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消費者庁のこれまでの取組 

平成 26年１月 14日  

消 費 者 庁  

 

１．消費者に対する情報発信 

（１）注意喚起：（株）ｱｸﾘﾌｰｽﾞ群馬工場が製造した冷凍食品は食べずに返品を 

公表日時 公表概要 

①平成 25年 12月 30日 

（第１報） 

・自主回収の開始及び返品の呼びかけ 

・消費者庁リコール情報サイトへの掲載のお知らせ 

②平成 25年 12月 31日 

（第１報一部修正） 

・アクリフーズの問合せ先等を追記 

③平成 26年 01月 05日 

（第２報） 

・市販用対象商品のリスト及び写真 

・アクリフーズ群馬工場の記載がない商品のリスト 

・マラチオンが検出された商品のリスト 

・商品の返品数 

・消費生活センター、消費者ホットラインによる相

談受付の紹介 

④平成 26年 01月 06日 

（第２報一部修正） 

・群馬県でのマラチオン検出結果 

・商品の回収状況 

⑤平成 26年 01月 08日 

（第３報） 

・アクリフーズ群馬工場の記載がない市販用ＰＢ商

品の写真をリスト化 

⑥平成 26年 01月 10日 

（第４報） 

・業務用対象商品のリスト 

・市販用及び業務用ＰＢ商品につき、裏面写真及び

製造所固有記号の情報を追加 

 

（２）消費者庁リコール情報サイト※ 

回収対象商品の商品名や写真、返品先等について、随時掲載中。 

→１月９日現在、２０事業者分の回収情報等を掲載。 

※消費者庁リコール情報サイトとは、関係行政機関や事業者等が個々に公表しているリコール情

報について、消費者庁がこれらの情報を一元的に集約して消費者に提供するもの。リコール対

象商品の写真や返品方法等を掲載するほか、メール配信サービスも行っている。 
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２．地方公共団体との連携 

（１）情報提供 

・平成 26 年 1 月 6 日 都道府県等消費者行政担当者宛「農薬（マラチオン）を検出した

冷凍食品の自主回収について（情報提供）」 

→アクリフーズ内の消費生活センター専用回線の案内、アクリフーズが同センターの相

談対応用に作成したＱ＆Ａの送付等 

 

（２）事故情報の早期登録依頼 

・平成 26 年 1 月 7 日 都道府県等消費者行政担当者宛「消費者事故等に関する情報の通

知について（依頼）」 

→冷凍食品事案に関する健康被害の情報が寄せられた場合の消費者安全法に基づく速

やかな通知を依頼 

 

３．森大臣と（株）アクリフーズ幹部との面会 

 平成 26 年 1 月 8 日、自主回収の公表までの経緯及び消費者への情報提供の取組の報告を

受けるとともに、以下の内容について要請した。 

・消費者への速やかな情報提供 

・事故発生時における行政機関への迅速な報告 

・回収対象商品、特にプライベートブランド商品の消費者への十分な情報提供 
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平成 26 年 1 月 10 日公表 

 

(株)アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品は食べずに返品を 

（第４報） 
 

※第４報における主な修正箇所に下線 

１．(株)マルハニチロの連結子会社である(株)アクリフーズの群馬工場が製造

した冷凍食品の一部から、農薬（マラチオン）が検出されました。これを受

けて、(株)アクリフーズの群馬工場が製造した冷凍食品について、自主回収

が行われています。 

 マラチオンは有機リン系の殺虫剤であり、食べた場合、症状としては吐き

気・おう吐、唾液分泌過多、発汗過多、下痢、腹痛、軽い縮瞳等が知られて

います（※）。 

 自主回収食品に関し、消費者から行政機関及び事業者に、吐き気、おう吐

等の相談が寄せられており、残品が確認された商品について順次、検査が行

われています。これまでのところ各保健所で 417 件について結果が出され、

いずれも農薬（マラチオン）は検出されていません。（（６）農薬検査結果を

御覧ください。） 

 お手元に該当商品を保有しているか御確認ください。該当商品を保有して

いる場合は、絶対に食べずに、自主回収を実施している各社に返品してくだ

さい。 

 

２．消費者からの本件についての相談は、(株)アクリフーズお客様センター等

が受け付けていますが、電話がかかりにくい状況が続いています。消費者庁

から(株)アクリフーズに対して電話回線の増設を要請しているところです

が、全国の消費生活センターでも本件についての相談を受け付けますので、

最寄りの消費生活センターを御利用ください。 
 

＜アクリフーズお客様センター＞ 

ＴＥＬ ：(0120)690149 

受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで 
 

 ＜(株)アクリフーズ ウェブサイト＞ 

  http://www.aqli.co.jp/ 
 

 ＜消費者ホットライン（全国統一番号）＞ 

ＴＥＬ：0570-064-370 

 消費者ホットラインに電話をかけると、お近くの消費生活相談窓口を御

案内します。都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国

民生活センターに電話がつながります。 

 
News Release 

http://www.aqli.co.jp/�
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３．なお、本件の参考情報として、以下の内容をまとめましたので、御参照く

ださい。 

（１）市販用回収対象商品のリスト 

（２）市販用商品で、食品表示欄に「製造者 株式会社アクリフーズ群馬工

場」の記載ではなく、「販売者」と「製造所固有記号」の表示がされ

ている商品 

（３）業務用商品で、食品表示欄に「製造者 株式会社アクリフーズ群馬工

場」の記載ではなく、「販売者」と「製造所固有記号」の表示がされ

ている商品 

（４）農薬（マラチオン）が検出された商品 

（５）商品の回収状況 

（６）農薬検査結果 

（※）出典：藤田正一編「毒性学」朝倉書店 

 

 

（１）市販用回収対象商品のリスト 

 自主回収商品のリストが厚生労働省より公表されています（別添１）。お

手元に該当商品を保有しているか御確認ください。該当商品を保有している

場合は、食べずに、自主回収を実施している各社に返品してください。 

 

（２）市販用商品で、食品表示欄に「製造者 株式会社アクリフーズ群馬工場」の

記載ではなく、「販売者」と「製造所固有記号」の表示がされている商品 

 アクリフーズ群馬工場で製造された商品は、農薬（マラチオン）の検出の

有無に係わらず、回収対象となっています。商品の裏面表示の「製造者」欄

に「株式会社アクリフーズ群馬工場」と記載されているものが大半です。 

 一方、アクリフーズ群馬工場で製造された商品のうち、プライベートブラ

ンドとして販売されている商品の一部には「株式会社アクリフーズ群馬工場」

との記載ではなく、「販売者」とともに「製造所固有記号」（販売者名の後

ろに記載されている英数字）が表示されていますが、この「販売者」と「製

造所固有記号」により、製造所が「株式会社アクリフーズ群馬工場」である

ことを示しています。 

 具体的には、以下の商品が回収対象となっています。これらの商品の写真、

商品に表示されている販売者及び製造所固有記号（商品写真（食品表示欄）

に記載されています。）、販売店舗、問合せ先等については別添２、別添３

を参照ください。 

（販売者 イオン株式会社、製造所固有記号 J796） 

・トップバリュ レディミール ラザニア 

・トップバリュ レディミール ミラノ風ドリア 

・トップバリュ ミックスピザ 

・トップバリュ ミニピザ 
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（販売者 株式会社バロー、製造所固有記号 VGA） 

・Ｖセレクト えびドリア３個入 

・Ｖセレクト えびグラタン３個入 

（販売者 合同会社西友、製造所固有記号 SFA25） 

・グレートバリュー ミックスピザ２枚入り 

・グレートバリュー ホットケーキ６枚入り 

・みなさまのお墨付きミックスピザ２枚入り 

・みなさまのお墨付きホットケーキ 

 

（３）業務用商品で、食品表示欄に「製造者 株式会社アクリフーズ群馬工場」の

記載ではなく、「販売者」と「製造所固有記号」の表示がされている商品 

 (株)アクリフーズのウェブサイトで「アクリフーズ群馬工場 業務用商品

45 品のうち、一般消費者の方がご購入可能な 17 品」が公表されていますが

（別添４）、このうち４商品は、一般消費者が購入できる店舗で販売されて

います。また、「株式会社アクリフーズ群馬工場」の記載ではなく、「販売

者」とともに「製造所固有記号」（販売者名の後ろに記載されている英数字）

が表示されていますが、この「販売者」と「製造所固有記号」により、製造

所が「株式会社アクリフーズ群馬工場」であることを示しています。 

 具体的には、以下の商品が回収対象となっています。これらの商品の写真、

商品に表示されている販売者及び製造所固有記号（商品写真（食品表示欄）

に記載されています。）、返送先等は別添５を参照ください。 

（販売者 株式会社ジェフダ、製造所固有記号 JF3） 

・JFDA ミックスピザ 

・JFDAPLUS ホットケーキ 

（販売者 トーホーマーケティングサポート、製造所固有記号 TMS095） 

・EB ホットケーキ 

（販売者 極東ファディ株式会社、製造所固有記号 FY） 

・KF ホットケーキ 

 

（４）農薬（マラチオン）が検出された商品 

 (株)アクリフーズの調査によると、マラチオンが確認された商品は以下の

とおりです。 

・ミックスピザ３枚入（静岡県） 

・ミックスピザ３枚入（福岡県） 

・ミックスピザ３枚入（神奈川県） 

・チーズがのび～る！グラタンコロ！（愛知県） 

・チーズがのび～る！チキンナゲット（大阪府） 

・COOP照り焼きソースの鶏マヨ!（愛知県） 

・照り焼きソースの鶏マヨ!（福岡県） 
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・スーパースイートコーンフライ（愛知県） 

・とろ～りコーンクリームコロッケ（東京都） 

 

（５）商品の回収状況（１月９日時点） 

消費者からアクリフーズ群馬工場への返品数  145,443 パック 

流通在庫からの回収数            2,621,630 パック 

合計                   2,767,073 パック 

 

（６）農薬検査結果（１月 10 日現在） 

 厚生労働省公表資料によると、(株)アクリフーズによる自主回収事案に関

して、回収対象食品による吐き気、おう吐等の健康被害の相談があった事例

のうち、地方公共団体においてこれまでに残品の提供を受けた 417 検体につ

いて、農薬（マラチオン）の検査を行ったところ、全て検出されませんでし

た（別添６）。 

 

＜参考＞ 

・消費者庁リコール情報サイト  ：http://www.recall.go.jp/ 

・厚生労働省報道発表資料ＵＲＬ ：http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/ 

 

 

本資料に関する問合せ先 

消費者庁消費者安全課 河岡、吉本 

TEL：03(3507)9202（直通） 

FAX：03(3507)9290 

URL：http://www.caa.go.jp/ 

 

http://www.recall.go.jp/�
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/�
http://www.caa.go.jp/�
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※「製造所固有記号」は、販売者名の後ろに記載されている英数字です。 
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市販用商品で、食品表示欄に「製造者 株式会社アクリフーズ群馬工場」の記載ではなく、 

「販売者」と「製造所固有記号※」の表示がされている商品（再掲） 

商品写真（表面） 商品写真（食品表示欄） 商品名称 JANコード 販売店舗及び問合せ先 

 

 

トップバリュ 

レディミール 

ラザニア 

4901810867875 

 

○販売店舗 

イオングループの販売店 

 

○問合せ先 

トップバリュ 

お客様サービス係 

・電話番号：0120-054-845 

 受付時間：10時～17時 

   （日曜は除く。） 

または購入店 

 

○リコール情報サイトの当該リ

コール情報 

http://www.recall.go.jp/new/d

etail.php?rcl=00000008182 

 

 

トップバリュ 

レディミール 

ミラノ風ドリア 

4901810867868 

 

 

トップバリュ 

ミックスピザ 
4901810422531 

 

 

トップバリュ 

ミニピザ 
4901810890262 

別添２ 

http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008182�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008182�
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商品写真（表面） 商品写真（食品表示欄） 商品名称 JANコード 販売店舗及び問合せ先 

 

 

Ｖセレクト 

えびドリア 

３個入 

4539114011542 

 

○販売店舗 

(株)バロー 

 

○問合せ先 購入店 

 

○リコール情報サイトの当該リ

コール情報 

http://www.recall.go.jp/new/d

etail.php?rcl=00000008183 

 

 

Ｖセレクト 

えびグラタン 

３個入 

4539114011535 

http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008183�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008183�
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商品写真（表面） 商品写真（食品表示欄） 商品名称 JANコード 販売店舗及び問合せ先 

 
 

グレートバリュ

ー 

ミックスピザ 

２枚入り 

4973450148188 

 

○販売店舗 

合同会社西友 

 

○問合せ先 

お客様相談室 

・電話番号：0120-36-0373 

 受付時間：10時～17時 

   （土・日も受付。） 

または購入店 

 

○リコール情報サイトの当該リ

コール情報 

http://www.recall.go.jp/new/d

etail.php?rcl=00000008191 

 

 

グレートバリュ

ー 

ホットケーキ 

６枚入り 

4973450146207 

  

みなさまのお墨

付き 

ミックスピザ 

２枚入り 

4973450149437 

 

 

みなさまのお墨

付き 

ホットケーキ 

4973450149420 

 

http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008191�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008191�
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別添３ 

 

市販用商品で、食品表示欄に「製造者 株式会社アクリフーズ群馬工場」の 

記載ではなく、「販売者」と「製造所固有記号※」の表示がされている商品 

（写真のみ、再掲） 

 
  

  

  

  

  

別添２ 



報道関係各位

　　 ２０１４年１月１０日　１８時００分
株式会社マルハニチロホールディングス

大分類名 中分類名 品目 ＪＡＮ 商品名 商品に記載している製造者名・販売者名 パッケージ

ピザ類 ピザ 1 740106 4571268304057
６種のチーズピザ

 150gX10X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

2 701112 4582117943600
バジル＆トマトピザ

150gX10X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

3 740105 4571268304040
３種のシーフードビザ

157gX10X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

4 740284 4571268305832
てりやきチキンピザ（薄焼き）

155gX10X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

5 740360 4571268306594
ミックスピザＬ(５枚入り)

   1.1kgX4

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

6 740359 4571268306587
ミックスピザＬ(１枚入り)

    220gX20

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

7 740296 4571268305955
ﾊｰﾌﾞｿｰｾｰｼﾞ&ｸﾘｰﾐｰﾁｰｽﾞﾋﾟｻﾞ

 140gX10X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

8 740458 4571268307577
５種のきのこﾋﾟｻﾞ

 140gX10X2

株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

ピザ類 ピザＰＢ 1 740378 4571268303203
ＪＦＤＡミックスピザ

  220gX20

販売者
株式会社ジェフダ　JF3
東京都港区新橋2丁目21番1号
新橋駅前ビル2号館904

ホットケーキ類 ホットケーキ 1 740242 4582117940944
ホットケーキ（２枚入り）

 110gX30X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

2 740441 4582117940944
ホットケーキ（２枚入り）

  110gX30X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

3 700166 4582117940937
ミニホットケーキ(２枚入り)

 46gX40X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

4 740241 4582117940951
牛乳ホットケーキ(２枚入り)

100gX30X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

5 740440 4582117940951
牛乳ホットケーキ(２枚入り)

 100gX30X2

製造者
株式会社アクリフーズ　群馬工場
群馬県邑楽郡大泉町吉田1201番地

ホットケーキ類 ホットケーキＰＢ 1 701019 4984183062016
ＥＢホットケーキ

  400gX8

販売者
株式会社トーホーマーケティングサポート TMS095
兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目9番

2 720653 4571268300783
JFDAPLUSホットケーキ

 440g(8枚)X8X2

販売者
株式会社ジェフダ　JF3
東京都港区新橋2丁目21番1号
新橋駅前ビル2号館904

3 700171 4933332497889
ＫＦホットケーキ（10枚入り)

550gX6

販売者
極東ファディ株式会社　FY
福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目6-6

17

　 以　上

         「アクリフーズ群馬工場生産品における農薬検出について」　第十二報

すでにご報告させていただいている回収対象アクリフーズ群馬工場生産品、【業務用商品】４５品のうち、一部業務用店舗にて一般消費者の方がご購入可能な
以下の１７品につきまして、商品パッケージ画像を追記させていただきます。

【アクリフーズ群馬工場　業務用商品４５品のうち、一般消費者の方がご購入可能な１７品】

株式会社アクリフーズ

FA122
テキストボックス
別添４

fa134
長方形

fa134
長方形

fa134
テキストボックス
：食品表示欄に、「製造者 株式会社アクリフーズ群馬工場」の記載ではなく、「販売者」と「製造所固有記号」の表示がされている商品。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費者庁が記載）

fa134
長方形

fa134
テキストボックス
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別添５ 

 

業務用商品で、食品表示欄に「製造者 株式会社アクリフーズ群馬工場」の記載

ではなく、「販売者」と「製造所固有記号※」の表示がされている商品（再掲） 

※「製造所固有記号」は、販売者名の後ろに記載されている英数字です。 

商品写真（表面） 商品写真（食品表示欄） 商品名称 JANコード 返送先 

  JFDA 

ミックスピザ 

220g×20 

4571268303203 

○返送先 

(株)アクリフーズ群馬工場 

〒370-0523 

群馬県邑楽（おうら）郡大泉

町吉田1201 

電話番号：0276-63-4151 

 

○リコール情報サイトの当

該リコール情報 

http://www.recall.go.jp/

new/detail.php?rcl=00000

008259 

  JFDAPLUS 

ホットケーキ 

440g(8枚)×8×2 
4571268300783 

  EBホットケーキ 

400g×8 

4984183062016 

○返送先 

購入店 

 

○リコール情報サイトの当

該リコール情報 

http://www.recall.go.jp/

new/detail.php?rcl=00000

008258 

  KFホットケーキ 

(10枚入り) 

550g×6 

4933332497889 

○返送先 

(株)アクリフーズ群馬工場 

〒370-0523 

群馬県邑楽（おうら）郡大泉

町吉田1201 

電話番号：0276-63-4151 

 

○リコール情報サイトの当

該リコール情報 

http://www.recall.go.jp/

new/detail.php?rcl=00000

008224 

http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008259�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008259�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008259�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008258�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008258�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008258�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008224�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008224�
http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000008224�


Press Release

報道関係者 各位

農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する

健康被害が疑われる事例について（第４報）

１． 標記事案については、発生が広域に渡っているため、情報を集約して提供する
必要があることから、各自治体が公表した資料について、厚生労働省において
取りまとめたものです。

２． これらの公表事例のほか、各自治体に寄せられた健康被害情報は、群馬県に集
約され、内容についてさらに精査されることとなっています。

３． なお、これまでのところ、検査可能なものでマラチオンが検出された事例はあ
りません。

有症事例の

相談件数

有症者数 検査可能なもののうち検査結果が判明した検体数

うちマラチオンが検出さ

れたものの数

本日分（17時現在までの

報告概要）

４６１ ５１１ １９３ ０

現時点（1月 10 日 17 時

現在）までの件数（累計）

１８０４ ２１８３ ４１７ ０

平成 26 年 1月 10 日

【照会先】医薬食品局食品安全部

監視安全課食中毒被害情報管理室

西村、石亀（４２３８、４２３９）
＜代表・直通電話＞

０３－５２５３－１１１１（代表）
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通）

・農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する健康被害が疑われる事例について、

本日 17 時時点で報告のあった、全国の自治体より公表された資料について取りまとめま

したので公表いたします。

・引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供をお願いし

ます。

FA122
テキストボックス
別添６

fa134
テキストボックス
17


	1月10日注意喚起（第4報）
	別添１(回収対象商品リスト)
	別添2(PB商品リスト)
	別添3(PB商品写真リスト)
	別添4(業務用商品リストアクリフーズ0110公表)
	別添5(業務用商品リスト)3
	別添6(0110厚労省公表資料)



