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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 生鮮カカオ豆 種実類 コートジボワール共和国 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.06ppm 検出 モニタリング検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：カジ
キマグロ串さしフライ

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

1
その他の調整油脂（SHIITAKE SAUCE（SPICY
FLAVOR））

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

1 チョコレート類：GIFT BOX CUP CAKE MINT その他の食品 スペイン 10 添加物 指定外添加物 アシッドブルー3ナトリウム 検出 自主検査

1
チョコレート（TDC1 DARK CHOCOLATE
TRUFFLE）

その他の食品 ラトヴィア 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

1 チョコレート類：DESIR その他の食品 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 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 15μg/kg（B1:13.1 , B2:1.7) 検出 命令検査

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 27μg/kg（B1:24.5 , B2:2.3) 検出 命令検査

1 ハトムギ 穀類（加工品含む） タイ 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

1 生鮮ハスの種子 種実類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
663μg/kg（B1:220.4, B2:16.3,
G1:378.3, G2:47.7 ) 検出

モニタリング検査

1 ナツメグ(ORGANIC NUTMEG) 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 107μg/kg（B1:94.6, B2:12.7) 検出 命令検査

1 ナツメグ(ORGANIC NUTMEG) 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 65μg/kg（B1:55.1, B2:9.6) 検出 命令検査

1 乾燥いちじく（DRIED FIG（CONADRIA）） 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
78 μg/kg　（B1:21.1, B2:1.9,
G1:50.9, G2:3.7) 検出

命令検査

1 いったアーモンド 種実類 スペイン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
57μg/kg（B1:39.0, B2:3.5, G1:13.2,
G2:1.4 ) 検出

命令検査

1 いったピーナッツ 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 24μg/kg（B1:19.9, B2:3.8 ) 検出 命令検査

1 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（B1:3１.0, B2:2.7) 検出 命令検査

1 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
35μg/kg（B1:16.9 , B2:2.4 , G1:13.4
, G2:2.4 ) 検出

命令検査

1 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 30μg/kg（B1:25.8, B2:4.0) 検出 命令検査

1
大粒落花生（CHINESE GROUNDNUT
KERNELS）

豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 29μg/kg（B1:26.4, B2:2.3) 検出 命令検査

1
大粒落花生（CHINESE GROUNDNUT
KERNELS）

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（B1:9.9, B2:1.1, G1:18.3,
G2:1.8) 検出

命令検査

1
無加熱摂取冷凍食品：えび類（F COOKED
SUSHI VANNAMEI SHRIMP（バナメイすし海
老））

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

1
その他の他に分類されない調味料（CHILLI
SHRIMP SALT）

その他の食品 ベトナム 10 添加物 指定外添加物 オレンジⅡ 検出 自主検査

1
飲食器具：ホウロウ引き製（#D11BRM MUG
BUR MARBLE）

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 0.23μg/ml 検出 自主検査

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、腐敗変敗及び
異臭

カビの発生、腐敗・変敗及び異臭の
発生を認めた

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、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 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 生鮮コーヒー豆 種実類 コロンビア 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

1 生鮮コーヒー豆 種実類 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

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：豚汁
(FROZEN TONJIRU 500G)

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
5
/g 自主検査
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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 無加熱摂取冷凍食品：マロンピューレ 種実類 フランス 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.4×10
7
/g、陽性 自主検査

1
冷凍切り身まぐろ：生食用 (FROZEN
YELLOWFIN TUNA SAKU (TUNA YF FROZEN
SAKU))

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 1.7×10
5
/g、陽性 自主検査

1
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN YELLOWFIN
TUNA TATAKI (TUNA YF FROZEN TATAKI)

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 3.9×10
5
/g、陽性 自主検査

1
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） 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(生鮮状態に換算した
値)

命令検査

1
冷凍ピーマン(FROZEN YELLOW CAPSICUM
CHUNK)

農産（加工品含む） ベトナム 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

1
冷凍ピーマン(FROZEN RED CAPSICUM
CHUNK）

農産（加工品含む） ベトナム 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.11ppm 検出 モニタリング検査

1 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 0.01ppm 検出 命令検査

1
その他の洋菓子（MACARONS FILLED
LEMON）

その他の食品 ベルギー 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.39g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

1
その他の洋菓子（MACARONS FILLED
CHOCOLATE）

その他の食品 ベルギー 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.44g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

1
その他の洋菓子（MACARONS FILLED
VANILLE）

その他の食品 ベルギー 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.45g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

1
その他の洋菓子（MACARONS FILLED
MOCHA）

その他の食品 ベルギー 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.47g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

1
その他の洋菓子（MACARONS FILLED
STRAWBERRY）

その他の食品 ベルギー 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.49g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

1
野草加工品及び香辛料：とうがらし (ORGANIC
RED CHILLY POWDER)

農産（加工品含む） インド 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス 0.10ppm 検出 命令検査

1
ナチュラルチーズ：その他の半硬質のもの
(KAANLAR-KASHKAVAL CHEESE 250GR）

乳・乳製品 トルコ 11 添加物 使用基準 ナタマイシン 0.064g/kg 検出 自主検査

1 ソース： PESTO ROSSO CARTONE その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物 ひまわりレシチン 使用 行政検査

1 チョコレート類： WHISKY AKASHI その他の食品 ベルギー 10、11 添加物
指定外添加物、使
用基準

ブラウンHT（指定外添加
物）、三二酸化鉄（使用基
準）

ブラウンHT 使用、三二酸化鉄  使
用（対象外使用）

行政検査

1
冷凍むき身養殖えび(FROZEN SHRIMP（バナ
メイ））

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）0.008ppm 検出 命令検査

1
無加熱摂取冷凍食品：えび類(FROZEN LIVE
VANNAMEI COOKED HO BP NCB)

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 0.002ppm 検出 命令検査

1
冷凍むき身養殖えび（FROZEN SHRIMP（バナ
メイ））

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

1
食品製造用機械の部品（ポリメタクリル酸メチ
ル樹脂製）：ACRYLIC TUBING FROM
WEIGHER TO PACKER

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 メタクリル酸メチル 不適 自主検査

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 命令検査
1 生鮮アボガド 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
1 生鮮アボガド (BONANZA) 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

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）0.05ppm 検出、
（アセフェート）0.04ppm 検出

命令検査

1
水産動物類加工品（SALTED SHRIMP FRY
（PANGASINAN ALAMANG)）

水産（加工品含む） フィリピン 10 添加物 指定外添加物 ローダミンB 検出 自主検査
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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 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

1 大豆 豆類 アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 異臭・腐敗及びカビの発生 異臭・腐敗及びカビの発生を認めた 水濡れ 行政検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ（FROZEN
YELLOWFIN TUNA SAKU）

水産（加工品含む） インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×10
5
/g モニタリング検査

1 生食用冷凍鮮魚介類： 紫ウニ 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 2.1×10
5
/g 自主検査

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：そ
の他の食料品（FROZEN SALMON
FLAVORED & CHEESE SURIMI KATSU）

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 5.4×10
7
/g、 陽性 自主検査

1
飲食器具（ポリエチレン製）：G-1442　ボトル
（飲み口）

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）55μg/ml 検出 自主検査

1
無加熱摂取冷凍食品：いか類（イカ塩辛）
(OJINGO)

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

1
冷凍切り身まぐろ：生食用（FROZEN
YELLOWFIN TUNA HAZAI）

水産（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

1
無加熱摂取冷凍食品：野菜の調整品（イヌヤ
フシソウの根和え） (KODULBBAEGIMUCHIM)

農産（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

1
加熱食肉製品（包装後加熱）：FROZEN
STEAMED CHICKEN MEAT

畜産（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

1 清涼飲料水（BASIL APERITIF） 飲料 イタリア 11 添加物 使用基準 銅クロロフィル 使用 （対象外使用） 行政検査
1 清涼飲料水（CELERY APERITIF） 飲料 イタリア 11 添加物 使用基準 銅クロロフィル 使用 （対象外使用） 行政検査
1 清涼飲料水（SAGE APERITIF） 飲料 イタリア 11 添加物 使用基準 銅クロロフィル 使用 （対象外使用） 行政検査
1 乾燥あんず 農産（加工品含む） トルコ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 2.04g/kg 検出 自主検査

2
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：STEW
QEEMA

その他の食品 パキスタン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 2μg/g 検出 モニタリング検査

2
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：CHICKEN
AALOO QEEMA

その他の食品 パキスタン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出 モニタリング検査

2
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：CHICKEN
HANDI

その他の食品 パキスタン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出 モニタリング検査

2
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：MUTTON
STEW

その他の食品 パキスタン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 4μg/g 検出 モニタリング検査

2 生鮮にんじん 農産（加工品含む） 台湾 11 残留農薬 一律基準 アセフェート 0.07ppm 検出 命令検査

2
その他の洋菓子：ギモーブ・カレ・フランボワー
ズ（四角形マシュマロ・ラズベリー風味）

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

2
その他の洋菓子：ギモーブ・クール・フランボ
ワーズ（ハート型マシュマロ・ラズベリー風味）

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

2 その他の洋菓子：プラリヌ・ローズ 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

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 14μg/kg（B1:11.6, G1:2.6) 検出 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 16μg/kg（B1:14.8, B2:1.3) 検出 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 36μg/kg（B1:33.9, B2:2.1) 検出 命令検査

2 生鮮ピスタチオナッツ 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（B1:14.0) 検出 命令検査

2 乾燥いちじく 農産（加工品含む） トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①24μg/kg、②13μg/kg （①
B1:12.1, G1:12.0、②B1:11.7, B2:1.5)
検出

命令検査

2 野草加工品及び香辛料：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
41μg/kg（B1:26.4, B2:2.8, G1:10.6,
G2:1.2) 検出

命令検査

2 乾燥いちじく 農産（加工品含む） ドイツ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 60μg/kg（B1:57.6, B2:2.5) 検出 命令検査
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2 いったピーナッツ 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 25μg/kg（B1:22.2 , B2:3.0) 検出 命令検査

2
手むき渋皮ピーナッツ（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 18μg/kg（B1:15.5, B2:2.3) 検出 命令検査

2 小粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
101μg/kg（B1:39.9 , B2:8.6 ,
G1:39.3 , G2:13.0 ) 検出

命令検査

2 小粒落花生 豆類 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:10.1, B2:2.0) 検出 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
17μg/kg（B1:2.0 , G1:13.3 , G2:1.4)
検出

命令検査

2 小粒落花生 豆類 ミャンマー 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 36μg/kg（B1:33.0, B2:2.7) 検出 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
20μg/kg（B1:4.3, G1:13.9, G2:1.6)
検出

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 22μg/kg（B1:19.7 , B2:1.9)検出 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 24μg/kg（B1:18.9, B2:5.0) 検出 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 27μg/kg（B1:22.1, B2:4.7) 検出 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
28μg/kg（B1:12.8, B2:1.8, G1:11.5,
G2:1.9) 検出

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（B1:27.1, B2:4.1) 検出 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
39μg/kg（B1:11.2, B2:3.0, G1:19.7,
G2:5.1) 検出

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
50μg/kg（B1:7.3,G1:37.0, G2:5.8) 検
出

命令検査

2
大粒落花生（CHINESE GROUNDNUT
KERNELS）

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　（B1:13.4, B2:1.3)検出 命令検査

2 生鮮しそ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 イソプロカルブ 0.09ppm 検出 モニタリング検査

2
無加熱摂取冷凍食品：えび類 (FROZEN EBI
HIRAKI (V))

水産（加工品含む） ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリン 2.1ppm 検出 モニタリング検査

2 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 チョコレート類 ：RATHAUS CHOCOLATE その他の食品 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 使用 行政検査

2
調味乾製品：かわはぎ（DRIED SEASONED
FILE FISH）

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 0.0021ppm 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)：信田巻
き

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.1×10
5
/g 自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：蒸しウ
ニ（FROZEN BOILED SEA URCHIN）

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 2.0×10
5
/g 自主検査

2 活かき：生食用（KUMAMOTO OYSTER） 水産（加工品含む） アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.5×10
5
/g 自主検査

2 調味料：川崎火鍋調味料（鮮辣味） 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 25μg/g 検出 命令検査
2 調味料：川崎火鍋調味料（海鮮味） 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 8μg/g 検出 命令検査
2 乾燥うめ (PRESERVED PRUNE) 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 13μg/g 検出 自主検査

2 ビスケット類：ソフトアマレット（Soft amaretti） その他の食品 イタリア 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 生鮮エゴマ 種実類 大韓民国 11 残留農薬 一律基準 ジニコナゾール 0.11ppm 検出 モニタリング検査
2 生鮮エゴマ 種実類 大韓民国 11 残留農薬 一律基準 ジニコナゾール 1.02ppm 検出 モニタリング検査
2 生鮮セロリ 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 0.07ppm 検出 モニタリング検査
2 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 0.17ppm 検出 自主検査

2 チョコレート類：CO3 Coeur Framboise Noir その他の食品 スイス 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.25g/kg 検出（対象外使用） モニタリング検査

2 チョコレート類：CO1 Coeur Mandarine Lait その他の食品 スイス 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.37g/kg 検出（対象外使用） モニタリング検査
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2
冷凍ゆでがに：生食用（FROZEN BOILED
SNOW CRAB（殻付爪））

水産（加工品含む） インドネシア 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 陽性 モニタリング検査

2 その他のうるち精米（ARROZ BOMBA) 穀類（加工品含む） スペイン 11 残留農薬 成分規格 テブコナゾール 0.06ppm 検出 モニタリング検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：チン
ゲンサイ（FROZEN CHINGENSAI）

農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス 0.03ppm 検出 モニタリング検査

2 冷凍とうがらし（FROZEN CHILI MIXED） 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス 0.20ppm 検出 命令検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：タロ
イモ

農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 パクロブトラゾール 0.02ppm 検出 自主検査

2
乾燥わけぎ(DEHYDRATED CHIVE
FLAKE(FD))

農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ビフェントリン 0.02ppm 検出 モニタリング検査

2 生鮮パクチョイ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 ピリダベン 0.12ppm 検出 モニタリング検査

2
組合せおもちゃ：スマイルクラブアクリル付
ポーチ　ブルー＋ピンク

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
フタル酸ビス（2－エチルヘ
キシル）

1.9％（ブルー）、4.0％（ピンク） 検出 自主検査

2 冷凍養殖むきえび（PEELED 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 命令検査

2
その他の他に分類されない食品：紅芋パウ
ダー(UBE YAM POWDER)

その他の食品 台湾 11 添加物 使用基準 プロピレングリコール
0.63％ 検出（原料の紅芋パウダー
に0.66% 使用）

自主検査

2
野草加工品及び香辛料：クミン（ST-CUMIN
POWDER）

農産（加工品含む） マレーシア 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス 0.11ppm 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 メタミドホス 0.04ppm 検出 命令検査

2 生鮮アボガド 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

命令検査

2 非加熱食肉製品：LOMITO IBERICO 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

2
ナチュラルチーズ：その他の軟質のもの
（STICK COW'S MILK MOZZARELLA）

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

2 乾燥あんず：ドライアプリコット 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）2.1g/kg 検出 自主検査

2 乾燥あんず：ドライアプリコット 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）2.2g/kg 検出 自主検査

2
その他の植物由来の健康食品：SOYBEAN
ISOFLAVONE

その他の食品 中華人民共和国 11 添加物 使用基準
安息香酸、ソルビン酸カリウ
ム、酢酸エチル

安息香酸0.08 g/kg、 ソルビン酸カリ
ウム（ソルビン酸として） 0.05 g/kg
検出、酢酸エチル使用（全て対象外
使用）

モニタリング検査

2 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

2 その他のうるち精米 穀類（加工品含む） イタリア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 異臭・腐敗及びカビの発生 異臭・腐敗及びカビの発生を認めた 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 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

2 大豆 豆類 アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 異臭およびカビの発生 異臭およびカビの発生を認めた 水濡れ 行政検査

2 大豆 豆類 アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 異臭およびカビの発生 異臭およびカビの発生を認めた 水濡れ 行政検査

2
かっぽう具（ナイロン製）：蓋ツマミプレート（片
手鍋／両手鍋部品）

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
過マンガン酸カリウム消費
量

14μg/ml 検出 自主検査

2
無加熱摂取冷凍食品：野菜の調整品（韓のビ
ビンバ）

農産（加工品含む） 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×10
5
/g 自主検査

2 ケーキ類ミックス：COCOA CAKE MIX 農産（加工品含む） ブラジル 10 添加物 指定外添加物
酸性リン酸アルミニウムナト
リウム

使用 行政検査

2 ケーキ類ミックス：COCONUT CAKE MIX 農産（加工品含む） ブラジル 10 添加物 指定外添加物
酸性リン酸アルミニウムナト
リウム

使用 行政検査

2 ケーキ類ミックス：VANILLA CAKE MIX 農産（加工品含む） ブラジル 10 添加物 指定外添加物
酸性リン酸アルミニウムナト
リウム

使用 行政検査
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2 水煮しめじ（BOILED SHIMEZI） 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）0.034 g/kg 検
出

自主検査

2
その他の器具：ポリプロピレン製 (SQUEEZY
FREEZY　（TOP WHEEL））

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）60μg/ml 検出 自主検査

2
原料用果汁：FROZEN COCONUT WATER
CONCENTRATE

飲料 フィリピン 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

2 その他の魚肉ねり製品：牡丹竹輪ハーフカット 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

2
魚肉ねり製品：さつま揚げ（アキアミ、青葱）
（MINI TEMPURA）

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

2
冷凍切り身その他の魚類：生食用（冷凍ノドグ
ロスライス（FROZEN NODOGURO SLICE））

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

2 食品添加物：アラビアガム 添加物 フランス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 微生物限度：大腸菌 認める 自主検査

2
無加熱摂取冷凍食品：その他の食品（TORTA
FRUTTI DI BOSCO PRECUT）

その他の食品 イタリア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

2
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：野菜の調整
品（MOLHO TRADICIONAL）

農産（加工品含む） ブラジル 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

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：他
の野菜調整品 (FROZEN NATURAL SEMI
DRIED TOMATO)

農産（加工品含む） オーストラリア 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

3
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：CHICKEN
NEHARI

その他の食品 パキスタン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 2μg/g 検出 自主検査

3 魚油（FISH OIL） 水産（加工品含む） 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 29μg/g 検出 自主検査

3
リキュール：SAMBUCA VACCARI NERO
（BLACK）

飲料 イタリア 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 行政検査

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 11μg/kg（B1:7.1, B2:4.0) 検出 命令検査

3 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
15μg/kg（B1: 8.9, B2:1.2, G1:5.3) 検
出

命令検査

3 生鮮ピスタチオナッツ 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 17μg/kg（B1:15.9, B2:1.1) 検出 命令検査

3 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 16μg/kg（B1:14.3, B2:1.6) 検出 命令検査

3
いったピーナッツ（渋皮付き味付け落花生）
（ROASTED PEANUTS KERNELS 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
56μg/kg（B1:9.2 , B2:1.3 , G1:39.6 ,
G2:5.9 ) 検出

命令検査

3 とうがらし（チリパウダー）（CHILLI FLOUR） 農産（加工品含む） ネパール 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 107μg/kg（B1:100.9, B2:6.5) 検出 命令検査

3
冷凍　切り身・むき身　えび類：加熱加工用、
養殖（FROZEN 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 オキシテトラサイクリン 0.3ppm 検出 命令検査

3
冷凍むき身えび：冷凍エビ串（PTO SHRIMP
SKEWER）

水産（加工品含む） ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリン 0.3ppm 検出 モニタリング検査

3
無加熱摂取冷凍食品：冷凍バナメイ寿司海老
(SUSHI VANNAMEI SHRIMP)

水産（加工品含む） ベトナム 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

3
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN VM
EBI SHIN）

水産（加工品含む） ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリン 0.45ppm 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（FROZEN SKY SHRIMP FRY (A)）

水産（加工品含む） ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリン 0.6ppm 検出 命令検査

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 カビの発生及び異臭 カビの発生及び異臭を認めた 行政検査
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キーワード
生産国 条文

違反項目
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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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
フライ（BREADED PRAWN）

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

3
活かき：生食用（ANGASI FLAT（LIVE NATIVE
OYSTERS)）

水産（加工品含む） オーストラリア 11 微生物 成分規格 細菌数 7.4×10
4
/g 自主検査

3 鍋のタレ（川崎麻辣）（HUO GUO TIAO LIAO） その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 7μg/g 検出 命令検査

3 乾燥うめ(ROYAL PLUM) 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 16μg/g 検出 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN PRE-COOKED 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 11mg/kg 検出 命令検査

3
その他の他に分類されない調味料：SUAVE
TRADITIONAL TRIFLOURS MIXTURE

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 12mg/kg 検出 命令検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN PRE-COOKED 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 16mg/kg 検出 命令検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN PRE-COOKED 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 17mg/kg 検出 命令検査

3 生鮮サルシフィー 農産（加工品含む） ベルギー 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

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：混
合野菜（FROZEN ITALIAN MIX）

農産（加工品含む） ベトナム 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.22ppm 検出 自主検査

3 生鮮ごまの種子 種実類 スリ・ランカ 11 残留農薬 成分規格 ピリミホスメチル 0.27ppm 検出 モニタリング検査
3 烏龍茶 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 フィプロニル 0.003ppm 検出 命令検査
3 生鮮アボガド 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 0.06ppm 検出 命令検査

3 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：にら 農産（加工品含む） 中華人民共和国 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

3 ぶどう酒（ESPUMANTE FAMILIA HEHN) 飲料 ポルトガル 10 添加物 指定外添加物 メタ酒石酸 使用 行政検査

3
非加熱食肉製品： ANTIPASTI ITALIANO
(SALAMI NAPOLI)

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

3 冷凍ゆでだこ（ボイルタコスライス） 水産（加工品含む） フィリピン 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム （二酸化硫黄として）0.034g/kg 検出 モニタリング検査

3
冷凍牛横隔膜：未調整加工用（BEEF
HANGING TENDER/DIAPHRAGM)

畜産（加工品含む） カナダ 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

3 飲食器具：着色ガラス（PLATE） 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 鉛 11μg/cm
2
 検出 自主検査

3 飲食器具：着色ガラス（BOWL） 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 鉛 9.0μg/ml 検出 自主検査

3
飲食器具：ポリスチレン製　P-3116　なかよし
どうぶつ　フォークピック

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

(Ⅰ)15μg/ml (Ⅱ)11μg/ml (Ⅲ)14
μg/ml (Ⅳ)14μg/ml (Ⅴ)15μg/ml
(Ⅵ)14μg/ml (Ⅶ)13μg/ml (Ⅷ)21
μg/ml 検出

自主検査

3 ポリウレタン製用ベルト（VM-13SG） 器具・おもちゃ イスラエル 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

3 ポリウレタン製用ベルト（VPFS-13SG） 器具・おもちゃ イスラエル 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

3 ポリウレタン製用ベルト（VM-10SG） 器具・おもちゃ イスラエル 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

13μg/ml 検出 自主検査

3 生鮮アーモンド 種実類 アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
塊化、カビの発生及び変敗
による異臭

塊化、カビの発生及び変敗による異
臭

水濡れ 行政検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：タピ
オカ（FEN YUAN）

農産（加工品含む） 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 1.4×10
8
/g 自主検査

3
アイスクリーム(BULLA REAL DAIRY ICE
CREAM CHOCOLATE)

乳・乳製品 オーストラリア 11 食品の規格・基準 製造基準 殺菌不足 殺菌不足 行政検査
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違反項目 違反内容 原因 備考

3
アイスクリーム(BULLA REAL DAIRY ICE
CREAM VANILLA)

乳・乳製品 オーストラリア 11 食品の規格・基準 製造基準 殺菌不足 殺菌不足 行政検査

3
飲食器具：ポリスチレン製（BIANCHI WATER
BOTTLE 550CC）

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 （4％酢酸）51μg/ml 検出 自主検査

3
飲食器具：ポリスチレン製（BIANCHI WATER
BOTTLE 750CC）

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 （4％酢酸）51μg/ml 検出 自主検査

3
容器包装：組み合わせ（GLASS BOTTLE
COVER)

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）170μg/ml 検出 自主検査

3
アイスクリーム：DOUBLE CARAMEL 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 モニタリング検査

3
アイスクリーム：スペキュロース(SPECULAAS
ICE CREAM)

乳・乳製品 ベルギー 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
アイスクリーム：バニラ(VANILLA BOURBON
ICE CREAM)

乳・乳製品 ベルギー 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
無加熱摂取冷凍食品：蒲焼きうなぎ（FROZEN
UNAGI KABAYAKI 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 モニタリング検査

3
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN PINEAPPLE
SKEWER

農産（加工品含む） コスタリカ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
加熱食肉製品（包装後加熱）：ソーセージ
（SAUCISSON CUIT PISTACHE/LYON
SAUSAGE WITH PISTACHIOS）

畜産（加工品含む） フランス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
ラクトアイス(Selecta Ice Cream-Double
Dutch)

その他の食品 フィリピン 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（凍結直前加熱）：コン
ニャク　タラ団子(VEGETARIAN CODFISH
BALL)

その他の食品 台湾 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（凍結直前加熱）：ダイズ
ソーセージ(VEGETARIAN SAUSAGE)

その他の食品 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

3
乾燥ぶどう(CALIFORNIA FANCY GOLDEN
RAISINS)

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 2.5g/kg 検出 自主検査

3
レトルト殺菌食品：SAMBAL BELACHAN FOR
VEGETABLE

その他の食品 シンガポール 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

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 0.02ppm 検出 命令検査
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 0.02ppm 検出 命令検査

4 洋菓子：MACARAL ALLA FRAGOLA/RD017 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

4 洋菓子：MACARAL ALLA ROSA/RD014 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

4
リキュール類：PIMMS ELDERFLOWER
(PIMM'S BLACKBERRY AND
ELDERFLOWER)

飲料 イギリス 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

4 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 22μg/kg（B1:19.3, B2:2.5) 検出 命令検査

4 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 35μg/kg（B1:35.3） 検出 命令検査

4 生鮮ピスタチオナッツ 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 73μg/kg（B1:68.2, B2:4.3) 検出 命令検査

4 乾燥いちじく 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（B1:17.1, B2:1.6, G1:7.5)
検出

命令検査

4
ピスタチオナッツペースト（PURE PISTACHIO
PASTE SILK）

種実類 イタリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
50μg/kg（B1:18.4, B2:2.2, G1:25.7,
G2:3.2) 検出

自主検査

4 いったピーナッツ（HOT NUT OVEN CABE） 豆類 インドネシア             6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 42 μg/kg（B1:34.2, B2:7.7) 検出 命令検査

4
いったピーナッツ：手剥き味付ピーナッツ
（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
36μg/kg（B1:12.7, B2:2.4, G1:17.1,
G2:3.7) 検出

命令検査
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4 ひよこ豆 豆類 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 29μg/kg（B1:26.0, B2:2.7) 検出 命令検査

4 小粒落花生 豆類 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 26μg/kg（B1:23.6 , B2:2.2) 検出 命令検査

4 小粒落花生 豆類 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 38μg/kg（B1:32.8 , B2:5.6) 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
17μg/kg（B1:4.7 , G1:10.8 , G2:1.1 )
検出

命令検査

4 冷凍切り身鯨肉（皮） 水産（加工品含む） ノールウェイ             11 残留農薬 成分規格
アルドリン及びディルドリン
の総和、クロルデン

(アルドリン及びディルドリンの総和
として)0.2ppm、(クロルデン)0.07ppm
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）：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 オキシテトラサイクリン 0.3ppm 検出 命令検査

4
その他の器具：PE製 テキーラ瓶の蓋（CORKS
FOR TEQUILA ANEJO 11 YEARS）

器具・おもちゃ メキシコ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム及び鉛 不適 自主検査

4 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

4 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、腐敗変敗及び
異臭

カビの発生及び腐敗変敗並びに異
臭を認めた

水濡れ 行政検査

4 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

4 大豆 豆類 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

4 生鮮コーヒー豆 種実類 コロンビア              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

4 生鮮コーヒー豆 種実類 東ティモール          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

4 生鮮コーヒー豆 種実類 インドネシア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び変敗による
異臭

カビの発生及び変敗による異臭を
認めた

水濡れ 行政検査

4 生鮮コーヒー豆 種実類 エチオピア 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.19ppm 検出 モニタリング検査
4 生鮮さといも（新鮮里芋） 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 モニタリング検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：かん
しょ　PURPLE SWEET POTATO BALL(紫芋胡
麻団子）

その他の食品 ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×10
5
/g 自主検査

4
野草加工品及び香辛料：とうがらし（英陽唐辛
子）

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 0.03ppm 検出 命令検査

4
冷凍ピーマン（FROZEN RED CAPSICUM
CHUNK）

農産（加工品含む） ベトナム 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.04ppm 検出 自主検査

4
冷凍ピーマン（FROZEN YELLOW CAPSICUM
CHUNK）

農産（加工品含む） ベトナム 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.05ppm 検出 自主検査

4
冷凍ピーマン（FROZEN RED CAPSICUM
DICE CUT）

農産（加工品含む） ベトナム 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール
0.05(自主検査)、0.04ppm(モニタリン
グ検査 検出

自主検査
モニタリング検査

4
その他の他に分類されない調味料(INSTAN
KORAT PADTHAI WITH SEASONING SAUCE
スープ部分)

その他の食品 タイ 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）0.07g/kg  検出
（原料における対象外使用）

自主検査

4
シロップ（LE FRUIT DE MONIN MANGO
(MANGO PUREE)）

その他の食品 マレーシア 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム （ソルビン酸として）1.23g/kg  検出 自主検査

4
野草加工品及び香辛料：とうがらし（CHILLI
POWDER）

農産（加工品含む） アラブ首長国連邦 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス
0.36ppm 検出(生鮮状態に換算した
値)

命令検査

4 その他洋菓子：gelee ai fiori di arancio その他の食品 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

4 その他洋菓子：gelee al kiwi その他の食品 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
4 その他洋菓子：gelee all' anguria その他の食品 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

4
その他の果汁入り飲料（70％ Coconut Juice
with meat）

飲料 タイ 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）0.036g/kg 検出 自主検査

4 CANNED WATER CHESTNUT WHOLE 農産（加工品含む） タイ 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）0.034g/kg 検出 自主検査
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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

4
冷凍切り身たこ類：加熱加工用（FROZEN
OCTOPUS（HEAD ONLY））

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 フラゾリドン 0.003ppm 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）：えび
類（プチエビフライ）

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 0.012ppm 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 命令検査
4 非加熱食肉製品：COPPA 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

4
非加熱食肉製品：PROSC. DI PARMA 50GR
BUSSETTO

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

4
非加熱食肉製品：SALSICCIA PICCANTE
TONDA S/V

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

4
その他の器具：ゴム製（NON-STERILE
NITRILE EXAMINATION GLOVES (REGULAR
BLUE COLOUR)）

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 不適合 自主検査

4
その他の器具：ゴム製（NON-STERILE
NITRILE EXAMINATION GLOVES (WHITE
COLOUR)）

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 不適合 自主検査

4 漬け物：その他の果実（SALTED PAPAYA） 農産（加工品含む） タイ 11
遺伝子組換え食
品

成分規格
安全性未審査遺伝子組換
えパパイヤ （PRSV-SC）

陽性 自主検査

4 大豆 豆類 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

4 生鮮コーヒー豆 種実類 コロンビア 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

4 L-リシン塩酸塩（L-LYSINE HCL POWDER） 添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 乾燥減量 1.8% 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：そ
の他の魚類（サーモンボール）

水産（加工品含む） ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 2.0×10
7
/g 自主検査

4 冷凍生食用ウニ 水産（加工品含む） フィリピン 11 微生物 成分規格 細菌数 5.0×10
6
/g 自主検査

4 飲食器具：紙製ストロー（PAPER STRAW PK） 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

指定外着色料 検出 自主検査

4 水煮：その他きのこ（NAMEKO IN WATER） 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）0.035 g/kg 検
出

自主検査

4 生鮮ばれいしょ 農産（加工品含む） アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 腐敗及び異臭 腐敗及び異臭を認めた 行政検査
5 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 0.05ppm 検出 命令検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：春
巻き（FROZEN PORK SPRING ROLL 50G）

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

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：に
んにくの茎

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
作業員の手、製造ライ
ン、器具の洗浄不十分

自主検査

5
ビスケット類（CHOCOLATE CREAM FLAVOR
SUGAR PLAIN WAFER）

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

5
ビスケット類（WHITE CHOCOLATE CREAM
FLAVOR SUGAR PLAIN WAFER）

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

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 12μg/kg（B1:11.1 , B2:1.2) 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 18μg/kg（B1:15.9 , 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 26μg/kg（B1:22.8 , B2:3.1) 検出 命令検査

5 生鮮ピスタチオナッツ 種実類 アメリカ合衆国            6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 23μg/kg（B1:20.9, B2:2.3) 検出 命令検査

5 チョコレート類（スニッカーズ） その他の食品 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 16μg/kg（B1:15.1, B2:1.3) 検出 命令検査

5 野草加工品及び香辛料：とうがらし 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 13μg/kg（B1:13.0) 検出 命令検査
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5 野草加工品及び香辛料：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 21μg/kg（B1:18.4 , G1:2.1) 検出 選別不十分 命令検査

5 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 12μg/kg（B1:10.7 , B2:1.6) 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 0.13ppm 検出 命令検査

5 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

5 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

5 生鮮コーヒー豆 種実類 コロンビア 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

5 生鮮コーヒー豆 種実類 ホンデュラス 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 生鮮さといも 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 自主検査
5 生鮮さといも 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 自主検査

5
無加熱摂取冷凍食品：ベビー帆立開き（酢使
用）

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 1.4×10
5
/g 自主検査

5
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN
COOKED PEELED SHRIMP）

水産（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

5 とうがらし 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 命令検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：わ
けぎ（FROZEN WAKEGI）

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 検出 モニタリング検査

5 冷凍赤とうがらし 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 0.03ppm 検出 モニタリング検査
5 レイシ（ライチ）：冷凍 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ジフルベンズロン 0.08ppm 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 シペルメトリン 0.04ppm 検出 自主検査

5 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.13ppm 検出
乾燥工程における他農
産物からの汚染と推定

自主検査

5 ビスケット類（CHOCOLATE WAFFLES） その他の食品 オランダ 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.05g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

5 ビスケット類（HONEY WAFFLES） その他の食品 オランダ               11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.07g/kg 検出（対象外使用） 自主検査
5 冷凍切り身鯨肉（尾羽） 水産（加工品含む） ノールウェイ             11 動物用医薬品 成分規格 ディルドリン 0.2ppm 検出 モニタリング検査
5 冷凍切り身鯨肉（尾羽） 水産（加工品含む） ノールウェイ             11 動物用医薬品 成分規格 ディルドリン 0.2ppm 検出 モニタリング検査
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 一律基準 ブプロフェジン 0.02ppm 検出 モニタリング検査
5 生鮮キャベツ 農産（加工品含む） オランダ 11 残留農薬 一律基準 ペンシクロン 0.03ppm 検出 モニタリング検査

5 非加熱食肉製品：FUET EXTRA 175G 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 モニタリング検査

5 非加熱食肉製品：PROSCIUTTO DI PARMA 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：PROSCIUTTO DI PARMA 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
ナチュラルチーズ：その他の軟質のもの（ソル・
レオーネ　モッツァレラ・ヴァッカ　I.Q.F.）

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 命令検査

5
果実の調整品（DRIED FRUITS APPLE
GRANULE）

農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム （二酸化硫黄として）0.070g/kg 検出
残存量の事前確認不十
分

自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：パ
パイヤスライス

農産（加工品含む） 中華人民共和国 11
遺伝子組換え食
品

成分規格
安全性未審査遺伝子組換
えパパイヤ （PRSV-YK）

陽性 モニタリング検査

5 冷凍切り身まぐろ：加熱加工用（ホホ肉） 水産（加工品含む） パナマ                10 添加物 指定外添加物 一酸化炭素 620μg/kg 検出 自主検査

5 冷凍牛肉（STRIPLOIN） 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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：フカ
ヒレ

水産（加工品含む） 香港　　　　　　　　　　　　　 11 微生物 成分規格 細菌数 3.5×10
6
/g 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（ガンバスシュリンプ）

水産（加工品含む） インドネシア             11 微生物 成分規格 細菌数 5.2×10
6
/g 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：白
身魚フライ

水産（加工品含む） 中華人民共和国            11 微生物 成分規格 細菌数 5.7×10
6
/g 自主検査
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5
ゆでだこ：FROZEN BOILED OCTOPUS（ボイ
ルたこスライス）

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 2.3×10
5
/g、陽性 自主検査

5 小麦 穀類（加工品含む） アメリカ合衆国 6 食品の規格・基準 成分規格
作動油の付着による油臭
（異臭）及び変色

作動油の付着による油臭（異臭）及
び変色を認めた

作動油漏れ 行政検査

5
飲食器具：紙製ストロー(PAPER STRAW
DOTS)

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

指定外着色料 検出 自主検査

5
割ぽう具：ポリプロピレン製（PLASTIC
CUTTING BOARD （DPK））

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

指定外着色料 検出 自主検査

5
割ぽう具：ポリプロピレン製（PLASTIC
CUTTING BOARD （GR)）

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

指定外着色料 検出 自主検査

5 水煮なめこ 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）0.086 g/kg 検
出

原料管理不徹底 自主検査

5
ポリスチレン製パッキン（OIL BOTTLEのパッ
キン）

器具・おもちゃ スペイン 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）16,820μg/ml 検出 自主検査

5
飲食器具（ポリプロピレン製）：THERMAL
MUGS（ボトル、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 蒸発残留物
（4%酢酸）ボトル：96μg/ml、フタ：77
μg/m 検出

自主検査

5
生食用冷凍鮮魚介類：キス（SILAGO KISU
FILLET SKINLESS）

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 モニタリング検査

5
無加熱摂取冷凍食品：その他の水産動物類
（FROZEN SEASONED BOILED BABY
OCTOPUS)

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
冷凍黒ミル貝スライスきざみ（生食用）
FROZEN KURO MIRU MEAT SLICE KIZAMI

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 その他の粉末清涼飲料 ROOIBOS INSTANT 飲料 南アフリカ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5
冷凍魚肉ねり製品：いか類　FROZEN SQUID
BENISYOUGATEN CAKE（イカ練り天（紅生
姜））

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
冷凍魚肉ねり製品：いか類　FROZEN SQUID
YASAITEN CAKE（イカ練り天（野菜））

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
豆乳（PROVAMEL SOYA ORGANIC DRINK
VANILLA FLAVOUR）

飲料 ベルギー 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

5 乾燥あんず 農産（加工品含む） タジキスタン　　　　　　　　　 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 2.93g/kg 検出 自主検査
6 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
6 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 0.03ppm 検出 命令検査

6
加熱食肉製品（加熱後包装）：骨付き原始肉
（FROZEN HONETSUKI GENSHINIKU）

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
作業員からの汚染と推
定

自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ブ
ロッコリー(FROZEN BROCCOLI)

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

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：海
老たーっぷりエビカツ芯

水産（加工品含む） タイ                 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
ライン備品の洗浄不十
分

自主検査

6
スナック菓子類：ビーツチップス（BEETROOT
CHIPS）

その他の食品 エクアドル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

6
その他の野菜の調整品：野菜週間
(VEGETABLE MIX CHIPS)

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 1μg/g 検出 自主検査

6
キャンディー類：MR.BLUBBER SPACE
SHERBET BONBONS

その他の食品 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 アシッドブルー3ナトリウム 検出 自主検査

6
その他の酒類：発泡酒(HOF TER LINDEN
STRAWBERRY BEER)

飲料 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 行政検査

6 ストロベリージェリー（STRAWBERRY JELLY） 農産（加工品含む） イタリア 10、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）、二酸化硫黄（使用基
準）

（アゾルビン）検出、（二酸化硫黄）
0.051g/kg 検出

自主検査
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6 その他のとうもろこし 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（B1:7.8, G1:4.4) 検出
偏在性によるものと推
定

命令検査

6 その他のとうもろこし 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　（B1:14.4, B2:1.5)検出
偏在性によるものと推
定

命令検査

6 その他のとうもろこし 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（B1:15.4, B2:1.3) 検出
偏在性によるものと推
定

命令検査

6 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（B1:14.3) 検出
偏在性・湿度管理不十
分と推定

命令検査

6 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 16μg/kg（B1:8.4 , G1:8.0) 検出 モニタリング検査

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 21μg/kg（B1:19.1 , B2:1.6) 検出 命令検査

6 いったもの揚げたもの：ピスタチオナッツ 種実類 フランス 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
21μg/kg（B1:8.1, G1:11.1, G2:1.7)
検出

自主検査

6 生鮮くるみ 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
34μg/kg（B1:14.0 , G1:18.3 , G2:1.3
) 検出

命令検査

6
ピスタチオナッツペースト（NUTMAN
PISTACHIO PASTE）

種実類 イタリア               6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
34μg/kg（B1:17.0, B2:2.8, G1:11.5,
G2:2.5) 検出

命令検査

6
くりの調整品(CHESTNUTS POWDER WATER
MILL)

種実類 イタリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
716μg/kg（B1:578.2, B2:42.7,
G1:84.2, G2:10.8) 検出

命令検査

6 乾燥いちじく 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（B1:9.6, B2:1.4） 検出 命令検査

6
いったピーナッツ（ROASTED PEANUTS 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
32μg/kg（B1:4.8 , G1:22.3 , G2:5.3 )
検出

命令検査

6 小粒落花生 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg（B1:3.3, G1:12.6, G2:1.4)
検出

命令検査

6 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
18μg/kg（B1:2.5 , G1:13.9 , G2:2.0)
検出

命令検査

6 生鮮しそ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 イソプロカルブ 0.02ppm 検出 自主検査

6
半発酵茶：ウーロン茶(OOLONG TEA)（鉄観
音）

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 0.02ppm 検出 命令検査

6 半発酵茶（CHINA OOLONG TEA） 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 0.03ppm 検出 命令検査
6 冷凍養殖むき身えび 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 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（えび串（FROZEN VANNAMEI SHRIMP））

水産（加工品含む） ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリン 0.5ppm 検出 命令検査

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
カビの発生及び異臭、腐
敗、変敗

カビの発生及び異臭、腐敗、変敗を
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）：い
か類（いか串フライ）

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

6 植物由来の健康食品（SILYMARIN 85%） 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 320μg/g 検出 自主検査

6 乾燥プラム(PLUM CANDY) 農産（加工品含む） 香港 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 130μg/g 検出 自主検査

6 植物由来の健康食品(GREEN MEAL ONE＋） 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 23mg/kg 検出 自主検査

6
キャッサバの粉（KISABOR FAROFA
PRONTA）

農産（加工品含む） ブラジル               6、11 自然毒
その他の自然毒、
使用基準

シアン化合物（その他の自
然毒） 、BHT(使用基準）

（シアン化合物）15mg/kg 検出、
（BHT）0.018g/kg 検出（対象外使
用）

命令検査
自主検査

6
キャッサバの粉（KISABOR FAROFA SABOR
BACON）

農産（加工品含む） ブラジル               6、11 自然毒、添加物
その他の自然毒、
使用基準

シアン化合物（その他の自
然毒） 、BHT(使用基準）

（シアン化合物）16mg/kg 検出、
（BHT）0.019g/kg 検出（対象外使
用）

命令検査
自主検査

6 キャッサバの粉（KISABOR FAROFA SUAVE） 農産（加工品含む） ブラジル               6、11 自然毒、添加物
その他の自然毒、
使用基準

シアン化合物（その他の自
然毒） 、BHT(使用基準）

（シアン化合物）17mg/kg 検出、
（BHT）0.012g/kg 検出（対象外使
用）

命令検査
自主検査

6
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） 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(生鮮状態に換算した
値)

命令検査

6 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査

6 オリーブオイル（CAVIAROLI） その他の食品 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)0.092g/kg　 検出
（対象外使用）

他国向け製品の配合で
製造してしまったため

モニタリング検査
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6 冷凍切り身鯨肉（尾羽） 水産（加工品含む） ノールウェイ             11 動物用医薬品 成分規格 ディルドリン 0.2ppm 検出 モニタリング検査

6
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ（FROZEN
BOILED SOYBEANS SLB）

農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス 0.03ppm 検出 モニタリング検査

6 健康食品：かっけつ(HOKETSU)カプセル その他の食品 アメリカ合衆国            10 添加物 指定外添加物 パラオキシ安息香酸メチル 0.011g/kg  検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：グ
リーンピース(FROZEN GREEN PEAS)

農産（加工品含む） ニュージーランド 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.03ppm 検出 モニタリング検査

6
冷凍養殖えび(FROZEN HEADLESS SHELL-
ON VANNAMEI WHITE SHRIMPS (GOLDEN
VANNAMEI))

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 0.009ppm 検出 命令検査

6 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
隣接したナマコ養殖場
からの汚染と推定

命令検査

6 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
隣接したナマコ養殖場
からの汚染と推定

命令検査

6 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 0.07ppm 検出
大雨による増水で付近
の農地から汚染を受け

命令検査

6 フルーツブランデー（WILLIAMS PEAR） 飲料 ドイツ 6 添加物 指定外添加物 メタノール 6.1mg/cm
3
 検出 自主検査

6
非加熱食肉製品：(BELLOTA GRADE 100%
PURE IBERICO 6 MONTHS CURED
SALCHICHON CULAR)

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

6
ナチュラルチーズ（ソル・レオーネ　モッツァレ
ラ・ヴァッカ）

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
製造工程中の水滴付着
による汚染

命令検査

6
その他の器具：ゴム製（FINGERTIPS
TEXTURED POWDER FREE NITRILE
GLOVES）

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 不適合 自主検査

6 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

6 生鮮コーヒー豆 種実類 ベトナム 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
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ（りんごのロール
ケーキ）

その他の食品 中華人民共和国            11 微生物 成分規格 一般生菌数 2.2×10⁵/g 検出
作業者の衛生管理不徹
底

自主検査

6 冷凍牛心臓（BEEF HEARTS） 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）

他国向けの箱に誤って
ラベル貼付したため

行政検査

6
飲食器具：陶器製（CERAMICS WARE
(CAZUELA)）

器具・おもちゃ スペイン               18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 1.7μg/ml 検出 モニタリング検査

6
加熱食肉製品（包装後加熱）：BLOCK OF
GOOSE FOIE GRAS

畜産（加工品含む） フランス 11 食品の規格・基準 保存基準 加熱食肉製品の保存基準 不適合 行政検査

6
加熱食肉製品（包装後加熱）：BLOCK OF
GOOSE FOIE GRAS

畜産（加工品含む） フランス 11 食品の規格・基準 保存基準 加熱食肉製品の保存基準 不適合 行政検査

6
加熱食肉製品（包装後加熱）：BLOCK OF
GOOSE FOIE GRAS WITH 3% TRUFFLES

畜産（加工品含む） フランス 11 食品の規格・基準 保存基準 加熱食肉製品の保存基準 不適合 行政検査

6
加熱食肉製品（包装後加熱）：BLOCK OF
GOOSE FOIE GRAS WITH 3% TRUFFLES

畜産（加工品含む） フランス 11 食品の規格・基準 保存基準 加熱食肉製品の保存基準 不適合 行政検査

6
加熱食肉製品（包装後加熱）：PURE GOOSE
MEAT PATE

畜産（加工品含む） フランス 11 食品の規格・基準 保存基準 加熱食肉製品の保存基準 不適合 行政検査

6 生鮮コーヒー豆 種実類 ブラジル 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
塊化、カビの発生、変敗及
び異臭

塊化、カビの発生、変敗及び異臭を
認めた

水濡れ 行政検査

6 いんげん豆 農産（加工品含む） アメリカ合衆国            6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
塊化、カビの発生及び変敗
による異臭

塊化、カビの発生及び変敗による異
臭を認めた

水濡れ 行政検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：たこ炒
め飯(OCTOPUS-FRIED RICE)

その他の食品 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
5
/g 自主検査
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6
食品添加物：アラビアガム（ARABIC GUM HPS
POWDER）

添加物 フランス 11 微生物 成分規格 細菌数 微生物限度：1.3×10⁴ /g 自主検査

6 冷凍ゆでだこ（冷凍ボイルカットタコ） 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 2.5×10
5
/g 自主検査

6 食品添加物：パントテン酸カルシウム 添加物 ドイツ 11 添加物 成分規格 純度試験 液性 pH6.8 自主検査

6
飲食器具：PE製（PH9 GENERATOR WATER
BOTTLE）

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 （水）36μg/ml 検出
原料配合の社内基準不
徹底

自主検査

6 割ぽう具：ナイロン製（SPECIELL TURNER） 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 検出 モニタリング検査

6
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 大腸菌群 陽性 モニタリング検査

6
無加熱摂取冷凍食品：えび類　大エビちゃん
のフライ

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 粉末清涼飲料：ココアパウダー 飲料 フランス 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：えだまめ(FROZEN SOY
BEANS (CHAMAME)(SALT WATER BOILED))

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

6
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ(FROZEN SOY
BEANS (SALT WATER BOILED))

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

6
無加熱摂取冷凍食品：マンゴー（FROZEN
MANGO CUT）

農産（加工品含む） フィリピン              11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6 無加熱摂取冷凍食品：焼き茄子 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 再包装の際の汚染と推 モニタリング検査

6
無加熱摂取冷凍食品：冷凍白菜キムチ
（PICKLED VEGETABLES KIMCHI）

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 自主検査

7
加熱食肉製品（加熱後包装）：スチームドチキ
ン

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

7 調理用ミックス（PAO DE QUEIJO） 穀類（加工品含む） ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出 自主検査

7 シロップ(GREEN APPLE SYRUP) その他の食品 台湾 11 添加物 使用基準 アセスルファムカリウム 0.62g/kg 検出 自主検査

7 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 13μg/kg（B1:2.7, G1:9.9) 検出 命令検査

7 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 11μg/kg（B1:5.8, G1:5.3) 検出 命令検査

7
くりの調整品（くりの粉）(FARINE DE
CHATAIGNES)

種実類 フランス 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①30μg/kg、②23μg/kg　（①
B1:26.6, B2:1.5, G1:1.6, ②B1:21.4,
B2:1.3) 検出

命令検査

7 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 14μg/kg（B1:8.2, G1:6.1) 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

①44 μg/kg、②50 μg/kg　（①
B1:28.1, B2:2.7, G1:11.7, G2:1.8, ②
B1:28.6, B2:3.6, G1:15.1, G2:2.2) 検
出

命令検査

7 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 17μg/kg（B1:11.3, G1:5.3) 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
23μg/kg（B1:17.1, B2:2.9, G1:2.9）
検出

命令検査

7
いったピスタチオナッツ：（DRY ROASTED &
SALTED PISTACHIOS)

種実類
タイ（ピスタチオナッツの
原産国：米国）

6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 30μg/kg（B1:27.9, B2:2.1　)検出 事前検査不十分 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
61μg/kg（B1:19.5, B2:4.7, G1:30.8,
G2:6.2） 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 62μg/kg（B1:56.2, B2:5.7) 検出 モニタリング検査

7
ミックススパイス（チリペッパー含有）
(ROASTED 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
①12μg/kg、②11μg/kg　（①
B1:11.6、②B1:10.8) 検出

命令検査
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7 乾燥いちじく 農産（加工品含む） トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:10.5, B2:1.0) 検出 命令検査

7
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
81μg/kg（B1:9.8, B2:1.7, G1:58.0,
G2:11.8） 検出

保管管理・選別不十分 命令検査

7
その他のピーナッツ製品(GV 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 252μg/kg（B1:216.9, B2:35.3) 検出 命令検査

7
その他のピーナッツ製品(HUANG FEI HONG
SPICY PEANUT)

豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
53μg/kg（B1:19.0, B2:3.7, G1:24.4,
G2:6.1) 検出

命令検査

7
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
①15μg/kg、②25μg/kg　（①
B1:3.8, G1:8.4, G2:2.4、②B1:4.8,
G1:14.6, G2:5.6) 検出

乾燥、選別不十分 命令検査

7
野草加工品及び香辛料：とうがらし（カイエン
ペッパーパウダー）(CAYENNE PEPPER
POWDER)

農産（加工品含む） インド 6､11 自然毒、残留農薬 カビ毒、一律基準
アフラトキシン(カビ毒）、トリ
アゾホス(一律基準)

（アフラトキシン）14μg/kg
（B1:13.5) 検出、（トリアゾホス）
0.38ppm 検出（生鮮状態に換算した
値）

命令検査

7 生鮮ごまの種子 種実類 ブルキナファソ 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.03ppm 検出
農薬のドリフトによる汚
染と推定

モニタリング検査

7 生鮮ごまの種子 種実類 ブルキナファソ 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.04ppm 検出 モニタリング検査

7 生鮮コーヒー豆 種実類 タンザニア 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

7 生鮮コーヒー豆 種実類 エチオピア 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 行政検査

7 生鮮コーヒー豆 種実類 ホンジュラス 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 生鮮コーヒー豆 種実類 ホンジュラス 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 生鮮コーヒー豆 種実類 エチオピア 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

7 生鮮コーヒー豆 種実類 ホンジュラス 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

7 生鮮コーヒー豆 種実類 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

7 生鮮コーヒー豆 種実類 コロンビア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び変敗による
異臭

カビの発生及び変敗による異臭を
認めた

水濡れ 行政検査

7
割ぽう具（ナイロン製）：スパチュラ（白）
(SPATULA)

器具・おもちゃ ドイツ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カプロラクタム 19μg/ml 検出 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：イイダ
コの辛味炒め（冷凍）（IIDAKO ITAME）

その他の食品 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.3×10
5
/g 自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：いか類（ヤリイカハー
フ）（FROZEN HALF CUT SQUID）

水産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 2.0×10
5
/g 自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN
COOKED PEELED SHRIMP）

水産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 2.4×10
6
/g、陽性 自主検査

7
冷凍　切り身　ます：生食用(FROZEN TROUT
BITS AND PIECES)

水産（加工品含む） チリ 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

7 冷凍赤とうがらし 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 命令検査
7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 自主検査
7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 自主検査
7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 自主検査
7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
7 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.03ppm 検出 モニタリング検査
7 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.07ppm 検出 モニタリング検査

7
動物がん具：PVC主材／その他塗膜(DUCKS
TOUR)

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
フタル酸ビス（2－エチルヘ
キシル）

21% 検出 自主検査
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7
生食用冷凍鮮魚介類：たこ類(FROZEN
ABURIYAKI OCTOPUS SLICE)

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 フラゾリドン 0.002ppm 検出 モニタリング検査

7
野草加工品及び香辛料：クミン（CUMIN
POWDER）

農産（加工品含む） バングラデシュ 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス
0.51ppm 検出 (生鮮状態に換算した
値)

モニタリング検査

7 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 農業用地からの汚染 命令検査

7 冷凍あさり(FROZEN SHORT NECKED CLAM) 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
近隣農場において使用
された除草剤による汚

命令検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：煮ア
サリ(FROZEN BOILED SHORT NECKED
CLAM)

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（生鮮状態に換算した
値）

近隣農場において使用
された除草剤による汚
染

命令検査

7 生鮮にんじん 農産（加工品含む） ニュー・ジーランド 11 残留農薬 成分規格 メタミドホス 0.02ppm 検出
使用した農薬の加水分
解によって生じたと推定

モニタリング検査

7 チョコレート類(POPPY CHOC) その他の食品 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 ヨウ素化塩 使用 事前確認不十分 行政検査

7 非加熱食肉製品：(CURED SHOULDER) 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

7 非加熱食肉製品：(PANCETTA STAGIONATA) 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

7 非加熱食肉製品：(PROSCIUTTO DI PARMA) 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

7
その他の器具：ゴム製（CUTTING MACHINES
FOR LEAF AND BULBOUS VEGETABLE)

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 不適合 自主検査

7
辛子明太子(FROZEN SEASONED POLLACK
ROE(KARASHI MENTAIKO))

水産（加工品含む） 大韓民国 11 添加物 使用基準 亜硝酸ナトリウム （亜硝酸根として） 0.0062 g/kg 検出
加水量が少なかったた
め

自主検査

7 たらこ（塩たらこバラコ） 水産（加工品含む） 大韓民国 11 添加物 成分規格 亜硝酸根 0.012g/kg 検出 自主検査

7
シロップ漬け：混合果実(CANNED TROPICAL
FRUIT MIX IN LIGHT SYRUP)

農産（加工品含む） タイ 11
遺伝子組換え食
品

成分規格
安全性未審査遺伝子組換
えパパイヤ （PRSV-SC）

陽性 自主検査

7
シロップ漬け：混合果実（CANNED TROPICAL
FRUIT SALAD IN LIGHT SYRUP）

農産（加工品含む） タイ 11
遺伝子組換え食
品

成分規格
安全性未審査遺伝子組換
えパパイヤ （PRSV-SC）

陽性
契約農家以外からの原
料の使用

自主検査

7
その他の他に分類されない調味料（YENTAFO
SAUCE）

その他の食品 タイ 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.80g/kg 検出（対象外使用） 行政検査

7
飲食器具（陶器製）：皿(12 INCH
PLATE:BLUE)

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 140μg/cm
2 
検出 自主検査

7
飲食器具（磁器製）：カップ（BICCHIERINI
CERAMICA）

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 鉛 4μg/ml 検出 自主検査

7 飲食器具（陶器製）：ボール(BOWL:BLUE) 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 61μg/ml 検出 自主検査

7
その他の器具：ナイロン製(INLET TUBE FOR
PUMP DEFOND 100V TEFLON-RING)

器具・おもちゃ 香港 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

22μg/ml 検出 製造工程の逸脱 自主検査

7
その他の器具：組み合わせ(CRYSTAL PILL
CASE-PK、CRYSTAL PILL CASE-BL（ポリメ
タクリル酸メチル樹脂製）)

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
過マンガン酸カリウム消費
量、蒸発残留物

（過マンガン酸カリウム消費量）64μ
g/ml 検出、（水）71 μg/ml 検出

自主検査

7 もち精米 穀類（加工品含む） タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
塊化、カビの発生及び変敗
による異臭

塊化、カビの発生及び変敗による異
臭を認めた

水濡れ 行政検査

7 もち精米 穀類（加工品含む） アメリカ合衆国 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
塊化、カビの発生及び変敗
による異臭

塊化、カビの発生及び変敗による異
臭を認めた

水濡れ 行政検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（天然ムキエビ）(FROZEN BROWN SHRIMP)

水産（加工品含む） インド 11 微生物 成分規格 細菌数 2.2×10
7
/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：い
か類（イカ串フライ）(IKAKUSHI FRIED)

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
6
/g 自主検査
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7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：い
か類（いかタマカツ）（FROZEN SQUID FRY)

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 6.5×10
6
/g

作業中の品温管理不徹
底

自主検査

7
その他の器具：ポリプロピレン製（ROUND
TABLE TOP）

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

7 飲食器具（メラミン樹脂製）：ボウル（BOWL） 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）35μg/ml 検出 自主検査

7
飲食器具（メラミン樹脂製）：カップ（CUP
LITTLE MY IVORY）

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）36μg/ml 検出 モニタリング検査

7 バター(BEURRE DE PAMPLIE DOUX) 乳・乳製品 フランス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
輸送時の温度管理不徹
底

自主検査

7
その他の魚肉ねり製品：(FROZEN FISH
SAUSAGE STEAK(SALMON))

水産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
内袋のピンホールによ
る汚染と推定

自主検査

7 その他の魚肉ねり製品：いか類(SQUID BALL) 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 自主検査

7 その他の魚肉ねり製品：カニかまスティック 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

7 生食用冷凍鮮魚介類：アワビスライス 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
生食用冷凍鮮魚介類：いか類（姿造り）
(FROZEN SQUID)

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 モニタリング検査

7
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ（FROZEN
YELLOWFIN TUNA (OFF CUT)）

水産（加工品含む） モーリシャス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 生産手順の逸脱 自主検査

7 生食用冷凍鮮魚介類：真イカソーメン 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
冷凍　切り身　さけ：生食用(FROZEN
ATLANTIC SALMON SLICED)

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

7
冷凍　切り身　ます：生食用（FROZEN TROUT
LOIN（BACK LOINS & BELLY LOINS））

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

7
冷凍　切り身　ます：生食用（サーモントラウト
フィレ―）(FROZEN TROUT FILLET 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 自主検査

7
冷凍　切り身・むき身　うに：生食用（FROZEN
SEA URCHIN）

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
誤って消毒工程を経ず
に出荷されたため

モニタリング検査

7
冷凍ひらめスライス(生食用)(FROZEN
HIRAME SLICE)

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

7
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ(CHOCOLATE
BISCUIT WITH DARK CHOCOLATE MOUSSE
CAKE)

その他の食品 フランス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
器具の洗浄不十分と推
定

自主検査

7
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ（FROZEN
CHOCOLATE SPONGE CAKE)

その他の食品 フィリピン 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7
冷凍果実飲料：マンゴー果汁（FROZEN
MANGO JUICE）

飲料 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

7
その他の野菜の調整品：（フレッシュトマトとバ
ジルのブルスケッタソース）(FRESH　TOMATO
＆ BASIL　BRUSCHETTA)

農産（加工品含む） トルコ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.11g/kg 検出 自主検査

7
その他の野菜の調整品：（ドライトマトのオリー
ブオイル漬け）(SUNDRIED TOMATOES IN
OLIVE OIL)

農産（加工品含む） トルコ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.17g/kg 検出 自主検査
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7
その他の野菜の調整品：（ドライトマトとオリー
ブのブルスケッタソース）(SUNDRIED
TOMATO & OLIVE BRUSCHETTA)

農産（加工品含む） トルコ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.45g/kg 検出 自主検査

7
レトルト殺菌食品：スープ類（ヂョンチョルウ
牛カルビタン）（SOGALBITANG SOUP）

その他の食品 大韓民国 11 微生物 成分規格 発育し得る微生物 陽性 自主検査

8
加熱食肉製品（包装前加熱）：（あぶり焼きチ
キン（レモン））（FROZEN STEAMED GRILLED
CHICKEN 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 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（尾付き伸ばしえび）(FROZEN PTO
NOBASHI SHRINP)

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

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：笹
型フィッシュフライ(FROZEN BREADED
POLLOCK FILLET)

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
作業者の手指洗浄不十
分と推定

モニタリング検査

8 中華菓子：月餅（卵黄こし餡） その他の食品 香港 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 25μg/g 検出 自主検査
8 中華菓子：月餅（卵黄白蓮の実） その他の食品 香港 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 30μg/g 検出 自主検査

8
その他の果実の調整品：バナナチップ
（BANANA CHIPS）

農産（加工品含む） ペルー 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 35μg/g 検出 米国向け製品の誤出荷 自主検査

8
揚げ豆類：空豆チップ（SALTY  FRIED
FAVAS）

豆類 ペルー 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 4μg/g 検出 米国向け製品の誤出荷 自主検査

8 キャンディー類：(COLA-EXTRA LEMON) その他の食品 ベルギー               10 添加物 指定外添加物 アシッドブルー3ナトリウム 検出 着色料の誤使用 自主検査

8 シロップ（ROOH AFZA） その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

8 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 20μg/kg（B1:17.7, B2:1.8） 検出 命令検査

8 生鮮ハスの種子 種実類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①308μg/kg、②479μg/kg　（①
B1:279.6, B2:28.3、②B1:364.3,
B2:27.6, G1:78.4, G2:8.7) 検出

命令検査

8 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 17μg/kg（B1:15.4, B2:1.4) 検出 命令検査

8 生鮮くるみ 種実類 アメリカ合衆国            6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
20μg/kg（B1:16.6, B2:1.4, G1:1.8)
検出

命令検査

8 生鮮ピスタチオナッツ 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 236μg/kg（B1:221.6, B2:14.8） 検出 命令検査

8 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
39μg/kg（B1:19.6, B2:2.0, G1:15.4,
G2:1.9） 検出

命令検査

8
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 13μg/kg（B1:4.9, G1:7.8) 検出 選別不十分 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
19μg/kg（B1:15.6, B2:1.9, G1:1.8)
検出

命令検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：アス
パラガス（FROZEN GREEN ASPARAGUS）

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

8 ゴマの種子 種実類 ブルキナファソ 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.05ppm 検出 命令検査
8 生鮮ゴマの種子 種実類 ブルキナファソ 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.05ppm 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（えび串）（FROZEN VANNAMEI SHRIMP）

水産（加工品含む） ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリン 0.3ppm 検出 命令検査

8
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN
VANNAMEI SUSHI EBI）

水産（加工品含む） ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 オキシテトラサイクリン
1.89ppm 検出（生鮮状態に換算した
値）

命令検査

8
割ぽう具（ホウロウ引き製）：ケトルの本体
(TETERA DEMI CHALEIRA DEMI)

器具・おもちゃ タイ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 不適合 自主検査
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8 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

8 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

8 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

水濡れ 行政検査

8 生鮮コーヒー豆 種実類 ベトナム 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

8 生鮮コーヒー豆 種実類 コロンビア              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

8 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

8 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

8 破砕したうるち精米 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
コンテナから錆の液体
が垂れたため

行政検査

8
食品添加物：水溶性アナトー(NORBIXIN
POWDER)

添加物 ペルー 11 添加物 成分規格 含量　不適合 含量　不適合 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（えび串揚げ）(FROZEN SHRIMP STRING)

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 0.03ppm 検出 命令検査

8
無加熱摂取冷凍食品：野菜の調整品（レンコン
天ぷら（天ぷらセット９種））(FROZEN LOTUS
ROOT TEMPURA TEMPURA SET (9 TYPES))

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、大腸菌群 1.6×10
5
/g、陽性

冷凍庫内での結露水に
よる汚染と推定

自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ(FROZEN SOY
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 0.04ppm 検出 命令検査

8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出
自主検査
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 シペルメトリン 0.04ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 命令検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.07ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.07ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.07ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.09pm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.12ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.12ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ                11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.13ppm 検出 自主検査
8 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.23ppm 検出 自主検査

8 羅漢果抽出物（LUO HAN GUO EXTRACT） 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸
0.01g/kg 検出（原料の羅漢果に対
象外使用）

モニタリング検査

8
その他の他に分類されない調味料：シソ巻楽
京の液

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

8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 自主検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 自主検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 命令検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 自主検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 自主検査
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8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出
土壌に残留した農薬か
らの汚染

自主検査

8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出
土壌に残留した農薬か
らの汚染

自主検査

8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 命令検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 自主検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 自主検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 命令検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 命令検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.03ppm 検出 自主検査

8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.03ppm 検出
隣接したさつまいも畑か
らのドリフトによる汚染

自主検査

8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国            11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.04ppm 検出 命令検査
8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.04ppm 検出 命令検査

8 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.05ppm 検出
肥料に農薬が含まれて
いたためと推定

モニタリング検査

8
その他の他に分類されない食品：青りんご風
味のジェラート粉末(BURAS GREEN APPLE
FLAVOUR)

その他の食品 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

8
果実酢：ACETO DI VINO (WINE VINEGAR
BIANCO)

その他の食品 イタリア 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）0.052g/kg 検出 自主検査

8
果実酢：ACETO DI VINO (WINE VINEGAR
ROSSO)

その他の食品 イタリア               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）0.078g/kg 検出 自主検査

8
半発酵茶：鉄観音（ANXI SUPERIOR TIE
GUAN YIN）

農産（加工品含む）
香港（茶葉の原産国：中
国）

11 残留農薬 成分規格 フィプロニル 0.065ppm 検出 命令検査

8 非加熱食肉製品：（COPPA SLICE PACK） 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

8 非加熱食肉製品：(PANCETTA TESA) 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

8
非加熱食肉製品：(PROSC. DI PARMA
BUSSETTO)

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
製造ライン備品の洗浄
不十分

命令検査

8
その他の器具（ゴム製）：タンク用パッキン
(SEAL NBR)

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 亜鉛 不適合 自主検査

8
その他の器具（ゴム製）：配管継手のパッキン
(SEAL RING)

器具・おもちゃ フランス 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 亜鉛 不適合 自主検査

8
割ぽう具（ニトリルゴム製）：手袋(BLUE
PURPLE POWDER FREE NITRILE
EXAMINATION GLOVES)

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 不適合 自主検査

8
食品製造用機械の部品（ゴム製）：ローラー
(SPONGE ROLLER)

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 亜鉛 不適合 事前確認不十分 自主検査

8 冷凍ゆでだこ（MADAKO SLICE） 水産（加工品含む） ベトナム 11 添加物 使用基準
亜硫酸ナトリウム及び次亜
硫酸ナトリウム

（二酸化硫黄として）0.036g/kg 検出 自主検査

8
シロップ漬け：混合果実(TROPICAL FRUIT
COCKTAIL IN LIGHT SYRUP)

農産（加工品含む） タイ 11
遺伝子組換え食
品

成分規格
安全性未審査遺伝子組換
えパパイヤ （PRSV-SC）

陽性 自主検査

8 生鮮コーヒー豆 種実類 コロンビア              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 冷凍牛内臓：加工用未調整品（牛舌） 畜産（加工品含む） フランス 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

8
食品製造用機械の部品（ポリ塩化ビニル製）：
食品切断機械のベルトコンベヤー部分

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 不適合 自主検査

8 小麦 穀類（加工品含む） フランス 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
塊化、カビの発生、変敗及
び異臭

塊化、カビの発生、変敗及び異臭を
認めた

水濡れ 行政検査

8
粉末清涼飲料：麦芽コーヒー（BIOPUR
ORGANIC MALT COFFEE）

飲料 ドイツ 11 微生物 成分規格 細菌数 3.3×10
3
/g 自主検査
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8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：鯵
のしそフライ（クワイ入り）(FROZEN AJISHISO
FRY)

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 8.7×10
6
/g モニタリング検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：白
身フライ(BREADED BLUE WHITING 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 1.6×10
7
/g

通常とは異なるラインで
製造されたため

自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：巻貝類（FROZEN
TOPSHELL UNI YAKI MATSUBA）

水産（加工品含む） ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 3.5×10
5
/g 自主検査

8
食品添加物：植物レシチン（VEROLEC NON
GMO IP)

添加物 インド 11 添加物 成分規格 純度試験 トルエン不溶物 1.0 % 自主検査

8
食品添加物：ヒドロキシプロピル化リン酸架橋
デンプン(HYDROXYPROPYL DISTARCH
PHOSPHATE)

添加物 タイ 11 添加物 成分規格 純度試験
プロピレンクロロヒドリン類 5.3μg/g
検出

モニタリング検査

8
食品添加物：D-ソルビトール液(SORBITOL
70% SOLUTION)

添加物 タイ                 11 添加物 成分規格 純度試験 糖類 不適合 自主検査

8
割ぽう具（ナイロン製）：（アタッチメント万能トン
グ）(ATTACHMENT ALMIGHTY TONGS)

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
（水）47μg/ml、（4％酢酸） 94μ
g/ml 検出

モニタリング検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：片
ムール貝(FROZEN BOILED　MU-RU GAI)

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：いか類（イカ巻き芯）
(FROZEN JUMBO FLYING SQUID MEAT)

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

8
生食用冷凍鮮魚介類：さけ（FROZEN
SALMON FILLET）

水産（加工品含む） ノルウェ- 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：いか類（モンゴウイカ寿
司ネタ）(FROZEN CUTTLEFISH SUSHI
SEASONING)

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 モニタリング検査

8
無加熱摂取冷凍食品：ボイルずわい風味フ
レーク(FROZEN BOILED SNOW CRAB
PRODUCT)

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 モニタリング検査

8

無加熱摂取冷凍食品：その他の食品（かき揚
げ（天ぷらセット９種））(FROZEN
VEGETABLES TEMPURA TEMPURA SET (9
TYPES))

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
冷凍庫内での結露水に
よる汚染と推定

自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：未成熟いんげん(いん
げん天ぷら（天ぷらセット５種））（FROZEN
KIDNEY BEANS TEMPURA(FULL SET)）

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
冷凍庫内での結露水に
よる汚染と推定

モニタリング検査

8
無加熱摂取冷凍食品：野菜の調整品（レンコン
天ぷら（天ぷらセット５種））(FROZEN LOTUS
ROOT TEMPURA (FULL SET))

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
冷凍庫内での結露水に
よる汚染と推定

モニタリング検査

8
無加熱摂取冷凍食品：いか類（いか軟骨焼き
串）(DRIED SQUID NECK)

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

8
その他の果実の調整品：（DEHYDRATED
PINEAPPLE CORE STICK）

農産（加工品含む） タイ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.10g/kg 検出 自主検査

8
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：(アワビ粥）
(PORRIDGE)

その他の食品 大韓民国 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

8 大豆 豆類 ブラジル 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
変色、塊化、カビの発生及
び変敗による異臭

変色、塊化、カビの発生及び変敗に
よる異臭を認めた

水濡れ 行政検査

8
茶の代用品（GOLD KILI NATURAL GINGER
BAG）

農産（加工品含む） シンガポール 11 有毒・有害物質 放射性物質 放射線照射 検知 行政検査
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9
冷凍ニオイタコノキ(FROZEN PANDANUS
PALM LEAF)

農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 成分規格 2,4-D 0.19ppm 検出 モニタリング検査

9 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

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：シー
フード入りパスタソース（ITALIAN SEAFOOD
SAUCE WITH TOMATO）

その他の食品 イタリア 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9
加熱後摂凍冷凍食品（凍結直前未加熱）：そ
の他の食料品（業務用ミックス広島風お好み
焼）(MIX HIROSHIMAFU OKONOMIYAKI)

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

9
加熱食肉製品（加熱後包装）：FROZEN
STEAMED CHICKEN

畜産（加工品含む） タイ 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）：ソーセージ
(CHICKEN FRANKS)

畜産（加工品含む） ブラジル 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）：ボイ
ル殻付きムール貝(BOILED MUSSEL WITH
SHELL)

水産（加工品含む） 大韓民国 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 自主検査

9 チョコレート類：(SPHERE BANANE) 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
9 チョコレート類：（SPHERE RHUM) 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

9
チョコレート類：（TABLETTE NOIR
ASSEMBLAGE)

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

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

農産（加工品含む） タイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①64 μg/kg、②120 μg/kg　（①
B1: 61.1, B2:2.1, G1:1.2、②B1:112.6,
B2:4.3, G1:2.9) 検出

命令検査

9
野草加工品及び香辛料：とうがらし（DRIED
RED CHILLI）

農産（加工品含む） タイ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 34μg/kg（B1:33.0, B2:1.0) 検出 命令検査

9 小粒落花生 豆類 ブラジル 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
14μg/kg（B1:6.2, B2:1.1, G1:5.7,
G2:1.2) 検出

命令検査

9 ごまの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 14μg/kg（B1:7.7, G1:5.9) 検出 命令検査

9 生鮮ごまの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 14μg/kg（B1:9.8, G1:4.1) 検出 命令検査

9 いったピーナッツ 豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 24μg/kg（B1:20.5 , B2:3.7) 検出 命令検査

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

農産（加工品含む） インド 6､11 自然毒、残留農薬 カビ毒、一律基準
アフラトキシン(カビ毒）、トリ
アゾホス(一律基準)

（アフラトキシン）①13μg/kg、②12
μg/kg （①B1:12.7 , ②B1:11.9） 検
出、（トリアゾホス）0.38ppm 検出（生
鮮状態に換算した値）

命令検査

9 すじこ 水産（加工品含む） アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 亜硫酸根 0.0053g/kg 検出 自主検査

9 生鮮コーヒー豆 種実類 コロンビア 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

荷積みの際の麻袋、コ
ンテナの床が濡れてい
たため

行政検査

9 生鮮コーヒー豆 種実類 ベトナム 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

9 生鮮コーヒー豆 種実類 エチオピア 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

9 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

9 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 0.03ppm 検出 命令検査

9 チョコレート(COEUR JAUNE JAPON 2014) その他の食品 フランス 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 使用 着色料の誤使用 自主検査

9 チョコレート類(BOR45J) その他の食品 ベルギー 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 使用
連絡体制不十分（使用
着色料の変更把握でき

自主検査

9 生鮮コーヒー豆 種実類 ホンジュラス 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.38ppm 検出 モニタリング検査
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9
その他の粉末清涼飲料：有機穀物コーヒー（タ
ンポポ）(BOTTEGA BACI CEREAL DRINK
DANDELION BIO)

飲料 ポーランド 11 微生物 成分規格 細菌数 3.8 ×10³/g 自主検査

9
その他の粉末清涼飲料：有機穀物コーヒー
(BOTTEGA BACI ORGANIC MIX CEREAL
DRINK)

飲料 ポーランド 11 微生物 成分規格 細菌数 5.5 ×10³ /g 自主検査

9
無加熱摂取冷凍食品：パパイヤピューレ
(FROZEN PAPAYA PUREE)

農産（加工品含む） フランス 11 微生物 成分規格 細菌数 4.7×10
6
/g 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：冷
凍生ブラックタピオカ(FROZEN RAW TAPIOCA
PEARLS-ORIGINAL)

農産（加工品含む） 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×10
7
/g 自主検査

9
冷凍ゆでがに：生食用ずわいがにフレーク
(FROZEN BOILED CRAB MEAT (ZUWAI GANI
FLAKE))

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 1.4×10
5
/g 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：その
他の畜産物（回鍋肉（タレ））

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物、添加物
成分規格、使用基
準

細菌数（成分規格）、ソルビ
ン酸カリウム（使用基準）

（細菌数）3.6×10
5
/g、（ソルビン酸と

して）0.02 g/kg 検出（対象外使用）
自主検査

9
茶の代用品：亜麻の種子（LINSEED HERBAL
TEA）

農産（加工品含む） トルコ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 210ppm 検出 自主検査

9 バター豆 豆類 ミヤンマ－ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 540ppm 検出 命令検査

9
茶の代用品：ハーブ（HERBAL MIXTURE
TEA）

農産（加工品含む） トルコ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 16ppm 検出 自主検査

9 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出
周辺ジャガイモ畑から
のドリフトによる汚染と

命令検査

9 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出
隣接したネギ畑からのド
リフトによる汚染

命令検査

9 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 命令検査
9 生鮮たまねぎ（PEELED ONION） 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.03ppm 検出 試験栽培した原料の混 命令検査
9 生鮮たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.04ppm 検出 命令検査
9 冷蔵むき身あかがい（生食用） 水産（加工品含む） 大韓民国 11 微生物 成分規格 腸炎ビブリオ 最確数　1,100/g モニタリング検査

9
野草加工品及び香辛料：とうがらし（CHILLY
KASHIMIRI POWDER）

農産（加工品含む） インド 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス
0.17ppm 検出 (生鮮状態に換算した
値)

命令検査

9 ナチュラルチーズ（PROV FIACHETTO PICC） 乳・乳製品 イタリア 11 添加物 使用基準 ナタマイシン 0.065g/kg 検出 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：くわ
い松笠(FROZEN ARROWHEAD PINEAL)

農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 パクロブトラゾール 0.03ppm 検出 モニタリング検査

9 アップルジュース（APPLE JUICE IN BOTTLE） 飲料 ルーマニア 11 自然毒 成分規格 パツリン 0.079 ppm 検出 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：混
合野菜（FROZEN MIXED VEGETABLES)

農産（加工品含む） ニュージーランド 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ （グリーンピースから）0.03ppm 検出 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：グ
リーンピース

農産（加工品含む） ニュージーランド 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ 0.02ppm 検出 自主検査

9 冷凍天然えび 水産（加工品含む） ギリシャ 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）0.14g/kg 検出 自主検査

9
冷凍養殖えび（FROZEN HEADLESS SHELL-
ON VANNAMEI 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 0.001ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび：(FROZEN PUD 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 0.008ppm 検出 命令検査

9
野草加工品及び香辛料：クミン（CUMMIN
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
0.42ppm 検出（生鮮状態に換算した
値）

命令検査

9 野草加工品及び香辛料：クミン（CUMMIN） 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
0.43ppm 検出（生鮮状態に換算した
値）

命令検査
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9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：お
味噌汁用刻み油揚げ（FROZEN FRIED TOFU
SHREDDED）

豆類 中華人民共和国 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） 0.035g/kg
検出

自主検査

9 数の子チョッカル 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 0.31g/kg 検出 自主検査
9 数の子チャンナンチョッカル 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 0.34g/kg 検出 自主検査

9
フルーツブランデー（FUTYULOS APRICOT
DRINK）

飲料 ハンガリ－ 6 添加物 指定外添加物 メタノール 1.3mg/cm
3
 検出 自主検査

9
非加熱食肉製品（SALAME TOSCANO
EXTRA P. S.）

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

9
非加熱食肉製品：ジャンボン・キントア
（JAMBON SEC DU KINTOA ISSU DE PORC
DE RACE BASQUE）

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

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：蒲焼う
なぎ(FROZEN ROASTED EEL SEASONED)

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 0.008ppm 検出 命令検査

9
その他の他に分類されない調味料（タイスキ
のたれ）

その他の食品 タイ 11 添加物 使用基準 安息香酸 0.06g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

9 食品添加物：DL-アラニン 添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 乾燥減量、強熱残分
1.4%（乾燥減量)、3.2%（強熱残分）
検出

湿った包材を使用した
ため

自主検査

9
冷凍ゆでがに：生食用(FROZEN SNOW CRAB
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 1.7×10
5
/g 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ジャ
ンボ白身フライ(FROZEN BREADED
POLLACK)

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 5.8×10
6
/g 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：赤
いか切身（FROZEN SQUID BODY CUT）

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 5.8×10
6
/g 自主検査

9
飲食器具（ポリプロピレン製）：ストロー （ZIMA
LOVE STRAW (BLUE)）

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

指定外着色料 検出 自主検査

9
割ぽう具（ナイロン製）：ターナー(TURNER
FOR ONE HANDLE FISH & GRILLPAN)

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 （4％酢酸）55.5μg/ml 検出 自主検査

9
アイスクリーム（ICE CREAM IN BUCKET
HAZELNUT)

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

9
無加熱摂取冷凍食品：しめさば（FROZEN
MACKEREL FILLET)

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

9
冷凍切り身かれい：生食用（FROZEN
ARROWTOOTH FLOUNDER ENGAWA）

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

9
冷凍切り身さけ：生食用(FROZEN ATLANTIC
SALMON SLICE)

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

9
原料用果汁：グレープ(JAS ORGANIC DE-
IONIZED GRAPE JUICE CONC)

飲料 トルコ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
原料用果汁：パイナップル(FROZEN NFC
PINEAPPLE JUICE)

飲料 フィリピン 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：えだまめ(FROZEN
GREEN SOYBEANS (SHIOYUDE))

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

9
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品
（BANANA DICES）

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

9
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品
（PINEAPPLE DICES）

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

9
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品（WATER
MELON DICES）

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
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9
加熱食肉製品（包装後加熱）：合鴨スモークパ
ストラミ(FROZEN SMOKED DUCK BREAST
MEAT WITH PEPPER)

畜産（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
加熱食肉製品（包装後加熱）：豚バラ炒め
(FROZEN FRIED PORK CUT)

畜産（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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：海鮮と
野菜の天ぷら（野菜かき揚げ）(TENPURA KIT)

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

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：焼き鳥
(SUMIBI YTR BL)

畜産（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
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：まぐろフレー
ク油漬（TUNA IN OIL）

水産（加工品含む） タイ 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

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：中
華あんかけ（TYUUKA ANKAKE）

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
設備補修作業後の洗浄
不十分と推定

自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ロー
ス豚串カツ（FROZEN BREADED PORK
STRING）

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

10
加熱食肉製品（加熱後包装）：きくらげと７種の
野菜入りつくね（YASAI IRI TSUKUNE）

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

10
加熱食肉製品（加熱後包装）：グリルチキン
(GRILL CHICKEN (HERB))

畜産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性
作業員からの汚染と推
定

自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：混
合野菜（FROZEN MINESTRONE 15
VEGETABLE）

農産（加工品含む） イタリア 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）：粉
付きえび(OTSUKIKONATUKI EBI)

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 自主検査

10 ビスケット類（MAINSTAY FOOD） その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.014g/kg 検出
他国向け原料ショートニ
ングの誤使用

自主検査

10 菜種油（FRESH ASH OIL） その他の食品 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出
充填機の洗浄不十分に
よる混入

自主検査

10 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
105μg/kg（B1:73.7, B2:8.5, G1:19.0,
G2:3.9) 検出

命令検査

10 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 14μg/kg（B1:8.5, G1:5.7) 検出 命令検査

10
ピスタチオナッツペースト（PASTA DI
PISTACCHIO）

種実類
イタリア（ピスタチオナッ
ツの原産国：シリア）

6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
17μg/kg（B1:12.4, B2:1.0, G1:3.5)
検出

命令検査

10 生鮮ピスタチオナッツ 種実類 イラン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン  33μg/kg（B1:29.8, B2:3.3) 検出 命令検査

10 生鮮ピスタチオナッツ 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①42μg/kg、②32μg/kg　（①
B1:37.5, B2:4.3、②B1:29.8, B2:2.4)
検出

命令検査

10
その他の菓子類：カリプソ（干しイチジクとアー
モンドのデザート）

その他の食品 クロアチア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
16μg/kg（B1:3.8, G1:9.8, G2:2.4) 検
出

自主検査

10 ミックススパイス（KITCHEN KING） 農産（加工品含む） ネパール 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 15μg/kg（B1:14.8) 検出 命令検査

10 小粒落花生 豆類 南アフリカ共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン （B1:5.8,  G1:25.8, G2:2.0 ) 検出
悪天候による乾燥不十
分

命令検査

10 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①49μg/kg、②12μg/kg（①
B1:31.0, B2:1.4, G1:16.9、②B1:7.0,
G1:4.6) 検出

命令検査

10 生鮮ゴマの種子 種実類 ナイジェリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
27μg/kg（B1:15.8, B2:1.2, G1:10.1)
検出

命令検査
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10
野草加工品及び香辛料：とうがらし（RED
CHILLY POWDER）

農産（加工品含む） インド 6､11 自然毒、残留農薬 カビ毒、一律基準
アフラトキシン(カビ毒）、トリ
アゾホス(一律基準)

（アフラトキシン）①12μg/kg
（B1:10.9 , B2:1.4) 検出、（トリアゾホ
ス）1.2ppm 検出（生鮮状態に換算し
た値）

命令検査

10 生鮮ゴマの種子 種実類 タンザニア 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.02ppm 検出 命令検査
10 生鮮ゴマの種子 種実類 ブルキナファソ 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.02ppm 検出 命令検査

10
冷凍養殖むき身えび（FROZEN VANNAMEI
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 0.01ppm 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
フライ（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 0.1３ppm 検出 命令検査

10 飲食器具（磁器製）：皿（EVA PLATE） 器具・おもちゃ スウェーデン 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 1.3μg/ml 検出 自主検査

10 飲食器具（磁器製）：皿（RED ASTER PLATE） 器具・おもちゃ スウェーデン 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 2.1μg/ml 検出 自主検査

10 生鮮コーヒー豆 種実類 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 行政検査

10 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

10 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 0.02ppm 検出 命令検査
10 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 0.02ppm 検出 命令検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：い
か類（F. SQUID (YARIIKA) SKINLESS RING）

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 0.0011ppm 検出 命令検査

10 シロップ（LEMON TEA FLAVOR ） その他の食品 イスラエル 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 0.010g/kg 検出 モニタリング検査

10 調味乾製品：ソフトさきいか（SOFT SAKIIKA) 水産（加工品含む） 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム （ソルビン酸として）1.1g/kg 検出 自主検査

10
食品添加物：ヒマワリレシチン(FLUID
SUNFLOWER LECITHIN)

添加物 ポーランド 11 添加物 成分規格 トルエン不溶物 0.75% 自主検査

10
食品添加物：ヒマワリレシチン(DEOILED
SUNFLOWER LECITHIN POWDER)

添加物 インド 11 添加物 成分規格 トルエン不溶物 1.10% 自主検査

10
その他のベーカリー製品：マカロン（COCOA
MACARON）

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

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：混
合野菜（FROZEN MIXED VEGETABLES）

農産（加工品含む） ニュージーランド 11 残留農薬 一律基準 ハロキシホップ （グリーンピースから）0.03ppm 検出 自主検査

10
冷凍養殖むき身えび（FROZEN PD
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 0.001ppm 検出 命令検査

10
冷凍養殖えび（FROZEN HEADLESS SHELL-
ON VANNAMEI WHITE 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 0.003ppm 検出 命令検査

10
冷凍養殖むき身えび（FROZEN PD
VANNAMEI 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 命令検査

10 冷凍養殖むき身えび 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

10
非加熱食肉製品：GRISCHUNA AIR-DRIED
HAM

畜産（加工品含む） スイス 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：IBERIAN DRY CURED
CHORIZO

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 モニタリング検査

10
食品製造用機械の部品（ゴム製）：SCREENER
DA650 BAFFLE PLATE

器具・おもちゃ ドイツ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 亜鉛 不適合 自主検査

10
その他の器具（ゴム製）：浄水器のパーツ
(LEAD FREE BRASS MATERIAL OF
INTERNAL DIVERTER ADAPTER)

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 不適合 自主検査

10 すじこ 水産（加工品含む） アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 亜硝酸ナトリウム （亜硝酸根として） 0.0065 g/kg 検出 命令検査



輸入食品違反事例一覧　（平成２６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

10
加熱食肉製品（加熱後包装）：チキンフランク
(FROZEN CHICKEN FRANKS)

畜産（加工品含む） ブラジル 11 添加物 成分規格 亜硝酸根 0.081g/kg 検出 自主検査

10 冷凍天然むき身えび 水産（加工品含む） 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム （二酸化硫黄として）0.17g/kg 検出 自主検査

10 生鮮コーヒー豆 種実類 エチオピア 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

10 生鮮コーヒー豆 種実類 エチオピア 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

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・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

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・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

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・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

10 飲食器具（磁器製）：カップ（MOCCA CUP） 器具・おもちゃ ドイツ 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 不適合 自主検査

10 大豆 豆類 ブラジル 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 行政検査

10
無加熱摂取冷凍食品：いか類（ヤリイカソーメ
ン）（SQUID NOODLE）

水産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
5
/g 自主検査

10
無加熱摂取冷凍食品：冷凍活煮穴子カット
（FROZEN BOILED-COOKING CONGER EEL
CUT）

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 2.2×10
5
/g 自主検査

10
無加熱摂取冷凍食品：冷凍活煮穴子スライス
（FROZEN BOILED-COOKING CONGER EEL
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 2.3×10
6
/g 自主検査

10
生食用冷凍鮮魚介類：うに(FROZEN SEA
URCHIN)

水産（加工品含む） フィリピン 11 微生物 成分規格
細菌数、大腸菌群、腸炎ビ
ブリオ最確数

3.6×10
6
/g（細菌数）、陽性(大腸菌

群）、1,100/g(腸炎ビブリオ最確数）
自主検査

10
その他の調理用ミックス（PF POTAT SNACK
CHEE/BRO）

農産（加工品含む） ドイツ 10 添加物 指定外添加物 指定外添加物(ヨウ素化塩 使用 行政検査

10
その他の調理用ミックス（PFANNI MUSH W
SPIN CHEES）

農産（加工品含む） ドイツ 10 添加物 指定外添加物 指定外添加物(ヨウ素化塩 使用 行政検査

10
その他の調理用ミックス（PFANNI PUR.
CRE&ITAL HARB）

農産（加工品含む） ドイツ 10 添加物 指定外添加物 指定外添加物(ヨウ素化塩 使用 行政検査

10
食品添加物：酢酸カルシウム（CALCIUM
ACETATE）

添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 純度試験 液性 pH 10.1、鉛 不適 自主検査

10
食品添加物：ブラックカーラント色素（CASSIS
ANTHOCYANIN）

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

10
アイスクリーム(COPPETTA GELATO AL
CIOCCOLATO NOIR)

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

10
アイスクリーム(COPPETTA GELATO ALLA
CASSATA)

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

10
その他の魚肉ねり製品：いか類（SQUID
BALL）

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 自主検査

10
その他の魚肉ねり製品：しんじょえび（SINJO
EBI）

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

10
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ（FROZEN
SOY BEANS(SALT WATER BOILED））

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

10
その他の魚肉ねり製品：しんじょしょうが
（SINJO SHOGA）

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

10
その他の魚肉ねり製品：しんじょ青のり（SINJO
AONORI）

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

10
その他の魚肉ねり製品：明太子揚げ
（MENTAIKO AGE）

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

10
生食用冷凍鮮魚介類：いか類（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 モニタリング検査
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10
生食用冷凍鮮魚介類：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 大腸菌群 陽性 自主検査

10
無加熱摂取冷凍食品：いか類（ヤリイカスライ
ス）(FROZEN SQUID HALFCUT)

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

10
無加熱摂取冷凍食品：煮あなご（FROZEN
KIZAMINIANAGO）

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

10
冷凍ゆでがに：生食用(FROZEN BOILED
SNOW CRAB)

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

10
乾燥野菜：トマト（DEHYDRATED TOMATO
WHOLE)

農産（加工品含む） タイ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.036g/kg 検出 自主検査

10
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：豆カレー
（LAHORI CHOLEY）

その他の食品 パキスタン 11 微生物 成分規格 発育し得る微生物 陽性 自主検査

10 生鮮コーヒー豆 種実類 ホンジュラス 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 変敗による異臭 変敗による異臭を認めた 行政検査

10
生鮮きのこ類：アンズタケ（FRESH GOLDEN
CHANTERELLE（CANTHARELLUS
CIBARIUS））

農産（加工品含む） ベラルーシ 11 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 (セシウム) 190Bq/kg 検出 モニタリング検査

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 0.06ppm 検出 命令検査
11 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 0.16ppm 検出 命令検査

11
加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストチキン
レッグ(ROASTED LEG)

畜産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 E.coli 陽性 サンプル製品の誤出荷 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ピー
マン

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 ショートニング（MOI SHORTENING） その他の食品 マレーシア 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 0.006g/kg 検出 自主検査

11 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
0.02ppm 検出（生鮮状態に換算した
値）

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
20μg/kg（B1:4.6, G1:13.8, G2:1.5)
検出

偏在性による 命令検査

11 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（B1:10.3, G1:8.0) 検出 命令検査

11 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 22μg/kg（B1:20.0, B2:2.3) 検出 命令検査

11 野草加工品及び香辛料：とうがらし 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 29μg/kg（B1:28.5) 検出 命令検査

11 乾燥いちじく 農産（加工品含む） トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 381μg/kg（B1:308.0 , B2:72.7) 検出 命令検査

11
いったピーナッツ（SUNNY SELECT HONEY
ROASTED PEANUT）

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（B1:19.2, B2:4.0) 検出 命令検査

11
いったピーナッツ(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
21μg/kg（B1:3.7, G1:13.0, G2:4.3)
検出

命令検査

11 揚げたピーナッツ（FRIED PEANUT） 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
12μg/kg（B1:1.2, G1:8.7, G2:2.1) 検
出

命令検査

11
その他の農産加工品：ワインゼリー（MULLED
WINE JELLY WITH GOLD LEAF）

農産（加工品含む） イギリス 10 添加物 指定外添加物 アミド化ペクチン 使用 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 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

11 生鮮コーヒー豆 種実類 エチオピア 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

11 生鮮コーヒー豆 種実類 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

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：か
んしょ（FROZEN SWEET POTATO DICE WITH
SUGAR）

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、E.coli 1.8×10
7
/g、陽性 自主検査

11
生食用冷凍鮮魚介類：切り身まぐろ(FROZEN
TUNA SLICE (SUSHI))

水産（加工品含む） フィリピン 6 微生物 病原微生物 サルモネラ属菌 陽性
資材（吸水紙）が汚染さ
れていたと推定

モニタリング検査

11 野草加工品及び香辛料：とうがらし 農産（加工品含む） 韓国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール
0.02ppm 検出(生鮮状態に換算した
値)

命令検査

11 野草加工品及び香辛料：とうがらし 農産（加工品含む） 韓国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール
0.02ppm 検出(生鮮状態に換算した
値)

命令検査
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11 野草加工品及び香辛料：とうがらし 農産（加工品含む） 韓国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール
0.03ppm 検出(生鮮状態に換算した
値)

命令検査

11 野草加工品及び香辛料：とうがらし 農産（加工品含む） 韓国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール
0.04ppm 検出(生鮮状態に換算した
値)

命令検査

11 野草加工品及び香辛料：とうがらし 農産（加工品含む） 韓国 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール
0.04ppm 検出(生鮮状態に換算した
値)

命令検査

11 冷凍レイシ（ライチ）(FROZEN LYCHEE) 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ジフルベンズロン 0.07ppm 検出 自主検査

11 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 命令検査
11 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 命令検査
11 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.05ppm 検出 命令検査

11 トッポッキの付属ソース その他の食品 大韓民国 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)0.17g/kg　 検出
（対象外使用）

モニタリング検査

11 冷凍たまねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 一律基準 チアメトキサム 0.02ppm 検出 命令検査
11 生鮮ししとう 農産（加工品含む） 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 トリシクラゾール 0.13ppm 検出 モニタリング検査

11
その他の器具（錫合金製）：深皿(GRAPE
ROUND SALT CELLAR)

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 鉛 不適合（5.3％） 自主検査

11 チョコレート 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

11
チョコレート（FULL CREAM MILK
CHOCOLATE WITH ZUCKERSTREUSEL）

その他の食品 オーストリア 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーⅤ 検出 自主検査

11
PVC製知育がん具：くしゃくしゃアップルパイレ
シピ（APPLE PIE RECIPE）

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
フタル酸ビス（2－エチルヘ
キシル）

0.43 % 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
類（VANNAMEI PD IQF)

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 0.003ppm 検出 命令検査

11 冷凍養殖えび 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 0.212ppm 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(VANNAMEI PD IQF)

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

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ブ
ロッコリー(FROZEN BROCCOLI FLORETS)

農産（加工品含む） グァテマラ 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス 0.06ppm 検出 モニタリング検査

11 クミン(PURE CUMIN POWDER) 農産（加工品含む） バングラデシュ 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス
0.02ppm 検出（生鮮状態に換算した
値）

命令検査

11
無加熱摂取冷凍食品：冷凍ボイル殻付きあさ
り(FROZEN BOILED SHORT-NECKED CLAM)

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

11
ゴム製器具：スーパーニトリルグローブ
(NITRILE GLOVE (WHITE))

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 不適合 自主検査

11
ゴム製器具：スーパーニトリルグローブ
(NITRILE GLOVE (BLUE))

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 不適合 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：パ
パイヤ

農産（加工品含む） 中華人民共和国 11
遺伝子組換え食
品

成分規格
安全性未審査遺伝子組換
えパパイヤ （PRSV-YK）

陽性
台湾産原料パパイヤに
混入していたと推定

自主検査

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

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

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

11 菜種 その他の食品 カナダ 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

11
割ぽう具（ホウロウ引き製）：オーブン皿
（OPEN ROASTER）

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 不適合 自主検査

11 割ぽう具（フッ素樹脂塗装）：オイルポット 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
過マンガン酸カリウム消費
量

17.8μg/ml 検出
塗装時の温度管理不十
分

自主検査

11
その他の器具（ナイロン製）：コーヒーメーカー
の部品(PLASTIC BALL)

器具・おもちゃ 香港 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

26μg/ml 検出 自主検査
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11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：パン類
（角形まんじゅう）

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×10
5
/g 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：イカ
シューマイ(IKA SHUMAI)

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 5.8×10
6
/g 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：豆類の調整品（味付け
油揚げ）

豆類 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 2.8×10⁵ /g モニタリング検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：豆
腐干絲

豆類 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 7.5×10⁶ /g 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：麩
（千豆腐）

豆類 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 5.3×10⁶ /g、陽性 自主検査

11
その他の器具（PE製）：蓋パッキン
（HAPPINESSキャニスター3デザインアソート）

器具・おもちゃ トルコ 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）①1580μg/ml ②1560μ
g/ml ③1470μg/ml 検出

自主検査

11
割ぽう具：モノレールスライサー（TPE（SEBS)
樹脂部分）(MONORAIL SLICER)

器具・おもちゃ 香港 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

11 割ぽう具（ナイロン製）：フライ返し（SPATULA） 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）37μg/ml 検出 モニタリング検査

11
粉末清涼飲料：ホットチョコレート(HOT
CHOCOLATE)

飲料 スペイン 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11
粉末清涼飲料：ココアオレ（TV COCOA AU
LAIT STICK）

飲料 大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：寿司えび(FROZEN
VANNAMEI SUSHI EBI)

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

11
生食用冷凍鮮魚介類：切り身まぐろ(FROZEN
MAGURO SLICE(NON-SEASONING))

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

11
ゆでだこ：真ダコスライス（FROZEN OCTOPUS
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 自主検査

11
生食用冷凍鮮魚介類：切り身まぐろ（冷凍キハ
ダスティックパック）

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

11
生食用冷凍鮮魚介類：切り身まぐろ（FROZEN
BIGEYE TUNA SAKU）

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

11
加熱食肉製品（包装後加熱）：蒸し鶏ほぐし
(FROZEN STEAMED SBB)

畜産（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

11
塩蔵たけのこ（CROPPED SALTED SLENDER
BAMBOO SHOOTS）

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 0.326 g/kg 検出
硫黄燻蒸した現地向け
原料の誤使用

自主検査

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
変色、塊化、カビの発生及
び変敗による異臭

変色、塊化、カビの発生及び変敗に
よる異臭を認めた

水濡れ 行政検査

11
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品
（FROZEN BLUEBERRY PUREE (MYRTILLE
PUREE) WITH SUGAR）

農産（加工品含む） フランス 11 有毒・有害物質 放射性物質 放射性物質 (セシウム) 1５0Bq/kg 検出 モニタリング検査

12 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

12 冷凍レイシ（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 4-クロルフェノキシ酢酸 0.06ppm 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）：から
し菜（FROZEN MUSTARD GREEN）

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

12
ビスケット類(CRACKERS PLUS WAFERS
(SALTCHEESE COMBO)

その他の食品 インドネシア 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 4μg/g 検出 自主検査

12 生鮮ピスタチオナッツ 種実類 ギリシャ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:4.5, G1:7.6) 検出 命令検査

12
ピスタチオナッツペースト（PISTACHIO
CREAM）

種実類 イタリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①20μg/kg、②17μg/kg　（①
B1:18.0, B2:1.6、②B1:15.7, B2:1.6)
検出

命令検査

12 生鮮アーモンド 種実類 スペイン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
27μg/kg（B1:4.3, G1:18.9, G2:3.8)
検出

命令検査
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12 マーラ鍋調味料 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
①15μg/kg、②17μg/kg、③17μ
g/kg （①B1:13.0, B2:2.4、②B1:14.5,
B2:2.7、③B1:14.2, B2:2.7) 検出

自主検査

12
その他の菓子（LARABAR PEANUT BUTTER
COOKIE）

その他の食品 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 13μg/kg（B1:11.2 , B2:2.0 )検出 命令検査

12
野草加工品及び香辛料：とうがらし
（PEPERONCINI PICCANTI）

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 12μg/kg（B1:4.9, G1:7.2) 検出 命令検査

12 野草及び香辛料：ナツメグ 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（B1:12.4, B2:1.9)検出 命令検査

12 小粒落花生 豆類 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 56μg/kg（B1:47.9, B2:7.6) 検出 命令検査

12 小粒落花生 豆類 ミャンマー 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 109μg/kg（B1:96.6, B2:12.8) 検出 命令検査

12 いったピーナッツ 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
12μg/kg（B1:2.8, G1:7.6, G2:2.0) 検
出

命令検査

12 いったピーナッツ 豆類 中華人民共和国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 24μg/k　（B1:21.7 , B2:2.7) 検出 命令検査

12 ごまの種子 種実類 タンザニア 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.02ppm 検出 命令検査
12 生鮮ごまの種子 種実類 ミヤンマ－ 11 残留農薬 一律基準 イミダクロプリド 0.02ppm 検出 命令検査
12 活スッポン（養殖） 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 0.10ppm 検出 命令検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：粉
付えび

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 0.1３ppm 検出 命令検査

12 その他うるち精米 穀類（加工品含む） タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、異臭及び集塊
化

カビの発生、異臭及び集塊化を認
めた

水濡れ 行政検査

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、集塊化、変色
及び異臭

カビの発生、集塊化、変色及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

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、集塊化、変色
及び異臭

カビの発生、集塊化、変色及び異臭
を認めた

水濡れ 行政検査

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 行政検査

12 チョコレート(GANACHE PASSION) その他の食品 フランス 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 使用 自主検査

12 リキュール類（PISTAZIEN LIKOR） 飲料 ドイツ 10 添加物 指定外添加物
キノリンイエロー及びパテン
トブルーV

検出 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：海老
入り蒸し春巻き

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 0.0013ppm 検出 命令検査

12
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 0.0006ppm 検出 命令検査

12 冷凍ぐちすり身 水産（加工品含む） ミヤンマ－ 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.7ppm 検出
工場内くん蒸（殺虫剤使
用）後の施設洗浄不十

モニタリング検査

12 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 1.47ppm 検出 モニタリング検査
12 生鮮カミメボウキ 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 2ppm 検出 モニタリング検査

12 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、シペルメトリ
ン

(クロルピリホス)0.25ppm 検出、(シ
ペルメトリン)0.12ppm　 検出

モニタリング検査

12 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、シペルメトリ
ン

(クロルピリホス)0.35ppm 検出、(シ
ペルメトリン)1.29ppm　 検出

モニタリング検査

12 生食用冷凍ゆでがに：ボイルカニフレーク 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 5.5×10
5
/g 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：上海
蟹かにみそ（SHANGHAI KANI MISO）

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 4.2×10
5
/g、陽性 自主検査

12 無加熱摂取冷凍食品：煮ガキ 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 4.6×10
6
/g（自主検査）、2.5×10

6
/g

（モニタリング検査）、陽性

自主検査、モニタリン
グ検査

12 生鮮青とうがらし 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 0.10ppm 検出 農薬管理の認識不十分 モニタリング検査
12 生鮮青とうがらし 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 0.10ppm 検出 モニタリング検査
12 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 検出 命令検査
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12 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.04ppm 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 シペルメトリン 0.04ppm 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 シペルメトリン 0.05ppm 検出 モニタリング検査
12 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シペルメトリン 0.06ppm 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 シペルメトリン 0.06ppm 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 シペルメトリン 0.12ppm 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 シペルメトリン
0.04ppm（命令検査）、0.04ppm（モニ
タリング検査） 検出

命令検査、モニタリン
グ検査

12 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬
成分規格、一律基
準

シペルメトリン（成分規格）、
フェンバレレート（一律基準）

（シペルメトリン）0.04ppm 検出、
（フェンバレレート）0.05ppm 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）：カ
レー用野菜ミックス（FROZEN CURRY MIXED
VEGETABLE）

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

12 リキュール類（LILIEN LIKOR） 飲料 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーⅤ 検出 自主検査

12 リキュール類（PFEFFERMINZ LIKOR） 飲料 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーⅤ 検出 自主検査

12 リキュール類（VEILCHEN LIKOR） 飲料 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーⅤ 検出 自主検査

12 塩蔵たけのこ（塩蔵細竹） 農産（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）0.742g/kg 検出 自主検査

12 生鮮マンゴー 農産（加工品含む） フィリピン 11 残留農薬 一律基準 フェントエート 0.02ppm 検出 自主検査
12 生鮮マンゴー 農産（加工品含む） フィリピン 11 残留農薬 一律基準 フェントエート 0.04ppm 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
類(FROZEN BM MARINATED SHRIMP）

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 0.005ppm 検出 命令検査

12 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 フルキンコナゾール 0.03ppm 検出 モニタリング検査
12 生鮮青とうがらし 農産（加工品含む） 大韓民国 11 残留農薬 一律基準 フルキンコナゾール 0.08ppm 検出 モニタリング検査
12 生鮮青とうがらし 農産（加工品含む） 大韓民国 11 残留農薬 一律基準 フルキンコナゾール 0.09ppm 検出 モニタリング検査
12 冷凍ほろほろ鳥肉 畜産（加工品含む） フランス 11 動物用医薬品 成分規格 ブロチゾラム 0.0021ppm 検出 モニタリング検査
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 一律基準 フロニカミド 0.02pm 検出 自主検査
12 生鮮ししとう 農産（加工品含む） 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 ヘキサコナゾール 0.05ppm 検出 モニタリング検査
12 キャビア 水産（加工品含む） フランス 10 添加物 指定外添加物 ホウ酸 2,300μg/g 検出 自主検査

12 ブランデー（GRAPPA GAJA ROSSJ BASS） 飲料 イタリア 6 添加物 指定外添加物 メタノール 1.546mg/cm
3
 検出 自主検査

12 ブランデー（GRAPPA GAJA REY） 飲料 イタリア 6 添加物 指定外添加物 メタノール 1.903mg/cm
3
 検出 自主検査

12 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 0.04ppm 検出 命令検査

12 非加熱食肉製品(LARDO 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 自主検査

12 非加熱食肉製品(COPPA) 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

12 非加熱食肉製品（LARDO 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 自主検査

12
非加熱食肉製品(SALAME FINOCCHIONA
MEZZA)

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

12
非加熱食肉製品：ナポリピッカンテ
（SALSICCIA NAPOLI PICCANTE)

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

12 ゴム製器具：粉なしニトリルゴム極薄手袋 器具・おもちゃ マレーシア 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 亜鉛 18μg/ml 検出 自主検査

12 その他の農産加工品（PALMITO IN JAR） 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）0.036g/kg 検出
（原料の生鮮ヤシの新芽に使用）

自主検査

12 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

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 異臭・変敗及びカビの発生 異臭・変敗及びカビの発生を認めた 水濡れ 行政検査

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 異臭・変敗及びカビの発生 異臭・変敗及びカビの発生を認めた 水濡れ 行政検査
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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

12 冷凍牛内臓：加工用未調整品（牛舌） 畜産（加工品含む） ポーランド 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

12 容器包装：ポリエチレン製キャップ 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 鉛 不適合 自主検査

12 容器包装：ポリスチレン製トレー 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 鉛 不適合 自主検査

12 活あかがい 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
12 活あかがい 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

12 生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ（ネギトロ端材） 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
6
/g 自主検査

12 生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ（ネギトロ端材） 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
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
フライ

水産（加工品含む） インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 3.1×10
6
/g 自主検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：エビ
フライ（FROZEN EBI FRY）

水産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 4.5×10
6
/g 自主検査

12 氷菓（TRIBAL ACAI GUARANA SORBET） その他の食品 ブラジル 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 3.6×10⁴ /g、陽性 自主検査

12
無加熱摂取冷凍食品：その他の食品(フロラン
タン　ショコラ）

その他の食品 フランス 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 5.9×10
5
 /g、陽性 自主検査

12 バター(BUTTER BLOCK SALTED) 乳・乳製品 フランス 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：カレイ(FROZEN
HALIBUT FRILL(ENGAWA))

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
無加熱摂取冷凍食品：赤イカスライス
（FROZEN GIANT SQUID SLICE 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 モニタリング検査

12 無加熱摂取冷凍食品：活〆煮穴子スライス 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

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：冷凍
プンジャビサモサ

その他の食品 インド 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12 冷凍天然むき身えび（NOBASHI EBI） 水産（加工品含む） ミャンマー 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.12g/kg 検出 モニタリング検査


