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1111 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０１０１０１０１０１０１０１ 水産一次加工品（直接摂取)水産一次加工品（直接摂取)水産一次加工品（直接摂取)水産一次加工品（直接摂取) 生珍味、くん製、ボイルホタルイカ等生珍味、くん製、ボイルホタルイカ等生珍味、くん製、ボイルホタルイカ等生珍味、くん製、ボイルホタルイカ等 10万以下10万以下10万以下10万以下 100以下/g100以下/g100以下/g100以下/g     （－）    （－）    （－）    （－） （－）（－）（－）（－）

2222 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１１２０１１２０１１２０１１２ 水産一次加工品（直接摂取)水産一次加工品（直接摂取)水産一次加工品（直接摂取)水産一次加工品（直接摂取) ちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこちりめんじゃこ 100万以下100万以下100万以下100万以下 100以下/g100以下/g100以下/g100以下/g     （－）    （－）    （－）    （－） （－）（－）（－）（－） ※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え

た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。

3333 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０２０１０２０１０２０１０２ 水産一次加工品（加熱摂取）水産一次加工品（加熱摂取）水産一次加工品（加熱摂取）水産一次加工品（加熱摂取） 500万以下500万以下500万以下500万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g （－）（－）（－）（－）

4444 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０３０１０３０１０３０１０３ 生食魚卵生食魚卵生食魚卵生食魚卵 たらこ、いくら、すじこ、かずのこ等たらこ、いくら、すじこ、かずのこ等たらこ、いくら、すじこ、かずのこ等たらこ、いくら、すじこ、かずのこ等 50万以下50万以下50万以下50万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g     （－）    （－）    （－）    （－） （－）（－）（－）（－）

5555 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０４０１０４０１０４０１０４ 生食海草生食海草生食海草生食海草 生わかめ、もずく等生わかめ、もずく等生わかめ、もずく等生わかめ、もずく等 10万以下10万以下10万以下10万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g     （－）    （－）    （－）    （－） （－）（－）（－）（－）

6666 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０５０１０５０１０５０１０５ 生食用かき生食用かき生食用かき生食用かき 生食用かき（生食用冷凍かきも含む）生食用かき（生食用冷凍かきも含む）生食用かき（生食用冷凍かきも含む）生食用かき（生食用冷凍かきも含む） 5万以下 *5万以下 *5万以下 *5万以下 * 230以下/100g *230以下/100g *230以下/100g *230以下/100g * 100以下/g増菌*100以下/g増菌*100以下/g増菌*100以下/g増菌* （－）（－）（－）（－）

7777 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０６０１０６０１０６０１０６ 生食用殻付き貝類生食用殻付き貝類生食用殻付き貝類生食用殻付き貝類 殻付貝等殻付貝等殻付貝等殻付貝等 10万以下10万以下10万以下10万以下 100以下/g100以下/g100以下/g100以下/g     （－）    （－）    （－）    （－） （－）（－）（－）（－）

8888 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０７０１０７０１０７０１０７ 鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚 丸のまま販売丸のまま販売丸のまま販売丸のまま販売 500万以下500万以下500万以下500万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g （－）（－）（－）（－）

9999 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０８０１０８０１０８０１０８ 生食用鮮魚介(生かき以外)生食用鮮魚介(生かき以外)生食用鮮魚介(生かき以外)生食用鮮魚介(生かき以外) 生食用鮮魚介（生食用むき貝等）生食用鮮魚介（生食用むき貝等）生食用鮮魚介（生食用むき貝等）生食用鮮魚介（生食用むき貝等） 10万以下10万以下10万以下10万以下 100以下/g100以下/g100以下/g100以下/g 100以下/g増菌*100以下/g増菌*100以下/g増菌*100以下/g増菌* （－）（－）（－）（－）

10101010 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１０９０１０９０１０９０１０９ 加工用冷凍鮮魚介加工用冷凍鮮魚介加工用冷凍鮮魚介加工用冷凍鮮魚介 切り身、剥ぎ身以外の冷凍鮮魚介、ラウン切り身、剥ぎ身以外の冷凍鮮魚介、ラウン切り身、剥ぎ身以外の冷凍鮮魚介、ラウン切り身、剥ぎ身以外の冷凍鮮魚介、ラウン

ド原料等ド原料等ド原料等ド原料等

500万以下500万以下500万以下500万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g （－）（－）（－）（－）

11111111 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１１００１１００１１００１１０ 冷凍ゆでだこ、冷凍ゆでがに冷凍ゆでだこ、冷凍ゆでがに冷凍ゆでだこ、冷凍ゆでがに冷凍ゆでだこ、冷凍ゆでがに 冷凍ゆでだこ、冷凍ゆでがに冷凍ゆでだこ、冷凍ゆでがに冷凍ゆでだこ、冷凍ゆでがに冷凍ゆでだこ、冷凍ゆでがに 10万以下 *10万以下 *10万以下 *10万以下 * (－)/0.02g *(－)/0.02g *(－)/0.02g *(－)/0.02g * （－）増菌*（－）増菌*（－）増菌*（－）増菌* （－）（－）（－）（－）

12121212 1111 水    産水    産水    産水    産 ０１１１０１１１０１１１０１１１ 水産醗酵珍味（無加熱摂取)水産醗酵珍味（無加熱摂取)水産醗酵珍味（無加熱摂取)水産醗酵珍味（無加熱摂取) いか塩辛、数の子粕漬けいか塩辛、数の子粕漬けいか塩辛、数の子粕漬けいか塩辛、数の子粕漬け (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g （－）（－）（－）（－） （－）（－）（－）（－）

13131313 2222 農    産農    産農    産農    産 ０２０１０２０１０２０１０２０１ 冷凍果実類冷凍果実類冷凍果実類冷凍果実類 ライチ等、（シラップ漬は除く）ライチ等、（シラップ漬は除く）ライチ等、（シラップ漬は除く）ライチ等、（シラップ漬は除く） 10万以下10万以下10万以下10万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g （－）（－）（－）（－）

14141414 3333 畜    産畜    産畜    産畜    産 ０３０１０３０１０３０１０３０１ 生肉生肉生肉生肉 500万以下500万以下500万以下500万以下 （－）※３（－）※３（－）※３（－）※３ （－）（－）（－）（－）

15151515 3333 畜    産畜    産畜    産畜    産 ０３０２０３０２０３０２０３０２ 生食用食肉生食用食肉生食用食肉生食用食肉 牛タタキ、鶏肉タタキ、馬さし牛タタキ、鶏肉タタキ、馬さし牛タタキ、鶏肉タタキ、馬さし牛タタキ、鶏肉タタキ、馬さし 10万以下10万以下10万以下10万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g （－）（－）（－）（－） （－）（－）（－）（－） （－）（－）（－）（－） （－）牛のみ（－）牛のみ（－）牛のみ（－）牛のみ （－）（－）（－）（－） ※現在他の取扱いはなく取※現在他の取扱いはなく取※現在他の取扱いはなく取※現在他の取扱いはなく取

扱い時に都度検討する。扱い時に都度検討する。扱い時に都度検討する。扱い時に都度検討する。

16161616 3333 畜    産畜    産畜    産畜    産 ０３０３０３０３０３０３０３０３ 乾燥食肉製品乾燥食肉製品乾燥食肉製品乾燥食肉製品 ジャーキー､サラミソーセージ､ドライソージャーキー､サラミソーセージ､ドライソージャーキー､サラミソーセージ､ドライソージャーキー､サラミソーセージ､ドライソー

セージセージセージセージ

(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g

17171717 3333 畜    産畜    産畜    産畜    産 ０３０４０３０４０３０４０３０４ 非加熱食肉製品非加熱食肉製品非加熱食肉製品非加熱食肉製品 生ハム､ラックスハム生ハム､ラックスハム生ハム､ラックスハム生ハム､ラックスハム 100/g以下100/g以下100/g以下100/g以下 1000/g以下1000/g以下1000/g以下1000/g以下 （－）（－）（－）（－）

18181818 3333 畜    産畜    産畜    産畜    産 ０３０５０３０５０３０５０３０５ 特定加熱食肉製品特定加熱食肉製品特定加熱食肉製品特定加熱食肉製品 ローストビーフローストビーフローストビーフローストビーフ 10万以下10万以下10万以下10万以下 100/g以下100/g以下100/g以下100/g以下 1000/g以下1000/g以下1000/g以下1000/g以下 （－）（－）（－）（－）

19191919 3333 畜    産畜    産畜    産畜    産 ０３０６０３０６０３０６０３０６ 加熱食肉製品(包装後加熱)加熱食肉製品(包装後加熱)加熱食肉製品(包装後加熱)加熱食肉製品(包装後加熱) ハム､ベーコン､ウインナー(包装後加熱品)ハム､ベーコン､ウインナー(包装後加熱品)ハム､ベーコン､ウインナー(包装後加熱品)ハム､ベーコン､ウインナー(包装後加熱品) 1万以下1万以下1万以下1万以下 (－)/3g *(－)/3g *(－)/3g *(－)/3g *

20202020 3333 畜    産畜    産畜    産畜    産 ０３０７０３０７０３０７０３０７ 加熱食肉製品(加熱後包装)加熱食肉製品(加熱後包装)加熱食肉製品(加熱後包装)加熱食肉製品(加熱後包装) ハム､ベーコン､ウインナーハム､ベーコン､ウインナーハム､ベーコン､ウインナーハム､ベーコン､ウインナー 10万以下10万以下10万以下10万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g 1000/g以下1000/g以下1000/g以下1000/g以下 （－）（－）（－）（－）

21212121 4444 麺    類麺    類麺    類麺    類 ０４０１０４０１０４０１０４０１ 生めん生めん生めん生めん 生うどん、生そば等生うどん、生そば等生うどん、生そば等生うどん、生そば等 300万以下**300万以下**300万以下**300万以下** (－)/0.03g **(－)/0.03g **(－)/0.03g **(－)/0.03g ** （－） **（－） **（－） **（－） **

22222222 4444 麺    類麺    類麺    類麺    類 ０４０２０４０２０４０２０４０２ ゆでめん生食用ゆでめん生食用ゆでめん生食用ゆでめん生食用 うどんセット、中華めんセット等うどんセット、中華めんセット等うどんセット、中華めんセット等うどんセット、中華めんセット等 10万以下 **10万以下 **10万以下 **10万以下 ** (－)/0.2g(－)/0.2g(－)/0.2g(－)/0.2g （－） **（－） **（－） **（－） ** ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

23232323 4444 麺    類麺    類麺    類麺    類 ０４０３０４０３０４０３０４０３ ゆでめん加熱調理用ゆでめん加熱調理用ゆでめん加熱調理用ゆでめん加熱調理用 ゆでめん、ゆでそば等ゆでめん、ゆでそば等ゆでめん、ゆでそば等ゆでめん、ゆでそば等 100万以下100万以下100万以下100万以下 (－)/0.03g **(－)/0.03g **(－)/0.03g **(－)/0.03g ** （－） **（－） **（－） **（－） ** ※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え

た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。

24242424 5555 冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品 ０５０１０５０１０５０１０５０１ 冷凍生食用鮮魚介冷凍生食用鮮魚介冷凍生食用鮮魚介冷凍生食用鮮魚介 まぐろ、かつお、はまち、いか等まぐろ、かつお、はまち、いか等まぐろ、かつお、はまち、いか等まぐろ、かつお、はまち、いか等 10万以下 *10万以下 *10万以下 *10万以下 * (－)/0.02g *(－)/0.02g *(－)/0.02g *(－)/0.02g * 100以下/g増菌*100以下/g増菌*100以下/g増菌*100以下/g増菌* （－）（－）（－）（－）

25252525 5555 冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品 ０５０２０５０２０５０２０５０２ 冷凍食品無加熱摂取冷凍食品無加熱摂取冷凍食品無加熱摂取冷凍食品無加熱摂取 しめさば、味付たこ、ケーキ等しめさば、味付たこ、ケーキ等しめさば、味付たこ、ケーキ等しめさば、味付たこ、ケーキ等 10万以下 *10万以下 *10万以下 *10万以下 * (－)/0.02g *(－)/0.02g *(－)/0.02g *(－)/0.02g * （－）（－）（－）（－）   （－）  （－）  （－）  （－）

26262626 5555 冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品 ０５０３０５０３０５０３０５０３ 冷凍食品加熱後摂取(凍結前加熱)冷凍食品加熱後摂取(凍結前加熱)冷凍食品加熱後摂取(凍結前加熱)冷凍食品加熱後摂取(凍結前加熱) うなぎ蒲焼等うなぎ蒲焼等うなぎ蒲焼等うなぎ蒲焼等 10万以下 *10万以下 *10万以下 *10万以下 * (－)/0.02g *(－)/0.02g *(－)/0.02g *(－)/0.02g * （－）（－）（－）（－）

27272727 5555 冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品 ０５０４０５０４０５０４０５０４ 冷凍食品加熱後摂取(凍結前無加冷凍食品加熱後摂取(凍結前無加冷凍食品加熱後摂取(凍結前無加冷凍食品加熱後摂取(凍結前無加

熱)熱)熱)熱)

えびフライ、コロッケ等えびフライ、コロッケ等えびフライ、コロッケ等えびフライ、コロッケ等 300万以下 *※４300万以下 *※４300万以下 *※４300万以下 *※４ (－)/0.03g *(－)/0.03g *(－)/0.03g *(－)/0.03g * （－）（－）（－）（－）

28282828 5555 冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品 ０５０５０５０５０５０５０５０５ 冷凍鮮魚介冷凍鮮魚介冷凍鮮魚介冷凍鮮魚介 切り身、剥ぎ身の冷凍鮮魚介切り身、剥ぎ身の冷凍鮮魚介切り身、剥ぎ身の冷凍鮮魚介切り身、剥ぎ身の冷凍鮮魚介 300万以下300万以下300万以下300万以下 (－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g(－)/0.3g （－）（－）（－）（－）

29292929 6666 乳製品①乳製品①乳製品①乳製品① ０６０１０６０１０６０１０６０１ クリームクリームクリームクリーム 10万以下/ml *10万以下/ml *10万以下/ml *10万以下/ml * (－)/2.22ml *(－)/2.22ml *(－)/2.22ml *(－)/2.22ml *  (－)/0.1ml (－)/0.1ml (－)/0.1ml (－)/0.1ml

30303030 6666 乳製品①乳製品①乳製品①乳製品① ０６０２０６０２０６０２０６０２ アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム 10万以下 *10万以下 *10万以下 *10万以下 * (－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g * （－）（－）（－）（－）

31313131 6666 乳製品①乳製品①乳製品①乳製品① ０６０３０６０３０６０３０６０３ アイスミルク、ラクトアイスアイスミルク、ラクトアイスアイスミルク、ラクトアイスアイスミルク、ラクトアイス  5万以下 * 5万以下 * 5万以下 * 5万以下 * (－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g * （－）（－）（－）（－）

32323232 6666 乳製品①乳製品①乳製品①乳製品① ０６０４０６０４０６０４０６０４ バター、プロセスチーズバター、プロセスチーズバター、プロセスチーズバター、プロセスチーズ (－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g * （－）（－）（－）（－）

33333333 6666 乳製品①乳製品①乳製品①乳製品① ０６０５０６０５０６０５０６０５ 乳飲料乳飲料乳飲料乳飲料 3万以下/ml *3万以下/ml *3万以下/ml *3万以下/ml * (－)/2.22ml *(－)/2.22ml *(－)/2.22ml *(－)/2.22ml *  (－)/0.1ml (－)/0.1ml (－)/0.1ml (－)/0.1ml

34343434 7777 牛    乳牛    乳牛    乳牛    乳 ０７０１０７０１０７０１０７０１ 牛乳牛乳牛乳牛乳 5万以下 *5万以下 *5万以下 *5万以下 * (－)/2.22ml *(－)/2.22ml *(－)/2.22ml *(－)/2.22ml *  (－)/0.1ml (－)/0.1ml (－)/0.1ml (－)/0.1ml

35353535 8888 飲    料飲    料飲    料飲    料 ０８０１０８０１０８０１０８０１ 清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水 サイダー､果汁飲料､トマトジュース等サイダー､果汁飲料､トマトジュース等サイダー､果汁飲料､トマトジュース等サイダー､果汁飲料､トマトジュース等 (－)/11.1ml *(－)/11.1ml *(－)/11.1ml *(－)/11.1ml *

36363636 8888 飲    料飲    料飲    料飲    料 ０８０２０８０２０８０２０８０２ 粉末清涼飲料粉末清涼飲料粉末清涼飲料粉末清涼飲料 3000以下 *※５3000以下 *※５3000以下 *※５3000以下 *※５ (－)/1.11g　*(－)/1.11g　*(－)/1.11g　*(－)/1.11g　*

37373737 9999 氷    雪氷    雪氷    雪氷    雪 ０９０１０９０１０９０１０９０１ 氷    雪氷    雪氷    雪氷    雪 割った氷等割った氷等割った氷等割った氷等 100以下/ml *100以下/ml *100以下/ml *100以下/ml * (－)/11.111ml *(－)/11.111ml *(－)/11.111ml *(－)/11.111ml *

38383838 9999 氷    菓氷    菓氷    菓氷    菓 ０９０２０９０２０９０２０９０２ 氷    菓氷    菓氷    菓氷    菓 かき氷等かき氷等かき氷等かき氷等 1万以下/ml *1万以下/ml *1万以下/ml *1万以下/ml * (－)/0.2ml *(－)/0.2ml *(－)/0.2ml *(－)/0.2ml *

39393939 10101010 練製品練製品練製品練製品 １００１１００１１００１１００１ 魚肉ねり製品魚肉ねり製品魚肉ねり製品魚肉ねり製品 かまぼこ、ちくわ、あげかまぼこ等かまぼこ、ちくわ、あげかまぼこ等かまぼこ、ちくわ、あげかまぼこ等かまぼこ、ちくわ、あげかまぼこ等 10万以下10万以下10万以下10万以下 (－)/3g *(－)/3g *(－)/3g *(－)/3g * （－）（－）（－）（－） ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

40404040 11111111 そうざいそうざいそうざいそうざい １１０１１１０１１１０１１１０１ そうざい(加熱済、無加熱摂取品)そうざい(加熱済、無加熱摂取品)そうざい(加熱済、無加熱摂取品)そうざい(加熱済、無加熱摂取品) 弁当(加熱済、酢漬寿司)、おせち、和洋中弁当(加熱済、酢漬寿司)、おせち、和洋中弁当(加熱済、酢漬寿司)、おせち、和洋中弁当(加熱済、酢漬寿司)、おせち、和洋中

そうざい等そうざい等そうざい等そうざい等

10万以下 **10万以下 **10万以下 **10万以下 ** (－)/0.2g  **(－)/0.2g  **(－)/0.2g  **(－)/0.2g  ** （－）**（－）**（－）**（－）** ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

41414141 11111111 そうざいそうざいそうざいそうざい １１０４１１０４１１０４１１０４ そうざい(加熱済、加熱摂取品)そうざい(加熱済、加熱摂取品)そうざい(加熱済、加熱摂取品)そうざい(加熱済、加熱摂取品) 加熱済中華(チルドぎょうざ等)、加熱済畜加熱済中華(チルドぎょうざ等)、加熱済畜加熱済中華(チルドぎょうざ等)、加熱済畜加熱済中華(チルドぎょうざ等)、加熱済畜

肉加工品、揚げ類等肉加工品、揚げ類等肉加工品、揚げ類等肉加工品、揚げ類等

100万以下100万以下100万以下100万以下 (－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g** （－）**（－）**（－）**（－）** ※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え※一般生菌数が10万を超え

た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。

42424242 11111111 そうざいそうざいそうざいそうざい １１０２１１０２１１０２１１０２ 豆腐　(カット豆腐)豆腐　(カット豆腐)豆腐　(カット豆腐)豆腐　(カット豆腐) 10万以下 **10万以下 **10万以下 **10万以下 ** (－)/0.2g **(－)/0.2g **(－)/0.2g **(－)/0.2g ** （－）**（－）**（－）**（－）** ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

43434343 11111111 そうざいそうざいそうざいそうざい １１０３１１０３１１０３１１０３ 豆腐　(充填豆腐)豆腐　(充填豆腐)豆腐　(充填豆腐)豆腐　(充填豆腐) 1000以下 **1000以下 **1000以下 **1000以下 ** (－)/0.2g **(－)/0.2g **(－)/0.2g **(－)/0.2g ** （－）**（－）**（－）**（－）** ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

44444444 11111111 そうざいそうざいそうざいそうざい １１０７１１０７１１０７１１０７ そうざい(無加熱、加熱摂取品)そうざい(無加熱、加熱摂取品)そうざい(無加熱、加熱摂取品)そうざい(無加熱、加熱摂取品) 生ぎょうざ等生ぎょうざ等生ぎょうざ等生ぎょうざ等 300万以下 **300万以下 **300万以下 **300万以下 ** （－）**（－）**（－）**（－）** ※一般生菌数が100万を超え※一般生菌数が100万を超え※一般生菌数が100万を超え※一般生菌数が100万を超え

た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。

45454545 11111111 そうざいそうざいそうざいそうざい １１０５１１０５１１０５１１０５ そうざい(無加熱、無加熱摂取品)そうざい(無加熱、無加熱摂取品)そうざい(無加熱、無加熱摂取品)そうざい(無加熱、無加熱摂取品) サンドイッチ、弁当(無加熱具材有)サンドイッチ、弁当(無加熱具材有)サンドイッチ、弁当(無加熱具材有)サンドイッチ、弁当(無加熱具材有) 100万以下 **100万以下 **100万以下 **100万以下 ** (－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g** （－）**（－）**（－）**（－）**

46464646 11111111 そうざいそうざいそうざいそうざい １１０６１１０６１１０６１１０６ カット野菜(無加熱摂取)カット野菜(無加熱摂取)カット野菜(無加熱摂取)カット野菜(無加熱摂取) サラダ(生食)サラダ(生食)サラダ(生食)サラダ(生食) 300万以下 **300万以下 **300万以下 **300万以下 ** (－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g** （－）**（－）**（－）**（－）** ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ ※一般生菌数が100万を超え※一般生菌数が100万を超え※一般生菌数が100万を超え※一般生菌数が100万を超え

た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。た場合は注意喚起する。

47474747 11111111 そうざいそうざいそうざいそうざい １１０８１１０８１１０８１１０８ カット野菜(加熱摂取)カット野菜(加熱摂取)カット野菜(加熱摂取)カット野菜(加熱摂取) 煮物用カット野菜煮物用カット野菜煮物用カット野菜煮物用カット野菜 (－)/0.03g　**(－)/0.03g　**(－)/0.03g　**(－)/0.03g　** （－）**（－）**（－）**（－）**

48484848 12121212 漬物①漬物①漬物①漬物① １２０１１２０１１２０１１２０１ 浅漬、一夜漬浅漬、一夜漬浅漬、一夜漬浅漬、一夜漬 白菜漬、きゅうり漬等白菜漬、きゅうり漬等白菜漬、きゅうり漬等白菜漬、きゅうり漬等 (－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g**   （－）**  （－）**  （－）**  （－）** （－）（－）（－）（－）

49494949 12121212 漬物②漬物②漬物②漬物② １２０２１２０２１２０２１２０２ 包装包装後加熱漬物包装包装後加熱漬物包装包装後加熱漬物包装包装後加熱漬物 たくあん等たくあん等たくあん等たくあん等 10万以下10万以下10万以下10万以下 (－)/0.2g(－)/0.2g(－)/0.2g(－)/0.2g （－）（－）（－）（－）

50505050 12121212 漬物③漬物③漬物③漬物③ １２０３１２０３１２０３１２０３ 発酵漬物発酵漬物発酵漬物発酵漬物 キムチ、松前漬等キムチ、松前漬等キムチ、松前漬等キムチ、松前漬等 (－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g**(－)/0.03g**     （－）（－）（－）（－） ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

51515151 13131313 生菓子生菓子生菓子生菓子 １３０１１３０１１３０１１３０１ 洋生菓子(生鮮果実を除く)洋生菓子(生鮮果実を除く)洋生菓子(生鮮果実を除く)洋生菓子(生鮮果実を除く) パン・菓子、調理パン、プリン、ゼリー等パン・菓子、調理パン、プリン、ゼリー等パン・菓子、調理パン、プリン、ゼリー等パン・菓子、調理パン、プリン、ゼリー等 10万以下 **10万以下 **10万以下 **10万以下 ** (－)/0.2g **(－)/0.2g **(－)/0.2g **(－)/0.2g ** （－）**（－）**（－）**（－）** ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

52525252 13131313 生菓子生菓子生菓子生菓子 １３０２１３０２１３０２１３０２ 和生菓子和生菓子和生菓子和生菓子 だんご、かしわ餅等だんご、かしわ餅等だんご、かしわ餅等だんご、かしわ餅等 10万以下10万以下10万以下10万以下 (－)/0.2g(－)/0.2g(－)/0.2g(－)/0.2g （－）（－）（－）（－） ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

53535353 14141414 乳製品②乳製品②乳製品②乳製品② １４０１１４０１１４０１１４０１ はっ酵乳はっ酵乳はっ酵乳はっ酵乳 ヨーグルト類ヨーグルト類ヨーグルト類ヨーグルト類 1000万以上/g *(乳酸菌)1000万以上/g *(乳酸菌)1000万以上/g *(乳酸菌)1000万以上/g *(乳酸菌) (－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g * （－）（－）（－）（－）

54545454 14141414 乳製品②乳製品②乳製品②乳製品② １４０２１４０２１４０２１４０２ 乳酸菌飲料(無脂乳固形分３％以乳酸菌飲料(無脂乳固形分３％以乳酸菌飲料(無脂乳固形分３％以乳酸菌飲料(無脂乳固形分３％以 無脂乳固形分３％以上乳飲料無脂乳固形分３％以上乳飲料無脂乳固形分３％以上乳飲料無脂乳固形分３％以上乳飲料 1000万以上/g *(乳酸菌)1000万以上/g *(乳酸菌)1000万以上/g *(乳酸菌)1000万以上/g *(乳酸菌) (－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g * （－）（－）（－）（－）

55555555 14141414 乳製品②乳製品②乳製品②乳製品② １４０３１４０３１４０３１４０３ 乳酸菌飲料(無脂乳固形分３％以乳酸菌飲料(無脂乳固形分３％以乳酸菌飲料(無脂乳固形分３％以乳酸菌飲料(無脂乳固形分３％以 無脂乳固形分３％以下乳飲料無脂乳固形分３％以下乳飲料無脂乳固形分３％以下乳飲料無脂乳固形分３％以下乳飲料 100万以上/g *(乳酸菌)100万以上/g *(乳酸菌)100万以上/g *(乳酸菌)100万以上/g *(乳酸菌) (－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g *(－)/0.2g * （－）（－）（－）（－）

56565656 15151515 飲    料飲    料飲    料飲    料 １５０１１５０１１５０１１５０１ ミネラルウォーターミネラルウォーターミネラルウォーターミネラルウォーター モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング (－)/11.1ml *(－)/11.1ml *(－)/11.1ml *(－)/11.1ml *

57575757 16161616 レトルト等レトルト等レトルト等レトルト等 １６０１１６０１１６０１１６０１ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品容器包装詰加圧加熱殺菌食品容器包装詰加圧加熱殺菌食品容器包装詰加圧加熱殺菌食品 レトルト食品、缶詰等レトルト食品、缶詰等レトルト食品、缶詰等レトルト食品、缶詰等

備考備考備考備考

　微　生　物　基　準　微　生　物　基　準　微　生　物　基　準　微　生　物　基　準

分類分類分類分類

NoNoNoNo

ＮＮＮＮ

ｏｏｏｏ 「区分」「区分」「区分」「区分」商品分類商品分類商品分類商品分類 「対象商品群名」「対象商品群名」「対象商品群名」「対象商品群名」

新：分類新：分類新：分類新：分類

コードコードコードコード

■　注　　釈

 (－)：陰性

* ：食品衛生法に記載されているもの

** ：衛生規範又は府県の指導基準に記載されているもの

※１：生食用かきと冷凍食品以外は試料原液として１０倍乳剤を使用する。

※２：（－）とは（－）/0.01g のこと。基本は直接法とします。

※３：家禽類は「1000/g」以下

※４：ナチュラルチーズ等の発酵食品を加熱することなく利用した食品には適用しません。

※５：乳酸菌を添加したものについては乳酸菌を除いた菌数です。

■　検査及びその運用での留意点

①新規検査時の判定と対処方法

　・新規商品検査は、原則網掛けの商品群と検査項目を対象として行う。

　・新規商品の結果の判定は、今回の「新基準」で判定します。

　・微生物検査は通常3検体を検査の供し、その結果一点でも基準を逸脱すれば供給しない。⇒再検査(5検体検査)を実施再判定する。

②流通品検査の判定と対処方法

　・微生物検査は通常1検体の検査とする。検査結果が基準値を逸脱すれば「是正報告」、「『注意喚起』による現状調査報告」を求める。

　・同一商品で同様な傾向があれば工場調査を実施し、是正措置内容を確認し、その結果を踏まえて取扱いの継続について、宅配商品部と品質保証部で協議し、判断する。

　・微生物検査の結果、危害性があると判断した時に、緊急に供給を停止する。(判断基準は予兆管理マニュアルに記載する)

③「是正報告」と「『注意喚起』による現状調査報告」

　・「是正報告」は、検査結果を踏まえ「原因調査」を行い、原因を排除する方法を明確にし、報告すること。⇒コープきんきでは是正報告が適正か確認する。

　・「『注意喚起』による現状調査報告」は、工程での管理状況報告を求め、課題があるかないかを明確にすること。⇒コープきんきでは現状管理内容として管理する。


