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アフラトキシン 横浜 えび

冷凍養殖えび

冷凍天然えび

成分規格不適合 (E co 湯モ  貫
=

生鮮アーモンド アフラトキシン 東京、福岡、名古屋 エンロフロキサシン

果汁入り飲料 大腸菌 成田空港 放射線

TPP参カロ各国からの輸入食品の主な食品衛生法違反

アーモンド

小粒落花生        アフラトキシン 横浜、神戸、門司 名古屋、仙台

東京

えび(のばしえび) 成分規格不適合 (E coI 陽性 )天 戸

乾燥あんず 亜硫酸ナ トリウム エビフライ エンロフロキサシン 東 京

粉末清涼飲料 成田空港 海老フライ エンロフロキサシン 福 岡

キャンディー類 ブリリアントブラックBN(着色料)関 西空港 冷凍エビフライ エンロフロキサシン 横 浜

いつたビーナッツ アフラトキシン 成田空港、那覇 えび類 E coi 一戸

とうもろこし
アフラトキシン、
ビロ亜硫酸ナトリウム

エンロフロキサシン 横浜、東京、門司、大阪
名古屋、神戸、東京

フラツリドン 大阪、東京

その他のとうもろこし   アフラトキシン 鹿児島 えび類 クロラムフェニコール

オレンジⅡ

大腸菌
清水、川崎

粉末清涼飲料 (粉末ココア)大腸菌、細菌 東京、成田空港

小麦 異臭、腐敗、変敗、カヒ 千葉、名古屋、福岡、川崎神
「

二課、横浜
えび類加工品 エンロフロキサシン 関西空港

ミネラリレウォーター 大腸菌 福 岡
おくら 福 岡細菌

うるち精米 異臭、変敗、カビ 新 /Fd、 小樽
かに春巻き 成分規格不適合 IE cd 陽性)東 京二課

その他のうるち精米 異臭、腐敗、変敗、カビ、固化 F5司、大阪
大腸菌           神戸かに類

乾燥すもも ノルビン酸カリウム 神戸
かわはぎ クロラムフェニコール 神戸、神戸二課

その他の植物性たんばく  ビロ亜硫酸ナトリウム 名古屋
カワハギ生地 クロフムフェニコール 神戸二課

大豆 異臭、腐敗、カビ 神戸二課
ケーキ 大阪大腸菌

生鮮くるみ アフラトキシン 東 京
シユ■マイ(エ ビ入り) エレロフロキサシン 大 5Fx

亜麻仁油 シアン化合物 成田空港
シュガークラフト ファストレンドE 関西空港

食品添加物 (ケイソウ土) ヒ素 清水

すしえび

生鮮コーヒー豆

ゼリー

その他の菓子類

異臭:腐敗・変敗,カ ビ

大腸菌 神戸二課
大粒落花生 アフラトキシン 神戸

神戸、横浜
乾燥いちじく       アフラトキシン 東京

生鮮ラズベリー メトキシフェノジド 成田空港
ブリリアントララリクBN   神戸二課

ファストレッドE 関西空港
プロポリス加工品 クロラムフェニコール 福岡空港

生すしえび スルファンアジン 神戸二課
生鮮ビスタチオナッツ   アフラトキシン 東京

開きたこスライス 大腸菌 福 岡
トリアジホス

藤鑢
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察1織操聴鱗鵜禦
マンゴー         細菌            成田空港

とうがらし

チアシード粉

神戸二課
フィツシュナゲット 大腸菌 東京

マンゴー 細菌及び大腸菌 福 岡

むきえび フラジリドン 大阪
アフラトキシン 東京

冷凍赤とうがらし

冷凍むき身えび ||

ジフェノコナゾール 横 浜

アップルジュース パツリン 東京
エンロフロキサシン 東京

アーモンド油 アフラトキシン 成田空港
冷凍養殖むきえび エンロフロキサシン 名古屋

セミドライトマト 細菌 東京
冷凍養殖むき身えび

加熱後摂取冷凍食品
(凍結直前加熱)

フラジリドン 横 浜

フラブリドン 東京

小麦 異臭・カヒ 東京、横浜

生鮮ビスタチオナッツ   アフラトキシン       横浜

いつた亜麻の種子 シアン化合物 成田空港

異臭、腐敗、変敗、カビ 千葉、東京、川崎 横浜 健康食品

スモークサーモン 細菌 東京

串揚げセツト E cot 東京

小麦

パラオキシ安息香酸 メチル、

バラオキシ安息香酸ブロビ
'

(バ ラオキシ安虐香酸 として
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春巻

真あじのしそ巻き天ン3｀ ら

酢漬け野菜(蓮の茎酢漬け)

プロポリス加工品 クロフムフェニコール

末 示

菜種 異臭、腐敗、変敗、カビ 横浜、千葉
大手菫 福 岡

食品添加物 (DL― リンゴ酸)強 熱残分 神戸二課
横 浜

中部空港

生食用冷凍ゆでがに 大腸菌 大阪
生食用冷凍サーモン
夫リハラススライス =テ =

東京

その他の菓子類 シアン化合物

尊鶴懸蕪鸞餃澱線義濠都徹驚■■
=|加熱食肉製品 大腸菌

面西空港
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安全t未審査遺伝子組換え
′ヽバイヤ青ババイヤ千切り 東京

東 京 素干ヒメゴ 二譲化硫黄 神戸二課

ウーロン茶 - - 1"n- ), 東京 漬け物 (酢漬け野菜) 安息香酸 横 浜

トラウトスモーク 大腸菌 東京

トラウト切り身 細菌 東 京

さけ 大腸菌

生鮮キウイー

天ぶら用粉付きイカ    細菌

無加熱摂取冷凍食品    大腸菌

大阪

福 岡

大阪

冷凍青とうがらし
/ / a / ) ) / - 

tv

)DL=f ') ), 横浜

東京冷凍切り身いか類 クロフムフェニコール
フェンヘキサミド 神戸

冷凍ぶどう ブロフェノホス

生鮮レモン イマザリル 神戸、東京

冷凍蜂の子

生鮮カカオ豆

三≡肇̈
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一一大阪

オキシテトラサイクリン

除草斉」
ます 大腸菌 大 阪

トラウトフイレ

っに              大腸菌             横浜
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ぶどう酒 小松空港

アーモンド油 成田空港

生鮮コーヒー豆 異臭 腐敗・変敗 カビ

チョコレート類 酸化防止剤

戦繁瀞難絹富輩藩結軽驚:書簿

'I=|
アボカドディップ ツルビン酸カリウム

食塩 作動油の付着 異臭

※2015年 6月 ～16年5月 の 1年 間 |二 おける、輸入食晶 :「 三 .FF
厚生労働省のホームヘージをもとに 編集吉「で t́■

大腸菌 東京

硫酸鋼

アフラトキシン

ばれいしよ 大腸菌 名古屋

インスタントコーヒーパウダー 大腸菌 成田空港

いか類 大腸菌 東京

粉末清涼飲料       細菌、大腸菌
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成田空港


