査
3 ピーナッツ加工品（小粒ソフト） ナッツ 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 38μg/g 検出 自主検査

3 ローヤルゼリーパウダー 畜産 中華人民共和国
10
11

添加物
動物用医薬品

指定外添加物
成分規格

パラオキシ安息香酸
メチル
パラオキシ安息香酸
ストレプトマイシン

パラオキシ安息香酸メチ
ル：0.32g/kg 検出　　 パラ
オキシ安息香酸として：
0.16g/kg検出　　　　　　スト
レプトマイシン：0.2ppm検出

自主検査

3 クロレラパウダー その他の食品 台湾 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.032g/kg 検出 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：蒲
焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.27ppm検出 検査命令

3 植物由来の健康食品（SILYMARIN） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ヘキサン 290ppm 検出

4
乾燥ヤマクラゲ(DRIED JERRY MOUNTAIN
VEGETABLE)

農産 タイ 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.13g/kg 検出 自主検査

4
粉末スープ：THAI STIR FRY
NOODLES(SEASONING)

その他の食品 タイ 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 0.15g/kg検出 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN KANI CREAM HARUMAKI

冷凍食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 12μg/g 検出 自主検査

4 生食用冷凍船魚介類真鯛フィレー（骨抜き） 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
4 生食用冷凍船魚介類真鯛スライス 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）中
華点心・南瓜餅（FROZEN FRIED PUMPKIN
CAKE)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数
E.coli

細菌数 2.5×107/g 検出
E.coli　陽性

自主検査
（輸入者は
同一製造
者が製造し
た当該品
で２回目の
違反）

4
その他の果汁入り飲料（1L THE PECHE
PEU SUCRE CRF)

飲料 フランス 11
食品の規格・基
準

製造基準 殺菌条件
殺菌方法：中心温度92℃・
20秒 PH4.0以上

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
SPRING ROLL（KANI KAMA)

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

4 生鮮ノニ 野菜・果実類 インドネシア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 腐敗、変敗 腐敗、変敗を認めた
4 とうがらし 野菜・果実類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（22ppb,19ppb） 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）月餅
（MOON CAKES)

冷凍食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 188μg/g 検出 自主検査

4
無加熱接種冷凍食品：赤にし貝（サザエ風
味付き） FROZEN BOILED TOPSHELL
MEAT(AKANISI GAI)

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 5.9×105/g 検出 自主検査

4 無加熱接種冷凍食品：まぐろスライス 水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
4 無加熱接種冷凍食品：まぐろたたき 水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
4 冷凍ライチ 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.2ppm検出 モニタリン
4 ビスケット（CRISPY BISCUITS SESAME） 菓子 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.005g/Kg 検出 自主検査

4
ビスケット（CRISPY BISCUITS SHRIMP &
LAVER）

菓子 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.007g/Kg 検出 自主検査

4 冷凍養殖トラフグ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚 エラの除去を確認した 行政検査

4
チョコレートウエハース（Miss Kate
CHOCOLATE WAFERS）

菓子 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.011g/kg 検出

自主検査
（輸入者は
同一製造
者が製造し
た当該品
で２回目の
違反）

4
クリーミィチョコレートサンドビスケット（Miss
Kate CREAMY CHOCOLATE）

菓子 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.006g/kg 検出

自主検査
（輸入者は
同一製造
者が製造し
た当該品
で２回目の
違反）

4
レモンクリームサンドビスケット（Miss Kate
LEMON CREAM）

菓子 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.047g/kg 検出

自主検査
（輸入者は
同一製造
者が製造し
た当該品
で２回目の
違反）

4
チョコレートウエハース（Miss Kate
CHOCOLATE WAFERS）

菓子 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.011g/kg 検出

自主検査
（輸入者は
同一製造
者が製造し
た当該品
で３回目の
違反）

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）え
びフライ

冷凍食品 インドネシア 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）バジ
ルの葉

農産 タイ 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 9.9×106/g 検出
大腸菌群 陽性

自主検査

4 調味料(PENSRI GAPAO PASTE) その他の食品 タイ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.009g/kg 検出 自主検査

4 調味料(PENSRI GAPAO SAUCE) その他の食品 タイ 11 添加物 使用基準
ソルビン酸　　　　　安
息香酸ナトリウム

ソルビン酸 0.290g/kg
安息香酸ナトリウム
0.292g/kg 検出

自主検査

4 揚げピーナッツ(FRIED PEANUTS) ナッツ フィリピン 10 添加物 指定外添加物 ヨウ素化塩 使用 自主検査
4 活しじみ 水産 大韓民国 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 5.02MU/g検出 検査命令
4 陳皮 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.095g/kg 検出 自主検査

4 乾燥しきんのり（緑） 水産 チリ 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.099g/kg 検出

自主検査
（同一製造
者の乾燥し
きんのりで
２回目の違
反）

4 活しじみ 水産 大韓民国 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 4.86MU/g検出 自主検査
4 乾燥フカヒレ 水産 インドネシア 11 添加物 使用基準 過酸化水素 450ppm 検出 自主検査

4
無加熱摂取冷凍食品アボガドディップ
(AVO-KING ASIAN PULPA SUPREMA)

冷凍食品 メキシコ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

4 さくら漬（塩漬） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウム 0.37g/kg 検出 自主検査
4 千切沢庵（塩漬） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウム 0.20g/kg 検出 自主検査
4 CHILLI POWDER 農産 タイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（20ppb） 検査命令
4 乾燥キヌガサ茸 農産 香港 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 1.7g/kg 検出 自主検査

4
健康食品 MULTIVITAMIN
TABLETS(RCA288)

その他の食品 フランス 10 添加物 指定外添加物
コハク酸d-α-トコ
フェロール

使用 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）炭火
焼きうなぎ長蒲焼

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 検査命令

4
氷菓（シャーベット）：SORBET PLEIN FRUIT
MANGUE

その他の食品 フランス 11 微生物 成分規格 細菌数 2.6×104/ml 検出 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）蒲
焼きうなぎ（FROZEN PREPARED ELL)

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.07ppm検出 検査命令

4 調味乾製はぜ 水産 ベトナム 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.59g/kg 検出 自主検査

4
キャンディー（STRIPPED BERLINGOTS:グ
リーンアップル味）

菓子 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーＶ 検出 自主検査

4 乾燥ゆば その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.059g/kg 検出 自主検査
4 乾燥きのこ（乾燥粉末カバノアナタケ） 農産 ベラルーシ 6 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 599Bq/kg 検出 行政検査
4 無加熱摂取冷凍食品ボイルオコゼ 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
4 魚肉ねり製品：FROZEN YUBA CHAKIN 水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）粘
玉米面香叶餅（GLUE CORN FRAGRANT
LEAF'S CAKE)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.8×106/g 検出 自主検査

4
健康食品(SOYLIFE SOY GERM EXTRACT
POWDER 10%)

その他の食品 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 N-ブチルアルコール 使用 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

4
即席めん（ノンフライめん）ABALONE
NOODLES

その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 6μg/g 検出） 自主検査

4 紹興酒（紹中紹）SHAO ZHONG SHAO 飲料 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 21μg/g 検出 自主検査
4 ナタデココ その他の食品 フィリピン 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.28g/kg 検出 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
BREADED TUNA & OKURA

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

4
原料用冷凍濃縮ライチ果汁（CLARIFIED
LYCHEE JUICE CONC.)

飲料 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 7μg/g 検出 自主検査

4 金針菜 農産 台湾 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 21g/kg 検出 自主検査

4 しょう油漬の漬物（福神漬） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム
ソルビン酸として 1.5g/kg 検
出

自主検査

4 豆腐加工品（腐乳） その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 150μg/g 検出 自主検査

4
ドレッシング：タルタルソース（ホット）
(QUEEN HOT Tartar Sauce）

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 60ppm 検出 自主検査

4 マーガリン 畜産 ドミニカ共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 72mg/kg 検出 自主検査
4 乾燥カノシタタケ 農産 フランス 6 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 525Bq/kg 検出 行政検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）小龍
包

冷凍食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.009g/kg 検出
モニタリン
グ検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：蒲
焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.05ppm検出 検査命令

4 塩蔵れんこん 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.030g/kg 検出 自主検査

4 冷凍いちご 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ジクロルボス 0.81ppm 検出
モニタリン
グ検査

4 調味料（CRISPY SHRIMP CHILI PASTE） その他の食品 タイ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.005g/kg 検出 自主検査
4 調理ミックス粉（TDM-01） その他の食品 タイ 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.068g/kg 検出 自主検査
4 乾燥山くらげ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.088g/kg 検出 自主検査
4 調味梅干（種無し）梅皇 農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 160μg/g 検出 検査命令
4 調味梅干（種有り）梅皇 農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 180μg/g 検出 検査命令
4 高麗人参粉 農産 大韓民国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.49g/kg 検出 自主検査

4
生食用冷凍鮮魚介類：モンゴイカダブルス
キンレス

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

4 生食用冷凍鮮魚介類：アオリイカ切り身 水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

4 活あさり 水産 大韓民国 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 5.62MU/g検出 検査命令
4 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ダミノジット ダミノジット0.2ppm検出 検査命令
4 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（13.8ppb） 検査命令
4 冷凍ゆでだこ 水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×106/g 検出 自主検査
4 その他のうるち精米 穀類 タイ 11 残留農薬 成分規格 臭素 136ppm検出 行政検査
4 乾燥とうがらし 農産 タイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（30.8ppb） 検査命令

4 ナイロン製へら（SKEPPER:白色半透明） 器具・おもちゃ 台湾 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カプロラクタム 23ppm検出 自主検査

4 茶の代用品（アガリクス茸） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.036g/kg 検出 自主検査
4 陳皮 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.109g/kg 検出 自主検査
4 ハトムギ 穀類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（19.9ppb） 検査命令

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

4
健康食品キャッツクロー粗挽き（CAT`S
CLAW STERRELIZED TEA CUT PN-UG-3)

その他の食品 ペルー 10 添加物 指定外添加物 過酢酸 使用

4
清涼飲料水（ROASTED COCONUT JUICE
WITH PULP)

飲料 タイ 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.072g/kg 検出
モニタリン
グ検査

4 冷凍ライチ（FROZEN LYCHEES) 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.2ppm検出
モニタリン
グ検査

4 陶器製食器 器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 10.2ppm
モニタリン
グ検査

4
生食用冷凍鮮魚介類　ヤリイカ（ハーフカッ
ト）ＹＦ２１０

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

4
無加熱摂取冷凍食品 AORI IKA
MATSUKASA SOMEN

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

4 生食用冷凍鮮魚介類　イカ 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

4 杏仁（ARMENIACAE SEMEN)(SOUTH) 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.283g/kg 検出 自主検査
4 杏仁（ARMENIACAE SEMEN)(NORTH) 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.084g/kg 検出 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
FROZEN BURDOCK

農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.037g/kg 検出 自主検査

4
加熱食肉製品：包装後加熱FROZEN
BOILED BEEF TONGUE(スモークタンP）

畜産 中華人民共和国 11 添加物
使用基準
成分規格

亜硝酸根
大腸菌群

亜硝酸根 　　0.16g/kg 検出
大腸菌群 陽性

自主検査

4
加熱食肉製品：包装後加熱BONELESS
LEG KARA-AGE(MICROWAVE)

畜産 タイ 11 添加物 使用基準 二酸化ケイ素 使用

4
加熱食肉製品：包装後加熱BONELESS
LEG KARA-AGE(DEIL)

畜産 タイ 11 添加物 使用基準 二酸化ケイ素 使用

4 ハトムギ 穀類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（25ppb） 検査命令

4 コーヒーポット（注ぎ口：ポリプロピレン製） 器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 106ppm検出 自主検査

4 塩蔵タケノコ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.60g/kg 検出
モニタリン
グ検査

4 粉末清涼飲料：INSTANT CAPPUCCINO 飲料 ブラジル 11 微生物 成分規格 細菌数 4.6 × 103/g
5 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）蒸し 冷凍食品 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 990μg/g 検出 自主検査
5 活赤貝 水産 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 4.5MU/g検出 検査命令
5 活赤貝 水産 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 7.2MU/g検出 検査命令

5 冷凍ゆでだこ 水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 4.4×105/g 検出

自主検査
（同一製造
者のゆでだ
こで２回目
の違反

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）冷凍
たけのこ

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

6.2×105/g 検出　　　　　大
腸菌群 陽性

自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
F.MINI CROLINE SALMON(PIE)

冷凍食品 ベルギー 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
F.MINI CROLINE MUSHROOM

農産 ベルギー 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

5 生食用冷凍鮮魚介類YARI IKA NAMA 水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.5×105/g 検出 自主検査
5 塩漬け漬物：刻みたくあん漬け 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウム 0.32g/kg 検出 自主検査

5
漬物小売り用器具蓋：ポリプロピレン製（赤
色）

器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 基準値を超え検出 自主検査

5 味付牛蒡 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.021g/kg検出 自主検査
5 カプセル入り健康食品：ＡＲＩＮＤＯ その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 エポキシエタン 使用

5
加熱食肉製品（加熱後包装）焼きとんとろね
ぎ串（SKEWERED PORK

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

5
生食用冷凍鮮魚介類：いかFROZEN SQUID
FILLET(YARI IKA NAMA GESO M)

水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 5.8×105/g 検出

自主検査
（輸入者は
同一製造
者が製造し
た当該品
で２回目の
違反）

5 LAW TEMP FRIED OKURA その他の食品 ベトナム 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.002g/kg 自主検査
5 粉末スープ その他の食品 大韓民国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 337ppm検出 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）パン
２ガーリックバケット(2 DEMI GARLIC
BAGUETTE)

冷凍食品 フランス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5 JIAN NAN CHUN(その他の蒸留酒） 飲料 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 16μg/g 検出 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）真
空ホワイトシュリンプ（FROZEN WHITE
SHRIMP IN SOUP)

水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.8×107/g 検出 自主検査

5
その他の野菜の調整品（SUNDRIED
TOMATOES-BASIL(E))

農産 ベルギー 11 添加物 使用基準 ソルビン酸
0.57g/kg検出(ドライトマトに
使用）

モニタリン
グ検査

5 ステンレストング・頭部ナイロン製 器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格
過マンガン酸カリウ
ム消費量

21ppm検出 自主検査

5 無加熱摂取冷凍食品塩ゆでえだまめ 農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
5 生鮮黄にら 野菜・果実類 台湾 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02ppm検出 命令検査

5 無加熱摂取冷凍食品むき身えび 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

5 とうがらし 野菜・果実類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（36ppb） 命令検査

5
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：穀類の調
整品（レトルトコーン）

その他の食品 ニュージーランド 11 微生物 成分規格 発生しうる微生物 陽性
モニタリン
グ検査

5 活赤貝 水産 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 4.6MU/g検出 命令検査
5 無加熱摂取冷凍食品（味付けなめこ） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.050g/kg 検出 自主検査

5
無加熱摂取冷凍食品：野菜の調整品（いん
げん胡麻和え）

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5 珍味チャンジャ（タラの塩辛） その他の食品 大韓民国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 検出 自主検査

5 生食用冷凍鮮魚介類：冷凍まぐろ（中落ち） 水産 フィジー 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 1.7×105/g 検出
大腸菌群 陽性

自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）炭
火やきとり（ねぎま串）

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

5
無加熱摂取冷凍食品いか類（WHOLE
CLEANED SQUID SKINLESS)

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数
細菌数 1.5×105/g 検出
大腸菌群 陽性

自主検査

5
生食用冷凍鮮魚介類いか（CUTTLEFISH
DOUBLE SKINLESS FILLET)

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5
冷凍魚肉ねり製品：エビボール（FROZEN
SHRIMP BALL）

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）有頭
ＢＴえび串

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5 生鮮オオバコエンドロ 野菜・果実類 タイ 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02ppm検出 命令検査
5 ピスタチオナッツ ナッツ イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（11.7ppb） 命令検査

5 トップシェル水煮缶詰 その他の食品 メキシコ 11 添加物 使用基準
EDTAカルシウム二ナ
トリウム

0.59g/kg 検出 自主検査

5
冷凍魚肉ねり製品：すり身ボール（FROZEN
FISH BALL WITH VEGETABLE）

水産 タイ 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.042g/kg検出 自主検査

5
無加熱摂取冷凍食品マゴチスライス
（FROZEN FLAT HEAD SLICE)

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5 乾燥しょうが 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.166g/kg 検出 自主検査

5
MIXED POWDER OF SWEET POTATO AND
DRIED BONITO

その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.159g/kg 検出 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
UNCOOKED CRUST

冷凍食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.059g/kg検出
モニタリン
グ検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
FROZEN FRIED SHRIMP WITH CHILI

冷凍食品 タイ 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.063g/kg検出 自主検査

5 生鮮やまいも 野菜・果実類 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 水酸化カルシウム 使用
5 ORGANIC BROWN FLAX その他の食品 アメリカ合衆国 11 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 32ppm 検出

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）蒲焼
きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 命令検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）む
きえび

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
FROZEN SHRIMP KUSHI

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

5
生食用冷凍鮮魚介類FROZEN
KARASUKAREI ENGAWA

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 5.0×105/g 検出 自主検査

5 無加熱摂取冷凍食品いか下足照串 冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

5 その他の農産加工品（MACHIJIAN) 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.094g/kg 検出 自主検査
5 SHARK MUCOPOLYSACCHARIDE 90 その他の食品 スペイン 11 添加物 使用基準 過酸化水素 0.27g/kg 検出 自主検査
5 とうがらし調整品：コチュジャン その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 590ppm検出 自主検査

5
冷凍ポルチーニ（WHOLE FROZEN
PORCINI

野菜・果実類 イタリア 6 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 1140Bq/kg 検出 行政検査

5 アーモンド ナッツ アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（10ppb） 命令検査
5 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（15.8ppb） 命令検査

5 鶏肉：冷蔵、加工用未調整品 畜産 オーストラリア 11 動物用医薬品 成分規格 ナイカルバジン 0.92ppm検出
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

5 加熱後摂取冷凍食品（未加熱）エビフライ 冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

5
生食用冷凍鮮魚貝類：えび（FROZEN
PEELED RED SHRIMP）

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）青
たまねぎパイ

冷凍食品 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 8.6×106/g 検出 自主検査

5 冷凍ゆでだこ 水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.5×106/g 検出 自主検査
5 ガーリックペースト 農産 イタリア 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.21g/kg 検出 自主検査

5 無加熱摂取冷凍食品：ヤリイカ（下足） 水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 3.3×105/g 検出
モニタリン
グ検査

5 ピスタチオナッツ ナッツ イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（11.1ppb） 命令検査

5 DAY LILY（ゆり科野菜） 野菜・果実類 台湾 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.75ppm検出
モニタリン
グ検査

5 無加熱摂取冷凍食品（まぐろたたき） 水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
5 田七液状（TIENCHI LIQUID) 飲料 中華人民共和国 11 食品の規格・基 成分規格 ヒ素 0.21ppm検出 自主検査

5
生食用冷凍鮮魚介類サーモントラウトフィレ
トリムE（FROZEN SALMON TROUT TRIM E
FILLET)

水産 チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5 冷凍ふぐ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚
有毒魚（ドクサバフグ）、衛
生証明書なし（クロサバフ
グ、カナフグ）

命令検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）や
きとり（レバー串）

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

5 まな板（メラミン樹脂製） 器具・おもちゃ イタリア 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 ホルムアルデヒド 検出 自主検査

5 まな板（メラミン樹脂製） 器具・おもちゃ イタリア 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格
ホルムアルデヒド
蒸発残留物

ホルムアルデヒド 検出
蒸発残留物 47ppm

自主検査

5
ダイスアーモンド（ALMONDS:BLANCHED
DICED 8/12M)

ナッツ アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（11.5ppb） 命令検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）蒲焼
きうなぎ

水産 台湾 11 動物用医薬品 成分規格 スルファジミジン 0.12ppm 検出 命令検査

5 漬け物：塩漬け野菜 たくあん一本漬 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウム 0.29g/kg 検出 自主検査

5 生食用冷凍鮮魚介類：すしイカ 水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

5
生食用冷凍鮮魚介類：いか（FROZEN BIG
SIZE SUSHI IKA(CUTTLEFISH))

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
巻き貝（ツブガイ調整品）

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
エビフライ

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性

5 冷凍ライチ 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.27 ppm 検出
5 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.3 mg/kg 検出
5 活アサリ 水産 北朝鮮 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 4.7MU／g検出
6 無加熱摂取冷凍食品（TROPICAL FRUIT 農産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）貝
柱インゲン串かつ

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6
無加熱摂取冷凍食品:パン（FROZEN
GERMAN WHITE BREAD WITH GARLIC

冷凍食品 台湾 10 添加物 指定外添加物
ステアロイル乳酸ナト
リウム

使用

6
無加熱摂取冷凍食品:パン（FROZEN
GERMAN WHITE BREAD WITH GARLIC

冷凍食品 台湾 10 添加物 指定外添加物
ステアロイル乳酸ナト
リウム

使用

6
無加熱摂取冷凍食品:パン（FROZEN
BAKED TOMATO BREAD WITH BUTTER)

冷凍食品 台湾 10 添加物 指定外添加物
ステアロイル乳酸ナト
リウム

使用

6
加熱食肉製品（加熱後包装）：素焼きつくね
串

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

6 加熱食肉製品（加熱後包装）：つくね串 畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

6 冷凍レイシ（ライチ） 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.17ppm 検出 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：蒲
焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6 FLAX SEED POWDER(商品名：LinumLife） 農産 アメリカ合衆国 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 60ppm 検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）ボ
イルドキャッサバ（FROZEN
COOKED/BOILED WHITE CASSAVA)

その他の食品 フィリピン 6　　　11
自然毒
微生物

その他の自然毒
成分規格

シアン化合物
細菌数

シアン化合物 74ppm検出
細菌数 1.2×107/g 検出

自主検査

6 はるさめ その他の食品 中華人民共和国 6　　　11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 1.2mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6 乾めん（はるさめ） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 1.2ppm 検出
モニタリン
グ検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）か
きフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒  0.1MU/g 検出 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）え
びフライ（FROZEN BREADED BLACK
TIGER SHRIMP(SOAKING))

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6 チシャ（YOUMAICAI） 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.2ppm検出
モニタリン
グ検査

6 プラスチックマグ（ポリプロピレン製） 器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 110ppm 検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）有
頭ＢＴえび串

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 COOKED
SALTED DUCK EGG

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌試験 陽性 自主検査

6 清涼飲料水（メシマコブEX） 飲料 大韓民国 11 食品の規格・基 保存基準 保存条件 常温で輸送・保管

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）え
びフライ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
加熱食肉製品（包装後加熱）：サンゲタンレ
トルトパウチ（GINSENG CHICKE SOUP)

畜産 大韓民国 9 衛生証明書不備 衛生証明書 衛生証明書内容 衛生証明書内容不備

6 WHOLE GOAT MILK POWDER 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 クロラムフェニコール 0.336ng/g検出
輸出国公
的検査機
関検査結

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

6 オリーブとキュウリの酢漬け 農産 スペイン 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム 0.35g/kg 検出 自主検査
6 無加熱摂取冷凍食品：ヤリイカ（下足）ＹＧ- 水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 9.6×105/g 検出 自主検査
6 ビーフン その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.035g/kg 検出 自主検査
6 ソース（TOMATO & CHILLI） その他の食品 トルコ 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 60ppm検出 自主検査

6
冷凍ボイルイイダコ（FROZEN SMALL
OCTOPUS (STICK)）

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
WHITE CRAB MEAT（冷凍蟹肉白身）

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格
細菌数
E.coli

細菌数 1.2×107/g
E.coli陽性

自主検査

6 豆腐加工品（豆腐乳） その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 173μg/g 検出 命令検査
6 乾燥きのこ（カバノアナタケ：粉状） 農産 ロシア 6 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 460Bq/kg 検出 行政検査
6 かんしょデンプン その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.084g/kg 検出 自主検査

6 生鮮わけぎ 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 プロシミドン 12.2ppm検出
モニタリン
グ検査

6
生食用冷凍鮮魚介類FROZEN
CUTTLEFISH DOUBLE SKINLESS FILLET

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6 鮫軟骨抽出物 その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化水素 2.1ppm 検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
えびフライすり身（FROZEN BREADED
SHRIMP WITH SURIMI）

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 細菌数 8.9×106/g 自主検査

6
無加熱摂取冷凍食品：ヤリイカ（下足）ＹＧ-
20M

水産 タイ 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 6.2×105/g 検出
大腸菌群：陽性

自主検査

6
冷凍ゆでがに：加熱加工用（たらばがにむき
身（フレーク））

水産 ロシア 11 微生物 成分規格 細菌数 4.2×106/g 自主検査

6 PEANUT BUTTER(豆類の調整品） その他の食品 ガーナ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（22ppb） 命令検査

6
無加熱摂取冷凍食品ケーキ（FROZEN
PLANCHA SELVA NEGRA)

菓子 スペイン 11
食品の規格・基
準

保存基準 保存条件
耐水性のない紙製の容器
包装を使用

行政検査

6
無加熱摂取冷凍食品ケーキ（FROZEN
PLANCHA LEMON)

菓子 スペイン 11
食品の規格・基
準

保存基準 保存条件
耐水性のない紙製の容器
包装を使用

行政検査

6
無加熱摂取冷凍食品ケーキ（FROZEN
TARTA DE SANTIAGO)

菓子 スペイン 11
食品の規格・基
準　　　　　　添加
物

保存基準
使用基準

保存条件　　　　　　ソ
ルビン酸

耐水性のない紙製の容器
包装を使用）　　　　　　原材
料中のマーガリンに対しソ
ルビン酸の過量使用

行政検査、
自主検査

6 しょうゆ漬け漬物（SEASONED WAKAME） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準
銅クロロフィリンナトリ
ウム　　　　　　　食用
黄色４号 　食用青色

わかめに使用 自主検査

6
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
SEASONED NAMEKO

その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.45g/kg 検出 自主検査

6 乾めん：はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.81mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6 乾めん：緑豆はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 4.6mg/kg 検出 自主検査
6 乾めん：緑豆はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 1.9mg/kg 検出 自主検査
6 ナタデココシロップ漬け その他の食品 インドネシア 11 添加物 使用基準 過酸化水素 0.9ppm 検出 自主検査
6 ナタデココシロップ漬け その他の食品 インドネシア 11 添加物 使用基準 過酸化水素 0.4ppm 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

6 無塩バター 畜産 オーストラリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

6 BELUGA CAVIAR 水産 ロシア 10 添加物 指定外添加物 ホウ酸 2100ppm 検出 自主検査
6 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06, 0.07, 0.08ppm 検出 命令検査

6 はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 3.0mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6 うるち精米 穀類 タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビ
腐敗、変敗、カビの発生を
認めた

行政検査

6
氷菓（シャーベット）：FROZEN CELERI(セロ
リ）

その他の食品 フランス 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 2.6×104/ml 検出
大腸菌群 陽性

自主検査

6 乾めん（板はるさめ） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.036g/kg 検出 自主検査
6 鶏肉：冷蔵、加工用未調整品 畜産 フランス 9 衛生証明書不備 衛生証明書 衛生証明書内容 衛生証明書内容不備 行政検査
6 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06, 0.07ppm 検出 命令検査
6 ピスタチオナッツの調整品（PISTACHIOS) ナッツ ギリシャ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（260ppb） 自主検査

6 乾めん：はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.60mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6 乾めん：はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.48mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6 魚肉練り製品：ミニちくわ その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
無加熱摂取冷凍食品スモークサーモン
（FROZEN SMOKED SALMON)

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
無加熱摂取冷凍食品スパイシースモーク
サーモン（FROZEN SPICY SMOKED

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
冷凍鶏肉（FROZEN CHICKEN BONELESS
LEG MEAT)

畜産 アルゼンチン 11 動物用医薬品 成分規格 ラサロシドナトリウム 0.05ppm検出
モニタリン
グ検査

6 健康食品(RICE BRAN OIL EXTRACT) その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.01g/kg 検出 自主検査

6
ビスケット（CARCIUM CREAM SANDWICH
BISCUIT)

菓子 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.002g/kg 検出 自主検査

6 野菜の調整品（PRESERVED TOMATO) 農産 中華人民共和国
10
11

添加物
指定外添加物
使用基準

二酸化イオウ
サイクラミン酸

二酸化硫黄 0.47g/kg 検出
サイクラミン酸 9μg/g 検

自主検査

6
生食用冷凍鮮魚介類：尾つき開きエビ
（FROZEN FRESH VANNAMEI WHITE
SHRIMP)

水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.1×105/g 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）え
びフライ

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6 乾めん：はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 2.7mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6 乾めん：はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.99mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6
生食用冷凍鮮魚介類FROZEN
KARASUGAREI ENGAWA

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 1.5×105/g
大腸菌群：陽性

自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）カ
ニ爪の華揚げ（FROZEN CRAB NAIL FRY)

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（52.9ppb） 命令検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

6 調味料(SWEET FLOUR PASTE) その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 120μg/g 検出 自主検査

6 乾めん：緑豆はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.6mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）か
きフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒  0.1MU/g 検出 命令検査

6
乾燥味付けメンマ（AIR DRIED FLAVOUR
BAMBOO SHOOTS SLICE)

農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 0.006g/g 検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）キ
スの華揚げ（FROZEN KISU FRY　WITH
NET RICE PAPER)

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 3.5×106/g 検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）冷
凍カニ唐揚げ

冷凍食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.27g/kg 検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
ジューシーイワシメンチ（FROZEN JUCY
IWASHI MINCHI)

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6 乾めん：はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 1.8mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6 乾めん：緑豆はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 3.2mg/kg 検出 自主検査

6 乾めん：はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.73ppm 検出
モニタリン
グ検査

6 乾めん：緑豆はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.30ppm 検出
モニタリン
グ検査

6 GRAPE JELLY その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 41μg/g 検出 命令検査
6 ローズヒップジャム その他の食品 トルコ 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.94g/kg検出 行政検査

6 活がざみ（天然） 水産 香港 動物用医薬品 成分規格
クロルテトラサイクリ
ン

検出
モニタリン
グ検査

6 生鮮にら 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 デルタメトリン 0.2ppm検出
モニタリン
グ検査

6
生食用冷凍鮮魚介類 FROZEN HONKAKU
AORI IKA SLICED

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）エ
ビフライ

冷凍食品 インドネシア 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.03ppm検出 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）エ
ビフライ

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6 原料料果汁：冷凍濃縮りんご果汁 飲料 アメリカ合衆国 11 自然毒 成分規格 パツリン 0.056ppm検出 自主検査

6
加熱食肉製品（包装後加熱）：炭火焼き鳥つ
くね串（FROZEN CHIKEN SUMIYAKI

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6
魚肉練り製品：エビ類 FROZEN SHRIMP
BALL STRING

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
魚肉練り製品：FROZEN SARDINE BALL
STRING

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6 魚肉練り製品：FROZEN SQUID BALL その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6 食塩（三宝　真竹塩「紫竹塩」） その他の食品 大韓民国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.142g/kg 検出
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

6 加熱食肉製品（包装後加熱）：鶏そぼろ 畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

6 生鮮わけぎ 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02ppm 検出
モニタリン
グ検査

6 グレープフルーツジュース 飲料 オーストラリア 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.027g/kg 検出
モニタリン
グ検査

6 無加熱摂取冷凍食品：ROSMALAY 冷凍食品 バングラディッシュ 11 微生物 成分規格 細菌数 2.1×106/g 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
FROZEN SANKAKU
HARUMAKI(HOIKOUROU)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）
FROZEN SANKAKU HARUMAKI(EBI IRI)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）エ
ビフライ

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

6
魚肉ねり製品：FROZEN IMITATION CRAB
CHUNC(かに風味かまぼこ）

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6 乾めん（はるさめ） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.2mg/kg 検出
モニタリン
グ検査

6
水産動物類調味品：たこ類　FROZEN
OCTOPUS KIZAMI(きざみたこ）

水産 タイ 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.045g/kg 検出 自主検査

6 青とうがらし 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 エトプロホス 0.32ppm 検出 命令検査
6 塩蔵たけのこ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.157g/kg 検出 自主検査
6 無加熱摂取冷凍食品：MIXED SWEET 冷凍食品 バングラディッシュ 10 添加物 指定外添加物 オレンジⅡ 検出 自主検査

6 生鮮ニオイタコノキ 野菜・果実類 タイ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 8.37ppm 検出
モニタリン
グ検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
ピーマン

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
焼き鳥（ねぎま串）FROZEN YAKITORI BL
WITH NEGI

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

6 活しじみ（生鮮、天然） 水産 北朝鮮 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 5.87MU/g検出 検査命令

6 活スッポン（養殖） 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 シプロフロキサシン 3.34ppm 検出
モニタリン
グ検査

6 無加熱摂取冷凍食品：味付けイカ 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

6
加熱食肉製品（包装後加熱）：ポークソー
セージ

畜産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 6μg/g 検出 自主検査

6
いったカフェインレスコーヒー豆(1L THE
PECHE PEU SUCRE CRF)

農産 フランス
10
11

添加物
指定外添加物
使用基準

塩化メチレン
酢酸エチル

使用 －

6 シロップ(TOPPINO MIXBOSCO) その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物
アゾルビン
パテントブルー

アゾルビン検出
パテントブルー使用

自主検査

6 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（21.5ppb） 検査命令

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

6 カレーソース その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物
クロセインオレンジポ
リソルベート

クロセインオレンジ使用
ポリソルベート0.04g/kg検出

自主検査

6 ゴム風船（桃色） 器具・おもちゃ 中華人民共和国 62
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準 ローダミンB 検出
モニタリン
グ検査

6
生食用冷凍鮮魚介類：イカ類(FROZEN
CUTTLEFISH FILLET)

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

6 魚肉ねり製品：イカがゴロッとさつま揚げ その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
6 健康食品（MILK THISTLE EXTRACT) その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 酢酸エチル 使用 －
6 未成熟えんどう：スナックエンドウ 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.10ppm、0.06ppm 検出 検査命令

6
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：ABALONE
MEAT PACKED IN RETORT POUCHES

畜産 オーストラリア 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.403g/kg 検出 自主検査

6
加熱食肉製品（包装前加熱）FROZEN
CHICKEN & CHEESE WITH STICK 40G

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性

6
加熱食肉製品（包装前加熱）PORK VIENNA
SAUSAGE

畜産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 3.3g/kg 検出

6 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 2. 6mg/kg 検出
6 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 2. 0mg/kg 検出
6 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 2. 6mg/kg 検出
6 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 2. 0mg/kg 検出
7 生鮮青とうがらし 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 エトプロホス 0.11ppm 検出 検査命令

7 レンズ豆 農産 フランス 11 残留農薬 成分規格 デルタメトリン 0.24ppm 検出
モニタリン
グ検査

7 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（33.5ppb） 検査命令

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
キスフライ

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 8.5×106/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
マグロカツ

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 2.6×10７/g 自主検査

7 乾燥赤とうがらし 農産 フィリピン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（110ppb） 検査命令
7 ゼラチン 畜産 ブラジル 11 添加物 使用基準 過酸化水素 0.3ppm 検出 自主検査

7
加熱食肉製品：包前加熱FROZEN COOKED
TURKEY BREAST SLICE

畜産 フランス 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

7 回鍋肉（ホイコーロ）調味料 その他の食品 中華人民共和国
10
11

添加物
指定外添加物
使用基準

安息香酸
サイクラミン酸

安息香酸 0.038g/Kg 検出
サイクラミン酸 0.034g/Kg
検出

自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パン生地、チョコレートクロワッサン

冷凍食品 ドイツ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パン類、ほうれん草＆チーズ

冷凍食品 ドイツ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
はも湯葉巻き

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.2×106/g 自主検査

7 発酵茶：LYCHEE WITH ROSE 農産 マレーシア 10 添加物 指定外添加物 アセトアルデヒド 使用
7 発酵茶：MANGO 農産 マレーシア 10 添加物 指定外添加物 アセトアルデヒド 使用

7 生食用冷凍鮮魚介類：ヤリイカ姿造り 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

7 乾燥しょうが 農産 インド 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.11g/kg 検出 自主検査
7 バター豆 農産 ミャンマー 11 食品の規格・基 成分規格 シアン化合物 590ppm 検出 命令検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
穀類調整品FROZEN COOKIES PASTRY
DOUGH RK701

冷凍食品 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 6.2×106/g 自主検査

7 ゴム風船（赤色） 器具・おもちゃ 中華人民共和国 62
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準
指定外添加物（着色
料）

オレンジ色溶出
モニタリン
グ検査

7 冷蔵むき身たいらぎがい 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 240/g
モニタリン
グ検査

7 果実酒：白ワイン(Dalat white wine) 飲料 ベトナム 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.32g/kg 検出 自主検査
7 果実酒：赤ワイン(Dalat red wine) 飲料 ベトナム 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.32g/kg 検出 自主検査

7
ナチュラルチーズ：MERSEY VALEY
VINTAGE CLUB CHEESE

畜産 オーストラリア 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.11g/kg 検出 自主検査

7
ナチュラルチーズ：MERSEY VALEY
VINTAGE CLUB CHEESE

畜産 オーストラリア 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.16g/kg 検出 自主検査

7
その他の豆類の調整品（黒豆）：BLACK
BEAN 200G ビン詰

その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 350μg/g 検出 自主検査

7
魚類調味品：フナ（CANNED SPICY
CRUCIAN CARP WITH SALTED BLACK

その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.006 ppm 検出 自主検査

7 カカオ豆 穀類 ベネズエラ 11 残留農薬 成分規格 ジクロルボス 0.82ppm 検出
モニタリン
グ検査

7 調味料：LAKSA PASTE その他の食品 シンガポール 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.034g/kg検出 自主検査

7
ピーナッツ調整品：VEGETABLE ROASTED
PEANUTS

ナッツ ベトナム 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（206ppb） 命令検査

7 冷凍羊肉 畜産 アイルランド 9 衛生証明書不備 衛生証明書 衛生証明書内容

厚生労働省令で定める疾
病にかかり、又はその疑い
がある獣畜の肉又は臓器で
ないことが確認できない

－

7 スッポン：活・生鮮、養殖 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 シプロフロキサシン 0.30PPM 検出
モニタリン
グ検査

7 乾燥山くらげ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.042g/kg 検出 自主検査

7 冷蔵むき身赤貝 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 460/g
モニタリン
グ検査

7
シロップ漬け：パイナップルDRIED SYRUP
PINEAPPLE

農産 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.070g/kg 検出
モニタリン
グ検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パイ生地PUFF PASTRY SHEET

冷凍食品 スペイン 11 微生物 成分規格 細菌数 4.4×10７/g 自主検査

7 冷凍ふぐ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚
有毒魚（ドクサバフグ）衛生
証明書なし（カナフグ）

命令検査

7 スッポン：活・養殖 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格
シプロフロキサシン
エンロフロキサシン

シプロフロキサシン
0.06ppm 検出
エンロフロキサシン

モニタリン
グ検査

7 清涼飲料水：NECTAR MANGO 飲料 コロンビア 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.007 g/kg検出
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

7
かえるの積み木：WOODEN STACKING
FROG

器具・おもちゃ タイ 62
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準
指定外添加物（着色
料）

溶出 自主検査

7 魚類調整品：ANCHOVY KIMUCHI 水産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 1.6 g/Kg 検出 自主検査
7 漬け物：唐辛子の塩漬け 農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 0.49 g/Kg 検出 自主検査
7 漬け物：にんにくの塩漬け 農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 0.084 g/Kg 検出 自主検査
7 乾めん：はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 0.4 mg/kg 検出 命令検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
チンゲンサイ

野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 フェンバレレート 3.3 ppm 検出
モニタリン
グ検査

7 冷凍ライチ 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.18 ppm 検出 命令検査

7
加熱食肉製品（包装後加熱）：FROZEN
BOILED BEEF TONGUE SLICE

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7 ゴム風船（赤色） 器具・おもちゃ 中華人民共和国 62
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準 ローダミンB 溶出
モニタリン
グ検査

7 ゴム風船（ピンク色） 器具・おもちゃ 中華人民共和国 62
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準 ローダミンB 溶出
モニタリン
グ検査

7 冷凍レイシ（ライチ） 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.21 ppm 検出 命令検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：蒲
焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 命令検査

7 スッポン：活・養殖 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.07ppm 検出
モニタリン
グ検査

7 ラクトアイス：ティラミス 畜産 イタリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
蒲焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.07ppm 検出 命令検査

7
無加熱摂取冷凍食品：いかFROZEN YARI
IKA SLIT CUT

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7 乾燥マスカットレーズン（種あり） 農産 スペイン 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.049 g/kg検出 自主検査

7 冷蔵むき身生食用ウニ 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 1400以上/g
モニタリン
グ検査

7 生鮮PUK PRIK 野菜・果実類 タイ 11 残留農薬 成分規格 プロチオホス 1.3 ppm 検出
モニタリン
グ検査

7 醤油 その他の食品 台湾 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.624 g/kg 検出 自主検査
7 清涼飲料水：PLUM DRINK 飲料 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 46μg/g 検出 自主検査

7 生食用冷凍鮮魚介類：真ダコスライス 水産 中華人民共和国 11
食品の規格・基
準

加工基準

L-アスコルビン酸
次亜硫酸ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
クエン酸

使用 －

7 乾燥にら 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス
 0.023 ppm 検出（生鮮にら
に換算して）

命令検査

7
生食用冷凍鮮魚介類：FROZEN
CUTTLEFISH FILLET

水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.1×105/g 自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN BAVARESE
CHEESE CAKE

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物
E470 脂肪酸のナトリ
ウム塩

使用 －

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
春巻き（茄子ときのこの紙包み）

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
春巻き（海鮮ピザ春巻き）

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

7 蜂の子加工品（JEWEL BEE) 畜産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物
パラオキシ安息香酸
メチル

0.011 g/kg 検出 自主検査

7 シロップ：EXTRACT OF AGARICS その他の食品 ブラジル 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 1.12 g/kg 検出 自主検査

7 瓶蓋 器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛
ポリ塩化ビニル部分より鉛
120ppm 検出

自主検査

7 焼酎：三七酒 飲料 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 298μg/g 検出 自主検査
7 蒸留酒：JING YANG CHUN 飲料 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 11μg/g 検出 自主検査

7 生食用冷蔵むき身あかがい 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 1100/g
モニタリン
グ検査

7 加熱食肉製品（包装前加熱）：塩味豚バラ串 畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

7 冷凍魚肉ねり製品：ハモタコ団子 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
7 粉末清涼飲料：INSTANT MILK COFFEE 飲料 ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 9.0×103/g 自主検査
7 乾めん：緑豆春雨 その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 1.0 mg/kg 検出 命令検査
7 漬け物：だいこんの塩漬け 農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 0.015 g/Kg 検出 自主検査

7 その他の農産加工品：抹茶ミルクティ その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物
アルミノケイ酸ナトリ
ウム

使用 －

7 その他の農産加工品：ミルクパウダー その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物
アルミノケイ酸ナトリ
ウム

使用 －

7
その他の農産加工品：ちんじゅ抹茶ミルク
ティ

その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物
アルミノケイ酸ナトリ
ウム

使用 －

7
その他の農産加工品：ちんじゅミルク紅茶パ
ウダー

その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物
アルミノケイ酸ナトリ
ウム

使用 －

7 無加熱摂取冷凍食品：スモークサーモン 水産 イギリス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

7 その他の農産加工品：WHOLE JALAPENO 農産 メキシコ 11 添加物 使用基準
ソルビン酸　　　　　安
息香酸

ソルビン酸の対象外使用
0.14 g/kg検出　　　　安息香
酸の対象外使用 0.16 g/kg

自主検査

7 ゆでだこ：冷凍ゆでだこ 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

7 粉末清涼飲料：INSTANT COFFEE 飲料 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
IQFちんげんさい

野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 フェンバレレート 3.9 ppm 検出
モニタリン
グ検査

7
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：POUCHED
TUNA

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌試験 陽性 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
里芋串フライ

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.8×106/g 自主検査

7
その他の種実類のペースト：ピスタチオペー
スト

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物
キノリンイエロー
パテントブルーV

検出 自主検査

7 ピスタチオナッツ（殻付き） ナッツ アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（46 ppb） 命令検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

7
その他糖類：アイスクリーム用ミックス
（WHISKY CREAM CONCENTRATE)

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 0.05 g/kg 検出 自主検査

7
その他の農産加工品：アイスクリーム用ミッ
クス（BISCOTTINO)

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 0.06 g/kg 検出 自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：万能ネギ（FROZEN
SPRING ONION）

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 9.2×105/g
大腸菌群陽性

自主検査

7 加熱食肉製品（包装後加熱）：炭火やきとり 畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
7 ハトムギ 穀類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（120 ppb） 命令検査
7 原料用果汁：ノニジュース 飲料 ベトナム 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 0.07 g/Kg 検出 自主検査

7 塩水漬けしょうが 農産 中華人民共和国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
腐敗、変敗、カビの発
生

腐敗、変敗、カビの発生を
認めた

－

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
串カツ（豚肩ロース玉葱串）

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：海
鮮ボール

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
モロヘイヤ

野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 フェンバレレート 0.99 ppm 検出
モニタリン
グ検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍エビフライ

冷凍食品 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.03ppm検出 命令検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：ス
チーム皮串FROZEN STEAMED SKIN

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 2.3×105/g
大腸菌群陽性

自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
F.WHITE SAUCE NF3

冷凍食品 オーストラリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：BOILED その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌試験 陽性 自主検査

7 清涼飲料水：アップルジュース 飲料 南アフリカ 11 自然毒 成分規格 パツリン
0.13ppm、0.090 ppm、0.19
ppm 検出

モニタリン
グ検査

7
その他の植物由来健康食品：カリウスフォレ
スコリ 10% FJ

その他の食品 インド 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.018 g/kg検出
モニタリン
グ検査

7
チョコレート：FONDANT DISC OF DARK
CHOCOLATE（品番4060）

菓子 フランス 11 添加物 使用基準 三二酸化鉄 使用 －

7 ケイ皮酸 添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 強熱残留物
成分規格不適合（強熱残分
0.14 %）

自主検査

7
清涼飲料水：OASIS DEL SOL PINK
GRAPEFRUIT JUICE

飲料 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
腐敗、変敗、カビの発
生

腐敗、変敗、カビの発生を
認めた

－

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
パン生地MINI PRETZEL SELECTION 1068

冷凍食品 ドイツ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

7 キャンディー類：フルーツのど飴（グレープ） 菓子 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 15μg/g 検出 自主検査
7 キャンディー類：フルーツのど飴（オレンジ） 菓子 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 8μg/g 検出 自主検査
7 キャンディー類：フルーツのど飴（レモン） 菓子 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 72μg/g 検出 自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：ヤリイカげそ
FROZEN SQUID

水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.1×106/g 自主検査

7 フナ：活・天然 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.47ppm 検出
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

7 果実酒：CLASSIC DEMI SEC 飲料 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.23 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

7 果実酒：CLASSIC DEMI RED 飲料 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.27 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

7 ハトムギ 穀類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（21.2 ppb） 命令検査

7 水煮：ロコ貝 水産 チリ 11 添加物 使用基準 EDTA 0.48 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

7
生食用冷凍鮮魚介類：FROZEN
CUTTLEFISH(MONGO-IKA) FILLET)

水産 フィリピン 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7
その他の穀類の調整品：ピラフTOMATO
RICE

その他の食品 インド 11 添加物 使用基準 BHA
0.027 g/kg 検出：原材料で
あるひまわり油にBHAを 0.2
g/kg を超えて使用

自主検査

7
その他の穀類の調整品：ピラフMUSHROOM
RICE

その他の食品 インド 11 添加物 使用基準 BHA
 0.081， 0.017 g/kg 検出：原
材料であるひまわり油に
BHAを 0.2 g/kg を超えて使

自主検査

7
その他の穀類の調整品：ピラフVEGETABLE
RICE

その他の食品 インド 11 添加物 使用基準 BHA
BHA 0.020 g/kg 検出：原材
料であるひまわり油にBHA
を 0.2 g/kg を超えて使用

自主検査

7 バター：BUTTER UNSALTED 畜産 フランス
10
11

添加物
指定外添加物
使用基準

ソルビン酸　　　　　ソ
ルビン酸カルシウム

ソルビン酸 0.028 g/kg 検出
ソルビン酸カルシウム使用

モニタリン
グ検査

7 バター：BUTTER SALTED 畜産 フランス
10
11

微生物
添加物

成分規格
指定外添加物
使用基準

大腸菌群　　　　　　ソ
ルビン酸カルシウム
ソルビン酸

大腸菌群陽性　　　　ソルビ
ン酸カルシウム使用
ソルビン酸 0.019 g/kg 検出

モニタリン
グ検査

7
無加熱摂取冷凍食品：サケFROZEN
SOAKED SALMON MAKI SHIN B

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7 乾めん（はるさめ） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 3.8 mg/kg 検出 命令検査
7 スッポン：活・養殖 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 シプロフロキサシン 0.31ppm 検出 自主検査
7 その他の果実の調整品：くだものスナック菓 農産 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 32μg/g 検出 自主検査
7 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 1.6mg/kg 検出
7 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 5.9mg/kg 検出
7 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 2. 3mg/kg 検出
7 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 2. 1mg/kg 検出
7 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 1.6 mg/kg 検出

8 笹の葉 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準
二酸化イオウ　　　硫
酸銅

 二酸化硫黄0.088g/kg 検出
硫酸銅使用

自主検査

8 生食用冷蔵むき身あかがい 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 240/g
モニタリン
グ検査

8 レンズ豆 農産 フランス 11 残留農薬 成分規格 デルタメトリン 0.21 ppm 検出
モニタリン
グ検査

8 清涼飲料水：アップルジュース 飲料 南アフリカ 11 自然毒 成分規格 パツリン 0.092ppm、0.072 ppm 検出
モニタリン
グ検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
えび類

冷凍食品 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.06 ppm、0.03 ppm 検出 命令検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：五
目巾着（FROZEN BEAN CURED BUN)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数
成分規格不適合（細菌数
1.8×105/g)

自主検査

8 ハトムギ 穀類 タイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（13 ppb） 命令検査
8 小粒落花生 ナッツ 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（72.4 ppb） 命令検査
8 カバノアナタケ紛状製品 その他の食品 ロシア 6 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 387Bq/kg 検出 行政検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：素
焼き鶏ネギ間串

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：素
焼き鶏皮串

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：素
焼き鶏いかだ串

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 1.1×105/g
大腸菌群陽性

自主検査

8 キムチ：PICKLING MELON KIMUCHI その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 0.011 g/Kg 検出 自主検査
8 冷凍ボイル海老（天然） 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.06 ppm 検出 命令検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品ピーマン千切り

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.4×106/g 自主検査

8 ひらめ：活・養殖 水産 大韓民国 11 動物用医薬品 成分規格
オキシテトラサイクリ
ン

0.3ppm検出
モニタリン
グ検査

8 その他のピーナッツ製品：すずめの卵（赤 その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 15μg/g 検出 自主検査

8
いったピーナッツ：薄皮付きピーナッツ（ミル
ク味）

ナッツ 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 14μg/g 検出 自主検査

8 その他のピーナッツ製品：クラッカーピー その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 1100μg/g 検出 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
海鮮串焼き（たこ）

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

8
いったカフェインレスコーヒー：LION GOLD
DECAFFEINATED

農産 アメリカ合衆国
10
11

添加物
指定外添加物
使用基準

酢酸エチル　　　　塩
化メチレン

使用 －

8 無加熱摂取冷凍食品：フローズンマンゴ 農産 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
8 うるち精米 穀類 イタリア 11 残留農薬 成分規格 ピリミホスメチル 0.31ppm 行政検査
8 うるち精米 穀類 イタリア 11 残留農薬 成分規格 ピリミホスメチル 0.30ppm 行政検査

8
その他の他に分類されない食品：ORAPERL
（オレンジピール風味）

その他の食品 ドイツ 6 自然毒 その他の自然毒 ルーピン豆 含有 －

8 うるち精米（S0166） 穀類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ジクロルボス 1.54ppm 行政検査
8 種抜き焼き梅 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 スクラロース 1.08 g/kg 検出 自主検査
8 粉末清涼飲料：SOYBEAN POWDER 飲料 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 5.3×104/g 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：今
川焼

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

8
その他の調味料：CRISPY SHRIMP CHILI
PASTE

その他の食品 タイ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.006 g/kg 検出 自主検査

8 無加熱摂取冷凍食品：紋甲いか 水産 マレーシア 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 4.9×105/g
大腸菌群陽性

モニタリン
グ検査

8 冷凍フカヒレ 水産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化水素 0.1ppm 検出 自主検査
8 クロレラパウダー（LOT NO.406022） その他の食品 台湾 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.038g/kg 検出 自主検査
8 クロレラパウダー（LOT NO.406031） その他の食品 台湾 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.031g/kg 検出 自主検査

8
調味料：海産物カムチミ INSTANT SOUP
STOCK

その他の食品 大韓民国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート  0.11 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

8
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN
SUSHI EBI）

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8 冷凍どくさばふぐ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚 ドクサバフグの混入 命令検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：焼き
鳥

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 1.1×105/g
大腸菌群陽性

自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：CORN
TORTILLA(YELLOW)

農産 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 2.3×107/g
モニタリン
グ検査

8
オリーブ塩水漬け（CARRETILLA SLICED
BLACK OLIVES)

農産 スペイン 11 添加物 使用基準 グルコン酸第一鉄 鉄として0.17g/kg 検出 自主検査

8 生鮮コリアンダー 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.04ppm 検出 命令検査
8 清涼飲料水：豆乳（チョコレート） 飲料 フランス 11 食品の規格・基 保存基準 保存条件 常温で保管 －
8 清涼飲料水：豆乳（バニラ） 飲料 フランス 11 食品の規格・基 保存基準 保存条件 常温で保管 －
8 清涼飲料水：豆乳（フルーツ） 飲料 フランス 11 食品の規格・基 保存基準 保存条件 常温で保管 －

8
ポリスチレン製飲食器具：
PLASTICFORKCOCOS

器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 119ppm 検出 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
アジフライ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
エビフライ

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 7.5×106/g 自主検査

8 生鮮にら 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.03ppm 検出
モニタリン
グ検査

8 チリガーリックソース（LEE KUM KEE） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.042 g/kg 検出 自主検査
8 活しじみ 水産 大韓民国 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 14.5MU/g検出 命令検査

8 生鮮ブロッコリー 野菜・果実類 アメリカ合衆国 11 残留農薬 成分規格 ダイアジノン 0.27ppm 検出
モニタリン
グ検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：仙
草ゼリー（FROZEN JELLY GRASS)

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 2.7×107/g 自主検査

8 すじこ（FROZEN SALTED SALMON ROE） 水産 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 亜硝酸根 0.0060g/kg検出 命令検査
8 小粒落花生 ナッツ 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（135 ppb） 命令検査

8 生鮮エゴマ 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 ビフェントリン 0.2ppm 検出
モニタリン
グ検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：焼き
鳥ネギ間串

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 2.3×105/g
大腸菌群陽性

自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：焼き
鳥皮串

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN VEGETABLE TENPURA

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN KAIBASHIRA CREAM FRY

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数
E.coli

細菌数 7.5×106/g
E.coli陽性

自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN CORN
TORTILLA (JALAPINO GREEN CORN)

冷凍食品 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 8.7×105/g 自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN CORN
TORTILLA (WHITE)

冷凍食品 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.3×105/g 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

8 冷蔵むき身生食用ウニ 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 1100/g
モニタリン
グ検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
CABBAGE ROLL （TEMARI KYABETSU)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 5.7×106/g 自主検査

8 リキュール（SINGAPORE SLING) 飲料 シンガポール 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

8 生鮮にら 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02ppm 検出
モニタリン
グ検査

8
無加熱摂取冷凍食品：イカハーフカット
YF215

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

8 生食用冷蔵むき身たいらぎがい 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 1400/g
モニタリン
グ検査

8 味付けザーサイ 農産 中華人民共和国
10
11

添加物
指定外添加物
使用基準

ソルビン酸　　　　　サ
イクラミン酸

ソルビン酸：0.109 g/kg 検
出　　　　　　　　　サイクラミ
ン酸 0.089 g/kg 検出

自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN VEGETABLE BUN　野菜たっぷり
中華まん

冷凍食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 0.007 g/kg 検出 自主検査

8 その他の粉末清涼飲料：美香精 飲料 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×105/g 自主検査
8 無加熱摂取冷凍食品：冷凍むきライチ 農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
その他の乳を主原料とする食品：DRY
FROSTY POWDER MIX

畜産 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 0.44 g/kg 検出 自主検査

8 冷凍天然むき身えび 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.03 ppm 検出 命令検査

8
生食用冷凍鮮魚介類：サケ　FROZEN
SALMON FILLET

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

8 無加熱摂取冷凍食品：すしえび 水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
その他の魚肉ねり製品：FROZEN FISH
SURIMI (SATSUMA-AGE)

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8 スッポン：活・天然 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格
シプロフロキサシン
エンロフロキサシン

シプロフロキサシン
0.06ppm 検出　　　　エンロ
フロキサシン 0.43ppm 検出

自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN MANGO
DICED

農産 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
辛みそモモネギ串

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 5.1×107/g 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：素
焼きモモニンニク串

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8 ピーナッツバター ナッツ フィリピン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（14 ppb） 命令検査

8 生食用冷蔵むき身あかがい 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 150/g
モニタリン
グ検査

8 無加熱摂取冷凍食品：FROZEN LYCHEE 農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

8 無加熱摂取冷凍食品：しめさばスライス 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

8
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN SALMON
SLICE (ABURI)

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

8 生鮮オオバコエンドロ 野菜・果実類 ベトナム 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.90 ppm 検出
モニタリン
グ検査

8 生鮮YOUNG BLACK PEPPER 野菜・果実類 タイ 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 1.1 ppm 検出
モニタリン
グ検査

8 ラクトアイス：SNOW ICE MILK（雪花かき氷） 畜産 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
8 ピーナッツバター ナッツ フィリピン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（16 ppb） 命令検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
焼き鳥

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

8 加熱食肉製品（包装前加熱）：鶏肉　肉だん 畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
PORK HITOKUCHI KATSU

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品小松菜

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品チンゲンサイ

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：コー
ンドック

冷凍食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 乳酸カリウム 使用 －

8 ゴム手袋 器具・おもちゃ マレーシア 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 亜鉛 20ppm検出 自主検査

8 水漬けレンコン 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ピロ亜硫酸ナトリウム レンコンに使用 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍あさり殻剥き

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 2.7×106/g
大腸菌群 陽性

自主検査

8 その他の乾燥きのこ：AGARICUS BLAZEI 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.053g/kg 検出 自主検査

8
動物由来の健康食品：PACIFICA SHARK
CARTILAGE

その他の食品 カナダ 11 添加物 使用基準 過酸化水素 8.0　ppm 検出 自主検査

8 生鮮コーヒー豆 農産 インドネシア 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.30 ppm 検出
モニタリン
グ検査

8 生食用冷蔵むき身あかがい 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 460/g
モニタリン
グ検査

8 ポテトおこげ その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 1100 μg/g 検出 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：い
かすり身揚げ（枝豆）

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
加熱食肉製品（包装後加熱）：FOIE GRAS
DE CANARD ENTIER

畜産 フランス 11
食品の規格・基
準

保存基準 保存条件 常温で保存 －

8
豆乳（YEO'S SOYRICH HIGH PROTEIN
SOYMILK OMEGA 3&6)

その他の食品 マレーシア 10 添加物 指定外添加物
dl-α-トコフェロール
酢酸塩

使用 －

8 乾めん：はるさめ（VERMICELLI） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 過酸化ベンゾイル 12 mg/kg 検出

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
蒲焼きうなぎ

水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.05ppm 検出

8 鶏肉 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 スルファキノキサリン 0.26 ppm、0.05 ppm 検出
8 生鮮：グレープフルーツ 野菜・果実類 スワジランド 11 添加物 成分規格 イマザリル 0.0071 g/kg 検出
8 キャラメルソース：ドルセ・デ・レチェ その他の食品 アルゼンチン 11 添加物 使用基準 EDTA 0.09 g/kg 検出

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

8 養殖活うなぎ 水産 台湾 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.14 ppm 検出

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
えびフライ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性

8
無加熱摂取冷凍食品：トロピカルフルーツ
ミックス

農産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性

8
加熱食肉製品（包装後加熱）：豚トロチャー
ハンの素

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性

9 生食用冷蔵むき身あかがい 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 150/g
モニタリン
グ検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN BREADED SHRIMP (MARUTOKU

冷凍食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.010 g/kg　検出
モニタリン
グ検査

9 無加熱摂取冷凍食品：いんげん胡麻和え 冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9 アイスミルク：ICE MILK LYCHEE 畜産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

9 活・天然：くるまえび 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.03 ppm 検出 命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
かきフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒  0.1MU/g 検出 命令検査

9
天然果汁飲料アップルジュース（Pur　jus
de　pomme）

飲料 フランス 11 自然毒 成分規格 パツリン 0.057 ppm 検出 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
春巻き

冷凍食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.006 g/kg　検出
モニタリン
グ検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
ベーコン巻きチーズポテト串かつ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9 フナ：活・天然 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.16ppm 検出
モニタリン
グ検査

9 フナ：活・天然 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格
抗生物質　　　　　エ
ンロフロキサシン

抗生物質　陽性
エンロフロキサシン
0.42ppm 検出

モニタリン
グ検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：仙
草ゼリー

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×107/g 自主検査

9 D-ソルビトール液（ソルパート） 添加物 タイ 11 添加物 成分規格 含量
47.2%、糖類（ブドウ糖とし
て）不適合

自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN EBI FRY BUTTERFLY

冷凍食品 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 8.0×107/g 自主検査

9
無加熱摂取冷凍食品：冷凍食品すしえび
FROZEN BOILED BUTTERFLY WHITE
SHRIMP

水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×105/g
モニタリン
グ検査

9
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN GRILLED
THREADFIN BREAM FISH WITH SAUCE

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.4×107/g 自主検査

9 ラクトアイス（雪花かき氷） 畜産 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：い
わしハンバーグ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

9
POP CORN MACHINE(フェノール樹脂製の
枠）

器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 蒸発残留物 63ppm 自主検査

9 生食用冷凍鮮魚介類（SALMON HALF 水産 ノルウエー 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9 SHARK CARTILAGE GRANULES その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準
リン酸一水素カルシ
ウム

５％使用

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍水煮フカヒレ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 6.9×106/g 自主検査

9 小粒落花生 ナッツ パラグアイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（18.2 ppb） 命令検査

9
加熱食肉製品（包装前加熱）冷凍スチーム
鶏肉（FROZEEN STEAMED CHIKEN)

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN COOKED ONION

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9 活クルマエビ（天然） 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリ 0.35ppm 検出 命令検査
9 乾燥やまくらげ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.359g/kg 検出 自主検査
9 野菜の調整品（水煮ごぼう） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.206g/kg 検出 自主検査
9 活クルマエビ（養殖） 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリ 0.67ppm 検出 命令検査

9
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ類　レッドフ
ルーツシャルロット

菓子 フランス 11
食品の規格・基
準

保存基準 保存条件
耐水性ではない加工紙にて
包装

－

9
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ類　フォンダン
トショコラ

菓子 フランス 11
微生物
食品の規格・基
準

成分規格
保存基準

大腸菌群　　　　　　保
存条件

陽性　　　　　　　　　　耐水性
でない加工紙にて包装

自主検査

9 無加熱摂取冷凍食品：冷凍食品穴子煮詰 冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
その他の健康食品：ジュースプラスベジタブ
ルブレンド

その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.019 g/kg　検出
モニタリン
グ検査

9
その他の健康食品：ジュースプラスフルーツ
ブレンド

その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.019 g/kg　検出
モニタリン
グ検査

9
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN SMOKED
SOCKEYE SALMON

冷凍食品 カナダ 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 3.4×105/g
大腸菌群 陽性

自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：タ
ルト・フロマージュブラン

冷凍食品 フランス 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
ベーコン巻山芋大葉串

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.8×106/g 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：レ
ンコン串カツ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9 はるさめ その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準
過酸化ベンゾイル
二酸化イオウ

過酸化ベンゾイル4.8 mg/kg
検出　　　　　　　　　二酸化
イオウ 　　0.101g/kg検出

命令検査

9 乾燥調味トマト 農産 台湾 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.090g/kg 検出
モニタリン
グ検査

9 活性炭フィルター用のゴム製パッキン部分 器具・おもちゃ アメリカ合衆国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 亜鉛 58ppm 自主検査

9 ポリエチレンシート 器具・おもちゃ ドイツ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 2900ppm 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

9 陶器製スープ皿（緑色） 器具・おもちゃ フランス 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準
指定外添加物（着色
料）

溶出 自主検査

9 陶器製角皿（緑色） 器具・おもちゃ フランス 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準
指定外添加物（着色
料）

溶出 自主検査

9 冷凍鶏肉 畜産 ブラジル 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 腐敗、変敗 腐敗、変敗を認めた －

9 生鮮オオバコエンドロ 野菜・果実類 タイ 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.14 ppm 検出
モニタリン
グ検査

9 冷凍養殖えび 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.16 ppm 検出 命令検査

9 スッポン：活・養殖 水産 台湾 11 動物用医薬品 成分規格
クロルテトラサイクリ
ン　　　　　　　　テトラ
サイクリン

クロルテトラサイクリン 0.34
ppm　　　　　　　　　テトラサ
イクリン 0.02 ppm 検出

モニタリン
グ検査

9 生食用冷凍鮮魚介類：トラウトフィレ 水産 チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
用途変更
により違反
解除

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品フカヒレ

冷凍食品 香港 11 微生物 成分規格 細菌数 6.4×106/g 自主検査

9 はちみつ 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 ストレプトマイシン 0.14ppm 検出 命令検査
9 無加熱摂取冷凍食品：スモークサーモン 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
かきフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒  0.1MU/g 検出 命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍たこ焼き

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

9 冷凍養殖えび 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリ 0.30ppm 検出 命令検査
9 冷凍魚肉ねり製品：枝豆すり身ボール その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
MASHED TARO

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.2×106/g 自主検査

9 冷凍魚肉ねり製品：鮭とうふ その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：チキ
ンコーンドッグ

冷凍食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 乳酸カリウム 使用 －

9 アップルジュース：CERES APPLE JUICE 飲料 南アフリカ 11 自然毒 成分規格 パツリン
0.27 ppm、0.32 ppm、0.29
ppm 検出

命令検査

9 アップルジュース：CERES APPLE JUICE 飲料 南アフリカ 11 自然毒 成分規格 パツリン
0.33 ppm、0.31 ppm、0.30
ppm 検出

命令検査

9
健康食品：GREEN SUPER GARLIC
TABLET BLISTER

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 検出 自主検査

9
ソース：LEA &
PERRINS(WORCHESTERSHIRE SAUCE)

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 0.08 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

9
老陣酢粉末（OLD MATURE VINEGAR
POWDER)

その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 253 μg/g 検出 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：炭
火焼き鳥もも肉串

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

9
加熱食肉製品（包装前加熱）ベーコン：
FROZEN FULLY COOKED DICED BACON

畜産 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 85 ppm 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

9 こうりゃん 穀類 ベトナム 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（58 ppb）
モニタリン
グ検査

9 ピーナッツバター ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（16 ppb、18 ppb） 命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
えびフライ（DナチュラルえびフライII）

冷凍食品 インドネシア 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品かきフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒 0.2MU/g 検出 命令検査

9 無加熱摂取冷凍食品：酢漬けいわし その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
9 生食用冷凍鮮魚介類：サーモンフィレ　養殖 水産 チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9 アップルジュース：CERES APPLE JUICE 飲料 南アフリカ 11 自然毒 成分規格 パツリン
0.39 ppm、0.38 ppm、0.39
ppm 検出

命令検査

9 アップルジュース：CERES APPLE JUICE 飲料 南アフリカ 11 自然毒 成分規格 パツリン
0.37 ppm、0.38 ppm、0.38
ppm 検出

命令検査

9 生鮮：マンゴー 野菜・果実類 フィリピン 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.13 ppm 検出
モニタリン
グ検査

9 マシュマロ（HALLOWEEN） 菓子 ベルギー 10 添加物 指定外添加物
キノリンイエロー
パテントブルーV

検出 自主検査

9 マシュマロ（BLUBS ICE CREAM CONE） 菓子 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーV 検出 自主検査
9 生食用冷凍鮮魚介類：冷凍アオリイカフィレ 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 3.4×105/g 自主検査

9
穀類調整品：EASY COOK COUSCOUS
MOROCCAN STYLE(MIDDLE EASTERN)

その他の食品 イギリス 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 検出 自主検査

9 メイクイ茶 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.12 g/kg 検出 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：ス
チーム鶏モツ串

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

9 清涼飲料水：ダマスク・ローズ飲料 飲料 ブルガリア 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出
9 生めんFROZEN CHINESE NOODLE その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 食用黄色４号 検出

9
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ(MOUSSE
CIOCCOLATO)

菓子 イタリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：き
ぬさや

野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02 ppm 検出

10 冷凍どくさばふぐ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚 ドクサバフグの混入 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品ささみマヨカツ

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリン
グ検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
かきフライ　(FROZEN BREADED OYSTER)

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒  0.1MU/g 検出 命令検査

10 未成熟さやえんどう：絹さや 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06 ppm 検出 命令検査

10 アップルジュース：CERES APPLE JUICE 飲料 南アフリカ 11 自然毒 成分規格 パツリン
0.29 ppm、0.29 ppm、0.30
ppm 検出

命令検査

10 アップルジュース：CERES APPLE JUICE 飲料 南アフリカ 11 自然毒 成分規格 パツリン
パツリン 0.29 ppm、0.30
ppm、0.31 ppm 検出

命令検査

10 冷凍ライチ 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.2 ppm 検出 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品かきフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒 0.2MU/g 検出 命令検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

10 冷蔵むき身生食用ウニ 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 240/g
モニタリン
グ検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：IKA
TEPPO

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
無加熱摂取冷凍食品：頭肉付寿司海老
（FROZEN BOILED SHRIMP)

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
無加熱摂取冷凍食品：えび（CUT BOILED
SHRIMP)

水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 3.4×105/g 自主検査

10
無加熱摂取冷凍食品：えび（CUT BOILED
SHRIMP)

水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 2.9×105/g 自主検査

10
加熱食肉食品（包装前加熱）：冷凍スチーム
豚足角切り（FROZEN BONLESS PORK

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

10 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（25.5 ppb） 命令検査

10
殻剥きアーモンド　（NATURAL ALMOND
MARCONA)

ナッツ スペイン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（60.5 ppb） 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）
FROZEN PORK CUTLET 170 G

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

10 健康食品（KOREAN WHITE GINSENG) その他の食品 カナダ
10
11

添加物
指定外添加物
使用基準

パラオキシ安息香酸
プロピル
パラオキシ安息香酸
メチル

パラオキシ安息香酸プロピ
ル0.12g/kg検出パラオキシ
安息香酸メチル0.18g/kg 検
出

自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品かきフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒  0.1MU/g 検出 命令検査

10
生食用冷凍鮮魚介類：えび（FROZEN AMA
EBI）

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

10 小粒落花生 ナッツ パラグアイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（35.6 ppb） 命令検査
10 春雨スープ（茄子坦々麺用） その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 検出 自主検査
10 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.07,0.08,0,06,0,08 ppm 検 命令検査
10 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0,06 ppm 検出 命令検査

10 陶器製器具 器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 37μg/cm2 検出 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
他の野菜調整品（FROZEN BOILD

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格
細菌数
E.coli

細菌数 2.2×107/g
E.coli 陽性

自主検査

10
生食用冷凍鮮魚介類：トラウトなかおち
（FROZEN TROUT CENTRAL BONE
SCRAPED MEAT)

水産 チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10 冷凍ふぐ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚
有毒魚（ドクサバフグ）、衛
生証明書なし（クロサバフ

命令検査

10 冷蔵むき身生食用ウニ 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 120/g
モニタリン
グ検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍食品ボイルあさりむき身

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数
細菌数 4.3×106/g
E.coli 陽性

自主検査

10 塩漬けの漬物：甘酢しょうが漬 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウム 0.88 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

10 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.03 ppm 検出
モニタリン
グ検査

10 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06 ppm、0.06 ppm 検出 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍焼きイモ

冷凍食品 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.4×107/g 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍かきフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒  0.1MU/g 検出 命令検査

10 生鮮養殖トラフグ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚
内臓のうち生殖器（精巣又
は卵巣）の除去不十分

行政検査

10
龍蝦片（えびせんべい赤）、PRAWN
CRACKERS

その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 7μg/g 検出 自主検査

10 活うなぎ 水産 台湾 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.12ppm検出
モニタリン
グ検査

10 生食用冷凍ひらめ肉 水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
10 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06 ppm、0.08 ppm 検出 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN BREADED SHRIMP NO.5 NEW
DELICA EBI FRY NOUSUI 3L

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 3.8×106/g 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：スー
プ（CORN PORTAGE CONCENTRATE)

冷凍食品 カナダ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10 蜂の子の粉（カプセル入り） 畜産 中華人民共和国
10
11

添加物
指定外添加物
使用基準

パラオキシ安息香酸
プロピル
パラオキシ安息香酸
メチル

パラオキシ安息香酸プロピ
ル0.18g/kg検出パラオキシ
安息香酸メチル0.44g/kg 検
出

自主検査

10 ピーナッツ・クラッカー(HOT & SPICY) 菓子 フィリピン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（23 ppb） 命令検査
10 ピーナッツ・クラッカー(GARLIC) 菓子 フィリピン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（71 ppb） 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：生
パスタ（STRIGOLI)

冷凍食品 イタリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：生
パスタ（ORECCHIETTE)

冷凍食品 イタリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
組み合わせの飲食器具：携帯用マグカップ
（STAINLESS STEEL TRAVEL MUG)

器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 蒸発残留物 40ppm 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：方
形油豆腐（角形生あげ）（FROZEN FRIED
SPONGE BEAN CURD)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
プチ・クロリーヌ　シュリンプ（PETI.MINI
CROLINE SHRIMP)

冷凍食品 ベルギー 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

10 とうがらしの酢漬け：FIGARO RED PIRI PIRI 農産 スペイン 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.075 g/kg 検出 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN IKA KATSU(COLOR)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

10
その他の魚肉ねり製品：かに風味かまぼこ
（FROZEN SHREDDED CRAB CHUNK

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

10
その他の魚肉ねり製品：ミニちくわ（FROZEN
CHIKUWA)

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
その他の魚肉ねり製品：FROZEN FRIED
TENPURA(KANI)

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

10 白いんげん豆（WHITE COCOS BEANS) 農産 フランス 11 残留農薬 成分規格 デルタメトリン 0.17 ppm 検出
モニタリン
グ検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
太刀魚味噌漬け

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

10
乾燥食肉製品：サラミソーセージ（GENOA
SALAMI)

畜産 カナダ 11
食品の規格・基
準

成分規格 水分活性 0.87 自主検査

10 養殖活うなぎ 水産 台湾 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.11ppm 検出 自主検査

10
チョコレート菓子：MILKA
BLATTERKROKANT-KUGELN

菓子 ドイツ 6 自然毒 その他の自然毒 ルーピン豆 含有 －

10
パン：バランスブレッド（FIT FOR
FUN,BALANCE BREAD）

その他の食品 ドイツ 6 自然毒 その他の自然毒 ルーピン豆 含有 －

10
パン：バランスブレッド（FIT FOR
FUN,ENERGY BREAD）

その他の食品 ドイツ 6 自然毒 その他の自然毒 ルーピン豆 含有 －

10
乾燥うめ：FLAVORED DRIED PLUMS(NO
STONE)MINT FLAVORED

農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準
アセスルファムカリウ
ム

2.84 g/kg 検出 自主検査

10
チョコレート(RASBERRIES IN DARK
CHOCOLATE)

菓子 イギリス 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.272 g/kg　検出 自主検査

10
加熱食肉製品（包装後加熱）フォアグラ：
(4311 BLOCK OF FOIE GRAS APERITIF
MINI SLICES)

畜産 フランス 11 微生物 成分規格 クロストリジウム属菌 1.1×103/g 検出 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
ダイスガーリック

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 6.3×107/g 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：生
パスタ(SPECIALITA' AL NERO DI SEPPIA )

冷凍食品 イタリア 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.009 g/kg　検出 自主検査

10
その他の魚肉ねり製品：FROZEN EBI IKA
BALL

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
生食用冷凍鮮魚介類：モンゴウイカ　フィレ
ロール

水産 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

10
無調味乾製品：着色ブラックタイガー殻粉
（POWDER OF COLORED BLACK TIGER
SHELL)

その他の食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.23 g/kg 検出 自主検査

10 酢漬け：しそにんにく漬け 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.12 g/kg 検出 自主検査
10 味噌漬け：みそかつおにんにく漬け 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.039 g/kg 検出 自主検査
10 香辛料抽出物：OLEORESIN TURMERIC その他の食品 インド 11 添加物 製造基準 アセトン残存量 39 μg/g 検出 自主検査

10
冷凍魚肉ねり製品：豆腐あげ（FROZEN
TOFU AGE)

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
加熱食肉製品（包装後加熱）：FROZEN
SUMIBI CHICKEN STEAK

畜産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

10
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN SMOKED
SALMON

水産 カナダ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×105/g 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

10 調味料：CHILLIE SOY BEAN PASTE その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 12 μg/g 検出 命令検査
10 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02 ppm 検出 命令検査

10
ローヤルゼリー加工品：FRESH ROYAL
JELLY

畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 ストレプトマイシン 0.6 ppm 検出
モニタリン
グ検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：イカ
団子

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10 無加熱摂取冷凍食品：冷凍ピーマン 農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍かきフライ

冷凍食品 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒  0.1MU/g 検出 命令検査

10
ベトナム菓子：TASTE OF
VIETNUM(PEANUTS)

菓子 ベトナム 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（26.8 ppb） 命令検査

10 活養殖ひらめ 水産 大韓民国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出
10 水煮たけのこ（細竹水煮） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.306 g/kg検出
10 水煮たけのこ（細竹水煮） 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.140 g/kg検出
10 バター 畜産 フランス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
10 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：塩水玉子 その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌検査 陽性
10 生食用冷凍鮮魚介類：切り身マグロ 水産 韓国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
アスパラガス

農産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性

11 冷蔵生食用むき身うに 水産 フィリピン 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数(MPN) 1400/g以上
モニタリン
グ検査

11
ナイロン製へら（RACLETTE SCRAPER：白
色）

器具・おもちゃ ドイツ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カプロラクタム 29ppm検出 自主検査

11
冷凍ゆでだこ：（FROZEN BOILED
OCTOPUS SLICE)

水産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.033 g/kg 検出 自主検査

11 生鮮わけぎ 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 プロシミドン 12ppm検出
モニタリン
グ検査

11 ローヤルゼリー加工品 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 ストレプトマイシン 0.07 ppm 検出
モニタリン
グ検査

11 漬け物：オリーブ塩水漬け（GREEN OLIVE） 農産 スペイン 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.093 g/kg 検出 行政検査
11 生食用冷凍鮮魚介類：すしえび 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11
生食用冷凍鮮魚介類：トラウトサーモンフィ
レ（FROZEN SALMON TROUT FILLET)

水産 チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN SALMON
FLAKE C

水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11 ローヤルゼリー加工品 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 ストレプトマイシン 0.27 ppm 検出
モニタリン
グ検査

11 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ダミノジット 0.1 ppm 検出 命令検査

11
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN SMOKED
SALMON

水産 カナダ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11
着色ブラックタイガー殻粉：COLORED
BLACK TIGER SHELL POWDER

水産 ベトナム 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.066 g/kg 検出 自主検査

11 冷凍養殖むきえび：FROZEN SHRIMP 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.06 ppm、0.14 ppm 検出 命令検査
11 ピーナッツバター：LILY'S PEANUT BUTTER ナッツ フィリピン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（120 ppb、210 ppb） 命令検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

11 紹興酒：MING JIANG LOH CHIEW 飲料 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 88 μg/g 検出 自主検査

11
殻付きローストヘーゼルナッツ：ROASTED
HAZEL NUTS

ナッツ 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 10 μg/g 検出
モニタリン
グ検査

11 えびしそ春巻 その他の食品 ベトナム 11 添加物 使用基準
ソルビン酸　　　　　安
息香酸

ソルビン酸 0.44 g/kg検出
安息香酸 2.2 g/kg 検出

自主検査

11 チョコレート（MYSTERE） 菓子 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーV 検出 自主検査

11
タコの調整品（FROZEN BOILED IWADAKO
1PCS CUT)

その他の食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.11 g/kg 検出 自主検査

11
タコの調整品（FROZEN BOILED IWADAKO
CUT FOR TAKOYAKI)

その他の食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.095 g/kg 検出 自主検査

11
タコの調整品（FROZEN BOILED IWADAKO
CRAZY CUT)

その他の食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.049 g/kg 検出 自主検査

11 水煮しめじ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.068 g/kg 検出 自主検査

11 鶏肉：冷凍、加工未調整品 畜産 ブラジル 11 動物用医薬品 成分規格
オキシテトラサイクリ
ン

0.3ppm 検出
モニタリン
グ検査

11 鶏肉：冷凍、加工未調整品 畜産 ブラジル 11 動物用医薬品 成分規格
オキシテトラサイクリ
ン

0.3ppm 検出
モニタリン
グ検査

11 冷凍ゆでだこ その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.4×106/g 自主検査
11 冷凍魚肉ねり製品：ハモタコ団子 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11 生鮮わけぎ 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02 ppm 検出
モニタリン
グ検査

11 養殖活うなぎ その他の食品 台湾 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.13ppm 検出 命令検査

11 磁器製飲食器具（プレート） 器具・おもちゃ タイ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格
カドミウム
鉛

カドミウム 5.6μg/cm2
鉛 120μg/cm2 検出

自主検査

11
レモンマスタードシードチャツネ(LEMON
MUSTARD SEED CHUTUNEY)

その他の食品 スリランカ 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.084 g/kg　検出 行政検査

11
ペア・オニオンチャツネ（PEARS ONION
CHUTNEY)

その他の食品 スリランカ 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.25 g/kg　検出 行政検査

11 アイスミルク（OMELETTE NORVEGIENNE) 畜産 フランス 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 2.8×105/g
大腸菌群 陽性

自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍春巻き

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 9.1×106/g
モニタリン
グ検査

11 乾燥かんぴょう 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 6.36 g/kg 検出 自主検査
11 冷凍栗甘露煮(A8g) 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.031 g/kg 検出 自主検査
11 活赤貝 水産 中華人民共和国 6 自然毒 貝毒 下痢性貝毒 0.1MU/g 検出 命令検査

11
チョコレート類：LARME CASSIS(GANACHE
CASSIS)

菓子 フランス 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

11 生鮮ケール 野菜・果実類 タイ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 5.0 ppm 検出 命令検査

11 レンズ豆 農産 フランス 11 残留農薬 成分規格 デルタメトリン 0.41 ppm 検出
モニタリン
グ検査

11 栗の甘露煮 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.048 g/kg 検出 自主検査

11
アイスクリーム（MACARON VANOLLE
CALAMEL)

畜産 フランス 11 添加物 使用基準 三二酸化鉄 使用 行政検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：えび
プチフライ（FROZEN FRIED SHRIMP)

冷凍食品 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.03 ppm 検出 命令検査

11 チョコレート類：GANACHE ROSE 菓子 フランス 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.37 g/kg 検出 自主検査
11 チョコレート類：GANACHE AU XERES 菓子 フランス 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.49 g/kg 検出 自主検査

11
チョコレート類：PATE D' AMANDE
MANDARINE

菓子 フランス 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.010 g/kg　検出 自主検査

11 冷凍栗甘露煮(A10g) 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.034 g/kg 検出 自主検査
11 ゆば その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.100 g/kg 検出 自主検査

11 活養殖ひらめ 水産 大韓民国 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.28ppm 検出
モニタリン
グ検査

11 アーモンド ナッツ アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（40 ppb） 命令検査
11 黒砂糖麦芽クッキー 菓子 台湾 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.016 g/kg 検出 自主検査
11 魚肉ねり製品(FROZEN SIAM DANGO) その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
11 菓子類（NUT CRACKER) 菓子 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（110 ppb） 命令検査
11 ドロップス（AQUA DROPS APPLE) 菓子 チェコ 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 検出 自主検査
11 水煮たけのこ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.034 g/kg 検出 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
冷凍おろし完熟ココナッツ(FROZEN
GRATED MATURED COCONUT)

冷凍食品 フィリピン 11 微生物 成分規格
細菌数
E.coli

細菌数 1.1×107/g
E.coli　陽性

自主検査

11
ジューサー用ポリ塩化ビニル製ボトルキャッ
プ（黄色）

器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格

鉛
重金属　　　　　　　蒸
発残留物　　　　過マ
ンガン酸カリウム消
費量 　　　フタル酸

鉛： 150 ppm 、重金属： 限
度以上　　　　　　　　　蒸発
残留物：74 ppm
過マンガン酸カリウム消費
量： 11 ppm 　　　　　　　フ

自主検査

11
ジューサー用ABS樹脂製ベースカップ（黄
色）

器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 210 ppm 検出 自主検査

11 タピオカ澱粉（糖化用を除く） その他の食品 タイ 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.070 g/kg 検出 自主検査
11 炒りピーナッツ（味付けピーナッツ） ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（190.6 ppb） 命令検査
11 乾燥砂糖漬ナツメ 農産 香港 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.10 g/kg 検出 自主検査
11 調味干製品：いか その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 1.1g/kg 検出 自主検査

11 粉末田七人参 農産 中華人民共和国 11
食品の規格・基
準

製造基準 殺菌条件
コバルト60によるガンマ線
照射

－

11 冷凍養殖えび（無頭） 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.09 ppm、0.02 ppm 検出 命令検査
11 冷凍養殖えび（無頭） 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.05 ppm 検出 命令検査
11 調味料：香辣火鍋左料 その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 90 μg/g 検出 自主検査
11 その他のピーナッツ製品：ガーリックピー ナッツ フィリピン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（18ppb） 命令検査
11 いったピーナッツ ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（567.3 ppb） 命令検査

11 水煮混合野菜（五目煮） その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.037 g/kg 検出 自主検査

11 調味料入れの底蓋：ポリプロピレン製 器具・おもちゃ オランダ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 蒸発残留物 66ppm 検出 自主検査

11 無加熱摂取冷凍食品：カニほぐし身 水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 3.3×106/g 自主検査
11 粉わさび 農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 220 μg/g 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
チンゲンサイ

野菜・果実類 中華人民共和国 11
食品の規格・基
準

保存基準 保存条件 温度上昇のため －

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
オクラ

野菜・果実類 中華人民共和国 6　　　11
腐敗等
食品の規格・基
準

腐敗、変敗、カビ
保存基準

カビ　　　　　　　　　保
存条件

腐敗、変敗を認めた
保存基準不適合

－

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
小松菜

野菜・果実類 中華人民共和国 11
食品の規格・基
準

保存基準 保存条件 温度上昇のため －

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
ブロッコリー

野菜・果実類 中華人民共和国 6　　　11
腐敗等
食品の規格・基
準

腐敗、変敗、カビ
保存基準

カビ　　　　　　　　　保
存条件

腐敗、変敗を認めた
保存基準不適合

－

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
里芋

野菜・果実類 中華人民共和国 6　　　11
腐敗等
食品の規格・基
準

腐敗、変敗、カビ
保存基準

カビ　　　　　　　　　保
存条件

腐敗、変敗を認めた
保存基準不適合

－

11
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN
PINEAPPLE STICK

野菜・果実類 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 7.5×105/g 自主検査

11 ハトムギ 穀類 タイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（10.2ppb） 命令検査
11 キャビア（RUSSUAN CAVIAR SEVRUGA） 水産 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 ホウ酸 1200ppm 検出 自主検査
11 キャビア（RUSSUAN CAVIAR OSETRA） 水産 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 ホウ酸 3100ppm 検出 自主検査

11 生鮮オオバコエンドロ 野菜・果実類 タイ 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.03ppm 検出
モニタリン
グ検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
おろしキャッサバ

冷凍食品 フィリピン 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物  34ppm 検出 自主検査

11 冷凍キャッサバ 農産 フィリピン 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 25ppm 検出 自主検査

11
チキンヌードルスープ（KNORR CHICKEN
NOODLE SOUP)

その他の食品 フィリピン 11 添加物 使用基準 食用黄色４号 使用
モニタリン
グ検査

11
ビーフヌードルスープ（KNORR BEEF
NOODLE SOUP)

その他の食品 フィリピン 11 添加物 使用基準 食用黄色４号 使用
モニタリン
グ検査

11 いったピーナッツ ナッツ 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 31 μg/g 検出 自主検査
11 ビール 飲料 フランス 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーV 検出

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN VEGE OYSTER NUGGETS

冷凍食品 台湾 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 9.7×106/g
大腸菌群 陽性

自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN VEGE HAM STRIPS(TC001)

冷凍食品 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 7.7×106/g 自主検査

12
生食用冷凍鮮魚介類：生食用冷凍いか
(FROZEN SQUID NOODLE)

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

12 すじこ 水産 デンマーク 11 添加物 使用基準 亜硝酸根 0.0076g/kg検出 命令検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN COOKED CASSAVA（マンジョー

冷凍食品 フィリピン 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物  29ppm 検出 自主検査

12 ドロップス（AQUA DROPS CITRUS) 菓子 チェコ 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 検出 自主検査
12 とうもろこし 穀類 アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビ カビの発生 行政検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍ライスケーキ（リヒア）

菓子 フィリピン 11 微生物 成分規格 細菌数 8.8×105/g 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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キーワード
生産国 条文
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キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍ネイティブケーキ（イボス）

菓子 フィリピン 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 6.9×106/g
大腸菌群 陽性

自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍食品フライドポテト

冷凍食品 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

12 生食用冷凍鮮魚介類：ヤリイカ 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

12 乾燥やまくらげ 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.106 g/kg 検出 自主検査
12 小粒落花生 ナッツ パラグアイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（41.6ppb） 命令検査
12 小粒落花生 ナッツ パラグアイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（21.6ppb） 命令検査
12 乾燥霊芝 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.250 g/kg 検出 自主検査
12 無加熱摂取冷凍食品：ビビンバセット 冷凍食品 大韓民国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.048 g/kg 検出 自主検査

12
ポリプロピレン製ストロー（FLEX STRAW　緑
色)

器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 199.5ppm 検出 自主検査

12
ポリプロピレン製ストロー（SPOON STRAW
緑色)

器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 149.5ppm 検出 自主検査

12 無加熱摂取冷凍食品（冷凍ヤリイカ） 水産 タイ 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 1.3×106/g
大腸菌群 陽性

自主検査

12 氷菓（MOCHA MANIA) その他の食品 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 1.8×104/ml
大腸菌群 陽性

自主検査

12 氷菓（CHOCOLATE CHIP) その他の食品 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12 氷菓（BIG BUDDY) その他の食品 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 5.1×104/ml
大腸菌群 陽性

自主検査

12 チョコレート（ANDANTE) 菓子 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーV 検出 自主検査
12 チョコレート（ALLEGRO) 菓子 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーV 検出 自主検査
12 冷凍むきえび 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.07 ppm 検出 命令検査
12 冷凍むきえび 水産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 テトラサイクリン 0.02 ppm 検出 命令検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
蓮根天ぷら

冷凍食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.001 g/kg 検出 自主検査

12 塩蔵レンコン 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.050 g/kg 検出 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
子いわしの松葉串

冷凍食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

12 冷凍生ずわいがに（ポーション） 水産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.13 g/kg 検出 自主検査
12 未成熟さやえんどう 野菜・果実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.02ppm 検出 命令検査
12 穀物調整品：BATTER CAKE(RICE PAPER) その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 202 μg/g 検出 自主検査
12 パン粉（白） その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 9 μg/g 検出 自主検査
12 パン粉（カラー） その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 10 μg/g 検出 自主検査

12
無加熱摂取冷凍食品(FROZEN TUNA
NEGITORO)

冷凍食品 インドネシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

12
生食用冷凍鮮魚介類(FROZEN TUNA
SLICE)

水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリン
グ検査

12 生食用冷凍鮮魚介類(FROZEN TUNA 水産 インドネシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
12 生食用冷凍鮮魚介類（FROZEN SQUID 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
生食用冷凍鮮魚介類（FROZEN SQUID
WHOLE)

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

12
生食用冷凍鮮魚介類（FROZEN SQUID
SUSHI HEAD)

水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12 冷凍ふぐ 水産 中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚 ドクサバフグ 命令検査
12 ピーナッツ製品（味ピー AP-64） ナッツ 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 オレンジⅡ 検出 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷
凍珊瑚フカヒレ餃子

冷凍食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.022 g/kg　検出 自主検査

12 無加熱摂取冷凍食品（紋甲イカスリット) 水産 マレーシア 11 微生物 成分規格 細菌数 細菌数 3.6×105/g 自主検査

12
無加熱摂取冷凍食品（海老シート）FROZEN
COOKED VANNAMEI EBI SHEET

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 8.2×105/g 自主検査

12 生食用冷凍鮮魚介類（タコスライス） 水産 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
12 生食用冷凍鮮魚介類（お造りぼたん海老） 水産 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
アーモンドバター（CHUNKY ALMOND
BUTTER)

穀類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（37ppb） 自主検査

12 生鮮エゴマ 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 ビフェントリン 0.5ppm 検出
モニタリン
グ検査

12 生鮮マンゴー 野菜・果実類 フィリピン 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.07ppm 検出
モニタリン
グ検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
ほうれんそう

野菜・果実類 台湾 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 2.39 ppm 検出
モニタリン
グ検査

12
加熱加工用冷凍切りがに（FROZEN CUT
CRAB)

水産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.25 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

12 乾燥えび頭パウダー その他の食品 インドネシア 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.060 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：糖
蘇餅（SUGAR CAKES)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 2.0×106/g 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：麻
花（FRIED TWIST)

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×106/g 自主検査

12 揚げたピーナッツ（バターピーナッツ） ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（19.7 ppb） 命令検査

12
生食用冷凍鮮魚介類（養殖トラウトサーモン
スライス）

水産 チリ 11 微生物 成分規格
細菌数　　　　　　　大
腸菌群

細菌数 3.3×106/g
大腸菌群 陽性

自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
ブルスケッタ

冷凍食品 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

12
シロップ漬けイチジク（モスタルダグリーンイ
チジク）

農産 イタリア 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.039 g/kg 検出 自主検査

12
ミネラルウォーター（HIGHLAND SPRING
STILL NATURAL MINERAL WATER：330ml)

飲料 イギリス 11
食品の規格・基
準

成分規格 沈殿物・異物 混入 自主検査

12
ミネラルウォーター（HIGHLAND SPRING
SPARKLING NATURAL MINERAL WATER：
330ml)

飲料 イギリス 11
食品の規格・基
準

成分規格 沈殿物・異物 混入 自主検査

12
ミネラルウォーター（HIGHLAND SPRING
STILL NATURAL MINERAL WATER：500ml)

飲料 イギリス 11
食品の規格・基
準

成分規格 沈殿物・異物 混入 自主検査

12
ミネラルウォーター（HIGHLAND SPRING
STILL NATURAL MINERAL WATER：

飲料 イギリス 11
食品の規格・基
準

成分規格 沈殿物・異物 混入 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集
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違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 備考

12
ミネラルウォーター（HIGHLAND SPRING
STILL NATURAL MINERAL WATER：500ml)

飲料 イギリス 11
食品の規格・基
準

成分規格 沈殿物・異物 混入 自主検査

12
清涼飲料水：トマトジュース（ZUMO DE
TOMATE)

飲料 スペイン 11
食品の規格・基
準

成分規格 沈殿物・異物 カビの菌糸塊が認められた 自主検査

12 健康食品（ROYAL JELLY) その他の食品 カナダ 10 添加物 指定外添加物
パラオキシ安息香酸
メチル

0.007 g/kg 検出 自主検査

12 原料用果汁（MULBERRY JUICE) 飲料 ベトナム 11 添加物 使用基準 安息香酸 2.06 g/kg 検出 自主検査
12 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ダミノジット 0.1 ppm 検出 命令検査

12 生鮮レモン 野菜・果実類 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 イマザリル 0.0085 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

12 生鮮アーモンド ナッツ スペイン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（318.4 ppb） 命令検査
12 いったピーナッツ ナッツ 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（15 ppb） 命令検査

12 冷凍鶏肉 畜産 アメリカ合衆国 11 動物用医薬品 成分規格
テトラサイクリン
クロルテトラサイクリ
ン

テトラサイクリン 0.02ppm
クロルテトラサイクリン 0.28
ppm 検出

モニタリン
グ検査

12 大粒落花生 ナッツ 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ダミノジット 0.4 ppm 検出 命令検査

12 乾燥いちじく 野菜・果実類 トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（21 ppb）
モニタリン
グ検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
野菜たっぷり春巻き

冷凍食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格
細菌数
E.coli

細菌数 4.0×106/g
E.coli 陽性

モニタリン
グ検査

12 乾燥きのこ（乾燥ポルチーニ） 農産 スロベニア 6 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 1,003 Bq/kg 検出 行政検査
12 漬け物：つぼ漬け 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウム 0.70 g/kg 検出 自主検査
12 漬け物：福神漬け 農産 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウム 0.35 g/kg 検出 自主検査

12
シロップ漬け果実（GLASS JAR FRUITS
COCKTAIL)

農産 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 18 μg/g 検出 自主検査

12 ローヤルゼリー加工品 畜産 中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 ストレプトマイシン 0.1 ppm 検出 命令検査

12 生鮮かきちしゃ 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 プロシミドン 7 ppm 検出
モニタリン
グ検査

12 生鮮かきちしゃ 野菜・果実類 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 プロシミドン 17 ppm 検出
モニタリン
グ検査

12
非加熱食肉製品(SALCHICHON IBERICO
LONCHEADO)

畜産 スペイン 11 微生物 成分規格 サルモネラ属菌 陽性 自主検査

12
清涼飲料水：ノンアルコールスパークリング
ワイン（ROBINVAL SPARKLING PREMIER
MUSCAT 750 ml)

飲料 オーストラリア 11 添加物 使用基準 二酸化イオウ 0.051 g/kg 検出 自主検査

12
冷凍ゆでがに：生食用紅ずわいがに
（FROZEN BOILED RED CRAB MEAT：

水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×106/g 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
エビフライ

冷凍食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 6.3×107/g 自主検査

12
ソース：LEA &
PERRINS(WORCHESTERSHIRE SAUCE)

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 ポリソルベート 検出 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：さ
ば香味漬け

冷凍食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 30 μg/g 検出 自主検査

12 塩蔵だいこん 農産 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 390 μg/g 検出 自主検査

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集



輸入食品違反事例一覧　（平成１６年） 食品衛生情報ポータルサイトに戻る
http://www.nihs.go.jp/hse/food-kkportal/index.html

月 品名
品目

キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ
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12 生鮮レモン 野菜・果実類 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 イマザリル 0.0063 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

12 生鮮レモン 野菜・果実類 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 イマザリル 0.0095 g/kg 検出
モニタリン
グ検査

12 スナック菓子：COATED PEANUTS(LUINUT) 菓子 タイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 陽性（60 ppb） 命令検査

12
冷凍ゆでがに：生食用紅ずわいがに
（FROZEN BOILED RED CRAB MEAT：

水産 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×105/g 自主検査

12 養殖活うなぎ 水産 台湾 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.08ppm 検出 命令検査
12 養殖活うなぎ 水産 台湾 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.12ppm 検出 命令検査
12 乾燥きのこ（粉末カバノアナタケ） 農産 ベラルーシ 6 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 378 Bq/kg 検出 行政検査
12 無加熱摂取冷凍食品：いか類 水産 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 2.6 × 105/g 検出

注意：平成16年度については、平成15年5月30日付医薬食第0530001号により3月の違反事例から違反条番号が変更となっている。 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター編集


