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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 原因 備考

1
粉末清涼飲料： PURPLE CORN
SOFT DRINK NEGRITA (CHICHA
MORADA NEGRITA)

飲料 ペルー 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

1
粉末清涼飲料：インスタントコー
ヒー　(WHITE COFFEE)

飲料 マレーシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 衛生管理の不徹底 自主検査

1 粉末清涼飲料：ココアパウダー 飲料 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 特定できず 自主検査

1
その他の器具：ナイロン製（蜂蜜
遠心分離機コック本体）

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 カドミウム 4,000μg/g 検出 食品衛生法認識不足 自主検査

1
割ぽう具：ナイロン製　調味料注
入器（Flavor Injector）の口金部

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 カプロラクタム 31μg/ml 検出 自主検査

1
知育がん具：ポリ塩化ビニル製リ
ンゴ型ケース（APPLE PLAY
SET）

器具・おもちゃ 中華人民共和国
18(62に
より準
用）

器具・おもちゃ等
の規格基準

原材料の規格
フタル酸ビス（2-エ
チルヘキシル）

フタル酸ビス（2－エチルヘ
キシル）15% 検出

指定の材料を使用せ
ず、一般的に流通して
いる塩化ビニルを使用
していたため

自主検査

1 小麦製粘土：黄色 器具・おもちゃ 中華人民共和国
18(62に
より準

器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準 指定外着色料 溶出 食品衛生法認識不足 自主検査

1
その他の器具：ポリプロピレン製
業務用急速解凍プレート

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 （4％酢酸）130μg/ml 検出 自主検査

1 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 43μg/kg(B1:42.9) 検出 命令検査
1 ハトムギ 穀類（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 11μg/kg(B1:10.6) 検出 乾燥不足 命令検査
1 ハトムギ 穀類（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 17μg/kg(B1:16.8) 検出 命令検査

1 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
塊化、カビの発生及
び異臭

塊化、カビの発生及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

1 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
塊化、カビの発生及
び異臭

塊化、カビの発生及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

1 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

1 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

1 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

1 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭及
び固化

カビの発生、異臭及び固化
を認めた

水濡れ 行政検査

1 うるち精米 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

1 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

1 小麦 穀類（加工品含む）カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

1 ビーフン　(RICE NOODLE) 穀類（加工品含む）ベトナム 11 遺伝子組換え食品成分規格
安全性未審査遺伝
子組換え米

陽性（CpTIコメ） 特定できず。 自主検査

1 乾めん：ライスヌードル（フォー） 穀類（加工品含む）ベトナム 11 添加物 使用基準 安息香酸
0.01g/kg 検出（対象外使
用）

製造過程において安息
香酸を使用していたた

自主検査

1
乾めん：ライスヌードル（ライスス
ティック）

穀類（加工品含む）ベトナム 11 添加物 使用基準 安息香酸
0.06g/kg 検出（対象外使
用）

製造過程において安息
香酸を使用していたた

自主検査
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1 小麦 穀類（加工品含む）カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

1 小麦 穀類（加工品含む）カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

1 小麦 穀類（加工品含む）カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

1 カカオ豆 種実類 エクアドル 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.19ppm 検出 特定できず 命令検査

1 ブラジルナッツ 種実類 ペルー 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
23μg/kg(B1:12.4, B2:1.3,
G1:8.9) 検出

現地での選別不十分。 命令検査

1 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.09ppm 検出 自主検査

1 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.14ppm 検出
他農地からのドリフトと
推定

自主検査

1 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、腐敗、
変敗及び異臭

カビの発生・腐敗・変敗及
び異臭を認めた

水濡れ 行政検査

1 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：海老天ぷら (FROZEN
TEMPURA BLACK TIGER

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出
一部の養殖池業者が当
該薬品を含む薬や餌を
与えていたため

命令検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN
NOBASHI EBI）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出
養殖期間中に当該物質
を含む薬品が使用され
たため

命令検査

1

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN PD
VANNAMEI SHRIMP WITH
PREDUST）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.04ppm 検出

未検査品の原材料の混
入があり、その未検査
品に使用されていた可
能性

命令検査

1
無加熱摂取冷凍食品：えび類
（FROZEN EBI TENPURA）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出
えびの病気が蔓延した
際、当該物質を含む薬
品を使用した可能性

命令検査

1
冷凍ボイルむきえび（養殖）
（FROZEN FULLY BOILED PD
BLACK TIGER SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出
一部の養殖池でエンロ
フロキサシンを使用して
いたため。

命令検査

1 冷凍養殖えび 水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出
病気の予防のため使
用、十分な休薬期間が
設けられていなかった

命令検査

1
冷凍養殖むきえび（FROZEN
RAW PEELED DEVEINED
VANNAMEI SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出
EU向けの原材料を使用
したため。

命令検査

1
冷凍養殖むき身えび（FROZEN
RAW SHRIMP NOBASHI BLACK
TIGER(SOAKING)）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出
養殖池で使用していた
可能性

命令検査

1
冷凍養殖むき身えび（FROZEN
SHRIMP NOBASHI EBI BLACK
TIGER(SEA QUEEN)）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.03ppm 検出
養殖池で使用していた
可能性

命令検査

1 冷凍養殖えび 水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.012ppm 検出 命令検査
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1
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
NOBASHI BLACK TIGER

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.03ppm 検出
原料エビにエンロフロキ
サシンが混入していた

命令検査

1
冷凍養殖むき身えび (FROZEN
BLACK TIGER SHRIMP PD)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.03ppm 検出 特定できず 命令検査

1
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
BLACK TIGER SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出
養殖池で薬剤を使用し
たえびが混入してしまっ
たため

命令検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類　（FROZEN
NOBASHI EBI）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0009ppm 検出

水揚げ時に当該薬品を
含むハンドクリーム使用
したため汚染されたえ
びが混ざっていたため

命令検査

1
冷凍切り身・むき身　いか（冷凍も
んごういかげそ）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0012ppm 検出
鮮度保持剤として使用
していたため

命令検査

1
冷凍むき身えび（FRESH
FROZEN SHRIMP）

水産（加工品含む）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
リン、スルファメトキ
サゾール

クロルテトラサイクリン0.04
ppm、スルファメトキサゾー
ル0.03ppm 検出

殻を保護する目的で飼
料に含まれていたため

命令検査

1 養殖活うなぎ 水産（加工品含む）台湾 11 残留農薬 成分規格 フェニトロチオン 0.036ppm 検出
国内販売用の活鰻が混
入してしまったため

命令検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：エイヒレチップ

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×10
7
/g

手作業工程時において
の衛生管理不足

自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：あじ
(FROZEN POMPANO FILLET
SKIN-OFF)

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
5
/g 衛生管理の不備 自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：いか類
(FORZEN SLICE (MONGO-IKA)

水産（加工品含む）フィリピン 11 微生物 成分規格 細菌数 2.6×10
5
/g

殺菌工程をおこなって
いない地下水を使用し
たためと推定。

自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：冷凍むき
身　ヒオウギ貝柱

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
5
/g

輸送中の温度変化が
あったためと推定。

自主検査

1
無加熱摂取冷凍食品：スモーク
サーモンスライス（SMOKED
SALMON FROZEN）

水産（加工品含む）スウェーデン 11 微生物 成分規格 細菌数 2.9×10
5
/g 自主検査

1
無加熱摂取冷凍食品：ホタテガイ
(FROZEN BOILED SCALLOP
WITH FRILL)

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.4×10
5
/g 特定できず 自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：きはだまぐ
ろ（FROZEN TUNA KIRIOTOSHI）

水産（加工品含む）インドネシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
製造工程中での滞留時
間が長かったため及び
作業員の手洗い不足

自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：サヨリスラ
イス（FROZEN SAYORI SLICE）

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 機械の洗浄不足 自主検査

1
無加熱摂取冷凍食品：味付けボ
イルガニ（COOKED SNOW CRAB
OPILIO MEAT）

水産（加工品含む）インドネシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
機械に不具合が生じ、
滞留時間が長かったた
め。

自主検査

1 冷凍異種フグ（魚種不明） 水産（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 有毒魚の混入
有毒魚の混入（魚種不明
のフグ）

養殖の際に稚魚の時点
で混在していた可能性

自主検査

1 ごま油（100% PURE SESAME その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 5μg/g 検出 製造工程中のコンタミ 自主検査
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1 スナック菓子類：YAM STICK その他の食品 マレーシア 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 9μg/g 検出 製造ライン上でのコンタ 自主検査

1
その他の洋菓子 (GELEES
WINDOU BOX)

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物 アシッドブルー 検出
他国向けの商品が混入
してしまったため。

自主検査

1
シロップ（COCOPANDAN
SYRUP）

その他の食品 インドネシア 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出
着色料製造会社におけ
るコンタミ

自主検査

1
その他の洋菓子：FIGS AND
ALMONDS CAKE

その他の食品 スペイン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
16μg/kg(B1:15.1, B2:1.0)
検出

常温で保存していたた
め

自主検査

1
その他の洋菓子：ORANGE AND
ALMONDS CAKE

その他の食品 スペイン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
25μg/kg(B1:10.0, B2:1.0,
G1:12.7, G2:1.2) 検出

常温で保存していたた
め

自主検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：牛蒡はも皮巻き
(FROZEN HAMO CAKE WITH

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.0×10
6
/g

製造工程中の滞留時間
が長かったため。

自主検査

1 冷凍牛内臓（舌） 畜産（加工品含む）アメリカ合衆国 9 衛生証明書不備 衛生証明書不備
衛生証明書の不添
付（法第9条第2項）

衛生証明書の不添付（法
第9条第2項）

現地従業員が誤って箱
詰めしたため

行政検査

1
加熱食肉製品（加熱後包装）：つく
ね串 (FROZEN SUMIYAKI
TSUKUNE)

畜産（加工品含む）中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.002ppm 検
出

作業員がフラゾリドン含
有の薬を服用し、手に
付着したまま作業を

命令検査

1 非加熱食肉製品：PANCETTA 畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 命令検査

1

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：ストレートカットポテト
（FROZEN FRENCH FRIED
POTATO）

農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
製造工程中の衛生管理
不足

自主検査

1 ケツメイシ 農産（加工品含む）インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
14μg/kg (B1:12.5, B2:1.5)
検出

荷積み時の悪天候及び
選別不足

命令検査

1
乾燥いちじく（DRIED FIG EX-
CHOICE SOFT BC GRADE）

農産（加工品含む）イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
18μg/kg(B1:14.1, G1:3.4)
検出

現地での管理不足 命令検査

1
野草加工品及び香辛料：ナツメグ
(ORGANIC NUTMEG POWDER)

農産（加工品含む）スリランカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
42μg/kg(B1:38.6, B2:3.5)
検出

現地での選別不足 命令検査

1 茶の代用品（サラシア根） 農産（加工品含む）インド 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

1
野菜の調整品：キムチなめたけ
（SEASONED ENOKI
MUSHROOM (KIMUTI)）

農産（加工品含む）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

1 塩蔵蓮根 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.035g/kg 検出

自主検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：キャッサバ（FROZEN
MANDIOKITA）

農産（加工品含む）ブラジル 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 42mg/kg 検出
製造工程中での温度管
理不足

命令検査

1
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ
（FROZEN SOY BEANS）

農産（加工品含む）台湾 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.02ppm 検出
ドリフトによる汚染の可
能性

モニタリング
検査

1 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.02ppm 検出
園地内にてライムに使
用した際、アボガドにも
散布していたため

命令検査



輸入食品違反事例一覧　（平成２４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 原因 備考

1 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.32ppm 検出
使用記録簿に記載がな
く、基準をクリアしている
ものと誤判断したことに

命令検査

1 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

メタミドホス（成分規
格）、アセフェート
（一律基準）

メタミドホス0.02ppm 検出、
アセフェート0.03ppm 検出

収穫時期に当該農薬を
使用したため。

命令検査

1 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

メタミドホス（成分規
格）、アセフェート
（一律基準）

メタミドホス0.04ppm 検出、
アセフェート0.06ppm 検出

収穫時期に当該農薬を
使用したため。

命令検査

1 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

メタミドホス（成分規
格）、アセフェート
（一律基準）

メタミドホス0.06ppm 検出、
アセフェート0.10ppm 検出

一部の生産者が当該農
薬を使用していたため

命令検査

1
漬け物：オリーブ（BLACK OLIVE
IN BRINE）

農産（加工品含む）ペルー 11 添加物 使用基準
安息香酸、安息香
酸ナトリウム

安息香酸0.52g/kg 検出、
安息香酸ナトリウム（対象
外使用）

国内向け製品を誤って
輸出したため

自主検査

1
シロップ漬けりんご（蜜りんご）
DRIED APPLE PRESERVE

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.033g/kg 検出
二酸化硫黄の濃度が高
かったため

自主検査

1 乾燥アガリクス 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.071g/kg 検出
乾燥させる際に石炭を
使用したため

自主検査

1
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
とうもろこし（VACCUM PACK
SWEET CORN）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 発育し得る微生物 陽性 自主検査

1 レンズ豆 豆類 アメリカ合衆国 11 残留農薬 成分規格 2,4-D 0.06ppm 検出 自主検査

1 いんげん豆 豆類 カナダ 11 残留農薬 成分規格 グリホサート 2.8ppm 検出
グリホサートを使用して
いたため。

命令検査

1 ひよこ豆 豆類 インド 11 残留農薬 成分規格 グリホサート 10.5ppm 検出 モニタリング
1 こし白あん 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 12mg/kg 検出 自主検査

2 リキュール類（VERTE） 飲料 フランス 10 添加物 指定外添加物
キシレンイエロー、
アゾルビン

検出
製造ラインにおけるコン
タミ

自主検査

2
リキュール類（GET 27
PEPPERMINT）

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
他国向けの商品を誤っ
て出荷したため。

自主検査

2
フルーツブランデー（ABRICOT
E.D.V.）

飲料 フランス 6 有毒･有害物質 その他の自然毒 メタノール 5.5mg/cm3 検出
EU向けの商品を誤って
出荷したため。

自主検査

2
飲食器具：磁器製皿（FLAT
PLATE）

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 18μg/cm2 検出
焼き付け不足により釉
薬から鉛が溶出したた

自主検査

2 割ぽう具：シリコン製おひつ部品 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 鉛 140μg/g 検出
使用した色素に規定外
の原料を使用していた

自主検査

2 割ぽう具：シリコン製おひつ部品 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 鉛 170μg/g 検出
使用した色素に規定外
の原料を使用していた

自主検査

2 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
11μg/kg(B1:10.2, B2:1.1)
検出

栽培中に土壌から汚染
されたと推定。

命令検査

2 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg(B1:12.0) 検出
ロットの偏在性によるも
のと推定

命令検査

2 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、腐敗、
変敗及び異臭

カビの発生、腐敗、変敗及
び異臭を認めた

水濡れ 行政検査
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2 うるち精米 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

2 うるち精米 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

2 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗、
異臭及び塊化

カビの発生、変敗、異臭及
び塊化を認めた

水濡れ 行政検査

2 小麦 穀類（加工品含む）オーストラリア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

2 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

2 生鮮カカオ豆 種実類 エクアドル 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.02ppm 検出 命令検査
2 生鮮カカオ豆 種実類 エクアドル 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.13ppm 検出 特定できず 命令検査

2 生鮮コーヒー豆 種実類 インドネシア 11 残留農薬 一律基準 カルバリル 0.02ppm 検出
カルバリルを使用してい
たため。

命令検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN
VANNAMEI NOBASHI EBI）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出 特定できず 命令検査

2
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
BLACK TIGER
SHRIMP(PEELED))

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出

養殖池でエンロフロキ
サシンを使用しており、
通常よりも早く水揚げし
たため残留していたと

命令検査

2
冷凍養殖むき身えび（FROZEN
PDTO NOBASHI BLACK TIGER
SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出
原料エビにエンロフロキ
サシンが混入していた
ため。

命令検査

2
冷凍養殖むき身えび（FROZEN
PEELED SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出
他国向けの原材料が混
入したためと推定

命令検査

2
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
SHRIMP(PEELED))

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.03ppm 検出
一部の原料に使用され
ていたと推定

命令検査

2
無加熱摂取冷凍食品：バナメイ寿
司エビ（SUSHI EBI VANNAMEI
SHRIMP WITH SALT）

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 成分規格 トリフルラリン 0.003ppm 検出
近隣の農地で使われた
農薬が雨水等で養殖池
に流れ込んだため

命令検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えびフライ(FROZEN
BREADED BLACK TIGER

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.002ppm 検
出

近隣の養殖池に使用さ
れていたフラゾリドンが
流入したものと推定。

命令検査

2
冷凍養殖むき身えび（FROZEN
VANNAMEI PUD SHRIMP）

水産（加工品含む）インド 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.002ppm 検
出

稚海老の段階で薬品を
投与された可能性

モニタリング
検査

2
生食用冷凍鮮魚介類：ヒオウギ貝
柱

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.5×10
5
/g

輸送中に温度変化が
あったためと推定

自主検査

2
生食用冷凍鮮魚介類：イカ類
(FROZEN YARI IKA)

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
新人作業員が手や作業
エプロンの洗浄を怠っ

モニタリング
検査

2
無加熱摂取冷凍食品：えび類（ボ
イル寿司エビ）

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
製造工程中の品質・衛
生管理不足。

モニタリング
検査
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2
無加熱摂取冷凍食品：まぐろのタ
タキ

水産（加工品含む）フィリピン 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性

新人作業員の衛生指導
が不十分だった、また
手の殺菌が徹底されて
いなかった

モニタリング
検査

2
スナック菓子類（HALDIRAM
BHUJIA SEV）

その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 2μg/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
加熱）：えび餃子（FROZEN
SHRIMP GYOZA）

その他の食品 ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.011ppm 検出
一部の養殖業者が使用
した原料が混入した可
能性

命令検査

2 シロップ その他の食品 イスラエル 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 検出
イスラエル国内向け製
品を誤って輸出したた

自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：大玉揚げたこ焼き

その他の食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
製造工程通りに製造し
なかったため。

自主検査

2
チョコレート類（PETIT MACARON
NOIR PISTACHE）

その他の食品 フランス 11 添加物 使用基準
銅クロロフィリンナト
リウム

対象外使用
原材料のピスタチオ
ペーストに銅クロロフィ
リンナトリウムを使用し

行政検査

2
非加熱食肉製品：SALCHICHON
VELA EXTRA IBERICA

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出
工場施設･製造機材か
らの交差汚染と推定

命令検査

2 食品添加物：パパイン 添加物 インド 11 微生物 成分規格 細菌数 3.0×10
5
/g

限外濾過が上手くいか
なかったこと

自主検査

2 食品添加物：ニンジンカロテン 添加物 アメリカ合衆国 11 添加物 成分規格 色価 不適（表示量の92%）
製品を小分けする際に
撹拌が不十分であった

自主検査

2
アイスクリーム（MILK
CHOCOLATE CHIP ICE CREAM）

乳・乳製品 フランス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 特定できず。
モニタリング
検査

2
アイスクリーム（MILK CREAM ICE
CREAM (NATA ICE CREAM)）

乳・乳製品 スペイン 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 作業員の衛生管理不足 自主検査

2
アイスクリーム（TURRON ICE
CREAM (NOUGAT ICE CREAM)）

乳・乳製品 スペイン 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 作業員の衛生管理不足 自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：むき枝豆（FROZEN
PEELED SOY BEANS）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
国内販売用の原料を使
用したため。

モニタリング
検査

2
ニンジン真空フライ（VACCUM
FRIED CARROT）

農産（加工品含む）中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 2μg/g 検出
アメリカ向け製品の脱
油装置を使用したため
TBHQがコンタミした。

自主検査

2 乾燥いちじく（BLACK MISSION） 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
23μg/kg(B1:11.6, B2:2.2,
G1:8.1, G2:1.2) 検出

降雨のため、また、偏在
性のため

命令検査

2 乾燥いちじく（DRIED FIG） 農産（加工品含む）イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg(B1:12.1) 検出
乾燥不十分及び選別不
足と推定。

命令検査

2
野草加工品及び香辛料：白コ
ショー(WHITE PEPPER)

農産（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 11μg/kg(B1:11.0) 検出
製造工程に時間を要し
てしまったため

モニタリング
検査

2
乾燥しょうが（DEHYDRATED
GINGER）

農産（加工品含む）タイ 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.037g/kg 検出

別製品で使用した二酸
化硫黄が残存していた
ため。

自主検査
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2 乾燥ねぎ 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準
アルジカルブスルホ
キシド

0.02ppm 検出

自社農場以外から仕入
れた原材料にアルジカ
ルブスルホキシドが使
用されていたため。

命令検査

2
漬け物：オリーブ（PLAIN BLACK
OLIVES）

農産（加工品含む）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

2 乾燥きくらげ 農産（加工品含む）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（生鮮状態に
換算した値）

自社農場以外から仕入
れた原材料にクロルピ
リホスが使用されてい

命令検査

2
乾燥黒きくらげ（BLACK
FUNGUS）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス
0.06ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

近隣農園からのドリフト 命令検査

2
漬け物：うめぼし（DRIED CURED
PRUNE）

農産（加工品含む）台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 11μg/g 検出 命令検査

2 塩蔵れんこん 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.040g/kg 検出

次亜硫酸ナトリウムの
除去過程において期間
を短縮したため、また検
査を実施していなかっ

自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：キャッサバ（FROZEN
WHOLE CASSAVA BOILED）

農産（加工品含む）フィリピン 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 27mg/kg 検出 特定できず 命令検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：COOKED CASSAVA

農産（加工品含む）フィリピン 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 31mg/kg 検出 命令検査

2 生鮮トマト 農産（加工品含む）大韓民国 11 残留農薬 一律基準 シエノピラフェン 0.02ppm 検出
一部の農家が誤って当
該農薬を使用したため

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）：ピーマン(FROZEN
GREEN PEPPER)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.05ppm 検出
近隣農園からの農薬飛
散

モニタリング
検査

2
その他の野草加工品及び香辛
料：ディルシード（DILL SEEDS

農産（加工品含む）インド 11 残留農薬 成分規格 トリアゾホス
0.3ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

モニタリング
検査

2
その他の乾燥果実（DRIED
JACKFRUIT）

農産（加工品含む）フィリピン 11 添加物 使用基準
ピロ亜硫酸ナトリウ
ム

（二酸化硫黄として）2.0
g/kg 検出

特定できず 自主検査

2
発酵茶（混合したもの）：DILMAH
BLACK TEA EXCEPTIONAL
LEAF TBAG BERRY SENSATION

農産（加工品含む）スリランカ 11 添加物 使用基準
プロピレングリコー
ル

0.69％ 使用 食品衛生法認識不足 行政検査

2 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.02ppm 検出 命令検査

2 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

メタミドホス（成分規
格）、アセフェート
（一律基準）

メタミドホス0.02ppm 検出、
アセフェート0.02ppm 検出

収穫時期に当該農薬を
使用したため。

命令検査

2 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

メタミドホス（成分規
格）、アセフェート
（一律基準）

メタミドホス0.02ppm 検出、
アセフェート0.03ppm 検出

農薬の使用過多の可能
性

命令検査

2 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

メタミドホス（成分規
格）、アセフェート
（一律基準）

メタミドホス0.03ppm 検出、
アセフェート0.02ppm 検出

収穫時期に当該農薬を
使用したため。

命令検査
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2 生鮮アボカド 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

メタミドホス（成分規
格）、アセフェート
（一律基準）

メタミドホス0.06ppm 検出、
アセフェート0.05ppm 検出

収穫時期に当該農薬を
使用したため。

命令検査

2
塩蔵たけのこ（SALT BAMBOO
SHOOTS）

農産（加工品含む）台湾 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として)0.043
g/kg 検出

洗浄不足 自主検査

2
無加熱摂取冷凍食品：むきえだ
豆（FROZEN GREEN SOY BEAN
KERNEL）

農産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
製造ラインの汚染によ
る。

モニタリング
検査

2
無加熱摂取冷凍食品：青パパイ
ヤ千切り（FROZEN BLUE
PAPAYA SHRED）

農産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
加熱工程後に二次汚染
があった可能性

モニタリング
検査

2
その他の乾燥野菜
(DEHYDRATED TOMATO)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.86g/kg 検出 残留基準値の認識不足 自主検査

2
いったピーナッツ（ROASTED &
DICED PEANUT）

豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
11μg/kg(B1:9.4, B2:1.3)
検出

特定できず。 命令検査

2
ピーナッツ製品（RUCHI
CHANACHUR (HOT)）

豆類 バングラデシュ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
13μg/kg(B1:10.7, B2:2.2)
検出

製造工程中における選
別不足。

自主検査

2 小粒落花生 豆類 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
18μg/kg(B1:12.7, B2:1.2,
G1:4.3) 検出

原料の管理不足 命令検査

2 小粒落花生 豆類 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
24μg/kg(B1:19.7, B2:4.2)
検出

命令検査

2 小粒落花生 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
32μg/kg(B1:27.9, B2:4.2)
検出

選別不足 命令検査

2 小粒落花生 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
47μg/kg(B1:19.2, B2:3.3,
G1:20.6, G2:3.9) 検出

選別不十分。 命令検査

2 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
13μg/kg(B1:5.9, G1:6.6)
検出

選別不足 命令検査

2 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
15μg/kg(B1:11.2, B2:3.4)
検出

選別が不十分であった
ため

命令検査

2 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
31μg/kg(B1:10.3, B2:1.2,
G1:16.2, G2:3.6) 検出

選別不足 命令検査

2 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
49μg/kg(B1:16.1, B2:1.3,
G1:28.6, G2:2.8) 検出

選別不十分。 命令検査

2 ひよこ豆 豆類 インド 11 残留農薬 成分規格 グリホサート 12.0ppm 検出 自主検査

2 大豆 豆類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭、腐敗、変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

3 透明炭酸飲料 飲料 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 EDTA
（EDTACa２Naとして）0.024
g/kg 検出（対象外使用

自主検査

3 清涼飲料水：アップルジュース 飲料 オーストラリア 11 自然毒 成分規格 パツリン 0.055ppm及び0.056ppm 検 自主検査

3
粉末清涼飲料：COCOHYDRO
INSTANT COCONUT WATER
ELECTROLYTE DRINK

飲料 インドネシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3 ゴム製手袋(NITRILE GLOVE) 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 19μg/ml 検出 自主検査
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3
飲食器具：無着色ガラス（耐熱ガ
ラスティーソーサー）

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、鉛
カドミウム0.8μg/cm2 検
出、鉛21μg/cm2 検出

自主検査

3
知育がん具：粘土板のすべり止
めストッパー(PU)（PLASTIC
BOARD FOR CLAY）

器具・おもちゃ 中華人民共和国
18(62に
より準
用）

器具・おもちゃ等
の規格基準

原材料の規格
フタル酸ビス（2-エ
チルヘキシル）

フタル酸ビス（2-エチルヘ
キシル）0.4% 検出

自主検査

3 ポリエチレン製器具（調味BOX） 器具・おもちゃ 大韓民国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛、カドミウム
鉛270μg/g、カドミウム
360μg/g 検出

自主検査

3
浄水器のポリ塩化ビニル製フィル
ター（HOLLOW FIBER）

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

32μg/ml 検出 自主検査

3
容器包装：ポリスチレン製カップ
の蓋

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 蒸発残留物 （ヘプタン）300μg/ml 検出 自主検査

3
割ぽう具：ポリプロピレン製まな板
（CUTTING BOARD）

器具・おもちゃ 大韓民国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 蒸発残留物 （ヘプタン）430μg/ml 検出 自主検査

3
割ぽう具：ポリプロピレン製まな板
（CUTTING BOARD）

器具・おもちゃ 大韓民国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 蒸発残留物 （ヘプタン）440μg/ml 検出 自主検査

3
割ぽう具：ポリプロピレン製まな板
（CUTTING BOARD）

器具・おもちゃ 大韓民国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 蒸発残留物 （ヘプタン）560μg/ml 検出 自主検査

3
割ぽう具：ポリプロピレン製まな板
（CUTTING BOARD）

器具・おもちゃ 大韓民国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 蒸発残留物 （ヘプタン）670μg/ml 検出 自主検査

3
冷凍ストッカーパーツ（DRAIN
CAP（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 蒸発残留物 （4％酢酸）41μg/ml 検出 自主検査

3
冷凍ストッカーパーツ（WIRE
SHELF(ポリエチレン塗装)）

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 （4％酢酸）74μg/ml 検出 自主検査

3 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg(B1:12.2) 検出
ロットの偏在性によるも
のと推定

命令検査

3 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
14μg/kg(B1:12.2, B2:1.7)
検出

命令検査

3 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 16μg/kg(B1:16.0) 検出 命令検査

3 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg (B1:14.8, B2:1.8)
検出

命令検査

3 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 17μg/kg(B1:16.6) 検出 命令検査

3 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭及びカビの発
生

異臭及びカビの発生を認
めた

水濡れ 行政検査

3 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭及びカビの発
生

異臭及びカビの発生を認
めた

水濡れ 行政検査

3 小麦 穀類（加工品含む）オーストラリア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭、
固化及び変敗

カビの発生、異臭、固化及
び変敗を認めた

水濡れ 行政検査

3 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭、
固化及び変敗

カビの発生、異臭、固化及
び変敗を認めた

水濡れ 行政検査

3 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

3 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

3 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査
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3 大豆 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

3 うるち玄米 穀類（加工品含む）オーストラリア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

3 うるち精米 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
変敗、異臭及びカビ
の発生

変敗、異臭及びカビの発生
を認めた

水濡れ 行政検査

3 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

3 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

3 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

3 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

3 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：パン類　(MINI
SUNFLOWER ROLL (FROZEN))

穀類（加工品含む）ルクセンブルグ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
腐敗、異臭及びカビ
の発生

腐敗、異臭及びカビの発生
を認めた

水濡れ 行政検査

3 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
腐敗、異臭及びカビ
の発生

腐敗、異臭及びカビの発生
を認めた

水濡れ 行政検査

3 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.06ppm 検出 命令検査
3 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.11ppm 検出 命令検査
3 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.21ppm 検出 自主検査
3 生鮮ゴマの種子 種実類 ミャンマー 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.03ppm 検出 命令検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出 命令検査

3
ゆでだこ(FROZEN BOILED
OCTOPUS CUT)

水産（加工品含む）フィリピン 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.084g/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
未加熱）：エビフライ

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.006ppm 検
出

命令検査

3
すじこ（FROZEN TROUT
SUJIKO）

水産（加工品含む）デンマーク 11 添加物 使用基準 亜硝酸ナトリウム
（亜硝酸根として）
0.0059g/kg、0.0074g/kg 及
び 0.0094g/kg 検出

命令検査

3
生食用冷凍鮮魚介類：冷凍むき
身うに（生食用）（FRESH FROZEN
SEA URCHIN EGGS(UNI

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.8×10
5
/g、陽性 自主検査

3
無加熱摂取冷凍食品：煮アナゴ
（炙り焼き）

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 3.1×10
6
/g、陽性 自主検査

3
ゆでだこ(FROZEN BOIL
OCTOPUS LEGS)

水産（加工品含む）フィリピン 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として)0.041
g/kg 検出

モニタリング
検査

3
ゆでだこ(FROZEN BOILED
OCTOPUS SLICE)

水産（加工品含む）フィリピン 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として)0.050
g/kg 検出

モニタリング
検査
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違反項目

キーワードⅡ
違反項目 違反内容 原因 備考

3
生食用冷凍鮮魚介類：サーモン
ハラス

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
生食用冷凍鮮魚介類：炙りサーモ
ンハラス

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
無調味乾製品：ヒメゴ(DRIED
HIMEGO SUBOSHI
(DESICCATION))

水産（加工品含む）ベトナム 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.32g/kg 検出
乾燥工程において石炭
を使用

自主検査

3

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび巻き(FROZEN RAW
SPRING ROLL SHRIMP WITH
VEGETABLE)

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

3
スナック菓子類：TROFEU
SNACKS "BRAZILIAN STAKE"
(SABOR PICANHA)

その他の食品 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

3
ビスケット（チョコレートチップクッ
キー）

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.004g/kg 検出
原材料の一部にTBHQ
が含まれていた

自主検査

3
その他の洋菓子：FRUIT BAR
APRICOT ALMOND

その他の食品 ドイツ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 19ppm 検出 自主検査

3 調味料：調味液（炊き込みご飯 その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム 対象外使用 行政検査

3
ビスケット類（ALMOND
HANDMADE CRISPY COOKIES）

その他の食品 台湾 11 添加物 使用基準 安息香酸
0.12 g/kg 検出（対象外使
用）

自主検査

3
調味料（TEMPERO ALHO E SAL
KITANO）

その他の食品 ブラジル 11 添加物 使用基準
安息香酸、安息香
酸ナトリウム

安息香酸0.15g/kg 検出、
安息香酸ナトリウム（対象
外使用）

原材料のニンニクペー
ストに安息香酸ナトリウ
ムを使用

自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：FROZEN ROTI

その他の食品 インド 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
7
/g 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび春巻き（FROZEN
SHRIMP SPRING ROLL）

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 9.8×10
6
/g 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：混合野菜(FROZEN
JAPANESE MIX VEGETABLES)

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 7.7×10
6
/g 自主検査

3
無加熱摂取冷凍食品：レモンマカ
ロン

その他の食品 フランス 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×10
5
/g 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：えび焼売（FROZEN
SHRIMP SHUMAI）

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

3

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：ボイル首皮串
（CHICKEN YAKITORI BOILED
NECK SKIN）

畜産（加工品含む）フィリピン 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性

作業員の手指の洗浄不
足、原料を洗浄する際
の水・氷からの汚染、も
しくは器具の洗浄・殺菌
不足の可能性

自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：冷凍カリフラワー

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査
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キーワードⅡ
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3 生鮮にんじん 農産（加工品含む）台湾 11 残留農薬
一律基準、成分
規格

アセフェート（一律
基準）、メタミドホス
（成分規格）

アセフェート0.39ppm 検
出、メタミドホス0.04ppm 検
出

命令検査

3
乾燥いちじく(ORGANIC DRIED
FIGS)

農産（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
23μg/kg(B1:21.5, B2:1.2)
検出

命令検査

3 綿実 種実類 オーストラリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
20μg/kg(B1:16.3, B2:3.6)
検出

命令検査

3 綿実 種実類 オーストラリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
32μg/kg(B1:29.0, B2:3.1)
検出

命令検査

3 綿実 種実類 オーストラリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
72μg/kg(B1:67.3, B2:4.5)
検出

命令検査

3 野草加工品及び香辛料：ナツメグ 農産（加工品含む）インドネシア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
33μg/kg(B1:31.0, B2:1.7)
検出

命令検査

3
揚げたピーナッツ（バターピーナッ
ツ）

種実類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
50μg/kg(B1:42.0, B2:8.2)
検出

命令検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：こまつなＢＱＦ　CUT

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 インドキサカルブ 0.12ppm 検出
モニタリング
検査

3 生鮮オオバコエンドロ 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス
0.04ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

命令検査

3 乾燥裏白きくらげ 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 クロルフェナピル
0.04ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

モニタリング
検査

3 漬け物（塩漬け）：千切だいこん 農産（加工品含む）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

0.256g/kg 検出（0.278 g/kg
使用）

自主検査

3 茶柏の葉 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.070g/kg 検出

自主検査

3 漬け物：塩漬け野菜 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 スクラロース 1.14g/kg 検出 自主検査

3 生鮮にんじん 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 トリアジメノール 0.2ppm 検出
契約農場以外の農場か
ら調達したものが含ま
れていたため

命令検査

3 生鮮セロリ 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 残留農薬 一律基準 フェンアミドン 0.03ppm 検出 モニタリング
3 生鮮タガヤサン 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 ブプロフェジン 0.03ppm 検出 モニタリング

3
野草加工品及び香辛料：クミン
（BHARAT BAZAAR CUMIN
WHOLE）

農産（加工品含む）インド 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス
0.38ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

命令検査

3 ミックススパイス（CHAT 農産（加工品含む）インド 10 添加物 指定外添加物 ヨウ素化塩 使用 行政検査

3 乾燥あんず 農産（加工品含む）トルコ 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）2.0
g/kg 検出

自主検査

3 乾燥あんず 農産（加工品含む）トルコ 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）2.0
g/kg 検出

自主検査

3 乾燥あんず 農産（加工品含む）トルコ 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）2.2
g/kg 検出

自主検査

3
その他の果実の調整品（DRIED
GUAVA）

農産（加工品含む）タイ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.27g/kg 検出 自主検査

3
野草加工品及び香辛料：ハッカ
（PEPPERMINT TEA）

農産（加工品含む）チリ 11 食品の規格・基準 放射性物質 放射線照射 検知
モニタリング
検査
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3 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 アセトクロール 0.02ppm 検出 命令検査

3
油菓子：マサラ・ピーナッツ
（MASALA GROUNDNUT）

豆類 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
11μg/kg (B1:8.8, B2:1.9)
検出

命令検査

3 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
54μg/kg(B1:49.8, B2:3.8)
検出

選別が不十分であった
ため

命令検査

4
飲食器具：磁器製（JUBILEE
22CM PLATE）

器具・おもちゃ イギリス 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 1.4μg/cm2 検出 自主検査

4
その他の器具：ゴム製浄水器部
品（O-RING)

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 不適 自主検査

4
割ぽう具：熱硬化性ポリエステル
製（WAVE TRAY）

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

14μg/ml 検出 自主検査

4
その他の器具：ポリエチレン製冷
凍庫部品（wire case)

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

原材料の規格 蒸発残留物 （4％酢酸）33μg/ml 検出 自主検査

4 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg(B1:11.9) 検出 命令検査

4 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
21μg/kg(B1:19.4, B2:1.2)
検出

命令検査

4 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
22μg/kg(B1:20.8, B2:1.4)
検出

ロットの偏在性によるも
のと推定

命令検査

4 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
33μg/kg(B1:31.0, B2:1.9)
検出

命令検査

4 うるち精米 穀類（加工品含む）中華人民共和国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、変敗及
び異臭

カビの発生、変敗及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

4 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

4 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

4 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
変敗、異臭及びカビ
の発生

変敗、異臭及びカビの発生
を認めた

水濡れ 行政検査

4 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
変敗、異臭及びカビ
の発生

変敗、異臭及びカビの発生
を認めた

水濡れ 行政検査

4 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

4 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

4 生鮮カカオ豆 種実類 エクアドル 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.12ppm 検出 命令検査
4 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.04ppm 検出 命令検査

4 ブラジルナッツ 種実類 ペルー 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg(B1:9.7, G1:7.0)
検出

命令検査

4 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.06ppm 検出 命令検査
4 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.18ppm 検出 命令検査
4 生鮮ごまの種子 種実類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ジコホール 0.07ppm 検出 命令検査

4 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビ、異臭の発生及
び固化により腐敗

カビ、異臭の発生及び固化
により腐敗を認めた

行政検査

4 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、腐敗、
異臭及び塊化

カビの発生、腐敗、異臭及
び塊化を認めた

水濡れ 行政検査
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4 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

4 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

4 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

4 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・塊化及
びカビの発生

異臭・腐敗・塊化及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

4 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
腐敗、変敗、固化及
び異臭

腐敗、変敗、固化及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：イカリングフライ

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類(FROZEN
BREADED VANNAMEI SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 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

4 養殖活うなぎ 水産（加工品含む）大韓民国 11 動物用医薬品 成分規格 オフロキサシン
オフロキサシン 0.04ppm
検出

自主検査

4 冷凍養殖むき身えび 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格
スルファメトキサ
ゾール

0.02ppm 検出 命令検査

4
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PEELED SHRIMP)

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格
スルファメトキサ
ゾール

0.03ppm 検出 命令検査

4
冷凍養殖むき身えび：加工用
(FROZEN PEELED SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 成分規格 トリフルラリン 0.003ppm 検出 命令検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（VANNAMEI
BLANCHED）

水産（加工品含む）インド 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.003ppm 検
出

命令検査

4 あさり：活・生鮮・冷蔵 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.04ppm 検出 自主検査
4 あさり：活・生鮮・冷蔵 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.08ppm 検出 命令検査
4 あさり：活・生鮮・冷蔵 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.15ppm 検出 命令検査
4 活あさり 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.02ppm 検出 自主検査

4
レトルト殺菌食品：あさり
（RETORTED ASARI)

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.06ppm 検出 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：殻付きアサリ

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

4 活あさり 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.02ppm 検出 命令検査
4 活あさり 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.05ppm 検出 命令検査
4 活あさり 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.08ppm 検出 自主検査

4
無加熱摂取冷凍食品：イカの塩
辛（SEASONED CUTTLEFISH）

水産（加工品含む）大韓民国 11 添加物 使用基準 ポリソルベート
（ポリソルベート80として）
0.27g/kg 検出

自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（BREADED
VANNAMEI WHITE SHRIMP）

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 4.7×10
6
/g 作業員の衛生管理不足

モニタリング
検査

4
その他の魚肉練り製品（かに風味
かまぼこ）

水産（加工品含む）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
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4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：えび類（FROZEN SHRIMP
TEMPURA）

水産（加工品含む）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
冷凍 切り身・さけ生食用
（FROZEN SALMON HARASU）

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

4
冷凍ゆでがに：加熱加工用
（FROZEN RED SNOW CRAB
MEAT）

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

4
冷凍生食用まぐろ(FROZEN YF
KIRIOTOSHI)

水産（加工品含む）インドネシア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

4 生食用冷蔵むき身ウニ 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数 460/g
輸送途中の温度管理が
不十分であったため

モニタリング
検査

4
その他の乾燥海藻類（SEAWEED
SALAD）

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.064g/kg 検出 自主検査

4
スナック菓子類：BAMBA FILL
CREAM NUGAT

その他の食品 イスラエル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出 自主検査

4 シロップ(FRESH LEMON ST) その他の食品 イスラエル 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 検出 自主検査
4 健康食品(SOPHIA) 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 103μg/g 検出 自主検査

4
シロップ HERSHEY SYRUP
SPECIAL DARK BOTTLE

その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ポリソルベート60
ポリソルベート80として
0.07g/kg 検出

自主検査

4 無加熱摂取冷凍食品：いかキム その他の食品 大韓民国 11 添加物 使用基準 ポリソルベート80 0.12g/kg 検出 自主検査
4 無加熱摂取冷凍食品：たこキムチ その他の食品 大韓民国 11 添加物 使用基準 ポリソルベート80 0.081g/kg 検出 自主検査

4 調味料：Huli Huli Sauce その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準
安息香酸、安息香
酸ナトリウム、ポリ
ソルベート

安息香酸0.85g/kg 検出、
安息香酸ナトリウム 原料
のしょう油に0.80g/kg 使用
（対象外使用）、
ポリソルベート（ポリソル
ベート80として）0.12g/kg検

自主検査

4
果実酢（PEMARTIN RED XERES
VINEGAR）

その他の食品 スペイン 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.042g/kg 検出 自主検査

4
非加熱食肉製品(SALAME
FELINO; SALAMI TIPO FELINO)

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

4 非加熱食肉製品：LOMO 畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 命令検査

4
非加熱食肉製品：SALCHICHON
IBERICO BELLOTA LONCHAS

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

4 食品添加物：Ｌ-グルタミン 添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 液性 pH4.4 自主検査

4
バター（BURRO DELLE VACCHE
ROSSE ）

乳・乳製品 イタリア 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（凍結食前
未加熱）：ばれいしょ（FROZEN
POTATO）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ハロキシホップ 0.06ppm 検出
モニタリング
検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：こまつな

農産（加工品含む）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

4 生鮮PHAK WAN（アマメシバ） 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 EPN 0.03ppm 検出 モニタリング
4 生鮮カミメボウキ(HOLY BASIL) 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 EPN 0.02ppm 検出 モニタリング
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4
野草加工品及び香辛料：とうがら
し(RED PEPPER POWDER)

農産（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン

①20μg/kg(B1:19.7)、
②25μg/kg(B1:23.1,
G1:1.6)、
③27μg/kg(B1:25.2,

命令検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：混合野菜（アスパラガ

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 アメトリン 0.02ppm 検出 命令検査

4
漬け物：オリーブ：OLIVE NERE
AL FORNO

農産（加工品含む）イタリア 11 添加物 使用基準 グルコン酸第一鉄 （鉄として）0.23g/kg 検出 自主検査

4
漬け物：塩漬け野菜（香香屋　薄
色福神漬）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 スクラロース 1.18g/kg 検出 自主検査

4
ローヤルゼリー加工品：ローヤル
ゼリーカプセル(BELLBEE ROYAL
JELLY CAPSULE)

農産（加工品含む）タイ 10 添加物 指定外添加物
パラオキシ安息香
酸メチル

0.008g/kg 検出 自主検査

4 生鮮パイナップル 農産（加工品含む）フィリピン 11 残留農薬 成分規格 フェニトロチオン 0.008ppm 検出 モニタリング
4 生鮮セロリ 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 残留農薬 一律基準 フェンアミドン 0.02ppm 検出 自主検査
4 生鮮セロリ 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 残留農薬 一律基準 フェンアミドン 0.02ppm 検出 自主検査

4 クミンシードパウダー 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス
0.17ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

命令検査

4 生鮮コブミカンの葉 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス 0.22ppm 検出 命令検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：冷凍さやいんげん

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.0×10
6
/g 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：セミドライマンゴー(SEMI
DRIED MANGO)

農産（加工品含む）オーストラリア 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 9.3×10
6
/g、陽性 自主検査

4 塩蔵たけのこ（PICKLED） 農産（加工品含む）台湾 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.044g/kg 検出 自主検査

4
ブルーベリージャム：BLUEBERRY
A WEALTH OF FRUIT

農産（加工品含む）

オーストリア
（ブルーベリーの
原産国：ポーラ
ンド）

11 食品の規格・基準 放射性物質 セシウム 220Bq/kg 検出 自主検査

4
ブルーベリージャム：BLUEBERRY
CLASSIC VIENNESE
PRESERVES

農産（加工品含む）

オーストリア
（ブルーベリーの
原産国：ポーラ
ンド）

11 食品の規格・基準 放射性物質 セシウム 140Bq/kg 検出 自主検査

4
ブルーベリージャム：BLUEBERRY
FRUITSPREAD SWEETENED
W/APPLEJUICE

農産（加工品含む）

オーストリア
（ブルーベリーの
原産国：ポーラ
ンド）

11 食品の規格・基準 放射性物質 セシウム 180Bq/kg 検出 自主検査

4 小粒落花生 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
30μg/kg(B1:27.3, B2:2.7)
検出

命令検査

4 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
19μg/kg(B1:7.5, G1:10.2,
G2:1.2) 検出

命令検査

4 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
20μg/kg(B1:4.0, G1:13.1,
G2:2.4) 検出

命令検査

4 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 34μg/kg(B1:30, B2:3.9) 検 命令検査
4 ひよこ豆 豆類 インド 11 残留農薬 成分規格 グリホサート 6.3ppm 検出 モニタリング
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4 バター豆 豆類 ミヤンマ－ 11 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 510ppm 検出 命令検査

5
清涼飲料水(BLK.
BLACKWATER)

飲料 カナダ 11 食品の規格・基準 製造基準 殺菌 殺菌不足 行政検査

5
果汁入り飲料（COCONUT
WATER）

飲料 ブラジル 11 添加物 使用基準
ピロ亜硫酸ナトリウ
ム

（二酸化硫黄として）
0.042g/kg 検出

自主検査

5
粉末清涼飲料：GREEN TEA
POWDER

飲料 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 3.6×10
3
/g 自主検査

5 メラミン製飲食器具：カレー皿 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 110μg/ml 検出 自主検査

5
風船：ゴム製：9" BALLOONS (薄
紫）

器具・おもちゃ 中華人民共和国 62、18
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準 指定外着色料 溶出 自主検査

5 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 18μg/kg(B1:18) 検出 命令検査

5 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
19μg/kg(B1:16.6, B2:2.1)
検出

命令検査

5 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
30μg/kg(B1:8.6, G1:19.9,
G2:1.7) 検出

命令検査

5 ハトムギ 穀類（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①25μg/kg(B1:12.2,
B2:1.3, G1:10.0, G2:1.6)、
②16μg/kg(B1:16.2 ) 検出

命令検査

5 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

5 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

5
乾めん：ライスヌードル（RICE
NOODLE）

穀類（加工品含む）ベトナム 11 遺伝子組換え食品成分規格
安全性未審査遺伝
子組換え米

陽性（CpTIコメ） 自主検査

5 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭及びカビの発
生

異臭及びカビの発生を認
めた

水濡れ 行政検査

5 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.03ppm 検出 命令検査
5 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg(B1:11.7) 検出 命令検査

5 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
28μg/kg(B1:19.4, B2:8.9)
検出

命令検査

5 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.06ppm 検出 命令検査
5 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.20ppm 検出 命令検査
5 生鮮コーヒー豆 種実類 インドネシア 11 残留農薬 一律基準 カルバリル 0.03ppm 検出 命令検査
5 カカオ豆 種実類 エクアドル 11 残留農薬 成分規格 ジウロン 0.03ppm 検出 命令検査

5 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

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

水産（加工品含む）インドネシア 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）：PREMIUM EBIFURAI

水産（加工品含む）インドネシア 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリング
検査

5 冷蔵むき身ウシガエル 水産（加工品含む）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 0.03ppm 検出 モニタリング

5
冷凍むき身えび（FROZEN
PEELED SHRIMP(VANNAMEI)）

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格
スルファメトキサ
ゾール

0.02ppm 検出 命令検査
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5 天然活はも 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 トリフルラリン 0.002ppm 検出 命令検査

5
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PD BLACK TIGER SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 成分規格
トリフルラリン、エン
ロフロキサシン

トリフルラリン0.003ppm、エ
ンロフロキサシン0.01ppm

命令検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（F.NOBASHI

水産（加工品含む）インドネシア 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.002ppm 検
出

命令検査

5
レトルト殺菌食品：あさり
（RETORTED ASARI）

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.06ppm 検出 命令検査

5 活あげまき貝 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.03ppm 検出 自主検査
5 活あげまき貝 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.05ppm 検出 モニタリング
5 活あさり 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.02ppm 検出 命令検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：その他の魚類（フカヒ

水産（加工品含む）台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 5.3×10
6
/g 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：フカヒレ(SHARK FIN)

水産（加工品含む）台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×10
7
/g 自主検査

5
無加熱摂取冷凍食品：いか類
FROZEN SLICED AORI IKA SLIT
DIPPING

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.5×10
5
/g

モニタリング
検査

5
冷凍切り身まぐろ　キハダマグロ
端材　（生食用）

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×10
5
/g 自主検査

5
その他の魚肉ねり製品：カニ風味
かまぼこ（FROZEN IMITATION
V-CUT STICKS）

水産（加工品含む）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
その他の魚肉ねり製品：ミニ串天
（ネギ生姜）

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5
無加熱摂取冷凍食品：いか類
(FROZEN CUTTLE FISH WING)

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5 生食用冷蔵むき身ウニ 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数 1,400/g以上 モニタリング

5
キャンディー類：CARAMELO DE
CHOCOLATE

その他の食品 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 6μg/g 検出 自主検査

5
キャンディー類：CARAMELO DE
LEITE

その他の食品 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出 自主検査

5
キャンディー類：CARAMELO
MEIO A MEIO LEITE /

その他の食品 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 5μg/g 検出 自主検査

5
スナック菓子類 :BOY BAWANG
GARLIC

その他の食品 フィリピン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

5
チョコレート：REESES PB CUPS
MINI

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 使用 行政検査

5
チョコレート類：CHOCOLATE
S'MORES BAR, JUMBO

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 使用 行政検査

5
その他の洋菓子(ORANGE
JELLY)

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物
β-アポ-8'-カロテ
ナール

使用 行政検査

5
その他の健康食品：ガック油
（GAC OIL CAPSULE）

その他の食品 ベトナム 10 添加物 指定外添加物
パラオキシ安息香
酸メチル

0.342g/kg 検出 自主検査

5
その他の他に分類されない食品
(MIMIC CREAM)

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 ヒマワリレシチン 使用 行政検査
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5
チョコレート類(CHOCOLATE
COVERED GUMMY BEARS)

その他の食品 デンマーク 10 添加物 指定外添加物 ヒマワリレシチン 使用 行政検査

5
調味料：キュワン味の秘訣100作
（甘口）

その他の食品 大韓民国 11 添加物 使用基準
ポリソルベート20、
ソルビン酸

ポリソルベート20（ポリソル
ベート80として）0.043g/kg
検出、
ソルビン酸0.052g/kg 検出
（対象外使用）

自主検査

5
調味料：キュワン味の秘訣100作
（辛口）

その他の食品 大韓民国 11 添加物 使用基準
ポリソルベート20、
ソルビン酸

ポリソルベート20（ポリソル
ベート80として）0.045g/kg
検出、
ソルビン酸0.071g/kg 検出
(対象外使用）

自主検査

5 シロップ：WRITE ON GEL PINK その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム
（安息香酸として）
0.783g/kg 検出

自主検査

5 シロップ（RESPICLEAR） その他の食品 インド 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム
1.8g/kg 使用（安息香酸と
して）1.4 g/kg 検出

自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：チヂミ

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

5
牛内臓：冷蔵、加工用未調整品
（BLACK BEEF TONGUES VAC
PACK FRESH CHILLED）

畜産（加工品含む）アメリカ合衆国 9 衛生証明書不備 衛生証明書不備
衛生証明書の不添
付（法第9条第2項）

衛生証明書の不添付（法
第9条第2項）

行政検査

5
非加熱食肉製品：（SALAME
MILANO)

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 命令検査

5
非加熱食肉製品：SALSICCIA DI
CINTA SENESE

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 命令検査

5 食品添加物：トウガラシ色素 添加物 インド 11 添加物 成分規格 色価 不適（表示量の91%） モニタリング

5
アイスクリーム（PREMIUM
CHOCOLATE ICE CREAM）

乳・乳製品
ニュー・ジーラン
ド

11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5
アイスミルク(MINISTECCO
BIBANCO)

乳・乳製品 イタリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5
アイスミルク(MINISTECCO
MANDORLA)

乳・乳製品 イタリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5 オーガニックナツメグパウダー 農産（加工品含む）インドネシア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg (B1:15.6, G1:1.0)
検出

命令検査

5 とうがらし（CHILLI POWDER） 農産（加工品含む）スリ・ランカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 16μg/kg(B1:16) 検出 命令検査

5 乾燥いちじく（CONADRIA FIGS） 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン

①18μg/kg (B1:4.5,
G1:12.1, G2:1.2)、
②12μg/kg (B1:3.7, G1:7.0,
G2:1.2) 検出

命令検査

5
乾燥いちじく（DRIED DICED
FIGS）

農産（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
13μg/kg(B1:2.4, G1:8.9,
G2:1.3) 検出

命令検査

5 乾燥いちじく(DRIED FIGS) 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
47μg/kg(B1:43.3, B2:3.7)
検出

命令検査

5
乾燥いちじく（DRYED FIG FANCY
SOFT)

農産（加工品含む）イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
11μg/kg(B1:6.4, G1:4.1)
検出

命令検査
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5
漬け物：オリーブ(SLIDE BLACK
OLIVES TIN)

農産（加工品含む）スペイン 11 添加物 使用基準 グルコン酸第一鉄 （鉄として）0.16g/kg 検出 自主検査

5 乾燥きくらげ(DRIED WOOD EAR) 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス
0.10ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

命令検査

5 乾燥パセリ(PREZZEMOLO) 農産（加工品含む）イタリア 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.12ppm 検出 モニタリング
5 生鮮西洋わさび 農産（加工品含む）ドイツ 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出 モニタリング

5 生鮮スナップエンドウ 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準
ジフェノコナゾー
ル、フルシラゾール

ジフェノコナゾール
0.02ppm、

モニタリング
検査

5 未成熟さやえんどう：生鮮・冷蔵 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 テトラコナゾール 0.03ppm 検出 モニタリング
5 生鮮ピタヤ 農産（加工品含む）コロンビア 11 残留農薬 一律基準 テブコナゾール 0.03ppm 検出 モニタリング
5 生鮮レイシ（ライチ） 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 パクロブトラゾール 0.09ppm 検出 モニタリング
5 生鮮WILD BETAL 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.03ppm 検出 モニタリング
5 生鮮わさび 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ピリメタニル 0.03ppm 検出 モニタリング

5
野草加工品及び香辛料：クミン
（CUMIN POWDER）

農産（加工品含む）インド 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス 0.08ppm 検出 命令検査

5 生鮮ブルーベリー 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 残留農薬 成分規格 マラチオン 0.7ppm 検出 モニタリング

5 生鮮チコリ 農産（加工品含む）フランス 11 残留農薬 一律基準
メタラキシル及びメ
フェノキサム

0.05ppm 検出
モニタリング
検査

5
無加熱摂取冷凍食品：おくら
（FROZEN OKURA）

農産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5
無加熱摂取冷凍食品：マンゴー
(FROZEN MANGO)

農産（加工品含む）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
シロップ漬けあんず(PRESERVED
APRICOT)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.986g/kg 検出 自主検査

5
その他のピーナッツ製品
（PLANTERS HONEY ROASTED
PEANUTS）

豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
29μg/kg(B1:25.9, B2:2.9)
検出

命令検査

5
ピーナッツバター（SKIPPY
CHUNKY PEANUT BUTTER）

豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
23μg/kg(B1:21, B2:1.6) 検
出

命令検査

5 小粒落花生 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
12μg/kg(B1:10.5, B2:1.6)
検出

命令検査

5 大豆 豆類 ブラジル 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 異臭及びカビの発 異臭、カビの発生を認めた 水濡れ 行政検査
5 ライマ豆 豆類 ミヤンマ－ 11 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 530ppm 検出 命令検査

6
ノンアルコールビール
(BRAUPERLE)

飲料 ドイツ 11 食品の規格・基準 製造基準 殺菌 殺菌不足 行政検査

6
その他の酒類（MACADAMIA
NUT HONEY WINE)

飲料 アメリカ合衆国 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）
0.29g/kg 検出

自主検査

6 果汁入り飲料（ACAI EXTRA 飲料 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.06g/kg 検出（対象外使 モニタリング

6
飲食器具：LANDSCAPE DINNER
SET（コップ）

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 （4％酢酸）33μg/ml 検出 自主検査

6
飲食器具：メラミン樹脂製（スプー
ン＆フォークセット）

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 （4％酢酸）45μg/ml 検出 自主検査

6 飲食器具：メラミン樹脂製（椀） 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 （4％酢酸）41μg/ml 検出 自主検査
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6 その他のうるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭及
び変敗

カビの発生、異臭及び変敗
を認めた

水濡れ 行政検査

6 その他のうるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭及
び変敗

カビの発生、異臭及び変敗
を認めた

水濡れ 行政検査

6 その他のうるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭及
び変敗

カビの発生、異臭及び変敗
を認めた

水濡れ 行政検査

6 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

6 うるち精米 穀類（加工品含む）オーストラリア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

6 大麦 穀類（加工品含む）オーストラリア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：めん類 PLAIN NOODLE
（塩水意麺）

穀類（加工品含む）台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 1.8×10
7
/g 自主検査

6 カカオ豆 種実類 エクアドル 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.08ppm 検出 命令検査

6 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
65μg/kg（B1:57.6 , B2:7.8)
検出

命令検査

6 生鮮ごまの種子 種実類 グァテマラ 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.02ppm 検出 モニタリング
6 生鮮ごまの種子 種実類 グァテマラ 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.02ppm 検出 モニタリング
6 亜麻仁油(FLAX SEED OIL) その他の食品 アメリカ合衆国 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 20ppm 検出 自主検査
6 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 一律基準 フェンバレレート 0.06ppm 検出 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類(FRESH
FROZEN EBI FRY BLACK TIGER

水産（加工品含む）ベトナム 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）：えび類(FROZEN EBI
KATSU NEW)

水産（加工品含む）タイ 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）：白身魚フライ（カラー）

水産（加工品含む）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
冷凍切り身・むき身　えび類：加
工、養殖（FROZEN SHELL ON

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.06ppm 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）：FROZEN BREADED
SHRIMP

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出 命令検査

6
冷凍養殖むき身えび（FROZEN
PEELED SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 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

6
無調味乾製品：いか類
(ROASTED SQUID)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0007ppm 検出 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：蒲焼うなぎ(FROZEN
ROASTED EEL KIZAMI VP)

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 動物用医薬品 成分規格
ロイコマラカイトグ
リーン

0.006ppm 検出 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 3.4×10
6
/g 自主検査
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6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類 FROZEN RAW
PEELED SHRIMP

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 4.3×10
6
/g

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）：えび類(FROZEN
BLANCHED BROKEN PD
VANNAMEI WHITE SHRIMP)

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 9.4×10
6
/g 自主検査

6
生食用冷凍切り身マグロ YF
Slice

水産（加工品含む）インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.9×10
5
/g 自主検査

6
生食用冷凍切り身マグロ BE
Negitoro raw meat

水産（加工品含む）インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 2.4×10
5
/g、陽性 自主検査

6
その他の魚肉ねり製品：きざみ天
ぷら

水産（加工品含む）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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：えび類(FROZEN SHRIMP
CROUTON)

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6 生食用冷凍切り身マグロ BE 水産（加工品含む）インドネシア 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：えび類
(FROZEN COOKED PD
VANNAMEI SHRIMP IQF)

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
アラザン（VIOLET
BALLS(PEARLS)(3mm,4mm)）

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 検出 自主検査

6
その他の調味料（油辣椒）（HOT
PEPPER SAUCE）

その他の食品 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン

①242（B1:206.5, B2:35.2）
μg/kg、
②19（B1:16.0, B2:2.7）μ
g/kg 検出

自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：えび類（FROZEN PD
SHRIMP FRITTER WITH RED

その他の食品 ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.06ppm 検出 命令検査

6
その他の菓子類（PEPPERMINT-
SWEETS, SUGARFREE-WITH
SWEETENERS-）

その他の食品 ドイツ 11 添加物 使用基準
ステアリン酸マグネ
シウム、二酸化ケイ
素

ステアリン酸マグネシウム
（対象外使用）、
二酸化ケイ素（ろ過助剤以
外の使用、最終製品に残

行政検査

6
その他に分類されない食品：ケー
シング材料(RUDIN VEGA

その他の食品 オランダ 11 添加物 使用基準 ピロ亜硫酸カリウム
（二酸化硫黄として）0.057
g/kg 検出

自主検査

6

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：白黒ごまのささみカツ
（FROZEN BREADED CHICKEN
PRODUCT WITH WHITE/BLACK
SESAMI）

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.6×10
6
/g 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：ギョウザ（FROZEN
DELICIOUS DUMPLING）

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
非加熱食肉製品：PALETA
JOSELITO LONCHEADA

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 命令検査
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6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：ばれいしょ　FROZEN
POTATO RANGIRI FRY

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.8×10
6
/g 自主検査

6
ブルーベリージャム：CONFITURE
MYRTILLE

農産（加工品含む）
フランス（ブルー
ベリーの原産
国：ウクライナ）

11 食品の規格・基準 放射性物質 セシウム 180Bq/kg 検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：カミメボウキ(HOLY

農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 EPN 0.14ppm 検出
モニタリング
検査

6 乾燥しいたけ 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 アセトクロール
0.19ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

モニタリング
検査

6
野草加工品及び香辛料 :とうがら
し（朝天辣椒ホール）

農産（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
44μg/kg（B1:41.1, B2:2.6)
検出

命令検査

6 乾燥いちじく(DRIED FIGS) 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
132μg/kg（B1:35.2 , B2:4.0
, G1:84.9 , G2:8.1 ) 検出

命令検査

6
中国山椒（花椒、カショウ）
（BLACK SPICY PEPPER
POWDER）

農産（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン

①95μg/kg(B1:87.4,
B2:7.3)、②91μ
g/kg(B1:84.2, B2:7.1)、③90
μg/kg(B1:82.5, B2:7.0) 検

モニタリング
検査

6 野草加工品及び香辛料：ナツメグ 農産（加工品含む）インドネシア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
83μg/kg（B1:76.0 ,
B2:3.5、G1:3.7) 検出

命令検査

6
生鮮 PUK WHAN (アマメシバ、
Katuk)

農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 アメトリン 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

6
漬け物：塩漬け野菜（きざみタクア
ン）

農産（加工品含む）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

0.28g/kg 検出 自主検査

6 漬け物：塩漬け野菜（つぼ漬け） 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウ 0.27g/kg 検出 自主検査
6 漬け物：塩漬け野菜（福神漬け） 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 サッカリンナトリウ 0.87g/kg 検出 自主検査

6 れんこん水煮 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.045g/kg 検出

自主検査

6
その他の野菜の調整品（蓮の新
芽の水煮）(LOTUS
ROOTSTOCK)

農産（加工品含む）ベトナム 11 添加物 使用基準
ソルビン酸カリウ
ム、安息香酸

ソルビン酸カリウム（ソルビ
ン酸として）0.36g/kg 検出、
安息香酸0.17g/kg 検出
（共に対象外使用）

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）：ブロッコリー

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.07ppm 検出
モニタリング
検査

6
その他の果実調整品（MARULA
NAGGETS)

農産（加工品含む）ボツワナ共和国 11 添加物 使用基準
ピロ亜硫酸ナトリウ
ム

（二酸化硫黄として）0.077
g/kg 検出

自主検査

6
発酵茶　混合したもの：DARK
OBSESSION CHOCOLATE

農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準
プロピレングリコー
ル

6.4～7.2% 使用 行政検査

6 生鮮CHIVES FLOWER（花にら) 農産（加工品含む）台湾 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス 0.14ppm 検出 モニタリング
6 生鮮ラディッシュ 農産（加工品含む）イタリア 11 残留農薬 一律基準 ボスカリド 0.03ppm 検出 モニタリング
6 生鮮ブルーベリー 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 残留農薬 一律基準 メトキシフェノジド 0.29ppm 検出 モニタリング
6 生鮮ブルーベリー 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 残留農薬 一律基準 メトキシフェノジド 0.32ppm 検出 モニタリング

6
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN
GRILLED EGGPLANT

農産（加工品含む）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 無加熱摂取冷凍食品：塩味えだ 農産（加工品含む）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
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6 レンズ豆 豆類 フランス 11 残留農薬 成分規格 ピペロニルブトキシ 0.9ppm 検出 自主検査

7
その他の粉末清涼飲料
(POWDER SOFT DRINK GOLLY
JABOTICABA)

飲料 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

7
その他の粉末清涼飲料
(POWDER SOFT DRINK GOLLY
RED CURRANT)

飲料 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

7
動物がん具：（材質組み合わせ・
塗膜なし）ハンドパペット　ライオ
ン　(ZOO HAND PUPPET LION）

器具・おもちゃ 中華人民共和国 62、18
器具・おもちゃ等
の規格基準

原材料の規格
フタル酸ジ-n-ブチ
ル、フタル酸ビス
（2-エチルヘキシ

フタル酸ジ-n-ブチル
0.11%、フタル酸ビス（2-エ
チルヘキシル）1.4% 検出

自主検査

7 動物がん具：DIGGING EGG TOY 器具・おもちゃ 中華人民共和国 62、18
器具・おもちゃ等
の規格基準

原材料の規格
フタル酸ジ-n-ブチ
ル、フタル酸ビス
（2-エチルヘキシ

フタル酸ジ-n-ブチル及び
フタル酸ビス(2-エチルヘキ
シル) 検出

食品衛生法の認識不足 自主検査

7
知育がん具（木製・その他塗膜）：
羊のボードゲーム

器具・おもちゃ スリ・ランカ 62、18
器具・おもちゃ等
の規格基準

原材料の規格
フタル酸ビス（2-エ
チルヘキシル）

フタル酸ビス（2-エチルヘ
キシル）0.3% 検出

自主検査

7
割ぽう具：組み合わせ（RED
APPLE CUTTING BOARD）

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 蒸発残留物
（ヘプタン）13,500μg/ml
検出

自主検査

7
割ぽう具：その他の合成樹脂製フ
ライパン （フッ素樹脂加工）

器具・おもちゃ 大韓民国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 溶出試験 重金属
加工に不具合があった
ため。

自主検査

7 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
30μg/kg（B1:28.7, B2:1.6)
検出

命令検査

7 その他のうるち精米 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭及
び変敗

カビの発生、異臭及び変敗
を認めた

行政検査

7 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

行政検査

7 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

行政検査

7 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
14μg/kg（B1:12.8, B2:1.2)
検出

命令検査

7 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
68μg/kg（B1:58.2, B2:10.0)
検出

命令検査

7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 一律基準 フェンバレレート 0.02ppm 検出 命令検査
7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 一律基準 フェンバレレート 0.05ppm 検出 命令検査
7 生鮮ゴマの種子 種実類 ウガンダ 11 残留農薬 一律基準 ベンダイオカルブ 0.03ppm 検出 モニタリング

7

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類 (FROZEN
BREADED VANNAMEI WHITE
SHRIMP CUTLET)

水産（加工品含む）タイ 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）：えび類(FROZEN
BLACK TIGER NOBASHI FOR

水産（加工品含む）ベトナム 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
未加熱）：えび類

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出

エンロフロキサシンを使
用していた池の水が当
該池に流れ込んでし
まったため。

命令検査
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7
冷凍養殖むき身えび (FROZEN
BLACK TIGER SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.05ppm 検出 命令検査

7 活うなぎ 水産（加工品含む）大韓民国 11 動物用医薬品 成分規格
オキソリニック酸、
エンロフロキサシ
ン、オフロキサシン

オキソリニック酸0.5ppm、
エンロフロキサシン0.04
ppm、オフロキサシン0.02
ppm 検出

命令検査（オ
キソリニック
酸）、モニタリ
ング検査（エ
ンロフロキサ
シン、オフロキ

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：かきフライ（FROZEN
BREADED OYSTER FILLET）

水産（加工品含む）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

7
キャビア（CAVIAR OSCIETRA
ALTESSE）

水産（加工品含む）フランス 10 添加物 指定外添加物 ホウ酸 1,800μg/g 検出 EU向け貨物の誤配 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：あじ唐揚げ

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×10
7
/g 自主検査

7 その他の魚肉ねり製品：ちくわ 水産（加工品含む）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
その他の魚肉ねり製品：焼き竹輪
(FROZEN FISH ROLL)

水産（加工品含む）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
無加熱摂取冷凍食品：えび類
(CULTIVATED FROZEN SHRIMP
DEVEINED SHELL ON COOKED)

水産（加工品含む）グァテマラ 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
加熱）：蒲焼きうなぎ（FROZEN
PREPARED EEL(SHIRO
SHOUYU YAKI))

水産（加工品含む）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 無加熱摂取冷凍食品：しめさば 水産（加工品含む）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
無加熱摂取冷凍食品：バナメイ寿
司海老（あご肉付き）

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
製造工程中の器具の洗
浄不足及び作業者の衛
生管理不足

自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：生紅ズワ
イガニ棒ポーション

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリング
検査

7
冷凍切り身・むき身 いか類：生食
用（FROZEN YARI-IKA SUSHI
HALF-CUT）

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7
冷凍むき身うに：生食用 FROZEN
SEAURCHIN

水産（加工品含む）フィリピン 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数 290/g以上 自主検査

7 冷凍トラフグ （養殖） 水産（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 有毒魚介類 内臓の不完全除去 内臓の不完全除去 製造工程の不徹底 行政検査

7
レトルト殺菌食品あさり(BOILED
SHORT-NECKED CLAM MEAT)

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 発育し得る微生物 陽性 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：F.EGGPLANT
SEAFOOD SANDWICH

その他の食品 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
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7

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：その他の魚類(FROZEN
FRIED PACIFIC SAURY CUT
MEAT さんま揚げ煮)

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

7
スナック菓子類：JACK N'JILL V
CUT

その他の食品 フィリピン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 2μg/g 検出 自主検査

7
その他の調整油脂（MERRYLADY
WHIP TOPPING MILK FAT MIX）

その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

7
その他の調整油脂(QUICKCHOW
INSTANT PANCIT PALABOK)

その他の食品 フィリピン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 139μg/g 検出 自主検査

7 チョコレート (CUA CUA) その他の食品 ペルー 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 21μg/g 検出 モニタリング
7 チョコレート (DONA PEPA) その他の食品 ペルー 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 15μg/g 検出 モニタリング

7 シロップ（TOPPINO VANIGLIA） その他の食品 イタリア 10 添加物
指定外添加物、
使用基準

キノリンイエロー（指
定外添加物）、
ソルビン酸カリウム
（使用基準）

キノリンイエロー 検出、
ソルビン酸カリウム（ソルビ
ン酸として）1.3g/kg 検出

他国向けの商品が誤っ
て出荷されたため

自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：えび春巻き(FROZEN
STEAMED SHRIMP SPRING

その他の食品 ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0005ppm 検出 命令検査

7
その他の他に分類されない調味
料 (FAROFA PRONTA DE
MANDIOCA SUAVE)

その他の食品 ブラジル 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 11mg/kg 検出 命令検査

7 ビスケット類 (CHOCOCHIP その他の食品 大韓民国 11 残留農薬 一律基準 ジクロルボス 1.9ppm 検出 モニタリング

7
ビスケット類 (LOTTE WORLD
CHARACTER COOKIE)

その他の食品 大韓民国 11 残留農薬 一律基準 ジクロルボス
チョコタイプから0.8ppm、
コーヒータイプから2.4ppm
検出

モニタリング
検査

7
ビスケット類（ABC/NIC NAC
BISCUITS）

その他の食品 ベルギー 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.038g/kg 検出

自主検査

7
魚醤（TENTAY SPECIAL PATIS
FISH SAUCE）

その他の食品 フィリピン 11 添加物 使用基準 安息香酸
0.54g/kg 検出（対象外使
用）

自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：海鮮ゴーヤー餃子

その他の食品 日本 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×10
8
/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：海鮮モズク餃子

その他の食品 日本 11 微生物 成分規格 細菌数 2.8×10
7
/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：たこ焼き

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

7
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ
（CHOCOLATE ORANGE PUFF
PASTRY）

その他の食品 フランス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7
非加熱食肉製品：SALAME DI
MILANO CASTELLO

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出
モニタリング
検査

7
ヒドロキシプロピル化リン酸架橋
デンプン

添加物 スウェーデン 11 添加物 成分規格
ヒドロキシプロピル
基

不適合 自主検査

7
食品添加物：ベントナイト
(MICROCOL CL-G)

添加物 フランス 11 添加物 成分規格 ヒ素 不適合 自主検査
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7 キシリトール XYLISORB 700FD 添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 液性 ph4.6
日本向け以外の商品が
誤って出荷されたため

自主検査

7
食品添加物：硫酸アルミニウムカ
リウム

添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 純度試験 溶状 不適合 自主検査

7
ブルーベリージャム(BLUEBERRY
JAM)

農産（加工品含む）
フランス（ブルー
ベリーの原産
国：ポーランド）

11 食品の規格・基準 放射性物質 セシウム 150Bq/kg 検出 自主検査

7 花椒 農産（加工品含む）中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
28μg/kg（B1:25.7, B2: 1.9)
検出

命令検査

7
乾燥いちじく（DRIED FIG FANCY
SOFT GRADE）

農産（加工品含む）イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:12.3) 検出 命令検査

7 乾燥いちじく(DRIED FIGS) 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg（B1:15.1, B2:1.9)
検出

命令検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：アスパラガス

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 アメトリン 0.02ppm 検出 近隣の畑からのドリフト 命令検査

7
冷凍ねぎ (FROZEN WELSH
ONION)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準
アルジカルブスルホ
キシド

0.02ppm 検出 命令検査

7
生鮮その他のかんきつ類
（MANDARINS-MURCOT）

農産（加工品含む）オーストラリア 11 残留農薬 使用基準 イマザリル 0.0051g/kg 検出 自主検査

7
漬け物：オリーブ（SLIＣEＤ
BLACK OLIVES）

農産（加工品含む）スペイン 11 添加物 使用基準 グルコン酸第一鉄 （鉄として）0.16g/kg 検出 自主検査

7 生鮮スナップエンドウ（SNAP 農産（加工品含む）インドネシア 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出 モニタリング

7
冷凍赤とうがらし(FROZEN RED
CHILLI)

農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06ppm 検出
モニタリング
検査

7
その他の農産加工品：SUN
DRIED TOMATO IN OLIVE OIL

農産（加工品含む）トルコ 11 添加物 使用基準
ピロ亜硫酸ナトリウ
ム

(二酸化硫黄として)0.569
g/kg 検出

原材料の乾燥トマトに
使用していたため。

自主検査

7 生鮮セロリ 農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 残留農薬 一律基準 フェンアミドン 0.02ppm 検出 自主検査
7 冷凍野いちご 農産（加工品含む）スペイン 11 残留農薬 一律基準 ブピリメート 0.03ppm 検出 モニタリング
7 トマトペースト（トマトピューレ） 農産（加工品含む）ブラジル 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.62g/kg 検出 製造工程中でのコンタミ 自主検査

7
漬け物：酢漬け野菜
（SCRAMBLED（REVUELTO）

農産（加工品含む）スペイン 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム
（安息香酸として）0.27g/kg
検出

自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：野菜の調
整品（SEASONED INAKAMAKI/
冷凍田舎巻）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.8×10
5
/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：その他の野菜(ALOO

農産（加工品含む）カナダ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：野菜の調
整品（カット焼きなす）

農産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7
シロップ漬け：その他果実
(COCONUT CHIPS)

農産（加工品含む）タイ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.13g/kg 検出
国内向けの貨物を誤っ
て出荷したため。

自主検査

7
いったピーナッツ (HONEY
ROASTED PEANUTS)

豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
103μg/kg（B1:91.0,
B2:11.7 ) 検出

命令検査

7 小粒落花生 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
43μg/kg（B1: 40.2, B2:
2.8) 検出

命令検査
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7 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
122μg/kg（B1:29.7, B2:4.2,
G1:77.5, G2:11.0) 検出

命令検査

7 大豆 豆類 アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

8
その他の粉末清涼飲料
（POWDER SOFT DRINK GOLLY

飲料 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

8 粉末清涼飲料：プーアル茶 飲料 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×10
4
/g 自主検査

8
ノンアルコールビール
(HOLLANDIA NON ALCOHOL

飲料 オランダ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
その他の器具：ナイロン製（バル
ブ部品（BODY-KU1））

器具・おもちゃ 大韓民国 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 27g/ml 検出 自主検査

8
飲食器具：ポリ塩化ビニール製
SALT & PEPPER SET（フタ）

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
ジブチルスズ化合
物

検出 自主検査

8
食品製造用機械：ポリ塩化ビニル
製　（CONVEYOR BELT）

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 1,300μg/g 検出 自主検査

8 割ぽう具：ナイロン製ヘラ 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

12μg/ml 検出 自主検査

8
その他の器具：MULTI PURPOSE
CHOPPER　（多目的チョッパー）
の受け皿（ポリプロピレン樹脂製）

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 蒸発残留物
（4％酢酸）31μg/ml（黒色
受け皿）、95μg/ml（白色
受け皿） 検出

自主検査

8 破砕したもち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、腐敗、
変敗、異臭及び塊

カビの発生、腐敗、変敗、
異臭及び塊化を認めた

水濡れ 行政検査

8 その他うるち精米 穀類（加工品含む）ベトナム 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

8 その他うるち精米 穀類（加工品含む）ベトナム 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

8
即席めん：米めん(DE NHAT
INSTANT PHO-CHICKEN
FLAVOUR)

穀類（加工品含む）ベトナム 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 20μg/g 検出 自主検査

8 小麦 穀類（加工品含む）オーストラリア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

8 大麦（はだか麦を含む） 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 異臭及びカビの発 異臭及びカビの発生 水濡れ 行政検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.02ppm 検出 命令検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.02ppm 検出 命令検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.03ppm 検出 命令検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.07ppm 検出 特定できず 命令検査
8 生鮮コーヒー豆 種実類 メキシコ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.02ppm 検出 モニタリング

8
ピスタチオナッツ：生鮮・冷蔵
（INSHELL PISTACHIO）

種実類 イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
40μg/kg（B1:37.8, B2:2.6)
検出

命令検査

8 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
13μg/kg（B1:10.4, B2:2.2)
検出

モニタリング
検査

8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.08ppm 検出 命令検査

8 活ひらめ（養殖・生食用） 水産（加工品含む）大韓民国 6 微生物 病原微生物
Kudoa
septempunctata 2.0 2.0×10

6
個/g

モニタリング
検査
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8
その他のえび類：冷凍、養殖
(FROZEN HEADLESS BLACK
TIGER)

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

8
その他のえび類：冷凍、養殖
（FROZEN HL CULTURED
BLACK TIGER SHRIMPS）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出
モニタリング
検査

8
冷凍養殖えび（FROZEN
HEADLESS SHELL-ON
SHRIMP"BLUE

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

8
冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
BLACK TIGER
"DEBARUN"BRAND）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類(FROZEN
PEELED SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.05ppm 検出
モニタリング
検査

8
冷凍養殖えび（FROZEN
HEADLESS BLACK TIGER）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

8
冷凍養殖えび(FROZEN
HEADLESS SHELL ON BLACK

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

8
冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
SHELL ON (BLACK TIGER)）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

8 冷凍養殖えび（FROZEN 水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 自主検査

8
冷凍養殖むきえび（FROZEN
EASY PEEL BT）

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

8 生鮮テラピア 水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出 モニタリング

8
無加熱摂取冷凍食品：えび類
(FROZEN EBI TEMPURA)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.04ppm 検出 命令検査

8
無調味乾製品：いか類
（ROASTED SQUID (SUDARE))

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0006ppm 検出 命令検査

8
無調味乾製品：いか類
（ROASTED SQUID)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0009ppm 検出 命令検査

8
水産動物類調味品：えび類
(SALTED SHRIMP PASTE)

水産（加工品含む）ベトナム 11 添加物 使用基準
ソルビン酸カリウム
及び安息香酸ナトリ
ウム

対象外使用 行政検査

8
冷凍養殖えび（FROZEN
HEADLESS SHELL ON BLACK

水産（加工品含む）インド 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.015ppm 検
出

命令検査

8
冷凍養殖えび（FROZEN
SHRIMP）

水産（加工品含む）インド 11 動物用医薬品
成分規格、一律
基準

フラゾリドン（成分規
格）、エトキシキン
（一律基準）

フラゾリドン（ＡＯＺとして）
0.002ppm 検出、エトキシキ
ン0.02ppm 検出

モニタリング
検査

8 活はまぐり 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 プロメトリン 0.03ppm 検出 モニタリング

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：いか類（イカ丸ごと唐

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.5×10
6
/g 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：その他の魚類（FROZEN
CONGER EEL FILLET）

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.4×10
6
/g 自主検査
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8
無加熱摂取冷凍食品：その他の
二枚貝類（ボイルベビーアズマニ

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 6.8×10
6
/g 自主検査

8
冷凍生食用まぐろ（FROZEN
BIGEYE TUNA STEAK)

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.3×10
5
/g、陽性 自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：いか類
(FROZEN CHUKA AJITSUKE
SQUID)

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として)0.032
g/kg 検出

自主検査

8 冷凍切り身まぐろ（生食用） 水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査
8 生食用冷凍鮮魚介類：マス切り身 水産（加工品含む）チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
冷凍生食用まぐろ（FROZEN
YELLOWFIN TUNA STEAK）

水産（加工品含む）大韓民国 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
未加熱）：その他の魚類（FROZEN
IWASHI UME SHISO FRY 70g）

その他の食品 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）：冷凍カレーコロッケ
（FROZEN CURRY CROQUETTE）

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

8 その他の植物性油脂：PALM OIL その他の食品 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 15μg/g 検出 自主検査

8

固形スープ類：農産物を主原料と
するもの HIKARI ONION
CREAM(=SOPAO CREME DE
CEBOLA)

その他の食品 ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：冷凍えび餃子（F.WHITE
GYOZA）

その他の食品 ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.014ppm 検出 命令検査

8
その他の他に分類されない調味
料(SALTED SHRIMP PASTE(え
び味噌))

その他の食品 ベトナム 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 35μg/g 検出 自主検査

8
果実酢("TOSCANO" APPLE
VINEGAR)

その他の食品 ブラジル 11 添加物 使用基準 ピロ亜硫酸カリウム
（二酸化硫黄として）
0.043g/kg 検出

自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：その他の食料品(FROZEN
ZUCCHINI IN BATTER)

その他の食品 イタリア 11 微生物 成分規格 細菌数 1,4×10
5
/g 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：シマガツオ西京焼き

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
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN
NEGITORO

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
加熱食肉製品（包装前加熱）炭火
つくね串（FROZEN STEAMED
CHICHEN STICK）

畜産（加工品含む）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
非加熱食肉製品サラミソーセージ
(IBERIAN SALCHICHON)

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査
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8

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：炭火やきとりももねぎ串
40g素焼き　（STEAMED C. Y-
BL/NEGI 40G）

畜産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8 花粉（BEE POLLEN GRANULES） 畜産（加工品含む）オーストラリア 11 動物用医薬品 成分規格
オキシテトラサイク
リン、テトラサイクリ
ン

オキシテトラサイクリン
0.15ppm、テトラサイクリン
0.04ppm 検出

自主検査

8
食品添加物：アラビアガム(GUM
ARABIC FT PREHYDRATED)

添加物 アメリカ合衆国 11 添加物 成分規格 灰分 不適(4.3%) 自主検査

8
食品添加物：アラビアガム(GUM
ARABIC FT SPRAY DRY

添加物 アメリカ合衆国 11 添加物 成分規格 灰分 不適（4.6%） 自主検査

8
食品添加物：硫酸アルミニウムカ
リウム（みょうばん）

添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 純度試験 溶状 不適合 自主検査

8
ブルーベリージャム（HARRODS
FOODHALL BLUEBERRY JAM)

農産（加工品含む）

イギリス（ブルー
ベリーの原産
国：ポーランド及
びウクライナ）

11 食品の規格・基準 放射性物質 セシウム 190Bq/kg 検出 自主検査

8 乾燥ココナッツ 農産（加工品含む）フィリピン 11 添加物 使用基準 BHT 0.008% 使用（対象外使用） 行政検査

8 ナツメグ（肉ずく） 農産（加工品含む）インドネシア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
62μg/kg（B1:58.7, B2:2.8)
検出

命令検査

8 乾燥いちじく(SOFT FIG DRIED) 農産（加工品含む）ドイツ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
15μg/kg（B1:4.9, G1:8.5,
G2:1.2) 検出

命令検査

8
生鮮グレープフルーツ：LONA
(RUBY RED)

農産（加工品含む）南アフリカ 11 残留農薬 使用基準 イマザリル 0.0054g/kg 検出
モニタリング
検査

8
漬け物：オリーブ OLIVE NERE
AL FORNO(BUSTA OLIVE NERE
AL FORNO)

農産（加工品含む）イタリア 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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：キャッサバ（FROZEN
CASSAVA）

農産（加工品含む）ベトナム 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 41mg/kg 検出 命令検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えだまめ

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

8

生鮮その他のきのこ類
（CHANTERELLES
MASSUES(GOMPHUS
CLAVATUS)：ラッパタケ）

農産（加工品含む）フランス 11 食品の規格・基準 放射性物質 セシウム 220Bq/kg 検出
モニタリング
検査

8 RED CHILLI POWDER 農産（加工品含む）インド 11 残留農薬 成分規格 トリアゾホス

検出 0.21ppm（命令検
査）、
0.19 ppm（モニタリング検
査）（共に生鮮状態に換算

命令検査
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）：ブロッコリー(FROZEN
BROCCOLI)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.15ppm 検出
モニタリング
検査

8 CUMIN POWDER 農産（加工品含む）インド 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス
1.1ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

命令検査
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8
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN
DURIAN PUREE

農産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.9×10
6
/g、陽性 自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：果実の調
整品（FROZEN DURIAN）

農産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.1×10
5
/g、陽性 自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：ほうれんそ
う（FROZEN PREPARED
SPINACH(GOMA-AE))

農産（加工品含む）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 小粒落花生 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
19μg/kg（B1:9.7 , B2:1.1 ,
G1:7.9） 検出

選別工程における衛生
管理不足

命令検査

8 小粒落花生 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
43μg/kg（B1:40.7, B2: 2.2)
検出

命令検査

8 大粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
19μg/kg（B1: 14.6, B2:
3.9) 検出

命令検査

8 大豆 豆類 アメリカ合衆国 11 残留農薬 成分規格 チアメトキサム 0.04ppm 検出 モニタリング

8
即席めん（フライめん）（MI
GORENG PERISA SAMBAL

穀類（加工品含む）インドネシア 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出
モニタリング
検査

9
透明炭酸飲料：SHARK ENERGY
DRINK

飲料 タイ 10 添加物 指定外添加物 重酒石酸コリン 検出 行政検査

9
原料用果汁：アップル (APPLE
JUICE CONCENTRATE)

飲料 トルコ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
その他の器具：ポリスチレン製
（整水器の部品（デリバリーパイ

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 カドミウム 300μg/g 検出 自主検査

9
飲食器具：ホウロウ引き製
（BOWL 16CM DIAMETER）

器具・おもちゃ ベトナム 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.13μg/ml 検出 自主検査

9
飲食器具：ホウロウ引き製
（BOWL 18CM DIAMETER）

器具・おもちゃ ベトナム 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.22μg/ml 検出 自主検査

9
飲食器具：ホウロウ引き製
（BOWL 20CM DIAMETER　バラ

器具・おもちゃ ベトナム 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.08μg/ml 検出 自主検査

9
飲食器具：ホウロウ引き製
（PLATE 18CM DIAMETER）

器具・おもちゃ ベトナム 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.31μg/ml 検出 自主検査

9
飲食器具：ホウロウ引き製
（PLATE 22CM DIAMETER　バラ

器具・おもちゃ ベトナム 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.26μg/ml 検出 自主検査

9
飲食器具：ホウロウ引き製
（PLATE 22CM DIAMETER　バラ

器具・おもちゃ ベトナム 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.23μg/ml 検出 自主検査

9
飲食器具：ホウロウ引き製
（PLATE 22CM DIAMETER　ロー
ズマローズ１）

器具・おもちゃ ベトナム 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.10μg/ml 検出 自主検査

9
飲食器具：ホウロウ引き製
（PLATE 22CM DIAMETER　ロー
ズマローズ２）

器具・おもちゃ ベトナム 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.12μg/ml 検出 自主検査

9
その他の器具：ナイロン製（吐水
口栓（ユニティー整水器（Unity-
589）の部品））

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 19μg/ml 検出 自主検査

9
その他の器具：ナイロン製（整水
器の部品（吐水口栓））

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 19μg/ml 検出 自主検査
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9 折り紙：塗膜なし（赤色） 器具・おもちゃ 中華人民共和国 62、18
器具・おもちゃ等
の規格基準

原材料の規格、
製造基準

指定外着色料 検出
モニタリング
検査

9 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：パン類（FROZEN
CINNAMON SUGAR WHIRL）

穀類（加工品含む）ドイツ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 13mg/kg 検出 自主検査

9
パン（PANETTONE ALL'ACQUA
DI CEDRO NARDINI）

穀類（加工品含む）イタリア 11 添加物 使用基準 ソルビン酸
0.21g/kg 検出（対象外使
用）

自主検査

9 そば 穀類（加工品含む）オーストラリア 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.70 ppm 検出 モニタリング

9 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

9 小麦 穀類（加工品含む）カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭・腐敗・変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

9 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
腐敗、異臭、変敗及
びカビの発生

腐敗、異臭、変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

9 ピスタチオナッツ：生鮮・冷蔵 種実類 イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
9μg/kg（B1:61.2 , B2:7.5)
検出

命令検査

9 生鮮カカオ豆 種実類 カメルーン 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス
0.10ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

モニタリング
検査

9 生鮮ごまの種子 種実類 ボリビア 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.03ppm 検出 モニタリング
9 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 一律基準 フェンバレレート 0.02ppm 検出 命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：あじフライ FROZEN AJI
FRY (MIX PANKO)

水産（加工品含む）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
未加熱）：みみがいむき身
（FROZEN DONKY'S EAR SHELL
(MIMIGAI) MEAT BOIL）

水産（加工品含む）フィリピン 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリング
検査

9
冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
(BLACK TIGER SHRIMP)）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN
BLACK TIGER PRAWN

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出 命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN
PEELED SHRIMP(EASY

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出 命令検査

9

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN
STRETCHED PTO VANNAMEI
SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類(MUKI EBI
(BLACK TIGER))

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出 命令検査
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9
無加熱摂取冷凍食品：えび類（バ
ナメイすし海老（VANNAMEI
SUSHI EBI））

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび（FROZEN BLACK
TIGER SHRIMPS）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび（FROZEN
FEADLESS SHELL ON BLACK

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび(FROZEN
HEADLESS SHELLON TAILON
BLACK TIGER SHRIMP)

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
BLACK TIGER "KING GEORGE"
BRAND）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
HLSO）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび(FROZEN SHRIMP
SHELL ON (BLACK TIGER))

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
SHELL ON）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび（FROZEN
SHRIMPS (BT H/L）)

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖むき身えび（FROZEN
PEELED BLACK TIGER

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PTO VANNAMEI SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PTO STRETCHED (NOBASHI)
BLACK TIGER SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出 命令検査

9
無加熱摂取冷凍食品：えび類
（FROZEN COOKED MUKIEBI）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.002ppm 検
出

命令検査

9
無加熱摂取冷凍食品：やりいか
（ヤリイカソーメン）

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 1.1×10
5
/g 自主検査

9
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ
(FROZEN BLUEFIN TUNA

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.1×10
5
/g、陽性 自主検査

9
その他の魚肉ねり製品：ボタン焼
きちくわ（FROZEN FISH ROLL）

水産（加工品含む）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(ATLANTIC SALMON

水産（加工品含む）チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
無加熱摂取冷凍食品：ズワイガニ
フレーク(FROZEN BOILED CRAB
FLAKE)

水産（加工品含む）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
無加熱摂取冷凍食品：マトウ鯛西
京焼き(FROZEN BLACK OREO
DORY)

水産（加工品含む）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
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9
冷凍むき身あかがい（生食用）
(FROZEN AKAGAI)(FROZEN
SLICED ARK)

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリング
検査

9
冷凍ゆでがに：生食用（FROZEN
BOILED RED SNOW CRAB
FLAKE MEAT）

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
冷凍生食用まぐろ(FROZEN
YELLOWFIN TUNA HAZAI)

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
その他の植物性油脂：CAYENNE
OIL（辣油ソース）

その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 26μg/g 検出 自主検査

9
チョコレート類（BON O
BON(CHOCOLATE)）

その他の食品 アルゼンチン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

9
レトルト殺菌食品：その他の食品
（GITS DAL MAKHANI）

その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

9
レトルト殺菌食品：その他の食品
（GITS PALAK PANEER）

その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 2μg/g 検出 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：その他の食料品  MALAI
KOFTA CURRY

その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：その他の食料品
PUNJABI CHOLEY

その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

9
チョコレート類（FLOWER
COLLECTION（ROZE））

その他の食品 ルクセンブルグ 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（PAD THAI STIR-FRY
SAUCE）

その他の食品 タイ 11 添加物 使用基準 安息香酸
0.085g/kg 検出（対象外使
用）

自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：PIZZA 4 CHEESE

その他の食品 イタリア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
5
/g 自主検査

9
その他の植物性由来の健康食
品：SOYABEAN EXT. 80%

その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.043g/kg 検出 自主検査

9
加熱食肉製品（加熱後包装）：
FROZEN SAUSAGE SETS
35G(PORK) (CHORIZO))

畜産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9
加熱食肉製品（加熱後包装）：
FROZEN SAUSAGE SETS
35G(PORK) (PLAIN))

畜産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9
加熱食肉製品（加熱後包装）：
ポークチップ (COOKED PORK
MEAT PREPARED)

畜産（加工品含む）台湾 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9
加熱食肉製品（加熱後包装）：
FROZEN SAUSAGE SETS
35G(PORK) (LEMON))

畜産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格
E.coli、黄色ブドウ
球菌

E.coli 陽性、

黄色ブドウ球菌 5.0×10
4
/g

自主検査

9 非加熱食肉製品：SALAME 畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

9
シリポリ（メタケイ酸ナトリウムを
主成分とする結晶）：BLACK

添加物 大韓民国 10 添加物 指定外添加物
メタケイ酸ナトリウ
ム

使用 行政検査
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9
シリポリ（メタケイ酸ナトリウムを
主成分とする結晶）：BLUE

添加物 大韓民国 10 添加物 指定外添加物
メタケイ酸ナトリウ
ム

使用 行政検査

9
シリポリ（メタケイ酸ナトリウムを
主成分とする結晶）：YELLOW

添加物 大韓民国 10 添加物 指定外添加物
メタケイ酸ナトリウ
ム

使用 行政検査

9
バター(BEURRE ECHIRE 250G
BASKET AOC)

乳・乳製品 フランス 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）：ほうれんそう(FROZEN
SPINACH(BQF))

農産（加工品含む）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

9 乾燥いちじく(DRIED FIGS) 農産（加工品含む）トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 16μg/kg（B1:16.1) 検出 命令検査

9
野草加工品及び香辛料：とうがら
し(RED CHILLI POWDER)

農産（加工品含む）インド 11
自然毒、残留農
薬

カビ毒、成分規
格

アフラトキシン（残
留農薬）、トリアゾホ
ス（成分規格）

アフラトキシン18μg/kg
（B1:17.8) 検出、
トリアゾホス0.18ppm 検出

命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：ピーマン(FROZEN
GREEN PEPPER)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出 命令検査

9
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ
(FROZEN SOYBEANS)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

9
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ
（塩茹で枝豆） FROZEN SALTED
GREEN SOYA BEAN

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール
0.03ppm（命令検査）、
0.02ppm（モニタリング検
査）

命令検査、モ
ニタリング検
査

9 冷凍赤とうがらし(FROZEN 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出 モニタリング

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えだまめ（FROZEN
SOYBEANS）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.08ppm 検出
モニタリング
検査

9
シロップ漬け：その他の果実
(PALM NUT KAONG WHITE IN

農産（加工品含む）フィリピン 11 添加物 使用基準
ピロ亜硫酸ナトリウ
ム

（二酸化硫黄として）0.098
g/kg 検出

自主検査

9 生鮮コブミカンの葉 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス 0.06ppm 検出 命令検査

9
野草加工品及び香辛料：クミン
(CUMIN POWDER)

農産（加工品含む）インド 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス 0.36ppm 検出 命令検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：その他の食料品(FROZEN
ZUCCHINI BLOSSOMS)

農産（加工品含む）イタリア 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 2.0×10
6
/g、陽性 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：その他の野菜（ALOO

農産（加工品含む）カナダ 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
加熱）：ばれいしょ（FROZEN
FRIED POTATO)

農産（加工品含む）
ニュー・ジーラン
ド

11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
無加熱摂取冷凍食品：マンゴー
(FROZEN MANGO CHUNK)

農産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
その他のピーナッツ製品：イカ
ピー(IKA PI)

豆類 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

9
いったピーナッツ（ROASTED
PEANUTS WITH RED SKIN）

豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
11μg/kg（B1:1.8, G1:7.4,
G2:2.2) 検出

命令検査
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9 小粒落花生 豆類 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
16μg/kg（B1:14.3 ,B2:2.0)
検出

命令検査

9 小粒落花生 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg（B1:16.1 , B2:1.3)
検出

命令検査

10
清涼飲料水：グレープジュース（IN
VINO VERITAS(BLANCO)）

飲料 ドイツ 11 微生物 成分規格 沈殿物・異物 不適 自主検査

10
ゴム製手袋（ニトリルクリア手袋ホ
ワイト）

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 亜鉛 不適 自主検査

10
飲食器具：ポリプロピレン製（６マ
ルチフォーク＆スプーン（半透明
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

原材料の規格、
製造基準

ソルベントグリーン
５

検出 自主検査

10
割ぽう具（ポリ塩化ビニール製）：
OIL POT WITH CAP(パッキン)

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 ヘプタン 1,700μg/ml 検出 自主検査

10 飲食器具：磁器製コーヒーカップ 器具・おもちゃ ブラジル 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 3μg/ml 検出 自主検査

10
割ぽう具：ポリプロピレン製（エッ
グスチーマー(スタンド)）

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 （4％酢酸）110μg/ml 検出 自主検査

10 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、塊化、
変敗及び異臭

カビの発生、塊化、変敗及
び異臭を認めた

水濡れ 行政検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：パン類(FROZEN
CINNAMON SUGAR WHIRL)

穀類（加工品含む）ドイツ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 11mg/kg 検出 自主検査

10 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭、腐敗、固化及
びカビの発生

異臭、腐敗、固化及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

10 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.08ppm 検出 命令検査

10
その他の種実類の調整品
(PEELED BITTER-LESS

種実類 中華人民共和国 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 190mg/kg 検出 自主検査

10
その他の種実類の調整品
(PEELED SWEET APRICOT

種実類 中華人民共和国 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 78mg/kg 検出 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類 EBI

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（えびカツ）

水産（加工品含む）インドネシア 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
モニタリング
検査

10
冷凍無頭養殖えび(FROZEN
HLSO BLACK TIGER SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出 命令検査

10
冷凍養殖えび（F HL BLACK
TIGER SHRIMPS）

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

10 冷凍養殖えび(FROZEN SHRIMP) 水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

10
冷凍養殖えび（HEADLESS
SHELL-ON BLACK TIGER

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出 命令検査

10
無加熱摂取冷凍食品：えび類
（FROZEN BT EBISHIN-HALF
CUT M）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出 命令検査
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10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類(FROZEN PD
VANNAMEI FRITTER SHRIMPS)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0008ppm 検出 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：シーフードミックス

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0006ppm 検出 命令検査

10
冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
BLACK TIGER）

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 成分規格 トリフルラリン 0.002ppm 検出 命令検査

10 活むらさきいがい 水産（加工品含む）オーストラリア 6 自然毒 貝毒 麻痺性貝毒 64MU/g、52MU/g 検出 モニタリング

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：いか類（イカクリスピー）

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.3×10
6
/g 自主検査

10
無加熱摂取冷凍食品：はまぐり
(BOILED SEASONED HARD
CLAM MEAT)

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 8.3×10
6
/g 自主検査

10 その他の魚肉ねり製品：エビつみ 水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
ゆでだこ（FROZEN BOILED
OCTOPUS)

水産（加工品含む）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
生食用冷凍鮮魚介類：トラウトス
ライス切り落とし（TROUT SLICE,
TROUT SALMON KIRIOTOSHI）

水産（加工品含む）ベトナム 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：SMOKED
SALMON SCRAPED MEAT,
FROZEN

水産（加工品含む）エストニア 11 微生物 成分規格 大腸菌群、細菌数 陽性、6.8×10
7
/g 自主検査

10 生食用冷蔵むき身ウニ 水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数 1,400/g以上 モニタリング

10
スナック菓子類：CARAMEL
POPCORN

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 6μg/g 検出 自主検査

10
その他の植物由来の健康食品：
銀河万馬(GINGA BANMA)

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 11μg/g 検出 命令検査

10
その他の洋菓子（MACARON
CANDIED LIME）

その他の食品 フランス 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーⅤ 検出 自主検査

10 チョコレート類（MINI BALLOTIN) その他の食品 フランス 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーⅤ 検出 自主検査

10
その他の他に分類されない食品：
BILBERRY ICE CREAM
PRODUCTS

その他の食品 イタリア 11 添加物 使用基準
プロピレングリコー
ル

0.66% 検出 自主検査

10 醤油(SOYA SAUCE） その他の食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム
（安息香酸として）0.63 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）：サツマイモコロッケ
(sweetpotato croquette)

その他の食品 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 9.6×10
6
/g 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：(FROZEN TAKOYAKI)

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

牛横隔膜・冷凍：加工用未調整品
（BONELESS BEEF SKIRT
DIAPHRAGM BLOCK-CUT
USDA CHOICE OR HIGHER

畜産（加工品含む）アメリカ合衆国 9 衛生証明書不備 衛生証明書不備
衛生証明書の不添
付（法第9条第2項）

衛生証明書の不添付（法
第9条第2項）

行政検査
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10

非加熱食肉製品：LARDO
IBERICO DE BELLOTA SIN
HIERBAS (CURED AND SALTED
IBERICO PORK BACK FAT)

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 命令検査

10
非加熱食肉製品：SALAMINI
ITALIANI ALLA CACCIATORA

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

10

非加熱食肉製品：イベリコハム
（前脚）骨抜きマネトラ(IBERICO
PORK SHOULDER HAM
BONELESS (PALETA DE CERDO
IBERICO DEHUESADA))

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：ローストンカツ

畜産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.4×10
6
/g 自主検査

10
加熱食肉製品（包装後加熱）：
ソーセージ（BURISTO）

畜産（加工品含む）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

10 食品添加物：D-ソルビトール液 添加物 中華人民共和国 11 添加物 純度試験 純度試験 糖類 不適合 自主検査

10
ナチュラルチーズ(PECORINO
TOSCANO)

乳・乳製品 イタリア 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーⅤ 検出 自主検査

10
ミックススパイス（チリペッパー含
有）：HOT RED PEPPER

農産（加工品含む）トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 14μg/kg（B1:13.6） 検出 命令検査

10
乾燥いちじく(ORGANIC DRIED
FIG)

農産（加工品含む）オーストラリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
11μg/kg（B1:9.5, B2:1.1）
検出

命令検査

10
野草加工品及び香辛料：赤とうが
らし（PEPERONCINO PICCOLO）

農産（加工品含む）イタリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
14μg/kg（B1:4.5 , G1:8.1 ,
G2:1.1 ) 検出

命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：にんにく(FROZEN
GARLIC PUREE)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス
0.03ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

モニタリング
検査

10 生鮮　オオバコエンドロ 農産（加工品含む）ラオス 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス
0.48ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

モニタリング
検査

10
乾燥あんず（PRESERVED
APRICOT）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
2.1g/kg 検出

自主検査

10
水煮：その他の水煮きのこ　缶詰
めあわびたけ水煮 (BOILED
BALLINGGU)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.038g/kg 検出

自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：キャッサバ（FROZEN
CASSAVA）

農産（加工品含む）ベトナム 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 64mg/kg 検出 命令検査

10
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
CASSAVA/MANDIOCA AIPIM

農産（加工品含む）ブラジル 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 30mg/kg 検出 命令検査

10 生鮮未成熟さやえんどう 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出 モニタリング

10 生鮮スナップエンドウ 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準
ジフェノコナゾー
ル、フルシラゾール

ジフェノコナゾール
0.02ppm、

命令検査

10 生鮮未成熟さやえんどう 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準
ジフェノコナゾー
ル、フルシラゾール

ジフェノコナゾール0.03ppm
検出、フルシラゾール
0.02ppm 検出

モニタリング
検査
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10 生鮮オオバコエンドロ 農産（加工品含む）ラオス 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06ppm 検出 モニタリング

10
とうがらし調整品（HOT GREEN
PEPPER SAUCE）

農産（加工品含む）ブラジル 11 添加物 使用基準
ソルビン酸、安息香
酸

ソルビン酸0.23 g/kg 検
出、
安息香酸0.32g/kg 検出(ソ
ルビン酸及び安息香酸の

自主検査

10
レッドチリ粗挽き（RED CHILLI
FLAKE)

農産（加工品含む）インド 11 残留農薬 成分規格 トリアゾホス
0.04ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

命令検査

10
その他のジャム(EASIYO
PASSIONFRUIT FLAVOUR
FRUIT SQUIRT)

農産（加工品含む）
ニュー・ジーラン
ド

11 添加物 使用基準
ピロ亜硫酸ナトリウ
ム

（二酸化硫黄として）0.213
g/kg 検出

自主検査

10 生鮮スナップエンドウ 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準
フルシラゾール、ジ
フェノコナゾール

フルシラゾール0.05ppm 検
出、ジフェノコナゾール
0.10ppm 検出

モニタリング
検査

10 生鮮スナップエンドウ 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

プロピコナゾール
（成分規格）、
ジフェノコナゾー
ル、フルシラゾー
ル、ジニコナゾール
（一律基準）

プロピコナゾール0.09ppm
検出、
ジフェノコナゾール0.08
ppm 検出、フルシラゾール
0.03ppm 検出、ジニコナ
ゾール0.02ppm 検出

モニタリング
検査

10
その他の野菜調整品（GINGER
HONEY TEA）

農産（加工品含む）大韓民国 11 添加物 使用基準
ポリソルベート20及
び80

(ポリソルベート80として）
0.020 g/kgを超えて使用

行政検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：ヨモギ（FROZEN
MUGWORTS）

農産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.3×10
6
/g 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：かんしょ　冷凍ボイルさつ
ま芋(FROZEN SWEET POTATO

農産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
乾燥あんず(California Sun Dried
Apricots)

農産（加工品含む）アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 2.8 g/kg 検出 自主検査

10 小粒落花生 豆類 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 14μg/kg（B1:14.1) 検出 命令検査

10 小粒落花生 豆類 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
18μg/kg（B1:16.0, B2:2.0)
検出

命令検査

10 小粒落花生 豆類 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
36μg/kg（B1:8.3, G1:25.2,
G2:2.4) 検出

命令検査

10 小粒落花生 豆類 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
92μg/kg（B1:50.3 , B2:5.9 ,
G1:31.8 , G2:3.9 ) 検出

命令検査

11 ネクター：MANGO DRINK 飲料 スリ・ランカ 11 添加物
指定外添加物、
使用基準

アゾルビン（指定外
添加物）、ソルビン
酸カリウム（使用基

アゾルビン 使用、ソルビン
酸カリウム 不適合（対象外
使用）

行政検査

11 ネクター：MIXED FRUIT DRINK 飲料 スリ・ランカ 11 添加物
指定外添加物、
使用基準

アゾルビン（指定外
添加物）、ソルビン
酸カリウム（使用基

アゾルビン 使用、ソルビン
酸カリウム 不適合（対象外
使用）

行政検査

11 ネクター：LIME DRINK 飲料 スリ・ランカ 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム 対象外使用 行政検査
11 ネクター：PASSION FRUIT DRINK 飲料 スリ・ランカ 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム 対象外使用 行政検査
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11
その他の粉末清涼飲料：
INSTANT DRINK MIX CASHEW

飲料 ブラジル 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム
（安息香酸として）0.14g/kg
検出（対象外使用））

自主検査

11
グレープジュース：NAHE 2011
TRAUBENSAFT MORIO-

飲料 ドイツ 11 食品の規格・基準 成分規格 異物 不適 自主検査

11 飲食器具：錫合金製 (GOBLET) 器具・おもちゃ イタリア 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

原材料の規格 アンチモン 8％ 含有 自主検査

11
飲食器具：ホウロウ引き製マグ
（ENAMEL WARES (TE119)）

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 0.15μg/ml 検出 自主検査

11
飲食器具：ホウロウ引き製マグ
（ENAMEL WARES (TE121)）

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 0.25μg/ml 検出 自主検査

11
その他の器具：ポリフェニレン
エーテル製製氷機部品
（HOUSING COVER）

器具・おもちゃ 大韓民国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 470μg/g 検出 自主検査

11
飲食器具：ホウロウ引き製蓋
（ENAMEL WARES (HS1431)）

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 1.5μg/ml 検出 自主検査

11
飲食器具：ポリスチレン製おもしろ
箸（アリス柄）

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

製造基準 指定外着色料 溶出 自主検査

11

飲食器具：ポリスチレン製おもしろ
箸（ベビーうさぎ柄、ベビーくま
柄、ひよこ柄、りんご柄、みかん
柄、きりん柄、かえる柄、赤ずきん

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

製造基準 指定外着色料 溶出 自主検査

11
その他の器具：ポリプロピレン製
(CARTRIDGE FILTER)

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 （ヘプタン）389μg/ml 検出 自主検査

11
その他の器具：ポリプロピレン製
手袋(FIT TECH GLOVES M)

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
（ヘプタン）300μg/ml、
（4％酢酸）47μg/ml 検出

自主検査

11 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
11μg/kg（B1:10.0, B2:1.3)
検出

命令検査

11 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:12.1) 検出
ZEN-NOH
GRAIN
CORPORATI

11 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
19μg/kg（B1:16.5 , B2:2.2)
検出

命令検査

11 小麦 穀類（加工品含む）カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭、
固化及び腐敗

カビの発生、異臭、固化及
び腐敗を認めた

水濡れ 行政検査

11 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、腐敗、
異臭及び固化

カビの発生、腐敗、異臭及
び固化を認めた

水濡れ 行政検査

11 うるち精米 穀類（加工品含む）ベトナム 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ
ANGIMEX-
KITOKU
LIMITED

11 小麦 穀類（加工品含む）カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

行政検査

11 小麦 穀類（加工品含む）カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭、腐敗、固化及
びカビの発生

異臭、腐敗、固化及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査

11 小麦 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
異臭・腐敗・変敗及
びカビの発生

異臭、腐敗、変敗及びカビ
の発生を認めた

水濡れ 行政検査



輸入食品違反事例一覧　（平成２４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 原因 備考

11 生鮮カカオ豆 種実類 ベネズエラ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.02ppm 検出 命令検査

11 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス
0.2ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

モニタリング
検査

11 亜麻の種子（LINSEED） 種実類 中華人民共和国 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 210mg/kg 検出 自主検査
11 生鮮カカオ豆 種実類 カメルーン 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.07ppm 検出 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えびフライ（FROZEN
BREADED VANNAMEI SHRIMP）

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類(FROZEN
BLACK TIGER PD BLANCHED

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN BT
SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

11
冷凍養殖えび：FROZEN
HEADLESS SHELL ON BLACK
TIGER SHRIMPS

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

11
冷凍養殖えび：FROZEN
HEADLESS SHELL-ON BLACK

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

11
冷凍養殖有頭えび（FROZEN
PHILIPPINES
SHRIMP"MAGELLAN"BRAND)

水産（加工品含む）フィリピン 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出
モニタリング
検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：えび類(POWDERED BABY
SHRIMP FRY)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出 命令検査

11
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PDTO NOBASHI BLACK TIGER
SHRIMP)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出 命令検査

11

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN
SHRIMP PEELED TAIL ON
(SHINKEN SHOBU)）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0017ppm 検出

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：シーフードミックス
（SEAFOOD MIX）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0005ppm 検出 命令検査

11
無調味乾製品：えび類（DRIED
BABY SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0067ppm 検出 命令検査

11
冷凍切り身・むき身いか類：
FROZEN CUTTLEFISH FILLET
COMB CUT (HANAIKA)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0027ppm 検出 命令検査

11 冷凍天然むき身えび (PD 水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 クロラムフェニコー 0.0006ppm 検出 命令検査

11
冷凍養殖えび：FROZEN BLACK
TIGER SHRIMP

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0010ppm 検出 命令検査
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11
冷凍ズワイガニむき身（FROZEN
RAW SNOW CRAB MEAT (NON
SEASONED)）

水産（加工品含む）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

（二酸化硫黄として）
0.133g/kg 検出

自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：えび類
（BOILED SUSHI VANNAMEI
SHRIMP）

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×10
5
/g 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：サーモンフ
レーク（FROZEN ATLANTIC
SALMON FLAKE）

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 3.0×10
5
/g 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：その他の
魚類（FROZEN S TEKKASHIN

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.0×10
5
/g 自主検査

11
ゆでだこ：FROZEN BOILED
OCTOPUS SLICE

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 3.8×10
5
/g、陽性

11
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ
（FROZEN YELLOWFIN TUNA
BITS & PIECES）

水産（加工品含む）スリ・ランカ 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.8×10
5
/g、陽性 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：煮あなご
（BOILED CONGER EEL SLICE）

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 2.2×10
5
/g、陽性 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：しゃこ類
（FROZEN BOILED SHAKO

水産（加工品含む）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

11
調味料：PENINSULA XO CHILLI
SAUCE

その他の食品 香港 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 10μg/g 検出 自主検査

11
チョコレート類（JEWELRY
CHOCOLATE "GARNET"）

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

11 チョコレート類：FIG CHOCO その他の食品 スペイン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
11μg/kg（B1: 4.7, G1: 6.7)
検出

自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：えび春巻き（FROZEN
STEAMED SHRIMP SPRING

その他の食品 ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格
クロラムフェニコー
ル

0.0034ppm 検出 命令検査

11 チョコレート類： その他の食品 スペイン 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
チョコレート類：LITTLE SWEET
HOME

その他の食品 スペイン 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
米菓：久助あられ（RICE
CRACKERS）

その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ポリソルベート80 0.027g/kg 検出 自主検査

11 ケチャップ（TOMATO KETCHUP） その他の食品 インド 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム 対象外使用 行政検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：米飯類（カニチャーハン
(FROZEN CRAB FRIED RICE)）

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×10
5
/g 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：米飯類（エビチャーハン
(FROZEN SHRIMP FRIED RICE)）

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
冷凍豚肉調整品：BUTIFARRA
VACIO/BUTIFARRA IBERICA

畜産（加工品含む）スペイン 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.150g/kg 検出

自主検査
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11
冷凍豚肉調整品：IBERIAN
SAUSAGE/LONGANIZA IBERICA

畜産（加工品含む）スペイン 11 添加物 使用基準
亜硫酸ナトリウム、
着色料

亜硫酸ナトリウム（二酸化
硫黄として）0.129g/kg 検
出、

自主検査

11
冷凍牛肉：加工用未調整品
（SHORT RIB CAP）

畜産（加工品含む）アメリカ合衆国 9 衛生証明書不備 衛生証明書不備
衛生証明書の不添
付（法第9条第2項）

衛生証明書の不添付（法
第9条第2項）

行政検査

11
冷凍牛肉：加工用未調整品
（SHORT RIB CAP）

畜産（加工品含む）アメリカ合衆国 9 衛生証明書不備 衛生証明書不備
衛生証明書の不添
付（法第9条第2項）

衛生証明書の不添付（法
第9条第2項）

行政検査

11
冷凍牛肉：加工用未調整品
（SHORT RIB BONE-IN）

畜産（加工品含む）アメリカ合衆国 9 衛生証明書不備 衛生証明書不備
衛生証明書の不添
付（法第9条第2項）

衛生証明書の不添付（法
第9条第2項）

行政検査

11
非加熱食肉製品(SALAME
FINOCCHIONA)

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出
モニタリング
検査

11
非加熱食肉製品：PROSCIUTTO
DI PARMA DISOSSATO A
MATTONELLA

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

11
非加熱食肉製品：RIFILATURE DI
PROSCIUTTO CRUDO
STAGIONATO DISOSSATO

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

11
非加熱食肉製品：SALAME
BRIGANTINO STAG. DOLCE

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 命令検査

11
非加熱食肉製品：STROLGHINO
FLOW PACK G150

畜産（加工品含む）イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

11 粉末セルロース (VITACEL HF 添加物 ドイツ 11 添加物 成分規格 灰分 不適（0.91%） 自主検査
11 食品添加物：L-メチオニン 添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 強熱残分 不適(0.23%) 自主検査

11
食品添加物：カラヤガム（INTL
GUM-TEX）

添加物 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×10
4
/g 自主検査

11
食品添加物：L-グルタミン酸ナト
リウム

添加物 インドネシア 11 添加物 成分規格 純度試験 溶状 不適合
モニタリング
検査

11 ナチュラルチーズ(BURRATINA) 乳・乳製品 イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 モニタリング

11
マンゴーフルーツジャム（MANGO
FRUIT JAM）

農産（加工品含む）インド 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム 対象外使用 行政検査

11
ミックスフルーツジャム（MIX
FRUIT JAM）

農産（加工品含む）インド 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム 対象外使用 行政検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：むきえだまめ（FROZEN
SOYBEAN MEAT）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

11
ミックススパイス：FISH MASALA
POWDER

農産（加工品含む）パキスタン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①15μg/kg（B1:14.7)、
②20μg/kg（B1:18.5,
B2:1.1) 検出

11
野草加工品及び香辛料：カレー粉
（CURRY POWDER）

農産（加工品含む）パキスタン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①15μg/kg（B1:14.7)、
②12μg/kg（B1:11.9)、
③13 μg/kg（B1:12.8) 検出

11 乾燥いちじく（DRIED FIGS) 農産（加工品含む）トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 14μg/kg（B1:14) 検出 命令検査
11 乾燥いちじく：DRIED FIGS 農産（加工品含む）トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 26μg/kg（B1: 25.7) 検出 命令検査
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11 生鮮オレンジ：KANGARA(VAL) 農産（加工品含む）オーストラリア 11 添加物 使用基準 イマザリル 0.0064g/kg 検出
VITOR
MARKETING
PTY LTD

11 生鮮オレンジ：VITOR(VAL) 農産（加工品含む）オーストラリア 11 添加物 使用基準 イマザリル 0.0059g/kg 検出
VITOR
MARKETING
PTY LTD

11
生鮮ハイゴショウ(Wildbetal
Leafbush)

農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 エポキシコナゾール 0.03ppm 検出
モニタリング
検査

11 その他の農産加工品：T-FIBRE 農産（加工品含む）タイ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 13mg/kg 検出 命令検査

11

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：キャッサバ(FROZEN
MANDIOCA PRE-
COZIDA(BOILED CASSAVA))

農産（加工品含む）タイ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 23mg/kg 検出 命令検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えだまめ(FROZEN
GREEN SOYA BEAN)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.06ppm 検出 命令検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：ほうれんそう (FROZEN
SPINACH)

農産（加工品含む）インドネシア 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.03ppm 検出
モニタリング
検査

11 生鮮スナップエンドウ 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.06ppm 検出 命令検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：他の野菜調整品
（FROZEN KALE CUT）

農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準
メタラキシル及びメ
フェノキサム

0.02ppm 検出
モニタリング
検査

11 生鮮いちご 農産（加工品含む）大韓民国 11 残留農薬 一律基準 メトコナゾール 0.04ppm 検出 モニタリング
11 生鮮いちじく 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬 一律基準 モノクロトホス 0.02ppm 検出 モニタリング

11
パイナップルジャム（PINEAPPLE
FRUIT JAM）

農産（加工品含む）インド 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム 対象外使用 行政検査

11

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：タピオカパール
（TAPIOCA PEARL FROZEN
CRYSTAL BEAN W/ORIGINAL

農産（加工品含む）台湾 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 3.4×10
6
/g、陽性 自主検査

11
くりの調整品（栗甘露煮：BOILED
VEGETABLES）

種実類 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として）
0.036g/kg検出

自主検査

11
塩蔵ごぼう(SALTED
BURDOCKS)

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 次亜硫酸ナトリウム
（二酸化硫黄として)0.048
g/kg 検出

自主検査

11

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：FROZEN FRENCH FRIED
POTATO（FAIR ISLE
SHOESTRING）

農産（加工品含む）カナダ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11
その他の果実の調整品：金柑砂
糖漬け（SYRUP ZUKE KINKAN）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.033g/kg 検出 自主検査

11
レトルト殺菌食品：スイートコーン
（SWEET CORN VACUUM
PACKED）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 発育し得る微生物 陽性
モニタリング
検査



輸入食品違反事例一覧　（平成２４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 原因 備考

11
いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS IN SHELL

豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
16μg/kg（B1: 2.6, G1: 9.9,
G2: 3.9 ) 検出

命令検査

11
いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS IN SHELL

豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
57μg/kg（B1:47.7, B2:7.8,
G1:1.6) 検出

命令検査

11
いったピスタチオナッツ：
PISTACHIO ROASTED &

種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
18μg/kg（B1:16.2 , B2:1.3)
検出

自主検査

11 小粒落花生 豆類 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg（B1:15.2, B2:2.2)
検出

命令検査

11 小粒落花生 豆類 アルゼンチン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
34μg/kg（B1: 30.0 , B2:
4.4) 検出

命令検査

11 大豆 豆類 ブラジル 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

12
原料用果汁：ライチ(FROZEN
LYCHEE JUICE)

飲料 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
粉末清涼飲料：インスタントコー
ヒー（INSTANT COFFEE）

飲料 ラオス 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×10
4
/g 自主検査

12
粉末清涼飲料：高麗人参茶
(NANO PANAX KOREA)

飲料 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.6×10
3
/g 自主検査

12
清涼飲料水：アップルジュース（森
の恵みのりんごジュース）

飲料 スペイン 11 食品の規格・基準 成分規格 成分規格不適合 異物 不適 自主検査

12
その他の器具（ポリカーボネート
製）：SLOW JUICER部品（ドラム
キャップ、スクリュー）

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 材質試験
ビスフェノールＡ（フェノー
ル及びp-tert-ブチルフェ
ノールを含む。）760μg/g

自主検査

12
飲食器具：メラミン樹脂製(3.5"
ROUND CUP ITEM NO.SC385-
SOCCER)

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 （4％酢酸）38μg/ml 検出 自主検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 11μg/kg（B1:11.0) 検出 命令検査
12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 11μg/kg（B1:10.7) 検出 命令検査
12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:11.8) 検出 命令検査
12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:11.8） 検出 命令検査
12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:12.2） 検出 命令検査
12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 13μg/kg（B1:13.3) 検出 命令検査
12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 13μg/kg（B1: 13.0) 検出 命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
16μg/kg（B1:14.7 , B2:1.3）
検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg（B1:16.2, B2:1.1)
検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
18μg/kg（B1:16.4, B2:1.5)
検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
19μg/kg（B1:17.4, B2:1.2)
検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
26μg/kg（B1:23.9, B2:1.7)
検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
アフラトキシン 26μg/kg
（B1:24.0, B2:1.8) 検出

命令検査
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12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
28μg/kg（B1:25.5, B2:2.0)
検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
35μg/kg（B1:32.7, B2:2.1)
検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
36μg/kg（B1: 33.3, B2:
2.3) 検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
77μg/kg（B1:71 , B2:5.6 )
検出

命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 11μg/kg（B1: 11.4) 検出 命令検査

12 とうもろこし 穀類（加工品含む）アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg（B1: 14.3, G1:
2.6) 検出

命令検査

12 うるち精米 穀類（加工品含む）タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び異
臭

カビの発生及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

12 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
38μg/kg（B1: 12.5, B2: 1.6,
G1: 20.7, G2: 3.5) 検出

命令検査

12 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
18μg/kg（B1: 16.0, B2:
2.0） 検出

命令検査

12 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
37μg/kg（B1: 27.8, B2: 5.1,
G1: 4.4) 検出

命令検査

12 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 イミダクロプリド 0.07ppm 検出 命令検査
12 生鮮ゴマの種子 種実類 パラグアイ 11 残留農薬 一律基準 カルバリル 0.06ppm 検出 モニタリング

12 生鮮カカオ豆 種実類 カメルーン 11 残留農薬 成分規格
シペルメトリン、クロ
ルピリホス

シペルメトリン0.07ppm、ク
ロルピリホス0.16ppm 検

自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：FROZEN VANNAMEI
PD STG SHRIMP

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

12
無加熱摂取冷凍食品：えび類
（FROZEN SHRIMP BOIL PD）

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

12
冷凍養殖えび：FRESH FROZEN
HEADLESS SHELL-ON BLACK
TIGER SHRIMPS

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

12
冷凍養殖えび：FROZEN RAW
HEAD-ON SHELL-ON BLACK
TIGER SHRIMP

水産（加工品含む）インド 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.04ppm 検出 命令検査

12
冷凍養殖えび：FROZEN SHRIMP
SHELL ON (BLACK TIGER)

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.03ppm 検出 命令検査

12
冷凍養殖むき身えび：FROZEN
SHRIMP BT NOBASHI EBI

水産（加工品含む）ベトナム 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 命令検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：FROZEN SHRIMPS
EBITEN(BT)

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出 命令検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：海鮮串揚げセット

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出 命令検査
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12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：蒲焼きうなぎ(FROZEN
ROASTED EEL(KABAYAKI))

水産（加工品含む）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 0.011ppm 検出 命令検査

12
生食用冷凍鮮魚介類：開き生海
老(FROZEN PEELED SHRIMP
(SUSHI EBI))

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.02ppm 検出 命令検査

12 活スッポン 水産（加工品含む）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
リン

0.4ppm 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）：えびフライ（FROZEN
BREADED SHRIMP STICK）

水産（加工品含む）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
リン

0.04ppm、0.06ppm 検出 命令検査

12
冷凍むき身ズワイガニ：生ズワイ
カニ棒ポーション(FROZEN SNOW
CRAB PORTION)

水産（加工品含む）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

（二酸化硫黄として）
0.10g/kg 検出

自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：シーフードミックス
（FROZEN SEAFOOD MIX TOP

水産（加工品含む）ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.003ppm 検
出

命令検査

12

冷凍むき身養殖えび：RAW
FRESH FROZEN SHRIMPS
PEELED & UNDEVEINED BLACK
TIGER(AQUA CULTURE) "NILA"
BRAND

水産（加工品含む）インド 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.002ppm 検
出

命令検査

12
冷凍養殖えび：FROZEN HL
VANNAMEI SHRIMPS

水産（加工品含む）インド 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.002ppm 検
出

命令検査

12
冷凍養殖えび：FROZEN HL
VANNAMEI SHRIMPS

水産（加工品含む）インド 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン
（ＡＯＺとして）0.003ppm 検
出

命令検査

12
ゆでだこ：FROZEN BOILED
OCTOPUS SLICE

水産（加工品含む）フィリピン 11 微生物 成分規格 細菌数 4.4×10
5
/g 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：FROZEN

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.6×10
6
/g 自主検査

12

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：えび類（FROZEN PTO
BREADED VANNAMEI WHITE
SHRIMP）

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 6.6×10
6
/g 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：その他の魚類（ふかひ
れ糸状（FROZEN SHARK FIN））

水産（加工品含む）インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 7.3×10
6
/g 自主検査

12
無加熱摂取冷凍食品：その他の
魚類（タラ（FROZEN SMOKED
BLACK COD））

水産（加工品含む）カナダ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
6
/g 自主検査

12
無加熱摂取冷凍食品：二枚貝
(FROZEN BOILED SCALLOP
MEAT HIRAKI)

水産（加工品含む）中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 2.4×10
5
/g 自主検査

12
生食用冷凍鮮魚介類：FROZEN
SEAFOOD MIX(SY)

水産（加工品含む）ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.6×10
5
/g、陽性 自主検査
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12
無加熱摂取冷凍食品：いか類
(FROZEN SQUID HALFCUT)

水産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 2.3×10
5
/g、陽性 自主検査

12
その他の魚肉ねり製品：FROZEN
FRIED TEMPURA(EBI-FUKI)

水産（加工品含む）タイ 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：ます（トラ
ウト TRIM-E）

水産（加工品含む）チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
モニタリング
検査

12
無加熱摂取冷凍食品：ゆでズワイ
ガニ（FROZEN BOILED RED
SNOW CRAB MEAT）

水産（加工品含む）大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
無加熱摂取冷凍食品：寿司海老
（CHINA FROZEN BOILED
VANNAMEI SHRIMP）

水産（加工品含む）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

12
チョコレート類：フランボアーズ
(BONBON CHOCOLAT
FRAMBOISE)

その他の食品 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

12
チョコレート類：SILACH
BAMBULA WITH PEANUT

その他の食品 ウクライナ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
25μg/kg（B1: 23.0, B2:
2.0) 検出

自主検査

12 スナック菓子類（SHRIMP その他の食品 ベトナム 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

12

その他の植物由来の健康食品：
冬虫夏草エキスパウダー
（FERMENTATION CORDYCEPS
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 6μg/g 検出 自主検査

12
その他の洋菓子：カリソン
（CALISSONS（10454））

その他の食品 フランス 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 13mg/kg 検出 自主検査

12
果実ソース：ヴィンコットレモン
(LEMON VINCOTTO VINEGAR)

その他の食品 イタリア 11 添加物 使用基準 ソルビン酸
0.06g/kg 検出（対象外使
用）

自主検査

12
その他の健康食品：ヘルシーライ
フ（HEALTHY LIFE(HANIL-HL)）

その他の食品 大韓民国 10 添加物 指定外添加物 ヨウ化カリウム 使用 行政検査

12
とうがらし調整品：HOT RED
PEPPER SAUCE

その他の食品 ブラジル 11 添加物 使用基準
安息香酸、ソルビン
酸

安息香酸0.07g/kg 検出、ソ
ルビン酸0.04g/kg 使用（と
もに対象外使用）

自主検査、行
政検査

12

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：FROZEN BOILED
SQUID TUBE STUFFS INSIDE
BOILED STICKY RICE

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 3.1×10
7
/g 自主検査

12

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：FROZEN FULLY
STEAMED SQUID TUBE INSIDE
STEAMED STICKY RICE

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 5.0×10
6
/g、陽性 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：その他の食料品（FROZEN
TAKOYAKI）

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

12
その他の健康食品：前立泉4080
（HANIL4080）

その他の食品 大韓民国 11 添加物 使用基準 硫酸亜鉛 対象外使用 行政検査
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12
非加熱食肉製品：FUET
CHORIZO EXTRA

畜産（加工品含む）スペイン 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）2.2g/kg
検出

自主検査

12
非加熱食肉製品：JAMON
SERRANO SIN
HUESO/BONELESS SERRANO

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

12
非加熱食肉製品：LOMO DE
CEBO IBERICO/IBERIC LOIN

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

12
非加熱食肉製品：SPANISH SLIM
SALAMI (FUETEC)

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

12
非加熱食肉製品：SPANISH SLIM
SALAMI (FUETEC)

畜産（加工品含む）スペイン 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 命令検査

12
食品添加物：L-グルタミン(L-
GLUTAMINE)

添加物 ドイツ 11 添加物 成分規格
純度試験、強熱残
分

純度試験：溶状 不適、液
性 不適(pH4.2)、強熱残
分：不適(0.12%)

自主検査

12
ナチュラルチーズ：ゴルゴンゾラ
(GORGONZOLA DOP ELIT
PICCANTE)

乳・乳製品 イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出 自主検査

12
ナチュラルチーズ：ゴルゴンゾラ
（GORGONZOLA DOP

乳・乳製品 イタリア 6 微生物 病原微生物 リステリア菌 検出
モニタリング
検査

12
その他の果実の調整品：ミックス
果実チップス（FRUITS MIXED）

農産（加工品含む）中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 15μg/g 検出 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
加熱）：その他の穀類調整品（油
条（YOU TIAO））

穀類（加工品含む）中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出 自主検査

12
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
野菜の調整品（MADRAS FISH
CURRY）

農産（加工品含む）インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 使用 行政検査

12
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
野菜の調整品（SAUTEED

農産（加工品含む）インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

12 乾燥ぜんまい：DRIED OSMUND 農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 アセトクロール
0.03ppm 検出（生鮮状態に
換算した値）

モニタリング
検査

12 生鮮未成熟さやえんどう 農産（加工品含む）タイ 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.04ppm 検出 命令検査
12 生鮮パプリカ 農産（加工品含む）大韓民国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出 モニタリング
12 生鮮パプリカ 農産（加工品含む）オマーン 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.07ppm 検出 モニタリング
12 生鮮パッションフルーツ 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06ppm 検出 モニタリング
12 生鮮未成熟さやいんげん 農産（加工品含む）オマーン 11 残留農薬 一律基準 シロマジン 0.02ppm 検出 モニタリング
12 生鮮未成熟さやいんげん 農産（加工品含む）オマーン 11 残留農薬 一律基準 シロマジン 0.02ppm 検出 モニタリング
12 生鮮未成熟さやいんげん 農産（加工品含む）オマーン 11 残留農薬 一律基準 シロマジン 0.10ppm 検出 モニタリング

12 漬け物：酢漬け野菜（GHERKINS） 農産（加工品含む）スペイン 11 添加物 成分規格 ピロ亜硫酸カリウム
（二酸化硫黄として）
0.056g/kg 検出

自主検査

12 生鮮未成熟さやいんげん 農産（加工品含む）メキシコ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

フィプロニル（成分
規格）、フロニカミド
（一律基準）

フィプロニル0.003ppm 検
出、フロニカミド0.59ppm 検
出

モニタリング
検査

12 発酵茶：紅茶（BLACK TEA） 農産（加工品含む）インド 11 農薬 成分規格 プロパルギット 13ppm 検出 モニタリング
12 発酵茶：紅茶（BLACK TEA） 農産（加工品含む）インド 11 残留農薬 成分規格 モノクロトホス 0.6ppm 検出 モニタリング
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12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前
未加熱）：こまつな（小松菜カット
（BQF KOMATSUNA CUT））

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ルフェヌロン 0.03ppm 検出
モニタリング
検査

12
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ
（FROZEN SOY BEANS）

農産（加工品含む）台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
乾燥かんぴょう：DRIED GOURD
SHAVING（BLEACHED）

農産（加工品含む）中華人民共和国 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 6.1g/kg 検出 自主検査

12
糖化用タピオカデンプン：
TAPIOCA STARCH SUPER HIGH

農産（加工品含む）タイ 11 微生物 成分規格 二酸化硫黄 0.36g/kg 検出
モニタリング
検査

12
いったピーナッツ：AJITSUKI
PEANUTS

豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
215μg/kg（B1: 184.6, B2:
29.9) 検出

命令検査

12
いったピーナッツ：DRY ROASTED
PEANUTS UNSALTED

豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
40μg/kg（B1:35.4, B2:4.9)
検出

命令検査

12
いったピーナッツ：味付けピーナッ
ツ（ROASTED PEANUTS WITH
SKIN）

豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
229μg/kg（B1:37.6, B2:5.9,
G1:146.7, G2:38.4) 検出

命令検査

12
いったピスタチオナッツ：
ROASTED SALTED PISTACHIO

種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
50μg/kg（B1: 45.2, B2:
4.8) 検出

自主検査

12 小粒落花生 豆類 南アフリカ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 11μg/kg（B1: 11.3) 検出 命令検査
12 緑豆 豆類 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ホキシム 0.16ppm 検出 モニタリング


