
 
 
 
 「有限会社 岩井食品」から流通した 

食中毒原因食品の範囲拡大について 

 
 
 
 

「有限会社 岩井食品」を原因施設とする腸管出血性大腸菌 O157（以下、

「O157」という。）による食中毒事件で、原因食品の「白菜きりづけ」の範囲

を広げ、流通先を追加することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

１ 変更の概要 

  (有)岩井食品への聞き取り調査及び出荷伝票の確認等により、実際の「白

菜きりづけ」の販売が８月 14日公表データと相違があることが判明した。 

 変更前（8/14 時点） 変更後（8/22 時点） 

消費期限 2012 年 8月 2日 

2012 年 8月 3日 

2012 年 8月 2日 

2012 年 8月 3日 

2012 年 8月 4日 

流通先 

施設数 

（札幌市

内分） 

高齢者関連施設  ６施設 

食品スーパー  １６施設 

ホテル      ３施設 

その他（個人商店、飲食店等）

９施設 

高齢者関連施設  ９施設 

食品スーパー  １６施設 

ホテル      ３施設 

その他（個人商店、飲食店等）

１２施設 

市外 

（道内） 

１４施設 

（高齢者関連施設４施設含む）

→

１６施設 

（高齢者関連施設４施設含む）

 

２ 変更点（主なもの） 

・原因食品の消費期限「8/2」「8/3」に加え、「8/4」を追加 

・内容再確認の結果、新規流通先を７施設追加 

・ホクノースーパーで販売されていたものの消費期限を 8/3から 8/2 へ変更 

・流通先のホテルで、章月グランドホテル販売分は他販売分とは別に製造さ

れていたことが判明したため削除し、シャトレーゼ ガトーキングダム サ

ッポロ（一部宴会のみで使用）を追加 

 

３ 流通先一覧 

(1) 札幌市内分【別紙１】 

(2) 札幌市外分（全て北海道立保健所管内）【別紙２】 

平成 24 年（2012 年）８月 22日（水）22：15 

照会先：札幌市保健所 

食の安全推進課 

     担当：山口
やまぐち

、片岡
かたおか

 電話 622-5174



岩井食品からの白菜切漬販売先 

（高齢者関連施設等以外で最終販売者が判明しているもの） ※札幌市内分 

 

 

 

 

 

 

《消費期限：8 月 2 日》 

納入先 販売先住所 
数量

(kg)

産直生鮮市場 ふしこ店 札幌市東区伏古 ９条 ４丁目３－１ 9 

産直生鮮市場 北郷店 札幌市白石区北郷 ４条 ４丁目２２－１ 10 

産直生鮮市場 月寒店 札幌市豊平区月寒中央通 ２丁目１－１５ 6 

産直生鮮市場 平岡店 札幌市清田区平岡 ７条 ３丁目１８番４５号 6 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新琴似店 札幌市北区新琴似 ７条１２丁目３－３８ 6 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 手稲前田店 札幌市手稲区前田 ２条１３丁目３番２０号 4 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北４５条店 札幌市東区北４５条東 ４丁目１－１８  4 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北１０条店 札幌市東区北１０条東 ５丁目７－４ 6 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新川店 札幌市北区新川 ２条 １丁目２番４０号 3.6

ホクノースーパー中央店 札幌市厚別区もみじ台北 ７丁目１－５ 10 

ホクノースーパー新札幌店 札幌市厚別区厚別中央 １条 ６丁目３－１ 8 

ホクノースーパーもみじ台南店 札幌市厚別区もみじ台南 ６丁目１－８ 2 

ホクノースーパー厚別５条店 札幌市厚別区厚別中央 ５条 ６丁目１－２０ 2 

ホクノースーパー厚別北店 札幌市厚別区厚別北 ２条 ３丁目１－１ 2 

ホクノースーパー厚別東２号店 札幌市厚別区厚別東 ２条 ４丁目１１－２５ 2 

藤林食糧興業(株)札中卸センター 札幌市中央区北１２条西２３丁目２－２ 札中卸センター 9 

                                               合計       89.6 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該リストは、被害状況の把握及び市民の皆様の不安解消のため、販売先を公表するもので

あり、販売先における食品の取扱に不備等があったものではありません。 

また、原因食品の「白菜きりづけ」の消費期限は既に過ぎており、現在、販売・提供は

行われておりません。 

8/22（別紙 1） 



 

 

 

 

 

《消費期限：8 月 3 日》 

納入先 販売先住所 
数量

(kg) 

かみ磯 北第１ふ頭 札幌市中央区北 １条西 ２丁目３－１りんどうビル 1 

銀座立田野 さっぽろ東急店 札幌市中央区北 ４条西 ２丁目 さっぽろ東急百貨店 2 

食べ処飲み処 うさぎ家 札幌市中央区南 ４条西 ４丁目ススキノラフィラ 1 

博多餃子舎６０３ 札幌駅前店 札幌市中央区北 ４条西 ２丁目札幌ＴＲビル 0.5

ホルモン酒場 風土．札幌駅前店 札幌市中央区北 ４条西 ２丁目札幌ＴＲビル 0.5

炭焼やきとり 大吉 札幌市中央区南１９条西１５丁目 2.5

和助 札幌市中央区大通西 ５丁目 昭和ビル 1.5

定山渓ビューホテル 札幌市南区定山渓温泉東 ２丁目１１１番地 20 

ホテル札幌ガーデンパレス 札幌市中央区北 １条西 ６丁目 北海道会館 2 

産直生鮮市場 ふしこ店 札幌市東区伏古 ９条 ４丁目３－１ 8 

産直生鮮市場 北郷店 札幌市白石区北郷 ４条 ４丁目２２－１ 10 

産直生鮮市場 月寒店 札幌市豊平区月寒中央通 ２丁目１－１５ 4 

産直生鮮市場 平岡店 札幌市清田区平岡 ７条 ３丁目１８番４５号 6 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新琴似店 札幌市北区新琴似 ７条１２丁目３－３８ 4 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 手稲前田店 札幌市手稲区前田 ２条１３丁目３番２０号 6 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北４５条店 札幌市東区北４５条東 ４丁目１－１８ 4 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北１０条店 札幌市東区北１０条東 ５丁目７－４ 7 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 発寒店 札幌市西区発寒１３条 ４丁目１－７ 4 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新川店 札幌市北区新川 ２条 １丁目２番４０号 4.8

藤林食糧興業(株)札中卸センター 札幌市中央区北１２条西２３丁目２－２ 札中卸センター 1.2

やまもとフードセンター 札幌市中央区南１７条西１５丁目 0.9

                                               合計       90.9 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該リストは、被害状況の把握及び市民の皆様の不安解消のため、販売先を公表するもので

あり、販売先における食品の取扱に不備等があったものではありません。 

また、原因食品の「白菜きりづけ」の消費期限は既に過ぎており、現在、販売・提供は

行われておりません。 



 

 

 

 

 

《消費期限：8 月 4 日》 

納入先 販売先住所 
数量

(kg)

居酒商 古典家 札幌市中央区南 ５条西 ２丁目 豊会館 0.5

お好み焼き 串焼き 鉄板焼き 裏参道 元 札幌市中央区南 １条西２２丁目２－５ ロスフォンド 1 

すすきの祭り（屋台：すしの菱田） 札幌市中央区南 ４条西 ４丁目Ａブロック 120 

炭焼やきとり 大吉 札幌市中央区南１９条西１５丁目 1 

シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 

（一部宴会のみ） 
札幌市北区東茨戸１３２番地 5 

定山渓ビューホテル 札幌市南区定山渓温泉東 ２丁目１１１番地 15 

産直生鮮市場 ふしこ店 札幌市東区伏古 ９条 ４丁目３－１ 8 

産直生鮮市場 北郷店 札幌市白石区北郷 ４条 ４丁目２２－１ 10 

産直生鮮市場 月寒店 札幌市豊平区月寒中央通 ２丁目１－１５ 4 

産直生鮮市場 平岡店 札幌市清田区平岡 ７条 ３丁目１８番４５号 6 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新琴似店 札幌市北区新琴似 ７条１２丁目３－３８ 4 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 手稲前田店 札幌市手稲区前田 ２条１３丁目３番２０号 4 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北４５条店 札幌市東区北４５条東 ４丁目１－１８ 4 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北１０条店 札幌市東区北１０条東 ５丁目７－４ 6 

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 発寒店 札幌市西区発寒１３条 ４丁目１－７ 3.6

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新川店 札幌市北区新川 ２条 １丁目２番４０号 4 

藤林食糧興業(株)札中卸センター 札幌市中央区北１２条西２３丁目２－２ 札中卸センター 0.8

やまもとフードセンター 札幌市中央区南１７条西１５丁目 0.9

                                               合計       197.8 kg 

 

 

8/2：89.6kg + 8/3：90.9kg  + 8/4：197.8kg ＝ 378.3kg 

 

当該リストは、被害状況の把握及び市民の皆様の不安解消のため、販売先を公表するもので

あり、販売先における食品の取扱に不備等があったものではありません。 

また、原因食品の「白菜きりづけ」の消費期限は既に過ぎており、現在、販売・提供は

行われておりません。 



                                 8/22（別紙 2） 

 

 

 高齢者施設以外の販売先（最終販売者）          ※道立保健所管内分 

所管 販売先 販売先住所 数量(kg)

（消費期限：８月２日） 

江別 産直生鮮市場 江別店 江別市野幌代々木町７７－２  7 

千歳 ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 恵庭店 恵庭市末広町１２１番地１  5 

岩見沢 ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 岩見沢店 岩見沢市５条西９丁目１－１  2 

岩見沢 (株)河口屋（本店） 岩見沢市大和３条５丁目２８  0.6 

岩見沢 スーパーハルキ栄店 岩見沢市４条東１８丁目  1 

岩見沢 スーパーハルキ幌向店 岩見沢市幌向南３条３丁目  0.4 

稚内 ﾌﾚｯｼｭﾘｰ生鮮市場 稚内店 稚内市朝日５丁目１１番７号  8 

根室 ﾏﾙｼｪ･ﾃﾞ･ｷｯﾁﾝ ﾏﾙｼｪ大正店 根室市大正町１丁目３２－1  6 

（消費期限：８月３日） 

江別 産直生鮮市場 江別店 江別市野幌代々木町７７－２  6 

千歳 ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ生鮮市場 恵庭店 恵庭市末広町１２１番地１  5 

岩見沢 ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ生鮮市場 岩見沢店 岩見沢市５条西９丁目１－１  4 

岩見沢 ㈱河口屋（本店） 岩見沢市大和３条５丁目２８  1 

岩見沢 スーパーハルキ幌向店 岩見沢市幌向南３条３丁目  0.4 

岩見沢 （株）マルキ百貨店 三笠市宮本町４８０番地１１９  2.5 

苫小牧 苫小牧ゴルフリゾート 苫小牧市植苗３４１  4 

稚内 ﾌﾚｯｼｭﾘｰ生鮮市場 稚内店 稚内市朝日５丁目１１番７号  12 

留萌 （有）古行商店 遠別町字本町 4 丁目 49 番地 2 50 番地 2  0.6 

根室 ﾏﾙｼｪ･ﾃﾞ･ｷｯﾁﾝ ﾏﾙｼｪ大正店 根室市大正町１丁目３２－1  14 

（消費期限：８月４日） 

江別 札幌学院大学生活協同組合 G 館ﾚｽﾄﾗﾝ 江別市文京台１１番地  0.5 

江別 産直生鮮市場 江別店 江別市野幌代々木町７７－２  6 

千歳 ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 恵庭店 恵庭市末広町１２１番地１  4 

岩見沢 ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 岩見沢店 岩見沢市５条西９丁目１－１  2 

岩見沢 (株)河口屋（本店） 岩見沢市大和３条５丁目２８  1.6 

岩見沢 スーパーハルキ栄店 岩見沢市４条東１８丁目  1 

岩見沢 スーパーハルキ幌向店 岩見沢市幌向南３条３丁目  0.6 

稚内 ﾌﾚｯｼｭﾘｰ生鮮市場 稚内店 稚内市朝日５丁目１１番７号  8 

根室 ﾏﾙｼｪ･ﾃﾞ･ｷｯﾁﾝ ﾏﾙｼｪ大正店 根室市大正町１丁目３２－1  14 

8/2：30kg + 8/3：49.5kg  + 8/4：37.7kg ＝ 117.2kg  

 


