平成２３年１０月６日
各

位
株式会社アオキスーパー

放射性物質が検出された稲わらを給与した牛肉の販売に関するお詫びとお知らせ
平素は、アオキスーパー各店舗をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
本日までの、各県の発表による、放射性物質が検出された稲わらを給与した牛肉が流通している問
題で、本日（平成23年10月6日（木））までに該当の牛肉を販売していたことが判明した店舗は下記の
とおりです。
なお、行政から新たに発表されたもので、追加されたもの、検査により安全性が確認されたものに
ついては、更新日現在にて訂正しております。
お客様に大変なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
記
１．該当する岩手県産の牛肉の販売について
店舗名・所在地

販売期間

商品名

（国産）黒毛和牛牛丼用
白鳥店
平成23年6月13日
愛知県愛知郡東郷町
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月15日
白鳥一丁目4番2号
（国産）黒毛和牛スジ肉
熱田店
平成23年6月13日 （国産）黒毛和牛牛丼用
名古屋市熱田区花表
〜6月15日
（国産）黒毛和牛スジ肉
町2103番1
アズパーク店
（国産）黒毛和牛牛丼用
名古屋市中川区新家
平成23年6月16日 （国産）黒毛和牛スジ肉
一丁目2421番地
中村店(仮店舗)
〜6月18日
（国産）黒毛和牛小間切
名古屋市中村区太閤
（国産）黒毛和牛スジ肉
通九丁目19番地
アズパーク店
（国産）黒毛和牛牛丼用
名古屋市中川区新家
平成23年6月21日 （国産）黒毛和牛スジ肉
一丁目2421番地
中村店(仮店舗)
〜6月23日
（国産）黒毛和牛小間切
名古屋市中村区太閤
（国産）黒毛和牛スジ肉
通九丁目19番地
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月26日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月28日
大府店
（国産）黒毛和牛スジ肉
愛知県大府市明成町
（国産）黒毛和牛牛丼用
一丁目392番地
平成23年4月25日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月27日
（国産）黒毛和牛スジ肉

販売数量個体識別番号 更新日
11.6㎏ 0837808251

7月27日

16.4㎏ 0837808251

7月27日

16.3㎏ 0837801238

7月29日

14.6㎏ 0837819189

8月10日

16.6㎏ 0246784306

7月21日

17.0㎏ 0247955484

8月3日

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地
販売期間
商品名
千代が丘店
平成23年7月2日 （国産）黒毛和牛牛丼用
名古屋市千種区千代
〜7月4日
（国産）黒毛和牛スジ肉
が丘5番50号
平成23年6月30日 （国産）黒毛和牛牛丼用
長久手店
〜7月2日
（国産）黒毛和牛スジ肉
愛知県愛知郡長久手
平成23年6月16日 （国産）黒毛和牛牛丼用
町東狭間1105番地
〜6月18日
（国産）黒毛和牛スジ肉

販売数量個体識別番号 更新日
0247841459
※

8月1日

9.8㎏ 0837819189

8月10日

6.4㎏ 0246886420

8月16日

小牧店
（国産）黒毛和牛牛丼用
愛知県小牧市大字久 平成23年6月3日
（国産）黒毛和牛小間切
保一色字関之方1391 〜6月5日
番地
（国産）黒毛和牛スジ肉

12.7㎏ 1249287795

8月3日

（国産）黒毛和牛牛丼用
知立店
平成23年6月3日
愛知県知立市八ツ田
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月5日
町川畔29番地の1
（国産）黒毛和牛スジ肉

14.2㎏ 1249527990

8月3日

（国産）黒毛和牛牛丼用
八田店
平成23年6月6日
名古屋市中村区川前
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月8日
町501
（国産）黒毛和牛スジ肉

13.2㎏ 1002675364

8月3日

16.9㎏

※ 行政等の調査により、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されました。
２．該当する宮城県産の牛肉の販売について
店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年5月18日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月22日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用

31.8㎏ 0347055138

7月22日

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛スライス焼肉用（バラ肉）
（国産）黒毛和牛小間切
千代が丘店
（国産）黒毛和牛角切り
名古屋市千種区千代
平成23年6月5日 （国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
が丘5番50号
〜6月7日
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し

18.4㎏

1252512471

7月28日

17.3㎏ 1252460512

8月5日

16.0㎏

（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年6月11日
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月13日
（国産）黒毛和牛スジ肉

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年7月4日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜7月7日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用

37.8㎏ 0240565550

8月2日

80.5㎏ 0836237762

8月2日

14.6㎏ 0836237731

8月12日

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月1日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月6日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月26日
千代が丘店
（国産）黒毛和牛小間切
名古屋市千種区千代 〜4月28日
（国産）黒毛和牛スジ肉
が丘5番50号
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月23日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月25日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し

44.1㎏
0836542279

8月9日

（国産）黒毛和牛ローススライス
平成23年6月27日
（国産）黒毛和牛ロースしゃぶしゃぶ
〜6月29日
（国産）黒毛和牛サーロインステーキ

23.1㎏

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月7日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月9日
（国産）黒毛和牛スジ肉

18.1㎏ 1250741149

8月12日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年5月20日
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月22日
（国産）黒毛和牛スジ肉

14.7㎏ 0347055138

7月22日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年5月13日
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月15日
（国産）黒毛和牛スジ肉

15.0㎏ 1250148788

7月25日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年6月2日
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月4日
（国産）黒毛和牛スジ肉

17.8㎏ 1252512471

7月28日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年7月8日
（国産）黒毛和牛小間切
〜7月10日
（国産）黒毛和牛スジ肉

15.1㎏ 0836206829

7月25日

（国産）黒毛和牛角切り

大府店
愛知県大府市明成町
一丁目392番地

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年6月16日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月18日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用

17.6㎏ 0247959949

7月26日

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月8日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月10日
（国産）黒毛和牛スジ肉

大府店
愛知県大府市明成町
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月21〜
一丁目392番地
（国産）黒毛和牛小間切
4月23日
（国産）黒毛和牛スジ肉

16.0㎏

0368616288

15.0㎏

0836358276

8月12日

16.1㎏ 1252039619

8月12日

49.4㎏ 0835503325

8月12日

40.2㎏ 1250684859

7月22日

平成23年5月20日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜5月22日
（国産）黒毛和牛スジ肉

15.0㎏ 1250685214

7月22日

平成23年5月20日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜5月22日
（国産）黒毛和牛スジ肉

13.9㎏ 1250685245

7月22日

18.2㎏ 1248297832

9月13日

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモスライス
平成23年7月3日 （国産）黒毛和牛モモステーキ
〜7月5日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年5月5日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜5月10日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り

植田店
名古屋市天白区植田
南二丁目701番地

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年6月3日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月5日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月4日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月7日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り

45.4㎏
1252512471

7月28日

45.2㎏

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
平成23年6月6日 （国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月8日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用

15.4㎏ 1252512471

7月28日

平成23年6月18日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜6月20日
（国産）黒毛和牛スジ肉

16.1㎏ 0247960891

7月25日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年5月30日
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月1日
（国産）黒毛和牛スジ肉

16.9㎏ 0247972771

8月11日

46.6㎏ 0837900566

7月26日

（国産）黒毛和牛角切り

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年5月1日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
植田店
〜5月3日
名古屋市天白区植田
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
南二丁目701番地
（国産）黒毛和牛角切り
平成23年6月23日 （国産）黒毛和牛肩ロース切り落し
〜6月25日
（国産）黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ

19.1㎏

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月25日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月27日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し

0836542279

8月9日

42.6㎏

（国産）黒毛和牛角切り
平成23年4月8日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月10日
（国産）黒毛和牛スジ肉

13.8㎏

平成23年4月19日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月21日
（国産）黒毛和牛スジ肉

4.5㎏

8月15日
0836315897
8月12日

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年5月5日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜5月7日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し

40.0㎏ 1250684859

熱田店
（国産）黒毛和牛角切り
名古屋市熱田区花表
平成23年5月14日 （国産）黒毛和牛スライス焼肉用（バラ肉）
町2103番1
31.6㎏ 1250685245
〜5月19日
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛スライス焼肉用(バラ肉)
平成23年6月26日
（国産）黒毛和牛牛丼用
〜6月28日
（国産）黒毛和牛角切り

30.2㎏ 0836542279

7月22日

7月22日

8月9日

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年4月30日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月2日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
熱田店
名古屋市熱田区花表
町2103番1

18.4㎏ 0246877930

8月12日

47.9㎏ 0247962406

9月2日

15.6㎏ 1250684859

7月22日

23.1㎏ 0836542279

8月9日

17.7㎏ 0836379950

8月12日

15.8㎏ 1250684859

7月22日

16.3㎏ 1250684989

7月22日

28.6㎏ 0831514226

7月26日

12.3㎏ 1242149045

8月11日

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月14日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月16日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年4月30日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月2日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用

（国産）黒毛和牛角切り
日進岩藤店
愛知県日進市岩藤町
（国産）黒毛和牛ローススライス
平成23年7月1日
下原196番地の1
（国産）黒毛和牛ロースしゃぶしゃぶ
〜7月3日
（国産）黒毛和牛サーロインステーキ
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月8日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月10日
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年4月30日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月2日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り

前後店
愛知県豊明市新栄町
四丁目88番地

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年5月5日
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月7日
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年5月15日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜5月17日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩+バラスライス
平成23年6月19日 （国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月21日
（国産）黒毛和牛霜降焼肉用ミスジ
（国産）黒毛和牛角切り

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

平成23年4月15日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月17日
（国産）黒毛和牛スジ肉

販売数量個体識別番号 更新日
10.2㎏ 1250741149

8月12日

7.0㎏ 1242718364

8月12日

8.4㎏ 0836319949

7月22日

（国産）黒毛和牛スライス焼肉用（バラ肉）
白鳥店
平成23年6月5日 （国産）黒毛和牛バラスライス
愛知県愛知郡東郷町
17.4㎏ 1252512471
〜6月7日
（国産）黒毛和牛小間切
白鳥一丁目4番2号
（国産）黒毛和牛角切り

7月28日

前後店
愛知県豊明市新栄町
平成23年4月24日 （国産）黒毛和牛牛丼用
四丁目88番地
〜4月26日
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月29日
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月1日
（国産）黒毛和牛スジ肉

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月25日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月27日
（国産）黒毛和牛スジ肉

7.9㎏ 0240453222

8月1日

15.5㎏ 1250685245

7月22日

34.8㎏

7月25日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年5月20日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月22日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り

上飯田店
名古屋市北区上飯田
南町五丁目85番

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
平成23年5月7日
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
〜5月9日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し

1251903003

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年5月19日
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月21日
（国産）黒毛和牛スジ肉

14.5㎏

7月25日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年4月24日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜4月26日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用

37.2㎏ 0837810834

9月2日

11.8㎏ 0240776475

7月22日

15.3㎏ 1250685245

7月22日

（国産）黒毛和牛角切り
平成23年4月5日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月7日
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
鳴子店
名古屋市緑区上旭二
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年5月20日
丁目101番地
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月22日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月24日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月26日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し

44.4㎏ 0837903987

7月25日

5.5㎏ 0247959949

7月26日

46.5㎏ 1251987621

7月27日

平成23年4月19日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月21日
（国産）黒毛和牛スジ肉

17.0㎏ 0247954098

8月12日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年5月17日
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月19日
（国産）黒毛和牛スジ肉

12.5㎏ 1244532500

7月25日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年6月16日
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月18日
（国産）黒毛和牛スジ肉

16.2㎏ 0247962406

9月2日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年6月10日
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月12日
（国産）黒毛和牛スジ肉

4.9㎏ 0837903987

7月25日

18.5㎏ 0247959949

7月26日

20.8㎏ 0837903987

7月25日

12.3㎏ 0837817314

7月26日

（国産）黒毛和牛角切り
平成23年6月9日 （国産）黒毛和牛牛丼用
鳴子店
〜6月11日
（国産）黒毛和牛スジ肉
名古屋市緑区上旭二
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
丁目101番地
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年4月9日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜4月11日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り

木場店
名古屋市港区木場町2
番36号

烏森店
名古屋市中村区烏森
五丁目25番地

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年6月16日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月18日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

加木屋店
愛知県東海市加木屋
町二丁目1番

（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月23日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月25日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月30日
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月2日
（国産）黒毛和牛スジ肉

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月19日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月21日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
加木屋店
愛知県東海市加木屋
町二丁目1番

20.9㎏ 0247959949

7月26日

19.7㎏ 1253209271

7月27日

18.4㎏ 1248297832

9月13日

21.5㎏ 0247959949

7月26日

25.8㎏ 0247830408

9月13日

32.0㎏ 0836403259

10月6日

11.8㎏ 1237312966

8月12日

45.8㎏ 0837903314

9月2日

23.5㎏ 1253198261

10月6日

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年4月23日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜4月25日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
平成23年6月2日 （国産）黒毛和牛肩肉スライス
〜6月4日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

武豊店
（国産）黒毛和牛モモステーキ
愛知県知多郡武豊町 平成23年6月19日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
祠峰一丁目97番地
〜6月21日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年7月10日
（国産）黒毛和牛小間切
〜7月12日
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年6月18日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月21日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
乙川店
平成23年4月11日
愛知県半田市長根町
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月13日
一丁目49番地
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモスライス
平成23年5月30日
（国産）黒毛和牛モモステーキ
〜6月1日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
一宮店
平成23年7月10日
愛知県一宮市印田通
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
〜7月12日
二丁目2番地
（国産）黒毛和牛角切り

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛牛丼用
一宮店
平成23年6月10日
愛知県一宮市印田通
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月12日
二丁目2番地
（国産）黒毛和牛スジ肉

17.4㎏ 0836262306

7月27日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年5月26日
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月28日
（国産）黒毛和牛スジ肉

17.9㎏ 1248297832

9月13日

46.9㎏ 1253209271

7月27日

12.3㎏ 1242149045

8月11日

48.5㎏ 0247962406

9月2日

22.5㎏ 1251903003

7月25日

27.5㎏ 1253209271

7月27日

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年4月16日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜4月18日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
三条店
愛知県一宮市三条字
賀74番1

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年6月22日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月27日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月16日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月18日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

名東よもぎ台店
名古屋市名東区よも
ぎ台二丁目818

（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年5月19日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜5月21日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩ローススライス
平成23年4月24日
（国産）黒毛和牛肩ロース切り落し
〜4月26日
（国産）黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ用

アズパーク店
（国産）黒毛和牛牛丼用
名古屋市中川区新家
平成23年4月26日 （国産）黒毛和牛スジ肉
一丁目2421番地
16.7㎏ 0837900566
7月26日
中村店(仮店舗)
〜4月28日
（国産）黒毛和牛小間切
名古屋市中村区太閤
（国産）黒毛和牛スジ肉
通九丁目19番地
アズパーク店
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
名古屋市中川区新家
18.6㎏
平成23年6月1日 （国産）黒毛和牛肩肉切り落し
一丁目2421番地
0837701637
7月27日
中村店(仮店舗)
〜6月4日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
名古屋市中村区太閤
18.5㎏
（国産）黒毛和牛角切り
通九丁目19番地
・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地
アズパーク店
名古屋市中川区新家
一丁目2421番地
中村店(仮店舗)
名古屋市中村区太閤
通九丁目19番地
アズパーク店
名古屋市中川区新家
一丁目2421番地
中村店(仮店舗)
名古屋市中村区太閤
通九丁目19番地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年6月6日 （国産）黒毛和牛スジ肉
〜6月8日
（国産）黒毛和牛小間切

10.0㎏ 0836406618

8月1日

6.0㎏ 0837931744

8月11日

88.7㎏ 0837931744

8月11日

16.7㎏ 0836391068

8月12日

48.9㎏ 0246877930

8月12日

16.6㎏ 0836220894

9月2日

92.0㎏ 0837810834

9月2日

（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年6月23日 （国産）黒毛和牛スジ肉
〜6月25日
（国産）黒毛和牛小間切
（国産）黒毛和牛スジ肉

アズパーク店
名古屋市中川区新家
平成23年7月4日
一丁目2421番地
〜7月7日
中村店(仮店舗)
名古屋市中村区太閤
通九丁目19番地
アズパーク店
名古屋市中川区新家
平成23年4月23日
一丁目2421番地
中村店(仮店舗)
〜4月25日
名古屋市中村区太閤
通九丁目19番地

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

アズパーク店
名古屋市中川区新家
平成23年5月5日
一丁目2421番地
〜5月7日
中村店(仮店舗)
名古屋市中村区太閤
通九丁目19番地
アズパーク店
名古屋市中川区新家
平成23年4月21日
一丁目2421番地
中村店(仮店舗)
〜4月23日
名古屋市中村区太閤
通九丁目19番地

（国産）黒毛和牛肩ローススライス

アズパーク店
名古屋市中川区新家
平成23年4月30日
一丁目2421番地
〜5月5日
中村店(仮店舗)
名古屋市中村区太閤
通九丁目19番地

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

（国産）黒毛和牛モモステーキ
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛小間切

（国産）黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ
（国産）黒毛和牛肩ロース切り落し
（国産）黒毛和牛肩ローススライス
（国産）黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ
（国産）黒毛和牛牛丼用
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛小間切

（国産）黒毛和牛モモステーキ
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り

（国産）黒毛和牛肩ローススライス
アズパーク店
名古屋市中川区新家
（国産）黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ
平成23年5月1日
一丁目2421番地
41.8㎏ 1244255638
9月2日
（国産）黒毛和牛肩ロース切り落し
〜5月3日
中村店(仮店舗)
（国産）黒毛和牛肩ローススライス
名古屋市中村区太閤
（国産）黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ
通九丁目19番地
・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月18日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月20日
（国産）黒毛和牛スジ肉

販売数量個体識別番号 更新日
16.4㎏ 0240460596

7月26日

16.8㎏ 0247972771

8月11日

31.7㎏ 0836542279

8月9日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年7月14日
（国産）黒毛和牛小間切
〜7月16日
（国産）黒毛和牛スジ肉

20.9㎏ 0240454175

9月13日

（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月15日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月17日
（国産）黒毛和牛スジ肉

15.2㎏ 0240982029

7月26日

16.7㎏ 0247972771

8月11日

45.9㎏ 0837900566

7月26日

18.7㎏ 0836542279

8月9日

9.7㎏ 0831641502

7月26日

6.8㎏ 0837817314

7月26日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年5月31日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月2日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
西枇杷島店
愛知県清須市枇杷島
駅前東一丁目2-3

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年6月25日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月28日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用

浅井店
愛知県一宮市浅井町
尾関字上川田22番地
の1

（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年5月29日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月31日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年5月1日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜5月3日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
平成23年6月19日 （国産）黒毛和牛肩ローススライス
〜6月21日
（国産）黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ
平成23年4月24日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月26日
（国産）黒毛和牛スジ肉

長久手店
愛知県愛知郡長久手
平成23年4月30日 （国産）黒毛和牛牛丼用
町東狭間1105番地
〜5月2日
（国産）黒毛和牛スジ肉

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年4月9日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜4月11日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し

47.9㎏ 1251987621

7月27日

6.0㎏ 1242149045

8月11日

6.2㎏ 1252460512

8月5日

9.7㎏ 0240327554

8月9日

10.0㎏ 1249891794

8月12日

平成23年4月11日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月13日
（国産）黒毛和牛スジ肉

11.1㎏ 0836220481

8月12日

平成23年4月17日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月19日
（国産）黒毛和牛スジ肉

10.2㎏ 0836291047

8月12日

平成23年4月19日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月21日
（国産）黒毛和牛スジ肉

10.8㎏ 0368616288

8月12日

47.2㎏ 1213545234

7月26日

35.1㎏ 0837903314

9月2日

48.7㎏ 1213545234

7月26日

14.0㎏ 1252125008

7月26日

（国産）黒毛和牛角切り
平成23年6月10日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜6月12日
（国産）黒毛和牛スジ肉
平成23年4月12日 （国産）黒毛和牛牛丼用
長久手店
愛知県愛知郡長久手 〜4月14日
（国産）黒毛和牛スジ肉
町東狭間1105番地
平成23年4月10日 （国産）黒毛和牛牛丼用
〜4月12日
（国産）黒毛和牛スジ肉

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

小牧店
愛知県小牧市大字久
保一色字関之方1391
番地

（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年4月28日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜4月30日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年5月22日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月24日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

（国産）黒毛和牛モモステーキ
碧南店
平成23年4月28日
愛知県碧南市久沓町
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜4月30日
三丁目29
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
清城店
平成23年4月29日
愛知県半田市清城町
（国産）黒毛和牛小間切
〜5月1日
二丁目3番地の8
（国産）黒毛和牛スジ肉

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
平成23年5月14日 （国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜5月16日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し

28.3㎏ 0831514226

7月26日

18.8㎏ 0836394977

8月16日

16.0㎏ 1031699072

8月12日

22.9㎏ 0831514226

7月26日

22.3㎏ 0831514226

7月26日

49.4㎏ 0368614819

8月1日

17.4㎏ 0246877930

8月12日

35.9㎏ 0837821595

8月12日

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモスライス
伊賀店
愛知県岡崎市伊賀町 平成23年4月10日 （国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
三丁目39番地
〜4月12日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月12日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月14日
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
戸田店
平成23年5月18日
名古屋市中川区戸田
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月20日
西三丁目1401番地
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年5月18日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月20日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
平成23年4月24日 （国産）黒毛和牛肩肉スライス
〜4月26日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
甚目寺店
愛知県あま市新居屋
岩屋99番地

（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年4月29日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月1日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年4月30日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜5月2日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
大治店
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
愛知県海部郡大治町 平成23年4月23日
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
大字堀之内字元苗代 〜4月25日
220番地
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用

19.3㎏ 1253209271

7月27日

45.9㎏ 1253209271

7月27日

20.0㎏ 1237312966

8月12日

46.3㎏ 0837903314

9月2日

28.9㎏ 1253209271

7月27日

19.6㎏ 0836406618

8月1日

14.3㎏ 1242718364

8月12日

16.1㎏ 0240453222

8月1日

15.8㎏ 0836291047

8月12日

57.1㎏ 0368614819

8月1日

（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
平成23年4月22日 （国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜4月24日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
平成23年4月22日
大治南店
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
愛知県海部郡大治町 〜4月24日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
大字三本木字金久38
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年6月1日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜6月3日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛肩ローススライス
平成23年4月24日
（国産）黒毛和牛肩ロース切り落し
〜4月26日
（国産）黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
高浜店
平成23年6月16日
愛知県高浜市湯山町
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜6月24日
一丁目2番地の2
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月24日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月26日
（国産）黒毛和牛スジ肉
平成23年4月29日
朝宮店
〜5月1日
愛知県春日井市朝宮
町二丁目13番地の13 平成23年4月8日
〜4月10日

（国産）黒毛和牛牛丼用
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛牛丼用
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

トップモール稲沢店
平成23年4月24日 （国産）黒毛和牛モモステーキ
愛知県稲沢市大塚南
〜4月26日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
五丁目1番地1
（国産）黒毛和牛角切り

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用
（国産）黒毛和牛肩肉スライス
トップモール稲沢店
平成23年7月7日
愛知県稲沢市大塚南
（国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜7月9日
五丁目1番地1
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用

15.4㎏ 1249080426

9月13日

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用
大高店
平成23年4月24日 （国産）黒毛和牛モモミニステーキ
名古屋市緑区大高町
〜4月30日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
字天神56番
（国産）黒毛和牛角切り

56.2㎏ 0368614819

8月1日

（国産）黒毛和牛肩肉スライス
日進店
愛知県日進市日進竹
平成23年6月16日 （国産）黒毛和牛肩肉切り落し
の山南部特定土地区
〜6月18日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
画整理組合保留地31
街区6番
（国産）黒毛和牛角切り

19.9㎏ 0836406618

8月1日

（国産）黒毛和牛牛丼用
八田店
平成23年6月30日
名古屋市中村区川前
（国産）黒毛和牛小間切
〜7月2日
町501
（国産）黒毛和牛スジ肉

18.7㎏ 0836542279

8月9日

9.8㎏ 0836394977

8月12日

12.6㎏ 1249982690

9月13日

49.4㎏ 0835503325

8月12日

17.7㎏ 0835503325

8月12日

14.4㎏ 1249080426

9月13日

17.9㎏ 0832001466

8月12日

（国産）黒毛和牛角切り

平成23年4月12日 （国産）黒毛和牛モモステーキ
〜4月14日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し

知立店
愛知県知立市八ツ田
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年6月17日
町川畔29番地の1
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月19日
（国産）黒毛和牛スジ肉

（国産）黒毛和牛モモ焼肉用

鳴海店
名古屋市緑区鳴海町
字大清水69番320

（国産）黒毛和牛モモステーキ
平成23年7月3日
（国産）黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用
〜7月5日
（国産）黒毛和牛モモ切り落し
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年7月8日
（国産）黒毛和牛小間切
〜7月10日
（国産）黒毛和牛スジ肉
（国産）黒毛和牛肩肉スライス焼肉用

富吉店
愛知県海部郡蟹江町
大字蟹江新田字勝田
場10番3号

平成23年7月8日 （国産）黒毛和牛肩肉切り落し
〜7月10日
（国産）黒毛和牛肩肉しゃぶしゃぶ用
（国産）黒毛和牛角切り
（国産）黒毛和牛牛丼用
平成23年4月24日
（国産）黒毛和牛小間切
〜4月26日
（国産）黒毛和牛スジ肉

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

店舗名・所在地

販売期間

商品名

販売数量個体識別番号 更新日

（国産）黒毛和牛牛丼用
豊明店
平成23年7月15日
愛知県豊明市二村台
（国産）黒毛和牛小間切
〜7月17日
二丁目16番地の2
（国産）黒毛和牛スジ肉

13.7㎏ 0247830408

9月13日

（国産）黒毛和牛牛丼用
一色新町店
平成23年6月10日
名古屋市中川区一色
（国産）黒毛和牛小間切
〜6月12日
新町一丁目401番地
（国産）黒毛和牛スジ肉

16.2㎏

0240968887
※

9月12日

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。
※ 行政等の調査により、食品衛生法の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されました。
３．該当する群馬県産の牛肉の販売について
店舗名・所在地
販売期間
商品名
販売数量個体識別番号 更新日
今伊勢店
平成23年6月10日 （国産）黒毛和牛牛丼用
愛知県一宮市今伊勢
15.2㎏ 1251354003
8月4日
〜6月12日
（国産）黒毛和牛スジ肉
町本神戸字南新田1-1
※ 7月21日、群馬県で実施した検査の結果、当該農場からの出荷牛の肉において、厚生労働省の暫
定規制値を大きく下回っていることから、安全と考えられます。（群馬県の公式ホームページより）
４．該当する新潟県産の牛肉の販売について
店舗名・所在地

販売期間

商品名

（国産）黒毛和牛牛丼用
千代が丘店
平成23年7月6日
名古屋市千種区千代
（国産）黒毛和牛小間切
〜7月8日
が丘5番50号
（国産）黒毛和牛スジ肉

販売数量個体識別番号 更新日
17.3㎏ 0837907329

8月9日

・検査により暫定規制値以下、又は含まれていないことが確認されたものについては、取消し線にて訂正しております。

今後もより一層、お客様に安心してご利用いただけるよう努めてまいります。大変ご迷惑、ご心配
をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
以

上

