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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：その他の魚類（冷凍コ
ハダ（FROZEN SEASONED KOHADA
FILLET））

水産（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 11μg/g 検出 自主検査

1 その他の果実の調整品：LIME PICKLE 農産（加工品含む） インド 10、12 添加物
指定外添加物、
使用基準

ヨウ素（指定外添加物）、
安息香酸ナトリウム（使用
基準）

ヨウ素 使用、
安息香酸ナトリウム（安息香酸
として） 0.21g/kg 検出（対象外
使用）

行政検査、自主検査

1
半発酵茶：ウーロン茶（(85798-SHR)T MED
REFILL TIE GUAN YIN）

農産（加工品含む） スリ・ランカ 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

フィプロニル（成分規格）、
インドキサカルブ（一律基
準）

フィプロニル0.050ppm 検出、イ
ンドキサカルブ 0.14ppm 検出

モニタリング検査

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 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 命令検査

1
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 エンロフロキサシン 0.03ppm 検出 命令検査

1
冷凍養殖えび：FROZEN VANNAMEI PD
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

1
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 0.0013ppm 検出 命令検査

1
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 SEAFOODMIX）

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

1
生食用冷凍鮮魚介類：天然むき身えび
（FROZEN ARGENTINA SHRIMP HIRAKI)

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

1 冷凍切り身いか：FROZEN CUTTLEFISH 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

1 生鮮PUK WHAN 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 1.0ppm 検出 モニタリング検査
1 生鮮メボウキ 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 2ppm 検出 モニタリング検査
1 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 ジフルベンズロン 0.06ppm 検出 モニタリング検査

1
半発酵茶：ウーロン茶（GOLDEN SAIL
OOLONG TEA）

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 0.009ppm 検出 モニタリング検査

1
乾燥あんず：ドライアプリコット（DRY APRICOT
（LOT NO.4））

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）2.0g/kg 検
出

自主検査

1
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(EBI,
IKA, AKEGAI)）

水産（加工品含む） ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 4.4×106/g 自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：いか類（FROZEN
CUTTLEFISH FILLET）

水産（加工品含む） ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×105/g 自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：いか類（FROZEN
CUTTLEFISH WING）

水産（加工品含む） ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 1.4×105/g 自主検査

1
無加熱摂取冷凍食品：しゃこ類（BOILED
SHAKO 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 4.6×105/g 自主検査

1
ゆでだこ：COOKED CUT OCTOPUS IQF
(FROZEN BOILED OCTOPUS CUT)

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 5.7×105/g、陽性 自主検査

1 煮豆類：白花煮豆（SHIROHANA NIMAME） 豆類 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）0.12g/kg 検
出

自主検査

1 食品添加物：trans-2-ペンテナール 添加物 フランス 11 添加物 成分規格 純度試験 酸価 不適（6.7） 自主検査

1
生食用冷凍鮮魚介類：いか類(FROZEN YARI-
IKA YARI (D))

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

1
生食用冷凍鮮魚介類：いか類（FROZEN YARI-
IKA YARI-(GH)）

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

1
ゆでだこ：BOILED FROZEN OCTOPUS
SLICED

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
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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
生食用冷凍鮮魚介類：養殖さけ(FROZEN
SALMON TROUT SCRAPE MEAT)

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

1
生食用冷凍鮮魚介類：うに（FROZEN SEA
URCHIN）

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

1
生食用冷凍鮮魚介類：たいらぎ貝（FROZEN
TAIRAGAI HIRAKI）

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

1
生食用冷凍鮮魚介類：紋甲イカ（FROZEN
CUTTLEFISH FILLET）

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

1
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN
PEELED AND BOILED SHRIMPS(SUSHI EBI
HEAD MEAT))

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

1 山帰来の葉（SANKIRAI　LEAF） 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

1
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：野菜の調整品
（サトイモの煮物（SEASONED TARO））

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 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

1
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（FROZEN JUMBO EBI-FRY）

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 命令検査

1
冷凍養殖えび：FROZEN HL 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

1 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 0.04ppm 検出 命令検査

1
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

1 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 0.03ppm 検出 命令検査

1 乾燥パセリ：PARSLEY GREEN AIR DRIED 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 0.03ppm 検出 モニタリング検査

1
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ（FROZEN SOY
BEAN(SLB)）

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 命令検査

1 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 自主検査
1 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 0.02ppm 検出 モニタリング検査
1 生鮮スターフルーツ 農産（加工品含む） メキシコ 11 残留農薬 一律基準 フルジオキソニル 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）：他の
野菜調整品（FROZEN WHITE GOURD
MELONS(TOUGAN)）

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

1
その他の器具（ポリエチレン製）：調味料キャッ
プ（BOTTLE CAP）NO.3796(GREEN)

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

1
その他の器具（ポリプロピレン製）：ピザスタンド
（PIZZA STAX）

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 （4％酢酸）190μg/ml 検出 自主検査

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、集塊化、変敗
及び異臭

カビの発生、集塊化、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、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

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 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 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
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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 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

1 大豆 豆類 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
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
56μg/kg
（B1:14.0,B2:2.9,G1:31.1,G2:8.4)
検出

命令検査

1
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
158μg/kg
（B1:15.6,B2:2.5,G1:114.0,G2:26.
2） 検出

命令検査

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 18μg/kg（B1:15.1,B2:2.4） 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 11μg/kg（B1:8.7,G1:2.3） 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 11μg/kg（B1:9.7,B2:1.1） 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 12μg/kg（B1:10.5,B2:1.2） 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 12μg/kg（B1:10.7,B2:1.4） 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 12μg/kg（B1:11.8） 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 12μg/kg（B1:12.2） 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 14μg/kg（B1:13.8） 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 15μg/kg（B1:13.7,B2:1.3） 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 15μg/kg（B1:13.8,B2:1.5） 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 15μg/kg（B1:14.5) 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 16μg/kg（B1:14.3,B2:1.2） 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 16μg/kg（B1:14.6,B2:1.4） 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 16μg/kg（B1:15.3,B2:1.1） 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
17μg/kg
（B1:10.6,B2:4.7,G1:1.5） 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 17μg/kg（B1:15.2,B2:2.2） 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 20μg/kg（B1:18.9,B2:1.1） 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 21μg/kg（B1:19.3,B2:1.5） 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 22μg/kg（B1:18.8,B2:3.0） 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 22μg/kg（B1:19.6,B2:2.0） 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 23μg/kg（B1:21.0,B2:2.2） 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 23μg/kg（B1:21.4,B2:1.3） 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（B1:25.1,B2:1.8） 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 55μg/kg（B1:53.2,B2:1.7） 検出 命令検査

1 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
126μg/kg（B1:111.9,B2:14.1）
検出

命令検査



輸入食品違反事例一覧　（平成２５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 チョコレート類：CHOCOSTICK DARK その他の食品 ベルギー 6 自然毒 その他の自然毒 ルーピン豆 使用 行政検査

1 チョコレート類：CHOCOSTICK MILK その他の食品 ベルギー 6 自然毒 その他の自然毒 ルーピン豆 使用 行政検査

1 チョコレート類：CHOCOSTICK WHITE その他の食品 ベルギー 6 自然毒 その他の自然毒 ルーピン豆 使用 行政検査

1
ナチュラルチーズ：ゴルゴンゾラ
（GORGONZOLA DOP ERBORIN 40G）

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

1
非加熱食肉製品：GUANCIALE STAGIONATO
PEPERONCINO

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

2
その他の農産加工品：フライドオニオン(FRIED
SHALLOT)

農産（加工品含む） タイ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 7μg/g 検出 自主検査

2
チョコレート類：BALLOTIN GANACHES
LIMITED EDITION 9 PIECES

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

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：その
他の食料品（海老カツ芯（EBI KATSU SHIN））

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

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：海老
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

2 シロップ：PINK GRAPEFRUIT 7492 その他の食品 イスラエル 11 添加物 使用基準 アセスルファムカリウム 0.38g/kg 検出 自主検査

2 シロップ：ICE PEACH TEA 7456 その他の食品 イスラエル 11 添加物 使用基準
アセスルファムカリウム、
スクラロース

アセスルファムカリウム
0.39g/kg、スクラロース0.61g/kg
検出

自主検査

2 シロップ：ORANGE FLAVOR 7493 その他の食品 イスラエル 11 添加物 使用基準
アセスルファムカリウム、
スクラロース

アセスルファムカリウム
0.44g/kg、スクラロース0.59g/kg
検出

自主検査

2 冷凍切り身鯨肉（尾羽） 水産（加工品含む） アイスランド 11 残留農薬 成分規格
アルドリン及びディルドリン
の総和として

0.2ppm 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）：えび
類（FROZEN 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

2 そば 穀類（加工品含む） ブラジル 11 残留農薬 成分規格 ジウロン 0.15ppm 検出 モニタリング検査
2 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 ジフルベンズロン 0.06ppm 検出 モニタリング検査

2
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN
COOKED 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 0.01ppm 検出 命令検査

2
その他の乾燥果実：乾燥ブルーベリー
（BLUEBERRIES ORGANIC WHOLE）

農産（加工品含む）
ドイツ
（ブルーベリーの原
産国：ポーランド）

11 有毒・有害物質 放射性物質 セシウム 1800Bq/kg 検出 自主検査

2 チョコレート類：DULCE DE LECHE その他の食品 アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム
（ソルビン酸として）0.20g/kg 検
出（対象外使用）

自主検査

2 冷凍赤とうがらし（PRIGKEENOO CHINDA) 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 成分規格 トリアゾホス 0.12ppm 検出 モニタリング検査

2
半発酵茶：ウーロン茶（CHINESE OOLONG
TEA）

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 0.005ppm 検出 モニタリング検査

2
半発酵茶：ウーロン茶（FUJIAN OOLONG
TEA）

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 0.005ppm 検出 自主検査

2 半発酵茶：ウーロン茶（OOLONG TEA） 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 0.009ppm 検出 モニタリング検査

2 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 フラゾリドン 0.001ppm 検出 命令検査
2 生鮮カミメボウキ 農産（加工品含む） ラオス 11 残留農薬 成分規格 プロフェノホス 2.76ppm 検出 モニタリング検査

2
その他の他の飲料：水晶果（CINNAMON
PUNCH）

飲料 大韓民国 11 添加物 使用基準 ポリソルベート80 0.042g/kg 検出 自主検査

2 生鮮アボカド(MARCA SABRINA) 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
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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

2
インスタントコーヒー：100 PERCENT PURE
FREEZE DRIED INSTANT COFFEE

飲料 インド 11 微生物 成分規格 細菌数 1.1×104/g
輸送中に貨物包装が破
損したためと推定

自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：その他
の食料品（HEALTHY SPINACH PARATHA）

その他の食品 インド 11 微生物 成分規格 細菌数 2.9×105/g 自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：混合
野菜（冷凍野菜ミックス）

農産（加工品含む） 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数 3.6×106/g 自主検査

2 粉末清涼飲料：BIOFORCE BAMBU INSTANT 飲料 スイス 11 微生物 成分規格 細菌数 4.3×103/g 自主検査

2
無加熱摂取冷凍食品：その他の水産動物類
（からすみ（FROZEN SUN DRIED MULLET
ROE））

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 2.6×106/g 自主検査

2
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（サクサクエビフライ（FROZEN BREADED
EBI-FRY SHRIMPS））

水産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 1.3×107/g、陽性 自主検査

2
無加熱摂取冷凍食品：えび類（海鮮おどり海老
（ODORI EBI））

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 1.4×105/g、陽性 自主検査

2
無加熱摂取冷凍食品：その他の魚類
（PRESLICED SMOKED SOCKEYE SALMON
SIDES）

水産（加工品含む） カナダ 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.4×107/g、陽性 自主検査

2
生食用冷凍鮮魚介類：冷凍生食用まぐろ
（FROZEN TUNA KIRIOTOSHI(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

2
無加熱摂取冷凍食品：その他の水産動物類
（ズワイガニ精肉フレーク（FROZEN COOKED
CRAB））

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
無加熱摂取冷凍食品：菜の花（FZ RAPE
FLOWER)

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

2 その他の乾燥イモ類(DRIED POTATO) 農産（加工品含む） ペルー 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 2.1g/kg 検出 自主検査

2 乾燥大根の葉：WHITE RADISH LEAF 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 有毒・有害物質 放射性物質 放射線照射 検知 モニタリング検査

2 カカオ豆 種実類 エクアドル 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.06ppm 検出 命令検査
2 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 0.02ppm 検出 命令検査

2
冷凍養殖えび：FROZEN SHRIMP（BRAND：
BOHOL）

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 0.03ppm 検出 モニタリング検査

2 生鮮パセリ 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 0.02ppm 検出 モニタリング検査
2 生鮮西洋わさび 農産（加工品含む） オーストリア 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出 モニタリング検査
2 冷凍赤とうがらし 農産（加工品含む） 台湾 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

2 冷凍赤とうがらし（PRIK CHEEFA） 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、シプロ
コナゾール

ジフェノコナゾール0.07ppm、シ
プロコナゾール0.02ppm 検出

モニタリング検査

2 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
2 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 0.04ppm 検出 命令検査
2 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 命令検査

2
その他の器具（フェノール樹脂製）：BAKELITE
WASHER（JUICE BLENDER SJ-9669部品）

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 フェノール、蒸発残留物

フェノール 不適、
蒸発残留物（20％エタノール）33
μg/ml 検出、
蒸発残留物（4%酢酸）34μg/ml
検出

自主検査

2
その他の器具（ポリ塩化ビニル製）：組み合わ
せキャニスター（VM4900 COFFRET 4POTS）
パッキング部分

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 ブチルスズ化合物 不適 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

2

その他の飲食器具（メラミン製）：お椀A
（8006）、お椀B（8007）、お椀C（8008）、お椀D
（8009）、お椀E（8010）、お椀F（8011）、お椀G
（8012）（英名確認中）

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 ホルムアルデヒド 不適 自主検査

2
その他の飲食器具（メラミン製）：れんげ（8001）
（英名確認中）

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 ホルムアルデヒド 不適 自主検査

2
割ぽう具：陶器製（クグロフ型(Moule
Kougelhopf uni NO.1)）

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 鉛 1.3μg/ml 検出 自主検査

2
割ぽう具：陶器製（ベックオフ鍋(Terrine
beckaoffa serie 6)）

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 鉛 0.8μg/ml 検出 自主検査

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、異臭の発生、固化及
び腐敗

カビ、異臭の発生、固化及び腐
敗を認めた

水濡れ 行政検査

2 破砕したうるち精米 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、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 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 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、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 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

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 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

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・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

行政検査

2 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 26μg/kg（B1:23.3,B2:3.0) 検出 命令検査

2
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

①43、②157μg/kg（①
B1:36.7,B2:6.2、②
B1:38.0,B2:5.6,G1:93.1,G2:20.5）
検出

命令検査

2
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
32μg/kg
（B1:2.9,G1:22.4,G2:6.2） 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 11μg/kg（B1:10.6） 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 11μg/kg（B1:10.9） 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 11μg/kg（B1:11.3） 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 12μg/kg（B1:10.5,B2:1.2） 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 12μg/kg（B1:11.8） 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 12μg/kg（B1:11.9） 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 13μg/kg（B1:12.8） 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 18μg/kg（B1:16.8,B2:1.0） 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 31μg/kg（B1:28.8,B2:2.5） 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,B2:2.3） 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 41μg/kg（B1:36.8,B2:3.9） 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 68μg/kg（B1:62.2,B2:6.1） 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
70μg/kg
（B1:62.4,B2:5.6,G1:2.0） 検出

命令検査
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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

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 71μg/kg（B1:65.5,B2:5.7） 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 72μg/kg（B1:65.7,B2:6.0） 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 13μg/kg（B1:9.8,B2:3.1） 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 15μg/kg（B1:13.0,B2:1.6） 検出 命令検査

2 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
①11、②23、③14μg/kg（①
B1:10.7、②B1:21.2,B2:1.4、③
B1:13.8） 検出

命令検査

2 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

①17、②22、③13、④17、⑤
11、⑥15、⑦24、⑧22、⑨19、
⑩29、⑪25、⑫16、⑬18、⑭
12、⑮12μg/kg（①B1:16.5、②
B1:20.4,B2:1.4、③B1:13.3、④
B1:16.5、⑤B1:11.0、⑥
B1:14.2,G1:1.0、⑦
B1:22.8,B2:1.6、⑧
B1:20.7,B2:1.1、⑨
B1:17.5,B2:1.1、⑩
B1:28.1,B2:1.2、⑪
B1:23.3,B2:1.4、⑫B1:16.3、⑬
B1:16.4,G1:1.1、⑭B1:11.6、⑮
B1:11.7） 検出

命令検査

2 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 15μg/kg（B1:13.8,B2:1.0） 検出 命令検査

2 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
490μg/kg
（B1:382.7,B2:32.0,G1:69.5,G2:5.
9） 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 11μg/kg（B1:11.1） 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 12μg/kg（B1:10.4,G1:1.8) 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 26μg/kg（B1:23.5,B2:2.4) 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

70μg/kg
（B1:8.8,B2:1.3,G1:46.8,G2:13.3）
及び22μg/kg（B1:20.1,B2:2.3）
検出

命令検査

2 揚げたピーナッツ：HONEY PEANUTS 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
（B1:5.4,B2:1.0,G1:7.2,G2:1.7） 検
出

命令検査

2
ミックスセレアル類（FLAX PLUS PUMPKIN
GRANOLA CEREAL）

穀類（加工品含む） アメリカ合衆国 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 14mg/kg 検出 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（ボイルキャッサバ芋（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 43mg/kg 検出 命令検査

2
非加熱食肉製品：PROSCIUTTO CRUDO
STAGIONATO 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

3
スナック菓子類：野菜チップス（B）（MIXED
VEGETABLES CHIPS(B))

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

3
スナック菓子類：野菜チップス（D）（MIXED
VEGETABLES CHIPS(D))

その他の食品 台湾 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 3μg/g 検出 自主検査
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キーワード
生産国 条文

違反項目
キーワードⅠ

違反項目
キーワードⅡ

違反項目 違反内容 原因 備考

3
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：加工卵が主原
料のもの（うずらの卵（STEWED QUAIL EGGS
KELP））

畜産（加工品含む） 台湾 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 60μg/g 検出 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：パン
類（FROZEN APPLE TURNOVER LUNCH）

穀類（加工品含む） フランス 10 添加物 指定外添加物 ヒマワリレシチン 使用 行政検査

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 0.07ppm 検出 命令検査

3
その他の果汁入り飲料："RANI"MANGO
DRINK PET

飲料 サウジアラビア 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）0.05g/kg 検
出（対象外使用）

自主検査

3
野菜の調整品：PEPERONCINI
RIPIENI(PICCANTI)

農産（加工品含む） イタリア 11 添加物 使用基準 ソルビン酸、安息香酸
ソルビン酸0.02g/kg、安息香酸
0.03g/kg 検出（対象外使用）

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）：その
他の食料品（50g玉子サラダフライ(FROZEN
BREADED EGG SALAD CAKE)）

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
無加熱摂取冷凍食品：その他の魚類（チャン
ジャ（SALT-FERMENTED POLLACK
VISCERA））

水産（加工品含む） 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）0.069g/kg
検出(対象外使用）

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 命令検査

3 半発酵茶：ウーロン茶（OOLONG TEA） 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 自主検査

3
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（プリプリえびフリッター（BATTERED
SHRIMPS TAIL ON））

水産（加工品含む）
スペイン（エビの原産
国：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 命令検査

3 冷凍養殖えび：FROZEN SHRIMP（WHITE） 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）0.018ppm 検出 命令検査

3
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ（COFFEE
BAUMKUCHEN）

その他の食品 カナダ 11 添加物 使用基準 プロピオン酸カルシウム
（プロピオン酸として）2.6g/kg 検
出

自主検査

3 生鮮パセリ 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ヘキサクロロベンゼン 0.27ppm 検出 モニタリング検査

3
無加熱摂取冷凍食品：いか類（いかと数の子
の塩辛（辛口）（SALTED-FERMENTED SQUID
& HERRING ROE））

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80 0.65g/kg 検出 自主検査

3
無加熱摂取冷凍食品：いか類（いかの塩辛（辛
口）（SALTED-FERMENTED SQUID））

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80 0.046g/kg 検出 自主検査

3
無加熱摂取冷凍食品：その他の水産動物類
（ホヤの塩辛（辛口）（SALTED-FERMENTED
SEA SQUIRT））

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80 0.51g/kg 検出 自主検査

3
無加熱摂取冷凍食品：その他の食品
（CANNOLI SICILIANI (SMALL) GR33-PZ 5)

その他の食品 イタリア 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.8×106/g、陽性 自主検査

3
無加熱摂取冷凍食品：その他の食品（KIT
CREMOTTA）

その他の食品 イタリア 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 2.2×106/g、陽性 自主検査

3
無加熱摂取冷凍食品：その他の水産動物類
（蛸やわらか煮つけ（FROZEN TAKO
AJITSUKE））

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）0.038g/kg
検出

自主検査

3
ゆでだこ：ボイル刻みたこ（FROZEN BOILED
KIZAMITAKO）

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
生食用冷凍鮮魚介類：さけ（FROZEN FRESH
SALMON）

水産（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
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違反項目 違反内容 原因 備考

3
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品
（FROZEN COCONUT JELLY SALAD）

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 モニタリング検査

3
無加熱摂取冷凍食品：野菜の調整品（冷凍刻
み白菜漬（FROZEN KIZAMIHAKUSAI））

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

3
その他の洋菓子：MARRONS MARRADI 50BX
DRAINED

その他の食品 イタリア 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.053g/kg 検出 自主検査

3
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：その他の食品
（３珍鮮羊●（氵に刷）（HOT POT SOUP
BASE））

その他の食品 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

3 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0.07ppm 検出、アセ
フェート0.06ppm 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、一律
基準

イミダクロプリド（成分規
格）、フェンバレレート（一
律基準）

イミダクロプリド0.19ppm 検出、
フェンバレレート0.02ppm 検出

命令検査

3 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

命令検査

3
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
SPEARS）

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

3 生鮮ごまの種子 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 0.02ppm 検出 命令検査
3 生鮮ハイゴショウ（WILD BETAL) 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 一律基準 インドキサカルブ 0.18ppm 検出 モニタリング検査

3 冷凍養殖えび：FROZEN SHRIMP(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

3 冷凍養殖えび：FROZEN SHRIMP (SHELL ON) 水産（加工品含む） マダガスカル 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

3 冷凍養殖えび: FROZEN SHELLON B.TIGER 水産（加工品含む） マレーシア 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

3 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

3 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 0.04ppm 検出 命令検査
3 生鮮スターフルーツ 農産（加工品含む） メキシコ 11 残留農薬 一律基準 フルジオキソニル 0.02ppm 検出 自主検査
3 生鮮スターフルーツ 農産（加工品含む） メキシコ 11 残留農薬 一律基準 フルジオキソニル 0.02ppm 検出 モニタリング検査
3 生鮮未成熟いんげん 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 0.11ppm 検出 モニタリング検査

3
その他の器具（ポリスチレン製）：調味差し（リ
ベラリスタレッド）本体（赤）（SOY SAUCE
CRUET）

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 揮発性物質 5.5mg/g 検出 自主検査

3 小麦 穀類（加工品含む） カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビ、異臭、固化及び腐敗
の発生

カビ、異臭、固化及び腐敗の発
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
カビの発生、集塊化及び
異臭

カビの発生、集塊化及び異臭を
認めた

水濡れ 行政検査

3 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、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

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
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 25μg/kg（B1:19.8,B2:5.6） 検出 命令検査

3
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
33μg/kg
（B1:12.4,B2:1.4,G1:16.9,G2:2.1）
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 11μg/kg（B1:10.6） 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 11μg/kg（B1:11.0） 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 12μg/kg（B1:11.5） 検出 命令検査
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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（B1:11.9） 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 12μg/kg（B1:12.0） 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 12μg/kg（B1:12.0） 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 12μg/kg（B1:12.4） 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 13μg/kg（B1:11.8,B2:1.5） 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 13μg/kg（B1:11.9,B2:1.3） 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 13μg/kg（B1:12.7） 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 15μg/kg（B1:13.8,B2:1.3） 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 19μg/kg（B1:16.9,B2:2.3） 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 19μg/kg（B1:17.1,B2:1.6） 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 20μg/kg（B1:19.0,B2:1.4） 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 22μg/kg（B1:21.1,B2:1.2） 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 23μg/kg（B1:20.0,B2:2.5） 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 23μg/kg（B1:22.1,G1:1.3） 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 30μg/kg（B1:27.1,B2:3.3） 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
37μg/kg
（B1:27.6,B2:3.7,G1:5.5） 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 42μg/kg（B1:39.2,B2:3.2） 検出 命令検査

3
ミックススパイス：サブジマサラ（VEGETABLE
CURRY MASALA）

農産（加工品含む） インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①12、②11、③12μg/kg（①
B1:11.9、②B1:10.5、③B1:11.7）
検出

命令検査

3 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 16μg/kg（B1:3.6,G1:12.7） 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 12μg/kg（B1:10.2,B2:1.6） 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 13μg/kg（B1:11.2,B2:1.9） 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
52μg/kg
（B1:29.2,B2:7.4,G1:12.1,G2:2.9）
検出

命令検査

3 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 16μg/kg（B1:9.6,G1:6.3） 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
23μg/kg
（B1:3.8,G1:16.5,G2:2.9） 検出

命令検査

3 生鮮亜麻の種子 種実類 カナダ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 170mg/kg 検出 自主検査

3
非加熱食肉製品：ALSA0400 SALAME FELINO
KG. 1 S/V (FELINO SALAMI)

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 キャンディー類：TOMATO SALT CANDY その他の食品 台湾                 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 43μg/g 検出
国内向け製造ラインを
使用したため、工程中
にてコンタミした

自主検査

4 チョコレート類：F.C BARCELONA 1 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

4 魚油：ALASKA OMEGA（精製タラ油） その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 メタノール 使用 事前の確認不足 行政検査
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4
冷凍天然うちわえび：FROZEN SLIPPER
SHRIMP WHOLE ROUND

水産（加工品含む） インドネシア 10 添加物 指定外添加物 塩化ベンザルコニウム 使用 工程中で使用したため 行政検査

4
冷凍天然むき身うちわえび：FROZEN SLIPPER
SHRIMP KURINUKI

水産（加工品含む） インドネシア 10 添加物 指定外添加物 塩化ベンザルコニウム 使用 工程中で使用したため 行政検査

4
冷凍天然むき身うちわえび：FROZEN SLIPPER
SHRIMP PD

水産（加工品含む） インドネシア 10 添加物 指定外添加物 塩化ベンザルコニウム 使用 工程中で使用したため 行政検査

4
冷凍天然むき身うちわえび：FROZEN SLIPPER
SHRIMP PTO

水産（加工品含む） インドネシア 10 添加物 指定外添加物 塩化ベンザルコニウム 使用 工程中で使用したため 行政検査

4
冷凍天然むき身うちわえび：FROZEN SLIPPER
SHRIMP PTO SET

水産（加工品含む） インドネシア 10 添加物 指定外添加物 塩化ベンザルコニウム 使用 工程中で使用したため 行政検査

4 生鮮ごまの種子 種実類 スーダン 11 残留農薬 成分規格 2,4-D 0.06ppm 検出 ドリフトによる汚染 モニタリング検査

4 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 エンロフロキサシン 0.009ppm 検出
えさと一緒に与えていた
エンロフロキサシンが
スッポンの体内に残留し

モニタリング検査

4
漬け物：オリーブ（BLACK OLIVES STERILIZED
PITTED）

農産（加工品含む） ギリシャ               11 添加物 使用基準 グルコン酸第一鉄 （鉄として）0.42 g/kg 検出 攪拌不十分のため 自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：冷凍
あじフライＭ（FROZEN BREADED AJI 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 4.8×106/g 原材料の衛生管理不足 自主検査

4
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 成分規格 トリフルラリン 0.002ppm 検出 近隣農園からのドリフト 命令検査

4
シロップ漬け：ベリー類果実（DEHYDRATED
STRAWBERRY IN HIBISCUS SYRUP）

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）0.037 g/kg
検出

製造工程中の衛生管理
不足

自主検査

4
その他の果汁入り飲料：CASHEW-LEVE
NECTAR JUICE

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）0.20g/kg 検
出

添加物に係る認識不足 自主検査

4 生鮮ねぎ 農産（加工品含む） 中華人民共和国       11 残留農薬 成分規格 ファモキサドン 0.03ppm 検出 事前の確認不足 モニタリング検査
4 半発酵茶：OOLONG TEA 農産（加工品含む） 中国 11 残留農薬 成分規格 フィプロニル 0.006ppm 検出 特定できず 命令検査

4 半発酵茶：OOLONG TEA 農産（加工品含む）
インド （茶葉の原産
国：中国）

11 残留農薬 成分規格 フィプロニル 0.007ppm 検出

ダスト（細かい茶葉）が
フィプロニルを含んでお
り、製造段階で取り除い
たダストが梱包・移動時
に混入したため。

命令検査

4 半発酵茶：ウーロン茶(OOLONG CHA) 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
近隣の農地からのドリフ
ト

命令検査

4
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN 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 フラゾリドン （AOZとして）0.005ppm 検出 特定できず 命令検査

4
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ(FROZEN
YELLOW FIN TUNA BLOCK)

水産（加工品含む） インドネシア             11 微生物 成分規格 細菌数 2.0×105/g
現地向けの商品を発送
したため

自主検査

4 粉末清涼飲料：ゴボウ茶 飲料 台湾 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.7×105/g、陽性
工程中の衛生管理不
足、容器及び原材料が
汚染されていたと推定。

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 純度試験 液性　不適（Ph4.0)
他国向けの商品を出荷
したため

自主検査

4 食品添加物：カオリン（MUGARITZ KAOLIN） 添加物 スペイン               11 添加物 成分規格 純度試験 液性 不適（pH5.6）、ヒ素 不適 現地での確認不足 自主検査

4
ゆでだこ（F-OCTOPUS BOILED CUT(C-
TYPE)）

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
製造工程中の衛生管理
不足

自主検査

4
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：その他
の食料品(FROZEN KAOHSOI SAUCE)

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 特定できず 自主検査
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4
生食用冷凍鮮魚介類：サーモン(FROZEN
ATLANTIC SALMON FILLET)

水産（加工品含む） チリ                 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
包装資材等に細菌付着
していたためと推定

自主検査

4 粉末清涼飲料：杏仁茶 飲料 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
工程中の衛生管理不
足、容器及び原材料が
汚染されていたと推定。

自主検査

4 粉末清涼飲料：桂園茶 飲料 台湾 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性
工程中の衛生管理不
足、容器及び原材料が
汚染されていたと推定。

自主検査

4
無加熱摂取冷凍食品：その他の食品
（CUSTARD FILLED MINI ECLAIRS RETAIL）

その他の食品 オランダ               11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 機械の洗浄不十分 自主検査

4 乾燥かんぴょう 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 6.46g/kg 検出 燻蒸後の乾燥不十分 自主検査
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  0.17ppm 検出 命令検査

4 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 0.03ppm 検出
他の作物に使用された
農薬のドリフトによると

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（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 0.04ppm 検出
えさに含まれるエトキシ
キンがえびに残留した
ため

命令検査

4
冷凍養殖無頭えび：FROZEN VANNAMEI
HEAD-LESS 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
えさに含まれるエトキシ
キンがえびに残留した

命令検査

4
冷凍養殖有頭えび：FROZEN BLACK TIGER
HO "SARIKEI SHRIMP BRAND"

水産（加工品含む） マレーシア 11 残留農薬 一律基準 エトキシキン 0.02ppm 検出 自主検査

4 生鮮ゴマの種子 種実類 ミャンマー 11 残留農薬 一律基準 カルバリル 0.04ppm 検出
近隣農地からのドリフト
と推定

モニタリング検査

4 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 0.04ppm 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）：えだ
まめ(FROZEN SOY BEAN(EDA MAME))

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
農薬の使用が均等では
なかった、農薬の揮発
が不十分だった

命令検査

4 生鮮スターフルーツ 農産（加工品含む） メキシコ 11 残留農薬 一律基準 フルジオキソニル 0.02ppm 検出 モニタリング検査
4 いんげん豆 豆類 ボリビア 11 残留農薬 一律基準 フルトリアホール 0.06ppm 検出 近隣農園からのドリフト モニタリング検査
4 あさり：活、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 別のロットを輸出したた 命令検査

4 飲食器具（メラミン製）：MELAMINE WARE 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 ホルムアルデヒド 不適合
メーカーでの品質管理
不足

自主検査

4 飲食器具（メラミン製）：MELAMINE WARE 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 ホルムアルデヒド 不適合
メーカーでの品質管理
不足

自主検査

4
ゴム製手袋(DISPOSABLE NBR GLOVES,
VIOLET)

器具・おもちゃ インドネシア             18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 亜鉛 不適
原料の撹拌が不十分
だったため

自主検査

4 飲食器具（真鍮製）：スプーン・フォーク 器具・おもちゃ ネパール               18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 不適（4.2％） 事前の確認不足 自主検査

4
飲食器具（陶器製）：タンブラー（LOFT
TUMBLER BLACK）

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 13μg/ml 検出 自主検査

4
飲食器具（メラミン製）：食卓セット（B）（スプー
ン、フォーク）

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 蒸発残留物
（4％酢酸）79μg/ml（スプー
ン）、110μg/ml（フォーク） 検出

自主検査

4
飲食器具（メラミン製）：食卓セット（Ｐ）（スプー
ン、フォーク）

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 蒸発残留物
（4％酢酸）110μg/ml（スプー
ン）、100μg/ml（フォーク） 検出

自主検査

4
飲食器具（メラミン製）：食卓セット（Ｙ）（スプー
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 蒸発残留物 （4％酢酸）54μg/ml 検出 自主検査

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

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、固化及び異
臭

カビの発生、固化及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査
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4 小粒落花生 豆類 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

4 大麦 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

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
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

4 小麦 穀類（加工品含む） 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

4 小粒落花生 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 行政検査

4
HONEY PEANUTS(HONEY COATED
PEANUTS)

豆類 タイ                 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン

①216μg/kg、②339 μg/kg
（①B1:90.9, B2:26.3, G1:73.8,
G2:25.2、②B1:285.8, B2:53.4)
検出

命令検査

4 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
23μg/kg（B1:19.6, B2:3.0)  検
出

命令検査

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
49μg/kg　（B1:40.8 ,B2:8.5)検
出

選別工程不十分 命令検査

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
20 μg/kg （B1:18.8 , B2:1.2)検
出

選別不十分 命令検査

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
33μg/kg　（B1:29.1, B2:4.1)検
出

選別工程不十分 命令検査

4 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
12μg/kg（B1:8.8,B2:1.1,G1:1.8)
検出

輸送中の水分・温度変
化による

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
67μg/kg　（B1:21.6, B2:3.7,
G1:36.2, G2:5.7)検出

選別不十分 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
130μg/kg
（B1:33.6,B2:3.9,G1:79.1,G2:12.9)
検出

乾燥不十分のため 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
28 μg/kg　（B1:25.4 ,B2:2.2)検
出

土壌を通じた汚染 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 20μg/kg （B1:19.5)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 11μg/kg （B1:11.3)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
31 μg/kg　（B1:29.2, B2:1.3)検
出

輸送中の温度・湿度管
理不十分及び遍在性の
ためと推定

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
11 μg/kg　（B1:10.2, B2:1.2)検
出

輸送中の温度・湿度の
管理不十分及び遍在性
のためと推定

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
11 μg/kg　（B1:10.2, B2:1.2)検
出

土壌を通じた汚染 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 12 μg/kg （B1:11.9)検出 土壌を通じた汚染 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 11 μg/kg （B1:11.3)検出 土壌を通じた汚染 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
 15 μg/kg （B1:13.3, B2:1.5)検
出

土壌を通じた汚染 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
19 μg/kg （B1:17.7, B2:1.5)検
出

土壌を通じた汚染 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 27 μg/kg （B1:26.6)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 21 μg/kg （B1:20.5)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 11 μg/kg （B1:11.2)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 13 μg/kg （B1:12.6)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 15 μg/kg （B1:15.1)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
27 μg/kg　（B1:25.3, B2:1.4)検
出

命令検査
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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　（B1:19.7, B2:2.0)検
出

偏在性による 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
35μg/kg　（B1:31.9, B2:2.7)検
出

偏在性による 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
24μg/kg　（B1:22.1, B2:1.4)検
出

偏在性による 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
47μg/kg　（B1:38.8, B2:4.1,
G1:4.1)検出

偏在性による 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
18μg/kg　（B1:16.5, B2:1.1)検
出

偏在性による 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
29μg/kg　（B1:26.3, B2:2.5)検
出

偏在性による 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
28μg/kg　（B1:25.4, B2:2.6)検
出

偏在性による 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
18μg/kg　（B1:16.5, B2:1.5)検
出

偏在性による 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
14μg/kg　（B1:12.6, B2:1.4)検
出

偏在性による 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
30μg/kg　（B1:26.8, B2:3.0)検
出

偏在性による 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
18μg/kg　（B1:16.5, B2:1.7)検
出

偏在性による 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 15μg/kg　（B1:14.7)検出 偏在性による 命令検査
4 大麦 穀類（加工品含む） カナダ 6 食品の規格・基準 成分規格 グリース グリースの付着 行政検査

4
冷蔵牛内臓：加工用未調整品（BEEF
TOUNGUE CUBE-CUT,SKIN ON)

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）

商品ラベルを添付する
際に誤って違う規格のタ
ンのラベルを貼ってし
まったため

行政検査

4 冷蔵牛肉：その他のもの（TETE(アタマ）） 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

4
冷蔵牛肉：加工用未調整品（BEEF ROUND
DIGITAL MUSCLE BONELESS）

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）

担当作業者が誤って箱
詰めしたため

行政検査

4
冷蔵牛肉：加工用未調整品（TETE VEAU BL
S/OS FIC. S/V OF（頭の皮））

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）

対日輸出条件に適合し
ないため

行政検査

4
冷凍牛内臓：加工用未調整品（BEEF
ABOMASUM）

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）

品名／重量ラベルを貼
り付け後、誤った商品を
箱詰めしたため

行政検査

4
冷凍牛内臓：加工用未調整品(FROZEN BEEF
TONGUE)

畜産（加工品含む） オランダ               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）

対日輸出条件に適合し
ないため

行政検査

5
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ（RASPBERRY
WITH GIANDUJA CHOUX (95204))

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

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えだ
まめ（FROZEN PEELED SOYBEANS）

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

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：こま
つな　FROZEN KOMATSUNA

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

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 0.09ppm 検出 モニタリング検査
5 生鮮イシモチ 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 1.44ppm 検出 モニタリング検査

5
冷凍養殖えび：FROZEN HLSO 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 0.0006ppm 検出 命令検査

5 漬け物：酢漬け野菜　甘酢平切生姜（無着色） 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム
（ソルビン酸として）0.56 g/kg 検
出

自主検査
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5
原料用果汁グレープ　FROZEN GRAPE JUICE
CONCENTRATE

飲料 イタリア 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.24g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

5
その他の洋菓子：MARRONS CONFITS
GIFTBOX

その他の食品 トルコ 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）3.16 g/kg 検
出（原材料のシロップにソルビン
酸カリウムを1.0 g/kgを超えて
使用）

自主検査

5 小麦グルテン：RSグルテン（RS GLUTEN） 穀類（加工品含む） アメリカ合衆国 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）0.032g/kg
検出

自主検査

5 冷凍天然えび(FROZEN SHRIMP WHITE) 水産（加工品含む） インドネシア 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）0.110g/kg
検出

自主検査

5 半発酵茶：ウーロン茶 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 0.006ppm 検出 命令検査

5
半発酵茶：ウーロン茶(CHAOAN MT PHOENIX
SHU XIAN MONO SPECIES)

農産（加工品含む） 香港 11 残留農薬 成分規格 フィプロニル 0.003ppm 検出 命令検査

5 半発酵茶：ウーロン茶（OOLUNG TEA） 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 0.006ppm 検出 命令検査

5 半発酵茶：ウーロン茶(TI GUAN YIN（鉄観音）) 農産（加工品含む） 香港 11 残留農薬 成分規格 フィプロニル 0.046ppm 検出 命令検査

5
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 フラゾリドン 0.003ppm 検出 命令検査

5 半発酵茶：ウーロン茶(OOLONG) 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 プロファム 0.02ppm 検出 モニタリング検査
5 不発酵茶：緑茶(SEN-CHA) 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 プロファム 0.01ppm 検出 モニタリング検査

5
漬け物：オリーブ（BLACK OLIVES
CALIFORNIANA)

農産（加工品含む） ブラジル 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（安息香酸として）0.61g/kg 検出
（対象外使用）

自主検査

5
漬け物：オリーブ（BLACK OLIVES IN
POUCHES)

農産（加工品含む） ブラジル 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（安息香酸として）1.6g/kg 検出
（対象外使用）

自主検査

5
漬け物：オリーブ（GREEN OLIVES IN
POUCHES）

農産（加工品含む） ブラジル 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（安息香酸として）0.26g/kg 検出
（対象外使用）

自主検査

5
漬け物：オリーブ（GREEN OLIVES PREMIUM
ARAUCO IN BUCKET）

農産（加工品含む） ブラジル 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（安息香酸として）0.26g/kg 検出
（対象外使用）

自主検査

5 漬け物：オリーブ（GREEN OLIVES WITH PIT） 農産（加工品含む） ブラジル 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（安息香酸として）0.25g/kg 検出
（対象外使用）

自主検査

5 漬け物：オリーブ（GREEN OLIVES WITH PIT) 農産（加工品含む） ブラジル 11 添加物 使用基準 亜硫酸ナトリウム
（安息香酸として）0.29g/kg 検出
（対象外使用）

自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：豆類の
調製品（BEANCURD SHEETS KNOT）

豆類 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 2.8×105/g 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：豆類の
調製品（BEANCURD SHREDDED）

豆類 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.4×107/g 自主検査

5
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN SHARKS SKIN

水産（加工品含む） フィリピン 11 微生物 成分規格 細菌数 3.3×106/g 自主検査

5 粉末清涼飲料：アルファ20C（ALPHA 20C） 飲料 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.5×104/g 自主検査

5
粉末清涼飲料：インスタントコーヒー(INSTANT
PREMIUM COFFEE)

飲料 ラオス 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×104/g 自主検査

5 食品添加物：植物レシチン（LIPOID R20） 添加物 ドイツ 11 添加物 成分規格 純度試験 トルエン不溶物 不適（1.7%） 自主検査

5
乾燥食肉製品：CHINESE STYLE DRIED
SAUSAGE

畜産（加工品含む） カナダ 11 食品の規格・基準 成分規格 水分活性 0.87 自主検査

5
その他の魚肉ねり製品：いか類（野菜天串
FROZEN SQUID CAKE WITH VEGETABLE）

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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：スープ
/シチュー(FROZEN SL GREEN CURRY)

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
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5
加熱食肉製品（包装後加熱）：炭火焼き牛タン
スライス

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

5 原料用果汁：ココナッツ 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

5
生食用冷凍鮮魚介類：いか類（FROZEN
SQUID TRIMMINGS（AORI））

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

5 無加熱摂取冷凍食品：いか類 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：その他の魚類（FROZEN
JAPANESE SALMON FLAKES
（SEASONING,COLORING））

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

5 無加熱摂取冷凍食品：まぐろネギトロ　芯 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：スモークサーモン
（FROZEN TROUT SMOKED PULP FAT IN）

水産（加工品含む） チリ 11 微生物 成分規格 大腸菌群、細菌数 陽性、2.0×106/g 自主検査

5
こんにゃくいもの粉：DRIED KONJAC POWDER
(G) GOOD-BOX TYPE DRYER

農産（加工品含む） ミヤンマ－ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 2.0g/kg 検出 自主検査

5
こんにゃくいもの粉：DRIED KONJAC POWDER
(G) GOOD-CIRCLE TYPE DRYER

農産（加工品含む） ミヤンマ－ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 1.7g/kg 検出 自主検査

5
こんにゃくいもの粉：DRIED KONJAC POWDER
(S) SPECIAL

農産（加工品含む） ミヤンマ－ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 1.9g/kg 検出 自主検査

5 ゆば（腐竹、FU ZHU） 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 0.075g/kg 検出 自主検査

5 果実の調製品：KWALITY KAONG WHITE 農産（加工品含む） フィリピン 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.20g/kg 検出 自主検査

5
果実の調製品：NATA DE COCO WHITE
KWALITY

農産（加工品含む） フィリピン 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.045g/kg 検出 自主検査

5
果実調整品：GRAPE MUST COOKED (MOST
COTTO)

農産（加工品含む） イタリア 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.110g/kg 検出 自主検査

5 茶の代用品：トマト茶（TOMATO TEA） 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 0.20g/kg 検出 自主検査

5 カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.02ppm 検出 モニタリング検査

5 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 0.16ppm 検出 モニタリング検査

5 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 モニタリング検査
5 生鮮おくら 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 一律基準 イソプロチオラン 0.03ppm 検出 モニタリング検査

5
冷凍養殖えび：FROZEN HEADLESS BLACK
TIGER SHRIMPS

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

5 生鮮ごまの種子 種実類 ニカラグァ 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス 0.02ppm 検出 モニタリング検査
5 生鮮ごまの種子 種実類 ニカラグァ 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス 0.02ppm 検出 モニタリング検査

5
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） タイ 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス 0.25ppm 検出 自主検査

5 冷凍タロイモ 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 モニタリング検査
5 生鮮ルタバガ 農産（加工品含む） アメリカ合衆国 11 残留農薬 一律基準 ビフェントリン 0.05ppm 検出 モニタリング検査
5 いんげん豆 豆類 ボリビア 11 残留農薬 一律基準 フルトリアホール 0.03ppm 検出 自主検査
5 あさり：活、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 0.03ppm 検出 自主検査

5 ゴム製器具(COCKTAIL SHAKER パッキン） 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 24μg/ml 検出 自主検査

5 メラミン樹脂製飲食器具:OVAL PLATTER 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）46μg/ml 検出 自主検査

5
メラミン樹脂製飲料器具：BREAD BUTTER
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 蒸発残留物 （4％酢酸）78μg/ml 検出 自主検査
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5
割ぽう具（ポリプロピレン製）：トレイ（ピンク）
（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 蒸発残留物 （4％酢酸）59μg/ml 検出 自主検査

5
割ぽう具（ポリプロピレン製）：トレイ（青）
（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 蒸発残留物 （4％酢酸）63μg/ml 検出 自主検査

5
割ぽう具（ポリプロピレン製）：トレイ（緑）
（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 蒸発残留物 （4％酢酸）51μg/ml 検出 自主検査

5 大豆 豆類 ブラジル 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

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、異臭及び褐
変

カビの発生、異臭及び褐変を認
めた

水濡れ 行政検査

5 大豆 豆類 ブラジル 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

行政検査

5 生鮮コーヒー豆 種実類 ラオス 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

5 生鮮コーヒー豆 種実類 ラオス 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

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 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 小粒落花生 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

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
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

5
いったアーモンド(ORGANIC DRY ROASTED
LARGUETA ALMOND)

種実類 スペイン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 43μg/kg（B1:40.7,B2:2.5) 検出 自主検査

5 いったピーナッツ（BRAND：KINUS） 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
（B1:4.3,G1:16.4,G2:4.1) 検出

命令検査

5 くりの調整品：CHESTNUT POWDER 種実類 イタリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 12μg/kg（B1:12.0) 検出 モニタリング検査

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
103μg/kg
（B1:92.0,B2:7.5,G1:3.1) 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
115μg/kg
（B1:105.5,B2:8.4,G1:1.1) 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 12μg/kg（B1:10.7,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
136μg/kg
（B1:122.0,B2:9.8,G1:4.4) 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 13μg/kg（B1:11.3,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 13μg/kg（B1:12.6) 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 13μg/kg（B1:13.3) 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 14μg/kg（B1:13.9) 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 14μg/kg（B1:14.1) 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 15μg/kg（B1:13.3,B2:1.5) 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 15μg/kg（B1:8.1,G1:7.3) 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
164μg/kg
（B1:147.9,B2:15.0,G1:1.4) 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 16μg/kg（B1:14.7,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 16μg/kg（B1:14.7,B2:1.7) 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 16μg/kg（B1:14.9,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
181μg/kg（B1:167.6,B2:13.4)
検出

命令検査
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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（B1:16.7,B2:1.1) 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 19μg/kg（B1:17.1,B2:1.5) 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 20μg/kg（B1:17.6,B2:2.0) 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 20μg/kg（B1:20.2) 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
241μg/kg
（B1:216.9,B2:20.1,G1:4.3) 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
242μg/kg
（B1:211.1,B2:19.1,G1:12.0) 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（B1:22.9,B2:2.8) 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 27μg/kg（B1:22.6,B2:4.6) 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
282μg/kg
（B1:242.0,B2:26.2,G1:14.0) 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 28μg/kg（B1:25.4,B2:2.6) 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
293μg/kg
（B1:261.8,B2:24.7,G1:6.3) 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
298μg/kg
（B1:267.0,B2:25.0,G1:5.9) 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
301μg/kg
（B1:274.0,B2:25.1,G1:1.4) 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
302μg/kg
（B1:265.6,B2:25.1,G1:10.8) 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
311μg/kg
（B1:278.4,B2:30.6,G1:2.2) 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
326μg/kg
（B1:293.2,B2:31.3,G1:1.9) 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
356μg/kg（B1:325.4,B2:31.0)
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 35μg/kg（B1:32.8,B2:2.4) 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
360μg/kg
（B1:320.2,B2:33.3,G1:6.5) 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
374μg/kg
（B1:338.2,B2:33.7,G1:1.9) 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
375μg/kg
（B1:336.4,B2:33.0,G1:5.3) 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
388μg/kg
（B1:347.6,B2:36.9,G1:3.7) 検出

命令検査
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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 38μg/kg（B1:34.4,B2:3.5) 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
428μg/kg
（B1:379.6,B2:37.4,G1:11.4) 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
440μg/kg
（B1:396.5,B2:42.6,G1:1.3) 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
440μg/kg
（B1:396.5,B2:42.6,G1:1.3) 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
524μg/kg
（B1:468.6,B2:49.8,G1:5.2) 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 60μg/kg（B1:54.1,B2:6.2) 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 61μg/kg（B1:53.8,B2:6.8) 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 68μg/kg（B1:61.7,B2:6.4) 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
69μg/kg（B1:60.7,B2:5.9,G1:2.0)
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 90μg/kg（B1:83.8,B2:6.5) 検出 命令検査

5 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 15μg/kg（B1:15.0) 検出 命令検査

5 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 21μg/kg（B1:20.3,B2:1.1) 検出 命令検査

5 ポップコーン（爆裂種） 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（B1:26.6,B2:1.6) 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
196μg/kg
（B1:75.5,B2:7.4,G1:104.6,G2:8.8)
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 15μg/kg（B1:13.7,B2:1.2) 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 32μg/kg（B1:29.5,B2:2.8) 検出 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
①122μg/kg②13μg/kg（①
B1:25.8,B2:2.6,G1:82.0,G2:11.9
②①B1:1.4,G1:7.9,G2:3.4) 検出

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 21μg/kg（B1:19.4,B2:1.8) 検出 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
29μg/kg
（B1:2.3,G1:20.2,G2:6.8) 検出

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
72μg/kg
（B1:20.2,B2:2.1,G1:41.4,G2:8.1)
検出

命令検査

5
野草加工品：セイヨウニンジンボク（CHASTE
TREE BERRIES WHOLE）

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,B2:1.5) 検出 モニタリング検査

5
野草加工品及び香辛料：とうがらし(CHILLY
POWDER)

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
①12μg/kg（B1:11.7) 検出、②
13μg/kg（B1:13.1) 検出

命令検査

5
その他の菓子類：TASTE OF NATURE NOVA
SCOTIA BLUEBERRY FIELDS

その他の食品 カナダ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 33mg/kg 検出 自主検査
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5 その他の種実類の調製品(APRICOT KERNEL) 種実類 ウズベキスタン 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 18ppm 検出 自主検査

5 非加熱食肉製品：COPPA 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

5
非加熱食肉製品：JAMON IBERICO BELLOTA
DH S/L

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

5
非加熱食肉製品：SALCHICHION IBERICO
BELLOTA (ACORN IBERIAN SAUSAGE
HALVES)

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：SALSICCE STAGIONATE
(BOCCONCINI)

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 牛内臓：冷凍、加工用未調整品せんまい 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 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

5 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

5
冷凍牛肉：その他のもの(BEEF OXTAILS
PREMIUM TRIM(VAC))

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
冷凍牛肉：その他のもの(BEEF OXTAILS
PREMIUM TRIM)

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

6 その他の菓子類（ALU SEV） その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 9μg/kg 検出 自主検査

6
その他の穀類の調製品①POPCORN
MICROWAVE BUTTER

穀類（加工品含む） ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

6
その他の穀類の調製品②POPCORN
MICROWAVE NATURAL

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

6
その他の穀類の調製品③POPCORN
MICROWAVE BACON

穀類（加工品含む） ブラジル 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

6 キャンディ類　NIAOULI CANDY BAG その他の食品 ニュー・カレドニア 10 添加物 指定外添加物 パテントブルーⅤ 検出 モニタリング検査

6
生鮮レイシ（ライチ）(FRESH CHINESE
LYCHEE)

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 0.07ppm 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）：
PIZZA RUCOLA E MOZZARELLA 130G IN
CANTO BRANDED

その他の食品 イタリア 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）：あさ
り（FROZEN BLANCHING KARATSUKI ASARI）

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

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：あじ
フライ(BREADED AJI FRY MIX BREAD)

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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：さば
NRさば味醂漬け

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

6 すじこ 水産（加工品含む） アメリカ合衆国 11 添加物 成分規格 亜硝酸根 0.0065g/kg 検出 命令検査

6 牛肉調整品：F.BEEF PATTIES 畜産（加工品含む） パナマ 11 動物用医薬品 成分規格 イベルメクチン
換算値として筋肉 0.046 ppm ,
脂肪 0.085 ppm 検出

モニタリング検査

6 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 0.11ppm 検出 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：えび天
ぷら

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

6 生鮮コーヒー豆 種実類 ウガンダ 11 残留農薬 成分規格 クロルピリホス 0.91ppm 検出 モニタリング検査
6 生鮮マンゴー 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 0.43ppm 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）：豆沙
湯円　RED BEAN DUMPLING

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 4.2×106/g 自主検査
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6
食品添加物：グァーガム　（GUAR GUM
POWDER GUARCOL）

添加物 インド 11 微生物 成分規格 細菌数 3.4×10⁴/g 自主検査

6
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品
（FROZEN PINEAPPLE)

農産（加工品含む） グァテマラ 11 微生物 成分規格 細菌数 5.7×10⁶/g 自主検査

6 生鮮カカオ豆 種実類 エクアドル 11 残留農薬 成分規格 ジウロン 0.16ppm 検出 命令検査
6 カカオ豆 種実類 カメルーン 11 残留農薬 成分規格 シベルメトリン 0.08ppm 検出 自主検査
6 アイスクリーム：ラムレーズン 乳・乳製品 ベルギー 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.10g/kg 検出（対象外使用） 自主検査

6
原料用果汁：パイナップル(FROZEN
PINEAPPLE CONCENTRATED JUICE)

飲料 タイ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6
豆乳：PROVAMEL SOYA ORGANIC DRINK
STRAWBERRY

飲料 ベルギー 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

6 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 0.022ppm 検出 命令検査
6 烏龍茶(鉄観音） 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 0.032ppm 検出 命令検査
6 半発酵茶：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 0.006ppm 検出 命令検査

6 半発酵茶：ウーロン茶(OOLONG TEA) 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 0.044ppm 検出 命令検査

6
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 0.002ppm 検出 命令検査

6 大豆 豆類 アメリカ合衆国 11 残留農薬 成分規格 フルアジホップ 2ppm 検出 モニタリング検査

6
ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
(CONSISTA STARCH)

添加物 アメリカ合衆国          11 添加物 成分規格 プロピレンクロロヒドリン類 1.4μg/g 検出 自主検査

6 野草加工品及び香辛料　CUMNIN 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 0.11ppm 検出 命令検査

6 冷凍にら（FROZEN CHINESE CHIVE) 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ホキシム 0.03ppm 検出 モニタリング検査

6 RICE CAKE 穀類（加工品含む） 大韓民国 11 添加物 使用基準 安息香酸ナトリウム
(安息香酸として）
0.79g/kg 検出（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）：コ
ロッケ（BREADED VEGETABLE AND POTATO
CAKE)

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 5.6×106/g 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：その
他食料品　うずら卵串フライ

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 1.3×107/g 自主検査

6
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品(FROZEN
PAPAYA STRIP)

農産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 6.7×105/g 自主検査

6
バター：BEURRE RECHAR 30GR DEMI
SEL(BUTTER PORTION 30G 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

6
生食用冷凍鮮魚介類：かれい(KARASU
ENGAWA SLICE)

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
冷凍ゆでだこ（FROZEN BOILED OCTOPUS
SLICE)

水産（加工品含む） フィリピン 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 モニタリング検査

6 その他の乾燥野菜(DRIED YAMAKURAGE) 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 0.036g/kg 検出 自主検査

6 果実酢(CHIANTI WINE VINEGER) その他の食品 イタリア 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.060g/kg 検出 自主検査
6 果実酢(WHITE DRESSING) その他の食品 イタリア 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.541g/kg 検出 自主検査

6
冷凍養殖えび(FROZEN HEADLESS 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

6 生鮮西洋わさび 農産（加工品含む） オーストリア 11 残留農薬 一律基準 ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出 モニタリング検査
6 冷凍パプリカ 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 0.02ppm 検出 モニタリング検査

6 冷凍とうがらし(FROZEN RED CHILLI) 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス 0.12ppm 検出 命令検査

6 冷凍おうとう 農産（加工品含む） セルビア 11 残留農薬 一律基準 フルトリアホール 0.03ppm 検出 モニタリング検査
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6 組合わせおもちゃ：ROAD SET(LAMP) 器具・おもちゃ タイ 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 ）

5.9％ 検出 自主検査

6 ゴム製手袋(NITRILE DISPOSABLE 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 16μg/ml 検出 自主検査

6 飲食器具（陶磁器）：CLAY CUP 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 鉛 48μg/cm2 検出 自主検査

6
飲食器具：水筒(UPI WATER BOTTLES)の
キャップ

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）50μg/ml 検出 自主検査

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 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

6 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、異臭の発生、固化及
び腐敗

カビ、異臭の発生、固化及び腐
敗

水濡れ 行政検査

6 コーヒー豆 種実類 ブラジル 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビの発生及び変敗 カビの発生及び変敗を認めた 水濡れ 行政検査

6 コーヒー豆 種実類 ブラジル 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ カビの発生及び変敗 カビの発生及び変敗を認めた 水濡れ 行政検査

6 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、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

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 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

6 コーヒー豆：生鮮・冷蔵 種実類 タンザニア 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び腐敗、変
敗による異臭

カビの発生及び腐敗、変敗によ
る異臭を認めた

水濡れ 行政検査

6 菜種 種実類 カナダ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生及び腐敗変敗
並びに異臭

カビの発生及び腐敗変敗並び
に異臭を認めた

水漏れ 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 塊化及びカビの発生 塊化及びカビの発生 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 塊化及びカビの発生 塊化及びカビの発生 水濡れ 行政検査

6 アーモンド：生鮮・冷蔵 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 31μg/kg（B1:27.9,B2:2.9)  検出 命令検査

6
いったピスタチオナッツ（ROASTED
PISTACHIOS）

種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 54μg/kg（B1:49.3,B2:5.0)  検出 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 23μg/kg（B1:22.5) 検出 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
 44μg/kg（B1:18.8 , B2:1.1 ,
G1:23.2 , G2:1.1) 検出

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 12μg/kg（B1:11.5 ) 検出 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 13μg/kg（B1:12.8 ) 検出 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 12μg/kg（B1:11.6 ) 検出 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 37μg/kg（B1:35.1,B2:1.8) 検出 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 12μg/kg（B1:10.7,B2:1.2) 検出 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
15μg/kg（B1：13.9、B2：1.2) 検
出

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
23μg/kg（B1:21.7、B2：1.6) 検
出

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 12μg/kg（B1:11.7) 検出 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（B1:13.7) 検出 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 28μg/kg（B1:25.9, B2:2.2) 検出 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
20μg/kg（B1:16.8, B2:1.4
,G1:2.1) 検出

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 12μg/kg（B1:11.7) 検出 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 23μg/kg（B1:21.4, B2:1.3) 検出 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 12μg/kg（B1:11.6) 検出 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 20μg/kg（B1:18.0, B2:1.6) 検出 命令検査
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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 32μg/kg（B1:29.5, B2:2.9) 検出 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 11μg/kg（B1:10.8) 検出 命令検査

6 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
①13　②14 μg/kg　（①B1:7.9,
G1:4.9 ②B1:6.7, G1:7.0)検出

命令検査

6 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
243μg/kg（B1:211.3, B2:31.9)
検出

命令検査

6 ミックススパイス（ＴＡＮＤＯＯＲＩ　ＭＡＳＡＬＡ） 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
①18μg/kg （B1:17.7）、②18μ
g/kg （B1:17.8） 検出

モニタリング検査

6 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
15μg/kg（B1:13.6 , B2:1.7)  検
出

命令検査

6 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 13μg/kg（B1:11.3, B2:1.2) 検出 命令検査

6 しょうちゅう(CASSAVA LIQUOR) 飲料 カンボジア 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 26ppm 検出 自主検査

6
シロップ漬け：あんず(WHOLE MINI APRICOTS
IN LIGHT SYRUP)

農産（加工品含む） モロッコ 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 26mg/kg 検出 自主検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
キャッサバ(FROZEN BOILING
CASSAVA(I.Q.F.)

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 37mg/kg 検出 命令検査

6
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
キャッサバ(FROZEN CRUSHED & BOILING
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 26mg/kg 検出 命令検査

6
非加熱食肉製品(PORK SALAMI FERRARA
AGLIO）

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

6 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 1.4×106 個/g モニタリング検査

6 冷凍牛肝臓 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

6 冷凍牛心臓 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

6 冷凍牛蹄 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

7
その他の他に分類されない調味料：タンドリー
ペースト(TANDOORI CURRY PASTE)

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

7
即席めん（フライめん）（MI GORENG PERISA
SAMBAL GORENG）

穀類（加工品含む） 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

7 チョコレート類（AARDBEI） 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

7
リキュール類（VODKA BLOOD ORANGE
LIQUEUR CINDERELLA SHOE）

飲料 オーストリア 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

7 発酵茶　混合したもの(STAR & ALMOND) 農産（加工品含む） イギリス 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 使用 行政検査

7
ビスケット：SPOTTED COW COOKIES-
GINGERBREAD

その他の食品 オーストラリア 10 添加物 指定外添加物
キノリンイエロー、アゾルビ
ン

検出 自主検査

7
ビスケット：SPOTTED COW COOKIES-
SPOTTED TRIPLE CHOCOLATE FUDGE

その他の食品 オーストラリア 10 添加物 指定外添加物
キノリンイエロー、アゾルビ
ン

検出 自主検査

7
漬け物：その他の果実(GRAPE SOUR
PRESERVED)

農産（加工品含む） タイ 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 77μg/g 検出 モニタリング検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：あじ
フライ（あじなめろうフライ）

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 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）：こま
つな（IQF KOMATSUNA CUT）

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

7
加熱食肉製品（加熱後包装）：COPPA DI
TESTA

畜産（加工品含む） イタリア 11 微生物 成分規格 E.coli、黄色ブドウ球菌 陽性、3200/ｇ（黄色ブドウ球菌） 自主検査

7 活しじみ 水産（加工品含む） 大韓民国 11 残留農薬 成分規格 エンドスルファン 0.009ppm 検出 命令検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN EBI-FRY 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 命令検査

7
冷凍養殖むき身えび（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 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出 命令検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：いか
類(FROZEN IKA NANKOTSU KUSHI)

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 2.5×10⁷/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：IQF
GRILLED SWEET CORN WHOLE(焼きとうもろ
こし)

穀類（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 1.9×10⁷/g、陽性 自主検査

7
ノンアルコールビール(MALT BEVERAGE
CLASSIC)

飲料 トルコ 11 食品の規格・基準 製造基準 殺菌不足 殺菌不足 行政検査

7 パン類ミックス(BASE MIX) 穀類（加工品含む） カナダ 11 添加物 使用基準
ステアロイル乳酸ナトリウ
ム、L-システイン塩酸塩

（ステアロイル乳酸カルシウムと
して）6.1 g/kg 検出、（L-システ
イン塩酸塩）対象外使用

自主検査

7
ストロベリージャム（VARIEGATO FRAGOLA
PASTRY）

農産（加工品含む） イタリア 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）1.2g/kg 検
出

自主検査

7 小麦の粉（TRIGO PARA KIBE） 穀類（加工品含む） ブラジル 11 残留農薬 成分規格 ピリミホスメチル 1.3ppm 検出 モニタリング検査

7
その他の他に分類されない調味料（DRIED
OLLUCO STEW)

その他の食品 ペルー 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）0.11 g/kg
検出

自主検査

7
その他の他に分類されない調味料：
LEMONSTAR JUICE

その他の食品 イタリア 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）0.045g/kg
検出

自主検査

7 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 0.062ppm 検出 命令検査

7
その他の他に分類されない食品（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  0.92% 検出 自主検査

7
冷凍パプリカ：FROZEN RED PEPPER BIRD
WING CUT

農産（加工品含む） ベトナム 11 残留農薬 成分規格 ヘキサコナゾール 0.03ppm 検出 モニタリング検査

7 大豆たんぱく：大豆粒状たんぱく GS51 豆類 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）0.235 g/kg
検出

自主検査

7 乾燥パパイヤ(DRIED 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 モニタリング検査

7 加熱後摂取冷凍食品（加熱）：冷凍刻み油あげ 豆類 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 2.6×105/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：あじ
フライ(FROZEN BREADED HORSE
MACKEREL 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 3.9×106/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：あじ
フライ（FROZEN BREADED HORSE
MACKEREL）

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 4.9×106/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：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 細菌数 6.4×10⁶/g 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 VANNAMEI COATED PTO BY
POTATO STARCH SHRIMPS

水産（加工品含む） ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 9.4×10⁶/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）：サー
モン＆クリームチーズカツ

その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 3.8×106/g 自主検査

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ひと
くちトンカツ（HITOKUTITONKATU）

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 4.9×106/g 自主検査

7 氷菓（フローズンココナッツアイス） その他の食品 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×104/ml 自主検査

7
食品添加物：ヘキサン酸エチル（611089
ETHYL CAPROATE）

添加物 ドイツ 11 添加物 成分規格 純度試験 酸価 不適（2.2） 自主検査

7 乾燥食肉製品(SAUCISSON BRIDE 1KG) 畜産（加工品含む） フランス 11 食品の規格・基準 成分規格 水分活性 0.88 自主検査

7
その他の魚肉ねり製品：かに風味蒲鉾
(FROZEN IMITATION CRAB 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

7
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN FRIED OCTOPUS（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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：たこや
き（L)

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 モニタリング検査

7
加熱食肉製品（包装後加熱）：豚生姜焼きパッ
ク

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 モニタリング検査

7
加熱食肉製品（包装後加熱）：豚頭の押し肉
（片肉スライスSLICES OF BOILED MEAT）

畜産（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

7
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ(FROZEN
SOUTHERN BLUEFIN TUNA)

水産（加工品含む） 日本 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：やりいか姿造り
(FROZEN SQUID SUGATA-ZUKURI）

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
無加熱摂取冷凍食品：FROZEN TUNA
OTOSHIMI（まぐろ芯）

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

7
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ(SOY BEANS
SLB)

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
その他の乾燥イモ類 JERUSALEM
ARTICHOKE PULP

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 0.46g/kg 検出 自主検査

7 茶の代用品：ごぼう 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 0.17g/kg 検出 モニタリング検査

7
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：韓国チゲの素
（KOREAN JJIGAE SAUCE）

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

7 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 一律基準 2,4-D 0.20ppm 検出 自主検査
7 ごまの種子：生鮮・冷蔵 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
7 ウーロン茶 OOLONG TEA 飲料 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 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）：えだ
まめ(FROZEN SOYBEAN)

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

7
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ(FROZEN
SOYBEANS SALTED)

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

7
生鮮レイシ（ライチ）(FRESH CHINESE
LYCHEE)

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 0.06ppm 検出 モニタリング検査

7
ゴム製手袋(DISPOSABLE NBR
GLOVES,VIOLET)

器具・おもちゃ インドネシア 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

7
その他の器具：無着色ガラス(WHISKY
DECANTER/BODY)

器具・おもちゃ ポルトガル 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 0.82μg/ml 検出 自主検査
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7
容器包装：ポリ塩化ビニール製（FOOD
WRAPPING FILM "HI-S SOFT"OMT)

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）160μg/ml 検出 自主検査

7 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

7 大豆 豆類 パラグァイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、塊化、腐敗及
び異臭

カビの発生、塊化、腐敗及び異
臭を認めた

水濡れ 行政検査

7 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、固化、変敗及
び異臭

カビの発生、固化、変敗及び異
臭を認めた

水濡れ 行政検査

7 コーヒー豆 種実類 ウガンダ 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

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、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

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、変敗及び異
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 カビの発生及び異臭を認めた 水濡れ 行政検査

7 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 カビの発生及び異臭を認めた 水濡れ 行政検査

7 もち精米 穀類（加工品含む） タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ 異臭・塊化及びカビの発生
異臭・塊化及びカビの発生を認
めた

水濡れ 行政検査

7
いったピスタチオナッツ(CASTANIA
PISTACHIOS)

種実類 レバノン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
13μg/kg（B1:11.4, B2:1.2 ) 検
出

自主検査

7 くりの調整品（CHESTNUT POWDER） 種実類 イタリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン

①29μg/kg ②44μg/kg（①
B1:13.0, G1:14.8, G2:1.3、②
B1:19.3, B2:1.5, G1:21.2, G2:1.8)
検出

命令検査

7 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
18μg/kg（B1:16.3,B2: 1.8)  検
出

命令検査

7 スナック菓子類:HALDIRAM TASTY NUTS その他の食品 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
64μg/kg（B1:58.9,B2:5.4 )  検
出

命令検査

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 11μg/kg（B1:10.7)  検出 命令検査
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 11μg/kg（B1:11.0)  検出 命令検査
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 14μg/kg（B1:14.3)  検出 命令検査

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
19μg/kg（B1:13.6, G1:5.7)  検
出

命令検査

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
20μg/kg（B1:13.1, B2:2.3,
G1:4.7)  検出

命令検査

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 22μg/kg（B1:22.3)  検出 命令検査

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
23μg/kg（B1:10.2, B2:1.5,
G1:9.2, G2:1.6)  検出

命令検査

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
27μg/kg（B1:25.5, B2:1.8)  検
出

命令検査

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
44μg/kg（B1:40.0, B2:4.3)  検
出

命令検査

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
53μg/kg（B1:50.8, B2:2.4 )  検
出

命令検査

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
68μg/kg（B1: 65.7, B2: 2.4) 検
出

命令検査

7 ナツメグ(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
101μg/kg（B1:69.4, B2:6.0,
G1:23.4, G2:1.7) 検出

命令検査

7 ナツメグ(肉ずく)(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
15μg/kg（B1:12.6 , B2:1.4 ,
G1:1.2) 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 26μg/kg（B1:23.5, B2:2.4) 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
15μg/kg（B1:11.7, B2:2.8)  検
出

命令検査

7
その他の果実の調整品（ACEROLA GOJI
BERRIES）

農産（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 12mg/kg 検出 自主検査

7 その他の果実の調整品（SPIRULINA LEMON） 農産（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 15mg/kg 検出 自主検査

7
非加熱食肉製品：PANCETTA TESA
DELICATESSE 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

7 非加熱食肉製品：SALAME MIGNON 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
牛内蔵：冷凍、加工用未調整品(BEEF
TONGUE SPECIAL TRIM NO.2, BEEF
TONGUE BLACK

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

7 冷凍牛舌 BEEF TONGUES (VAC) 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

7 冷凍牛蹄(Trotters) 畜産（加工品含む） オランダ 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

8 いったピーナッツ（FRIED SALTED PEANUT） 豆類 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 7μg/g 検出 自主検査

8
その他の菓子類（ポップコーン）(CROWN
MICROWAVE POPCORN JALAPENO
FLAVOR)

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 4μg/g 検出 自主検査

8
ビスケット類（OREO CHOCOLATE SANDWICH
COOKIES）

その他の食品 アメリカ合衆国 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 15μg/g 検出 自主検査

8 いったスイカの種子（WATERMELON SEEDS） 種実類 中華人民共和国 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 75μg/g 検出 自主検査

8
その他の農産加工品： INSTANT TEA(烏龍茶
エキスパウダー）

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

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（FROZEN SHRIMP (NOBASHI EBI)）

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）：その
他の魚類（楽らく調味切身がれい（生）味噌煮）

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

8 生鮮グリーンアスパラガス 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 成分規格 アトラジン 0.04ppm 検出 モニタリング検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
フライ(FROZEN EBIFRY)

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

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：パン
類　BREAD WITH EBICHILI SAUCE (トマトソー
スの海老ピザバゲット)

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 0.01ppm 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 11 動物用医薬品 成分規格 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出 モニタリング検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（FROZEN BLANCHED PD BLACK TIGER
SHRIMP）

水産（加工品含む） ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 2.4×10⁷/g、陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：白焼
きうなぎ

水産（加工品含む） インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数、E.coli 5.8×10⁷/g、陽性 自主検査

8 生鮮オレンジ 農産（加工品含む） オーストラリア 11 残留農薬 成分規格 ジウロン 0.08ppm 検出 モニタリング検査
8 生鮮グリーンアスパラガス 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 成分規格 ジウロン 0.07ppm 検出 モニタリング検査

8
インスタントコーヒー(BARISTA BLEND
MOCHA MILK COFFEE MIX)

飲料 大韓民国 11 添加物 使用基準
ステアロイル乳酸ナトリウ
ム

（ステアロイル乳酸カルシウムと
して）0.5g/kg 検出（対象外使
用）

自主検査
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8
その他の他に分類されない調味料(SALTED
SHRIMP PASTE-MAM RUOC HUE NGOC
LIEN)

その他の食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 ソルビン酸、安息香酸
（ソルビン酸）0.07g/kg、（安息香
酸）0.04g/kg 検出　（共に対象
外使用）

自主検査

8
その他の他に分類されない調味料（SWEET &
SPICY ORIENTAL BARBECUE SAUCE)

その他の食品 イギリス 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）1.0ｇ/kgを超
えて使用

自主検査

8
とうがらし調整品(MOLHO PIMENTA
VERMELHA)

その他の食品 ブラジル 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム 対象外使用 自主検査

8
アップルジュース(PURE APPLE JUICE (100%
FRESH APPLE JUICE))

飲料 フランス 11 自然毒 成分規格 パツリン
①0.073ppm 検出,②0.077ppm
検出

自主検査

8
その他の果実調整品(DOLLY'S RECIPE
RUCHI PICKLE MANGO)

農産（加工品含む） バングラデシュ 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）0.091 g/kg
検出

自主検査

8
その他の果汁入り飲料（CANNED 100%
COCONUT NECTAR）

飲料 タイ 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）0.041 g/kg
検出

自主検査

8 未成熟さやえんどう（FRESH PEA PODS） 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 成分規格 ファモキサドン 0.04ppm 検出 モニタリング検査

8 半発酵茶：ウーロン茶 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 0.045ppm 検出 命令検査
8 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 0.09ppm 検出 命令検査

8
野草加工品および香辛料：クミン(CUMIN
SEEDS 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 0.12 ppm 検出 命令検査

8 生鮮ケール 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬 成分規格 ヘキサクロロベンゼン 0.03ppm 検出 モニタリング検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：モロ
ヘイヤ(FROZEN MULUKHIYYA)

農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 成分規格 ヘキサコナゾール 0.03ppm 検出 モニタリング検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：パパ
イヤ

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 モニタリング検査

8
インスタント紅茶（GIRNAR INSTANT TEA MIX
MASALA(LOW SUGAR)）

飲料 インド 11 微生物 成分規格 細菌数 1.3×104/g 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：
FROZEN BREADED POLLACK/白身フライ

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 3.4×106/g 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：蒲焼
きうなぎ

水産（加工品含む） インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.2×109/g 自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ(FROZEN
MISSISSIPPI MUD)

その他の食品 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 2.9×106/ml 自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：ひじき煮枝豆入り
(PREPARED VEGETABLE OF SIX PACK)

その他の食品 中華人民共和国 11 微生物 成分規格 細菌数 1.7×106/ml 自主検査

8 生食用冷凍むき身ウニ 水産（加工品含む） フィリピン 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 2.8×105/g、陽性 モニタリング検査

8
ミックスフルーツジュース(NATUREFRESH
BLUEBERRY DREAM SMOOTHIES)

飲料 デンマーク 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
ミックスフルーツジュース(NATUREFRESH
MANGO DREAM SMOOTHIES)

飲料 デンマーク 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

8
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：さば照
焼

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

8 粉末清涼飲料：生姜茶(GINGER TEA) 飲料 大韓民国 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： シシャモ味醂干し
(ROASTED SEASONED CAPELIN 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 自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ（塩味えだま
め）

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
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8 無加熱摂取冷凍食品：レイシ（ライチ） 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

8
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品（アップル
マンゴー(FROZEN MANGO)）

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

8
無加熱摂取冷凍食品：煮あなご（FROZEN
BOILED 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 大腸菌群 陽性 自主検査

8
無加熱摂取冷凍食品：煮あなご(FROZEN
BOILED-COOKING CONGER EEL)

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
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

8
容器包装詰加圧加熱殺菌食品： PORRIDGE
（アワビ粥）

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
容器包装詰加圧加熱殺菌食品： PORRIDGE
（野菜粥）

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
その他の野草加工品及び香辛料(TEA BAG
MINT)

農産（加工品含む） ブラジル 11 有毒・有害物質 放射性物質 放射線照射 検知 モニタリング検査

8 烏龍茶（単そう） 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

フィプロニル（成分規格）、
インドキサカルブ（一律基
準）

（フィプロニル）0.010ppm 検出、
(インドキサカルブ） 0.47ppm 検
出

命令検査
自主検査

8 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

8 生鮮エゴマ 種実類 大韓民国 11 残留農薬 一律基準
インドキサカルブ、 エトプ
ロホス

（インドキサカルブ）0.02ppm、
（エトプロホス）01.4ppm 検出

モニタリング検査

8 ごまの種子 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 モニタリング検査
8 ごまの種子 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 モニタリング検査

8
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）

モニタリング検査

8 冷凍パプリカ 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 0.02ppm 検出 自主検査
8 生鮮キャベツ 農産（加工品含む） ニュー・ジーランド 11 残留農薬 一律基準 シプロコナゾール 0.08ppm 検出 モニタリング検査
8 生鮮ごぼう 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 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）：他の
野菜調整品(FROZEN WHITE GOURD
MELONS (TOUGAN))

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 自主検査

8 飲食器具：磁器製（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 カドミウム、鉛
（カドミウム）0.95μg/cm²、（鉛）
1200μg/cm² 検出

自主検査

8
組合わせおもちゃ：材質組合せ/その他塗膜
582 GENEVIEVE IN MADELINE TOTE BAG
(BAG)

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
フタル酸ビス（2－エチルヘ
キシル ）

7.3％ 検出 自主検査

8
その他の器具：ポリプロピレン製（洗えるバス
ケット（DBE 21×9））

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 130μg/g  検出 自主検査

8
飲食器具：PE製（INSULATED WATER
BOTTLE WHITE (CAP)）

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 532μg/g 検出 自主検査

8
その他の器具：ナイロン製（マルチパン用蓋
ハンドル）

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）44μg/ml 検出 自主検査

8
その他おもちゃ：他合成樹脂主材塗膜なし
(SPONGE BALL)

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 ローダミンB 検出 自主検査

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、固化及び異
臭

カビの発生、固化及び異臭を認
めた

水濡れ 行政検査

8 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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8 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

8 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

8 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

8 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

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 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
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
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（B1:13.1, B2: 2.9)  検
出

命令検査

8
いったピスタチオナッツ（Roasted Salted
Pistachios）

種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
284μg/kg（B1:267.5, B2:16.4)
検出

命令検査

8
その他の菓子類：黒糖ピー（BROWN SUGAR
PEANUT）

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
12μg/kg（B1:10.4, B2:1.6)  検
出

命令検査

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 11μg/kg（B1:10.5)  検出 命令検査
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 11μg/kg（B1:11.1)  検出 命令検査

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
14μg/kg（B1:12.5, B2:1.5)  検
出

命令検査

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（B1:19.2, B2:1.1)  検
出

命令検査

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
27μg/kg（B1:24.3, B2:3.1)  検
出

命令検査

8 ひよこ豆:KALA CHANA 豆類 インド 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
43μg/kg（B1:39.1, B2:4.0)  検
出

モニタリング検査

8
ミックススパイス（チリペッパー含有）（HOT
RED PEPPER POWDER）

農産（加工品含む） トルコ 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
①22μg/kg ②22μg/kg （①
B1:22.0、②B1:22.1） 検出

命令検査

8 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
16μg/kg（B1:14.8, B2:1.6)  検
出

命令検査

8
ナチュラルチーズ：ゴルゴンゾラ
(GORGONZOLA DOP ERBORIN）

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

8 非加熱食肉製品：MILANO SALAMI 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

8
加熱食肉製品（包装後加熱）：CANNED
STEWED PORK SLICE

畜産（加工品含む） 中華人民共和国 9
衛生証明書不
備、添加物

衛生証明書不
備、指定外添加
物

衛生証明書の不添付（法
第9条第2項）、サイクラミン
酸（指定外添加物）

衛生証明書の不添付（法第9条
第2項）、（サイクラミン酸）7μ
g/g 検出

行政検査
自主検査

9 その他の植物性油脂(MACADAMIA OIL) その他の食品 オーストラリア 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 23μg/g 検出 自主検査

9
その他の他に分類されない調味料　エルシー
シット

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

9
その他の他に分類されない調味料　ジョーカー
ル　ペッパーソース

その他の食品 ガーナ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 4μg/g 検出 自主検査

9 チョコレート類　GIFT(COFFEE) その他の食品 トルコ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 2μg/g 検出 自主検査
9 チョコレート類　GIFT(HEZELNUTS) その他の食品 トルコ 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　GIFT(MILK) その他の食品 トルコ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 9μg/g 検出 自主検査
9 チョコレート類　GIFT(TOROPICAL) その他の食品 トルコ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 8μg/g 検出 自主検査

9 とうがらし調整品(ROASTED CHILI PASTE) その他の食品 タイ 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1μg/g 検出 自主検査

9 ビスケット類（CREAM CRACKER FIELD） その他の食品 ペルー 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 6μg/g 検出 自主検査

9
ビスケット類（CUA CUA（チョコレートコーティン
グウェハース））

その他の食品 ペルー 10 添加物 指定外添加物 TBHQ、ひまわりレシチン
27μg/g 検出、（ひまわりレシチ
ン）使用

自主検査
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9 ビスケット類（DONA PEPA FIELD） その他の食品 ペルー 10 添加物 指定外添加物 TBHQ、ひまわりレシチン
17μg/g 検出、（ひまわりレシチ
ン）使用

自主検査

9
その他の粉末清涼飲料：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

9
その他の野草加工品及び香辛料（乾燥味付け
タピオカデンプン）（FAROFA FRONTA DE
MANDIOCA YOKI）

農産（加工品含む） ブラジル 10、11 添加物
指定外添加物、
使用基準

TBHQ（指定外添加物）、
BHT（使用基準）

（TBHQ）6μg/g、
（BHT)0.051g/kg（原材料の大豆
油にBHTを0.2g/kgを超えて使
用） 検出

自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
入り串団子フライ　２個串（FZN SQUID
BUNCH）

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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類 (FROZEN NOBASHI BLACK TIGER
SHRIMP)

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

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：豆類
の調整品(FROZEN BROAD BEAN)

豆類 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）：揚げ
玉衣の彩り野菜の寄せ揚げ(FROZEN
FLAVOR VEGETABLE CAKE)

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 魚醤（FISH SAUCE 40°N） その他の食品 ベトナム 11 添加物 使用基準 アセスルファムカリウム 0.5g/kg 使用 行政検査

9
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 エンロフロキサシン 0.07ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖えび(FROZEN BLACK TIGER
SHRIMP RAW 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 0.02ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖むき身えび(FROZEN PD 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 0.03ppm 検出 命令検査

9
冷凍養殖むき身えび(FROZEN SHRIMP
VANNAMEI 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

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：あじ
フライ（FROZEN BREADED HORSE
MACKEREL 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 1.9×10⁷/g 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（FROZEN EBI FRY VANNAMEI
SHRIMPS(M)）

水産（加工品含む） ベトナム 11 微生物 成分規格 細菌数 1.8×10⁷/g 自主検査

9 生鮮オレンジ 農産（加工品含む） オーストラリア 11 残留農薬 成分規格 ジウロン 0.10ppm 検出 自主検査
9 生鮮カカオ豆 種実類 ガーナ 11 残留農薬 成分規格 シベルメトリン 0.07ppm 検出 モニタリング検査

9
ブルーベリージャム（BLUEBERRY EXTRA
JAM）

農産（加工品含む）
スウェーデン（ブルー
ベリーの原産国：ウ
クライナ）

11 有毒・有害物質 放射性物質 セシウム 140Bq/kg 検出 自主検査

9 とうがらし味噌　柿ニンニクコチュジャン 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 対象外使用 行政検査

9 乾燥すもも（PRUNE） 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸カリウム
（ソルビン酸として）0.57g/kg 検
出

自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：冷凍
麻竹スライス（FROZEN BAMBOO SHOOTS
SLICE）

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
原料の生鮮たけのこに対する
対象外使用

モニタリング検査

9
シロップ漬け混合果実（CANNED TROPICAL
FRUITS MIX IN HEAVY 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 行政検査

9
漬け物：オリーブ(NAMLI LARGE SIZE BLACK
OLIVE)

農産（加工品含む） トルコ 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（対象外使用）

自主検査
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9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび
類（総菜えびカツ）

水産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 9.0×106/g 自主検査

9
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：たま
ねぎ

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 1.4×107/g 自主検査

9
生食用冷凍鮮魚介類：カラスカレイ（FROZEN
GREENLAND HALIBUT 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 1.2×105/g 自主検査

9
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 3.4×105/g 自主検査

9
無加熱摂取冷凍食品：サーモン（Loch Duart
Oak Roasted Flaky Salmon (Flaky 150g pack)）

水産（加工品含む） イギリス 11 微生物 成分規格 細菌数 1.5×105/g 自主検査

9 アイスクリーム　CHOCOLATE ICE CREAM 乳・乳製品 トルコ 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 5.8×105/g、陽性 自主検査

9 アイスミルク MILK ICE CREAM 乳・乳製品 トルコ 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 1.1×105/g、陽性 自主検査

9
生食用冷凍鮮魚介類：えび類(FROZEN RAW
PEELED TAIL ON RED 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 1.5×105/g、陽性 自主検査

9
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ(FROZEN
YELLOWFIN TUNA HAZAI PACK)

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 1.1×105/g、陽性 自主検査

9 食品添加物：L-グルタミン 添加物 アメリカ合衆国 11 添加物 成分規格 純度試験 液性 不適（pH4.4） 自主検査

9
食品添加物：L-チロシン（L-TYROSINE FOOD
POWDER）

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

9 食品添加物：ケイ皮酸 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

9
アイスクリーム：グリーンティー（GREEN TEA
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

9 バター(BEURRE) 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（凍結直前加熱）：海鮮ミ
ニチヂミ(FROZEN SEAFOOD MINI PANCAKE)

その他の食品 大韓民国 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）：かもの珍味（麻
辣味）FROZEN DUCK NECK(SPICY FLAVOR)

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 殺菌不十分のため 自主検査

9
原料用果汁：その他の果実(CLARIFIED
COCONUT JUICE CONCENTRATE)

飲料 ベトナム 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9
生食用冷凍切り身：カレイ昆布〆スライス
（ARROWTOOTH FLOUNDER）

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：サーモンフィーレ
(FROZEN ATLANTIC SALMON FILLET)

水産（加工品含む） ノルウェー 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：マグロ(FROZEN
BIGEYE TUNA BLOCK(LOIN SKINLESS))

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

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

9
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） 台湾 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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9
無加熱摂取冷凍食品：冷凍バナナ・スライス
10kg (FROZEN BANANA SLICES IQF)

農産（加工品含む） コロンビア 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

9 その他の乾燥きのこ（AGARICUS BLAZEI） 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 0.037g/kg 検出 自主検査

9 乾燥しょうが 農産（加工品含む） 香港 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.239g/kg 検出 自主検査

9
レトルト殺菌食品：穀類の調整品(RETORT
CORN)

穀類（加工品含む） ニュー・ジーランド 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

9
野草加工品及び香辛料；コリアンダー
（CORIANDER POWDER）

農産（加工品含む） バングラデシュ 11 有毒・有害物質 放射性物質 放射線照射 検知 モニタリング検査

9
野草加工品及び香辛料；クミン（CUMIN
POWDER）

農産（加工品含む） バングラデシュ 11
残留農薬、有毒・
有害物質

放射性物質、成
分規格

放射線照射、プロフェノホ
ス（成分規格）

(放射線照射)検知、（プロフェノ
ホス）0.12ppm 検出

モニタリング検査

9 烏龍茶（鉄観音) 農産（加工品含む） 中華人民共和国 11 残留農薬
成分規格、一律
基準

フィプロニル（成分規格）、
インドキサカルブ（一律基
準）

（フィプロニル）0.029ppm 検出、
(インドキサカルブ） 0.04ppm 検
出

命令検査

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 0.03ppm 検出 命令検査

9 その他の器具：ゴム製（RUBBER PACKING） 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 自主検査

9
その他の器具：ポリ塩化ビニール製(WASHER,
BROWN, FOR GLASS DECANTER)

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 （4％酢酸）65μg/ml 検出 自主検査

9
知育がん具：キラキラステッキ(KIRAKIRA
STICK)

器具・おもちゃ 中華人民共和国 62、19
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

9
その他の洋菓子(SOFT NOUGAT WITH
ALMONDS AND SICILIAN PISTACHIOES AND
CANDIES (TO146))

その他の食品 イタリア 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
56μg/kg（B1:27.0, G1:29.0)  検
出

モニタリング検査

9 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（B1:12.0 ,B2:1.6)  検
出

命令検査

9 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（B1:13.5)  検出 命令検査

9 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, B2:1.4)  検
出

命令検査

9 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（B1:16.8)  検出 命令検査
9 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: 20.4) 検出 命令検査

9 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（B1:17.3, B2:2.9,
G1:22.3, G2:4.2)  検出

命令検査

9 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
16μg/kg （B1:14.3, B2:2.0)  検
出

命令検査

9
その他の他に分類されない調味料
(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 11mg/kg 検出 命令検査

9
非加熱食肉製品：GUANCIALE STAGIONATO
MEZZO 700

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

10
漬け物：酢漬け野菜　SALTED GINGER
(SENGIRI BENI SHOUGA)

農産（加工品含む） タイ 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

10
砂糖（SUCRE VIOLET A LA VIOLETTE:
VIOLETTE FLAVOURED SUGAR）

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、パテントブ
ルーⅤ

検出 モニタリング検査

10 いったコーヒー 種実類 ベトナム 10 添加物 指定外添加物 サイクラミン酸 1,000μg/g 検出 自主検査

10
その他の動物由来の健康食品(JOINT
FORMULA)

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

0.017g/kg 検出 自主検査

10
ビスケット類　POLESANI WITH OLIVE OIL
MULTIPACK

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物 ヨウ素化塩 使用 行政検査

10
ビスケット類　POLESANI WITH SESAMI
MULTIPACK

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物 ヨウ素化塩 使用 行政検査
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10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：いか
類（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 E.coli 陽性 モニタリング検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：その
他の魚類（NEW素材DEソフト赤魚みそ漬け）

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

10

加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：その
他の畜産物（FROZEN STEAMED PORK &
BONLESS BEEF ROLLED CABBAGE TIED
WITH PAPAYA(10RＣ50FR)

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

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：混合
野菜（FROZEN MIX VEGETABLE（中華ミック
ス））

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

10 シロップ(MANGO 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 0.45g/kg 検出 自主検査

10 シロップ(STRAWBERRY 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 0.38g/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　FROZEN PEELED VANNAMEI
SHRIMP(PURIPURI)

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
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 命令検査

10
その他の粉末清涼飲料：MISC.244
GINSENG=INSTANT PRODUCT FOR COFFEE
AND GINSENG FLAVOURED DRINK

飲料 イタリア 11 微生物 成分規格 細菌数 6.1×10³/g 自主検査

10
冷凍ゆでがに（COOKED SNOW CRAB &
COOKED DEEP SEA CRAB）

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 5.8×10⁶/g 自主検査

10
その他の野菜の調整品：エゴマの葉和え
(KKAENIPMUCHIM)

農産（加工品含む） 大韓民国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.30g/kg 検出（対象外使用) モニタリング検査

10
その他の野菜の調整品：唐辛子の葉和え
(GOCHUNIPMUCHIM)

農産（加工品含む） 大韓民国 11 添加物 使用基準 ソルビン酸 0.06g/kg 検出（対象外使用) モニタリング検査

10 その他うるち精米（SEAFOOD PAELLAの米） 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 0.12ppm 検出 モニタリング検査

10 バナナ：生鮮・冷蔵 農産（加工品含む） ペルー 11 残留農薬 成分規格 フィプロニル 0.02ppm 検出 モニタリング検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：オニオ
ンリング

農産（加工品含む） アメリカ合衆国 11 添加物 使用基準 ポリソルベート80として 0.028g/kg 検出 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：蒲焼
うなぎ

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 マラカイトグリーン 0.002ppm 検出 命令検査

10 生鮮グリーンアスパラガス 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 成分規格
メタラキシル及びメフェノキ
サム

0.07 ppm 検出 モニタリング検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：果実
の調整品FROZEN GREEN PAPAYA STRIP

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

10 食品添加物：L-イソロイシン 添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 強熱残分 不適（0.12%） 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：果実の
調整品(PUREE COCO)

農産（加工品含む） フランス 11 微生物 成分規格 細菌数 2.3×105/g 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：たら
白身魚フライ（一口サイズ）（FROZEN
BREADED SHIROMI 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 4.0×106/g 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ねぎ
（FROZEN SCALLION）

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 7.8×10⁶/g 自主検査
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10
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ（CHOCOLATE
TRUFFEL CAKE）

その他の食品 デンマーク 11 微生物 成分規格 細菌数 1.6×105/g 自主検査

10
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品
（FROZEN PASSION FRUIT PUREE DROPS）

農産（加工品含む） フランス 11 微生物 成分規格 細菌数 1.8×105/g 自主検査

10
冷凍切り身・むき身　うに類：生食用（CHINA
FROZEN 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 2.6×105/g 自主検査

10
乾燥食肉製品　サラミソーセージ：PAVE
NATURE

畜産（加工品含む） フランス 11 食品の規格・基準 成分規格 水分活性 0.88 自主検査

10
その他の粉末清涼飲料 (ROOIBOS
EXTRACT)

飲料 南アフリカ 11 微生物
成分規格、製造
基準

大腸菌群（成分規格）、密
栓もしくは密封するかまた
は防じん、防湿および防虫
できるようにしたものでな
い（製造基準）

大腸菌群 陽性、密栓もしくは密
封するかまたは防じん、防湿お
よび防虫できるようにしたもので
ない 不適合

自主検査、行政検査

10 インスタントコーヒー(INSTANT COFFEE MIX) 飲料 大韓民国 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

10
その他の魚肉ねり製品：MINI TEMPURA
(BURDOCK) ごぼう入さつま揚げ

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
その他の粉末清涼飲料（INSTANT COFFEE
MIX）

飲料 大韓民国 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 CUT） 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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：果実の
調整品(PUREE FIGUE)

農産（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

10
無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品(FROZEN
MIX FRUIT)

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

10
無加熱摂取冷凍食品：冷凍しめさばスライス
(FROZEN SHIME SABA 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

10 その他の果実の調整品 (DRIED PINEAPPLES) 農産（加工品含む） フランス 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.092 g/kg 検出 自主検査

10
その他の果実の調整品（DEHYDRATED
TANGERINE）

農産（加工品含む） イタリア 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 0.25g/kg　検出 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：アス
パラガス

農産（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

10 半発酵茶（烏龍茶） 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 0.13ppm 検出 命令検査
10 生鮮ゴマの種子 種実類 パラグァイ 11 残留農薬 一律基準 カルバリル 0.02ppm 検出 命令検査

10
野草加工品及び香辛料：とうがらし（RED CHILI
(DRIED))

農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 一律基準 トリアゾホス
0.13ppm 検出(生鮮状態に換算
した値)

命令検査

10 飲食器具（陶器製）：RED POSTER MUG 器具・おもちゃ 中華人民共和国 18
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 カドミウム 0.90μg/ml 検出 自主検査

10
その他の器具：PP製　TORNADO（ジュース入
れ）（色：黄）

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 不適 自主検査

10
その他の器具：PP製　TORNADO（ジュース入
れ）（色：緑）

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 不適 自主検査

10 割ぽう具：ナイロン製　ナイロンお玉（SYA-1） 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

18μg/ml 検出 モニタリング検査

10 その他の器具：PE製(RICE BRAN BAG) 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

10 飲食器具（メラミン樹脂製）：カップ（MILK CUP） 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 自主検査

10 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
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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 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

10 生鮮コーヒー豆 種実類 グァテマラ 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

10
いったピーナッツ(07925 GREAT VALUE DRY
ROASTED PEANUTS SALTED)

豆類 アメリカ合衆国 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン 21μg/kg（B1:16.7,B2:4.1) 検出 命令検査

10
いったピーナッツ(ROASTED PEANUT 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
238μg/kg（B1:46.1,B2:5.2
,G1:158.8,G2:27.5)  検出

命令検査

10
野草加工品及び香辛料：ナツメグ（肉ずく）
（NUTMEG GROUND）

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
56μg/kg（B1:47.8,B2:3.8,G1:4.1)
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 33μg/kg（B1:27.6,B2:5.1) 検出 命令検査

10 亜麻の種子 （FLAX SEED） 種実類 アメリカ合衆国 6 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 200mg/kg 検出 自主検査

10
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：かき
フライ（FROZEN BREADED OYSTER）

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 0.1MU/g 検出 命令検査

10
非加熱食肉製品（PROSCIUTTO CRUDO (DRY
CURED HAM))

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

10
牛腎臓：冷蔵、加工用未調整品（FROZEN
BEEF KIDNYS）

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

10
牛内臓：冷蔵、加工用未調整品（FROZEN
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）

行政検査

11
リキュール類：VODKA BLOOD ORANGE
LIQUEUR CINDERELLA SHOE

飲料 オーストリア 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

11
その他の他に分類されない食品
（SALSACALDA DOCEPISTACHIO JP）

その他の食品 イタリア 10 添加物 指定外添加物 キノリンイエロー 検出 自主検査

11
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 10 添加物 指定外添加物 スーダンⅠ 0.8μg/g 検出 自主検査

11
健康食品（アグアヘカプセル（AGUAJE
CAPUSULES））

その他の食品 ペルー 10 添加物 指定外添加物
パラオキシ安息香酸メチ
ル

7.3g/kg 検出 自主検査

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） ベトナム 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）：混合
野菜（FROZEN MIXED  VEGETABLE）

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
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：冬瓜
カット（FROZEN WAX GOURD CUTS）

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
加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストレッグ
（バジル）

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

11
加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストレッグ
（醤油味）

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

11 生鮮グリーンアスパラガス 農産（加工品含む） タイ 11 残留農薬 成分規格 アトラジン 0.08ppm 検出 モニタリング検査
11 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 0.06ppm 検出 命令検査

11
冷凍切り身・むき身いか類：生食用（FROZEN
YARIIKA TENTACLES）

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

11 はちみつ加工品：純粋はち蜜（PURE HONEY） 畜産（加工品含む） 大韓民国 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 自主検査

11 無加熱摂取冷凍食品：えび類（SUSHI EBI） 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

11 その他の粉末清涼飲料 (BIO REISHI COFFEE) 飲料 タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 5.0×10⁴/g 自主検査
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11 バター豆 豆類 ミャンマー 11 自然毒 その他の自然毒 シアン化合物 510ppm 検出 命令検査

11
果実ピューレ及びペースト（FIG & OLIVE
CHUTNEY）

農産（加工品含む） フランス 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）0.068g/kg
検出（対象外使用）

自主検査

11 その他の食酢（DISTILLED VINEGAR） その他の食品 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）0.041 g/kg
検出

自主検査

11 生鮮バナナ 農産（加工品含む） ペルー 11 残留農薬 成分規格 フィプロニル 0.07ppm 検出 自主検査
11 冷凍養殖えび（INDIA 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 0.004ppm 検出 命令検査

11

冷凍養殖むき身えび類：下ごしらえ尾付きムキ
エビ（FROZEN ORIGIN OF INDIA WHITE
PEELED DEVEINED TRAIL-ON VANNAMEI
SHRIMP）

水産（加工品含む） タイ 11 動物用医薬品 成分規格 フラゾリドン 0.004ppm 検出 命令検査

11 大豆 豆類 アメリカ合衆国 11 残留農薬 成分規格 フルアジホップ 2ppm 検出 モニタリング検査

11 加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストダック串 畜産（加工品含む） 中華人民共和国 11 添加物
成分規格、使用
基準

亜硝酸根 0.086g/kg 検出 自主検査

11
加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストダック串
（ペッパー）

畜産（加工品含む） 中華人民共和国 11 添加物
成分規格、使用
基準

亜硝酸根 0.080g/kg 検出 自主検査

11 食品添加物：L-イソロイシン(L-ISOLEUCINE) 添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 強熱残分 0.11% 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：ズッ
キーニタワー

農産（加工品含む） インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数 1.4×106/g 自主検査

11
粉末清涼飲料(HERSHEY'S COCOA
UNSWEETENED)

飲料 アメリカ合衆国 11 微生物 成分規格 細菌数 6.1×10³/g 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：ココナッツミルクピュー
レ

農産（加工品含む） フランス 11 微生物 成分規格 細菌数 2.7×106/ml 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：その他の魚類（WHISKY
CURED SMOKED SALMON）

水産（加工品含む） イギリス 11 微生物 成分規格 細菌数 1.4×106/g 自主検査

11
無加熱摂取冷凍食品：小松菜と焼き椎茸和え
(FROZEN KOMATSUNA TO YAKISHIITAKEAE)

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 5.4×105/g 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：ズッ
キーニタワー（ZUCCHINI TOWER）

農産（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 1.7×106/g、陽性 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：ズッ
キーニミルフィーユ

農産（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 2.3×106/g、陽性 自主検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：ズッ
キーニミルフィーユ(ZUCCHINI MILLEFEULLE)

農産（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 3.1×105/g、陽性 自主検査

11 食品添加物：粉末セルロース（ARBOCEL） 添加物 ドイツ 11 添加物 成分規格 純度試験 液性 pH 4.5 自主検査

11 アイスクリーム(B&J ICE CREAM S'MORES) 乳・乳製品 オランダ 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

11
アイスクリーム：グリーンティー（GREEN TEA
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

11 アイスミルク（CAPRICCIO CAFÉ） 乳・乳製品 ベルギー 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 モニタリング検査

11
アイスミルク（ICE CREAM VANILLA
ORGANIC）

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

11 その他の魚肉ねり製品：カニ風味蒲鉾 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

11
ラクトアイス（SELECTA ICE CREAM-HALO-
HALO）

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 モニタリング検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：ねぎま
串（F. SUYAKI YTR 40G BL NEGI）

畜産（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
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11
無加熱摂取冷凍食品：MONGOIKA
SUSHINETA（FROZEN CUTTLEFISH FILLET）

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

11
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN
PEELED AND BOILED SHRIMPS （SUSHI
EBI））

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
無加熱摂取冷凍食品：ケーキ（BUCHE
CHOCOLAT）

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

11
無加熱摂取冷凍食品：しめさば（冷凍しめ鯖
フィレ）

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
無加熱摂取冷凍食品：蒲焼きうなぎ（蒲焼きう
なぎスライス）

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 モニタリング検査

11 冷凍切り身いずみだい：生食用（潮鯛スライス） 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

11
冷凍切り身さけ：生食用（FROZEN PRE-
RIGOR SALMON SLICE）

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
冷凍切り身まぐろ：生食用（FROZEN
YELLOWFIN 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
乾燥ぶどう（GOLDEN SELECT CHOICE
RAISINS）

農産（加工品含む） 南アフリカ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 1.5g/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 命令検査

11
冷凍養殖えび（FROZEN HEADLESS 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
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 0.05ppm 検出 モニタリング検査

11
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 0.20ppm 検出 モニタリング検査

11 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
11 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 命令検査

11
割ぽう具（ホウロウ引き製）：ROUND
COCOTTE 10CM CHERRY （本体）

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 カドミウム 0.09μg/ml 検出 自主検査

11
飲食器具：その他の組み合わせ(TUMBLER）
（本体内側・フタ本体（ポリプロピレン製）、フタ
飲み口（ポリスチレン製））

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）33μg/ml(本体内
側)、33μg/ml(フタ本体)、100μ
g/ml以上（フタ飲み口） 検出

自主検査

11 人形：布製、その他塗膜（RBR RACE BEAR） 器具・おもちゃ 香港 62、20
器具・おもちゃ等
の規格基準

材質別規格 鉛 4,800μg/g 検出 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
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

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、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

11 その他のもち精米 穀類（加工品含む） タイ 6 腐敗等 腐敗、変敗、カビ
カビの発生、集塊化及び
異臭

カビの発生、集塊化及び異臭を
認めた

水濡れ 行政検査

11 生鮮コーヒー豆 種実類 インドネシア 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

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・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） 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

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・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） 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 小麦 穀類（加工品含む） 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
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11 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 11μg/kg（B1:9.7,B2:1.1)  検出 命令検査

11 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
14μg/kg（B1:4.2,G1:8.7,G2:1.1)
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
16μg/kg（B1:14.3, B2:1.2)  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
22μg/kg（B1:20.5, B2:1.6)  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 41μg/kg（B1:38.1,B2:2.5)  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 61μg/kg（B1:58.3,B2:2.9)  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
15μg/kg （B1:9.5, B2:2.6,
G1:3.3) 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
28μg/kg（B1:9.2, B2:1.3,
G1:14.7, G2:3.1)  検出

命令検査

11 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
29μg/kg （B1:26.6, B2:2.6) 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
20μg/kg （B1:17.1 , B2:2.8) 検
出

命令検査

11
揚げたピーナッツ(FRIED 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
22μg/kg B1:3.2, G1:15.7,
G2:3.1)  検出

命令検査

11
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
FROZEN TAPIOCA

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 48mg/kg 検出 命令検査

11 ナチュラルチーズ：クリーム(W/PINEAPPLE) 乳・乳製品 デンマーク 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：COPPA(SLICED) 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
冷凍牛肉：その他のもの(CENTER CUT
FEMUR BONES)

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
食品衛生法第9条第2項に
規定する衛生証明書の不
添付

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 (CHOICE OR
HIGHER BNLS CHUCK FLAP)

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
食品衛生法第9条第2項に
規定する衛生証明書の不
添付

衛生証明書の不添付（法第9条
第2項）

行政検査

12 スナック菓子類：Lemon Bhel その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1 µg/g  検出 自主検査
12 スナック菓子類：Raita Boondi その他の食品 インド 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 4 µg/g  検出 自主検査

12
スナック菓子類：YOKITOS NAQUINHOS
PIMENTA MEXICANA

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

12
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：魚類（PATE
DE ATUN 25G（ツナ・パテ））

水産（加工品含む） スペイン 10 添加物 指定外添加物 TBHQ 1µg/g 検出 自主検査

12 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
12 テキーラ：TEQUILA DEL PORTO 飲料 メキシコ 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

12
リキュール類（CINDERELLAS SHOE BLOOD
ORANGE）

飲料 オーストリア 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

12
リキュール類（CINDERELLA'S SHOE BLOOD
ORANGE）

飲料 オーストリア 10 添加物 指定外添加物 アゾルビン 検出 自主検査

12 キャンディー類：LIME BABY BALL CANDIES 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

12 チョコレート：CITRON VERT 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

12 チョコレート類：GREEN TEA CHOCOLATE(30g) その他の食品 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 ヒマワリレシチン 使用 行政検査

12 チョコレート類：GREEN TEA CHOCOLATE(5g) その他の食品 ドイツ 10 添加物 指定外添加物 ヒマワリレシチン 使用 行政検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：その
他の食料品（玉子サラダフライ）

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
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12
加熱食肉製品（加熱後包装）：BONELESS
FRIED CRISPY CHICKEN 100g

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

12
加熱食肉製品（加熱後包装）：FROZEN
SLICED GIZZARD（スライス砂肝焼き）

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

12
加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストレッグ
（タレ付）170/190g

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

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 0.09ppm 検出 命令検査

12
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 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）：えび
類(FROZEN 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

12
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN 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 エンロフロキサシン 0.01ppm 検出 命令検査

12
冷凍養殖むき身えび類：加熱加工用（冷凍の
ばし海老）

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 0.04ppm 検出 命令検査

12 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
12 冷凍切り身いか類：加熱加工用 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 冷凍天然むき身えび 水産（加工品含む） ベトナム 11 動物用医薬品 成分規格 クロラムフェニコール 0.0012ppm 検出 自主検査

12
冷凍天然むき身えび（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 クロラムフェニコール 0.0005ppm 検出 命令検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：半月
ロールイカ

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 3.3×106/g 自主検査

12 シロップ漬け：くり（栗甘露煮ホール） 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）0.031 g/kg
検出

自主検査

12 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）0.036 g/kg
検出

自主検査

12
ナチュラルチーズ：その他の半軟質のもの
（KAANLAR-WHITE CHEESE（FUL FAT）
1000GR）

乳・乳製品 トルコ 11 添加物 使用基準 ナタマイシン 使用 （対象外使用） 行政検査

12
ナチュラルチーズ：その他の半軟質のもの
（KAANLAR-WHITE CHEESE（FUL FAT）
3000GR）

乳・乳製品 トルコ 11 添加物 使用基準 ナタマイシン 使用 （対象外使用） 行政検査

12
ナチュラルチーズ：その他の半軟質のもの
（KAANLAR-WHITE CHEESE（FUL FAT）
500GR）

乳・乳製品 トルコ 11 添加物 使用基準 ナタマイシン 使用 （対象外使用） 行政検査

12 その他の調味料（LEMONDOR WHOLE LIME） 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） 0.038g/kg
検出

自主検査

12
半発酵茶：茶葉のみを原料とするもの
(CHINESE OOLONG TEA)

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

12
ナチュラルチーズ：その他軟質のもの（PETIT
GRES SAVARIN PAPAYE COQUE）

乳・乳製品 フランス 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

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：
SHRIMP ROLL CABBAGE POUCH

その他の食品 インドネシア 11 微生物 成分規格 細菌数  1.5×106/g 自主検査

12
無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN SUSHI
EBI WITH NECK MEAT)

水産（加工品含む） タイ 11 微生物 成分規格 細菌数 1.8×105/g 自主検査

12
無加熱摂取冷凍食品：桑の葉カンジャンケジャ
ン（CRAB MARINATED IN SOY SAUCE）

農産（加工品含む） 大韓民国 11 微生物 成分規格 細菌数、大腸菌群 6.9×106/g、陽性 自主検査

12
食品添加物：合成膨張剤（BAKING POWDER
R-184）

添加物 中華人民共和国 11 添加物 成分規格 硝酸不溶物 10.80% 自主検査
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12
アイスクリーム：ORGANIC CHOCOLATE ICE
CREAM

乳・乳製品 イギリス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
アイスクリーム：ORGANIC CLOTTED CREAM
VANILLA ICE CREAM

乳・乳製品 イギリス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
アイスミルク：ORGANIC STRAWBERRY ICE
CREAM

乳・乳製品 イギリス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12 その他の魚肉ねり製品：いか類（野菜天串） 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
冷凍切り身まぐろ：生食用（冷凍めばちまぐろ
寿司ネタ）

水産（加工品含む） キリバス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
冷凍切り身まぐろ：生食用（冷凍めばちまぐろ
柵）

水産（加工品含む） キリバス 11 微生物 成分規格 大腸菌群 陽性 自主検査

12
冷凍むき身つぶがい：生食用（冷凍ツブ貝スラ
イス（FROZEN TSUBUGAI 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

12
冷凍切り身かれい：生食用（FROZEN HALIBUT
ENGAWASLICE）

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
冷凍切り身かれい：生食用（FROZEN HALIBUT
LOIN）

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
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

12
無加熱摂取冷凍食品：イカ・サーモンスティック
（FROZEN SQUID SALMON STICK）

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

無加熱摂取冷凍食品：えび類（タイ産頭肉寿司
海老） (FROZEN COOKED PEELED DEVEINED
TAIL ON BUTTERFLY VANNAMEI WHITE
SHRIMP IQF (SUSHI EBI))

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

12
無加熱摂取冷凍食品：おくら（FROZEN OKRA
（キザミオクラ））

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

12 無加熱摂取冷凍食品：味付けたらこ 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

12 冷凍切り身マス：生食用（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

12
冷凍ゆでだこ（FROZEN BOILED CUT
OCTOPUS）

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

12 冷凍切り身かれい：生食用　かれい縁側 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 冷凍切り身生食用いずみだい：潮鯛スライス 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

12
乾燥あんず（TURKISH WHOLE PITTED DRIED
APRICOTS）

農産（加工品含む） トルコ 11 添加物 使用基準 二酸化硫黄 2.8g/kg 検出 自主検査

12
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
SONAEJANGTANG

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

12
無加熱摂取冷凍食品：ボイルシャコ（FROZEN
BOILED SHAKO MEAT）

水産（加工品含む） 中華人民共和国 11 有毒・有害物質 放射性物質 放射線照射 検知 モニタリング検査

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 0.02ppm 検出 命令検査
12 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 0.05ppm 検出 モニタリング検査
12 生鮮ブルーベリー 農産（加工品含む） チリ 11 残留農薬 一律基準 インドキサカルブ 0.04ppm 検出 モニタリング検査
12 冷凍養殖えび 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 生鮮ポンカン 農産（加工品含む） 台湾 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



輸入食品違反事例一覧　（平成２５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

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：菜の
花(FROZEN RAPE FLOWER)

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 0.03ppm 検出 モニタリング検査

12 飲食器具：陶磁器製皿 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 14μg/cm2 検出 自主検査

12
飲食器具：ポリスチレン製（ひょっこりフルーツ
フォークピック　ピーチ（ピンク/薄ピンク））

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

11μg/ml 検出 自主検査

12
その他の器具：組み合わせ（ル・パルフェジャ
ムポット385ML蓋）

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 蒸発残留物 （ヘプタン）1,040μg/ml 検出 自主検査

12
その他の器具：組み合わせ（ル・パルフェダブ
ルキャップキーパー350ML内蓋）

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 蒸発残留物 （ヘプタン）1,170μg/ml 検出 自主検査

12
飲食器具：ポリプロピレン製　PLASTIC
SPOON (カーキ) PLASTIC FORK (カーキ)

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）285μg/ml 検出 自主検査

12
飲食器具：ポリプロピレン製　PLASTIC
SPOON (白) PLASTIC FORK (白)

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）284μg/ml 検出 自主検査

12
飲食器具：ポリプロピレン製　PLASTIC
SPOON (ベージュ) PLASTIC FORK (ベージュ)

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）280μg/ml 検出 自主検査

12
飲食器具：ポリプロピレン製　PLASTIC
SPOON (黒) PLASTIC FORK (黒)

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）297μg/ml 検出 自主検査

12
知育がん具：材質組合せ　001915 コンパクト
ダーツ2（的）

器具・おもちゃ 中華人民共和国 62、21
器具・おもちゃ等
の規格基準

製造基準 指定外着色料 溶出 モニタリング検査

12
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
103μg/kg（B1:43.9, B2:4.5,
G1:48.1, G2:6.9)　検出

命令検査

12
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 14μg/kg（B1:9.9, B2:3.9) 検出 命令検査

12
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
66μg/kg（B1:17.5, B2:4.4,
G1:34.0, G2:10.4) 検出

命令検査

12 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
25μg/kg（B1:23.3, 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
15μg/kg（B1:14.0, 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
16μg/kg（B1:14.0, 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
21μg/kg（B1:17.8, B2:2.9)  検
出

命令検査

12
とうもろこしの粉（FARINA DI GRANOTURCO
GIALLO VITREO）

穀類（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（B1:12.0） 検出 モニタリング検査

12
野草加工品及び香辛料：とうがらし（Crushed
Chillies）

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
32μg/kg（B1:30.1, B2:1.7)  検
出

命令検査

12
加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：湯圓
（FROZEN PEANUT RICE BALL）

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

①27μg/kg ②29μg/kg ③29
μg/kg （①B1:22.1, B2:5.1、②
（B1:23.7, B2:5.4、③B1:23.7,
B2:5.4)  検出

命令検査

12 小粒落花生 豆類 アルゼンティン 6 自然毒 カビ毒 アフラトキシン
55μg/kg（B1:48.4, B2:4.2,
G1:2.2)  検出

命令検査

12 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
13μg/kg（B1:11.5, B2:1.2)  検
出

命令検査

12 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
65μg/kg（B1:9.5, G1:49.5,
G2:6.3)  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
14μg/kg （B1:11.7, B2:2.0)  検
出

命令検査

12
非加熱食肉製品(COPPA MEDAGLIA D'ORO
LEGATA A MANO)

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 冷凍子牛頬肉（OUTER CHEEKS DEFATTED) 畜産（加工品含む） オランダ 9 衛生証明書不備 衛生証明書不備
食品衛生法第9条第2項に
規定する衛生証明書の不
添付

衛生証明書の不添付（法第9条
第2項）

行政検査


