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食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツの流通について 
 

尾張県民事務所廃棄物対策課に平成 28 年１月 12 日（火）17 時頃、（株）壱番屋から「平

成 27 年９月に一宮市内の工場で製造し、合成樹脂製の異物混入の恐れがあるため産業廃棄物

処理業者に処分を依頼したビーフカツ（半製品、生肉に衣をつけ冷凍したもの。１袋５枚入

り）が津島市内のスーパー（Ａマートアブヤス神
か

守
もり

店）で販売していたことが判明した。」

旨連絡がありました。 

このビーフカツは、（株）壱番屋が産業廃棄物処理業者（ダイコー（株）、稲沢市奥田）に

約 40,000 枚の処分を依頼したにもかかわらず、ダイコー（株）が食品として売却したことか

ら、県内のスーパーで販売されていました。 

同スーパーを管轄する津島保健所が立入調査し、当該食品が販売されていないことを確認

するとともに当該食品の回収を徹底するよう指示しました。 

現在、県が把握している当該食品を販売していた店舗は以下のとおりです。 

 

当該製品をお持ちの方は、絶対に喫食せず、購入した販売店に返品して

ください。 

  

 なお、現在、流通状況等詳細については調査中であり、判明し次第お知らせします。 

 

【現在、県が把握している当該ビーフカツの販売店】 

販売店名 販売店所在地 仕入量 販売済量 販売期間 

Ａマートアブヤス神
か

守
もり

店 

津島市神
か

守
もり

町字森本

23 番地 
2,050 枚 1,990 枚 

平成 27 年 12 月

上旬～平成28年

1 月 11 日  

Ａマートアブヤス春田店 
名古屋市中川区春田

5-3 
3,650 枚 3,415 枚 

平成 27 年 12 月

中旬～平成28年

1 月 11 日  

 

                                 （裏面に続く） 

 

平成２８年１月１３日（水） 
健康福祉部保健医療局 
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【当該ビーフカツの画像】 

 

 

賞味期限 16.01.30 と印字 

ビーフカツ（半製品、生肉に衣を

つけ冷凍したもの）5 枚を合成樹

脂製袋に包装 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツの流通について（速報） 

 

本日、愛知県より、（株）壱番屋から合成樹脂製の異物混入の恐れがあるため、産業廃

棄物処理業者に処分を依頼したビーフカツの流通状況の調査依頼があったことから、取引

を行った事業者に対し立ち入り調査を実施しましたので、現段階で判明している内容をお

知らせします。 

詳細は引き続き調査を行います。 

 

１ 問題となった取引を行った事業者 

（１）屋 号 みのりフーズ（個人経営） 佐伯
さ え き

 俊
とし

清
きよ

 

（２）業 種 めん類製造業 
 
（３）所在地 羽島市上中町長間２３１８（ＴＥＬ：058-397-0323） 

 

２ 調査結果 

（１）取引状況の調査 

・取引等の状況を示す伝票等書類の存在は確認できなかったこと。 
 
（２）施設内の状況調査 

・（株）壱番屋の名前が印刷された段ボールが約８００箱施設内に保管されていたこと 
 
（３）食品衛生責任者への事情聴取 

・食品衛生責任者の独断で、ダイコー(株)の依頼により取引を行ったこと。 

・みのりフーズにて、箱の詰め替え作業を行い、愛知県内の個人及び企業２社に全量販売

したこと。 
 
（４）みのりフーズの営業の実態 

・平成 24年 1月 18日に食品衛生法上の「めん類製造業」の許可を得ていること。 

・現在では、登録されているめん類製造業の実態はないこと。 

平成２８年１月１３日（水）岐阜県発表資料 
担当課 担当係 担当者 電話番号 

生活衛生課 食品指導係 和座 厚 
内線 2562 
直通 058-272-8280 
FAX  058-278-2627 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品衛生上の問題が危惧される㈱壱番屋以外の製品の流通について  

 

１月１３日（水）付けで公表した食品衛生上の問題が危惧されるビーフカツの

流通について、みのりフーズ（羽島市）を調査した結果、（株）壱番屋製ではな

い１０８品目が発見され、そのうちの一つがダイコー（株）に廃棄物として処理

を依頼されていた製品であることが判明しましたのでお知らせします。  

  

１ みのりフーズに保管されている製品について 

 ・これまでの調査で、みのりフーズの施設内において、１０８品目（肉加工

品、魚加工品、各種惣菜、菓子類、調味料等）が発見されました。  

・このうち販売元や製造元等が表示されている６９品目について、各製品の

販売元や製造元等の所在地の都道県及び保健所政令市（１０都道県１１市）

に調査を依頼中です。 

 ・残りの３９品目についても調査を継続します。  

 

 ２ ダイコー（株）に廃棄物として処理を依頼されていた製品について  

・上記１により調査を依頼した６９品目のうち、「びんちょうまぐろスライ

ス」について、ダイコー（株）に廃棄物として処理を依頼されたものであ

ることが判明しました。 

・現時点で判明している流通経路は以下のとおりです。 
  
 
びんちょうまぐろスライスの流通経路 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

・残りの約 1.5 トンの所在が不明であり、市場に流通した可能性があります。 

・問題となる当該製品には賞味期限の印字がありません。賞味期限の印字が

ない当該製品をお持ちの方は、絶対に喫食しないでください。 
  

 

 

平成２８年１月１８日（月）岐阜県発表資料  
担当課  担当係  担当者  電話番号  

生活衛生課  食品指導係  和座  厚  
内線  2562 
直通  058-272-8280 
FAX  058-278-2627 

輸入者Ａ（東京都）  

H27.4.23 

Ｂ社に廃棄を依頼  

（約２トン）  

Ｂ社（静岡県）  

日付不明  

ダイコー㈱に廃棄物処

理を依頼（約２トン）  

ダイコー㈱（愛知県）  

H27.4.30 及び H27.5.1

2 に搬入される（約２

トン） 

みのりフーズ（羽島市）  

冷凍庫内で 96箱約 532kgを確認 



 

 

【びんちょうまぐろスライス】  

 販売者：日本生活協同組合連合会  

     東京都渋谷区渋谷３－２９－８  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品衛生上の問題が危惧される（株）壱番屋以外の製品の  

流通について（第２報）  

 

 

１月１８日（月）付けで公表したみのりフーズ（羽島市）に保管されてい

る（株）壱番屋以外の製品について、新たに廃棄物として処理を依頼してい

たものが判明しましたのでお知らせします。  

  

１  ダイコー（株）に廃棄物として処理を依頼していた製品  

・所管自治体の調査の結果、新たに７品目がダイコー（株）に廃棄物と

して処理を依頼していたものであることが判明しました。  

※別紙参照  

 ・該当製品をお持ちの方は、絶対に喫食しないでください。  

 

２  現時点での調査状況  

みのりフーズにおいて保管されていた製品に関する現時点での調査

結果は以下のとおりです。（既報分を含む。）  

 

結  果  品目数  

ダイコー（株）に廃棄物処理を依頼したもの  ８  

調査継続中  

販売元・製造元等の都道県及び保健所

政令市で調査中のもの  
８１  

販売元・製造元等が不明であるもの  １９  

合  計  １０８  

 

平成２８年１月２０日（水）岐阜県発表資料  
担当課  担当係  担当者  電話番号  

生活衛生課  食品指導係  和座  厚  
内線  2562 
直通  058-272-8280 
FAX  058-278-2627 



廃棄依頼された製品の廃棄依頼状況（関係都道県からの回答結果）

廃棄時期 廃棄量 賞味期限 在庫

1
ナチュラルクリスプ
（フライドポテト）

(株)ニチレイフーズ 2015.10.1 12袋 2016.9.25 10袋（１袋あたり1kg）

2 今川焼 (株)ニチレイフーズ 2013.10.29 1,728袋 2014.5.22 6袋（1袋あたり400g）

3 フローズンシェイク　チョコ 協同乳業(株)
2015.5
2015.6

33,540個
2016.6.20
2016.7.28

240mlカップ×15個

4 北海道チェリーモッツァレラ 高梨乳業（株）北海道工場 2014.11.7 15袋 2014.11.19 4袋（１袋あたり100g）

5 おさつ甘露 (株)ニッセン 2015.3.13 110ケース

2012.10.06×１
2012.10.11×１
2012.10.12×２
2012.10.13×２
2012.10.14×１
2012.10.16×１
2012.10.18×１
2012.10.19×１
2012.10.20×１
2012.10.21×１
2012.10.22×１
2012.10.23×１
2012.10.25×１
2012.10.26×１

16袋（１袋あたり500g）

6 チーズのでるソーセージ イオン(株) 2014.11.15 120パック 2014.11.12 9パック（１パックあたり80g）

7 たけのこ土佐煮 イオン(株) 2015.11.7
①8パック
②80パック

①2015.6.4
②2015.6.5

6パック（1パックあたり90g）

みのりフーズでの確認分
品名 販売会社・製造会社等

ダイコーでの廃棄






