
平成2９年度
No 検査月日 区分 判定

1 29.4.3 ローズポークキャベツメンチカツ 冷凍 凍結前未加熱 適

2 29.4.3 ごぼうたぷりミンチカツ 冷凍 凍結前未加熱 適

3 29.4.3 ヤーコーンとローズポークのメンチカツ 冷凍 凍結前未加熱 適

4 29.4.3 つくば鶏のチキンかつ 冷凍 凍結前未加熱 適

5 29.4.3 茨城県産梅肉チキンロールかつ 冷凍 凍結前未加熱 適

6 29.4.3 ローズポークコロッケ 冷凍 凍結前未加熱 適

7 29.4.3 茨城県産ごぼうメンチカツ 冷凍 凍結前未加熱 適

8 29.4.3 ローズポークももかつ 冷凍 凍結前未加熱 適

9 29.4.3 真あじノ青じそ風味フライ 冷凍 凍結前未加熱 適

10 29.4.3 白身魚フライ・アラモード 冷凍 凍結前未加熱 適

11 29.4.3 鰤っこ和風フライ 冷凍 凍結前未加熱 適

12 29.4.3 あじペルー焼 冷凍 凍結前未加熱 適

13 29.4.10 ローズポークと常陸牛のメンチカツ 冷凍 凍結前未加熱 適

14 29.4.10 おいしい春巻き 冷凍 凍結前未加熱 適

15 29.4.10 パリッと７種の具財の春巻き 冷凍 凍結前未加熱 適

16 29.4.10 高級春巻 冷凍 凍結前未加熱 適

17 29.4.10 ジューシー肉シューマイ 冷凍 凍結前加熱済 適

18 29.4.10 国産鶏のハンバーグ 冷凍 凍結前加熱済 適

19 29.4.10 荒挽きボロニアステーキ 冷凍 冷凍加熱食肉製品 適

20 29.4.10 国産鶏と根菜の平つくね 冷凍 凍結前加熱済 適

21 29.4.10 国産鶏のつくねスティック 冷凍 凍結前加熱済 適

22 29.4.10 キャベツ入り平つくね（ソース味） 冷凍 凍結前加熱済 適

23 29.4.10 あじまんじゅう 冷凍 凍結前加熱済 適

24 29.4.10 いか包焼 冷凍 凍結前加熱済 適

25 29.4.17 茨城県産ピーマン入り餃子　ニラ・ニンニク抜き 冷凍 凍結前加熱済 適

26 29.4.17 ローズポークと茨城県産レンコンの餃子 冷凍 凍結前加熱済 適

27 29.4.17 パインコンポート 冷凍 無加熱摂取 適

28 29.4.17 ラ・フランスコンポート 冷凍 無加熱摂取 適

29 29.4.17 アップルコンポート　４ツ割 冷凍 無加熱摂取 適

30 29.4.17 洋なしコンポート 冷凍 無加熱摂取 適

31 29.4.17 あじフィーレフライ 冷凍 凍結前未加熱 適

32 29.4.17 あじ開きフライ 冷凍 凍結前未加熱 適

33 29.4.17 さばカレー竜田 冷凍 凍結前未加熱 適

34 29.4.17 あじカレー竜田 冷凍 凍結前未加熱 適

35 29.4.17 冷凍小松菜ブロック 冷凍 凍結前未加熱 適

36 29.4.17 揚げなす麻婆カット 冷凍 凍結前加熱済 適

37 29.5.8 冷凍みかん　Mサイズ 冷凍 無加熱摂取 適

38 29.5.8 冷凍みかん　Mサイズ　愛媛県産 冷凍 無加熱摂取 適

39 29.5.8 七夕デザート(星のソーダゼリー） 冷凍 無加熱摂取 適

40 29.5.8 七夕デザート（ライチゼリー） 冷凍 無加熱摂取 適

41 29.5.8 七夕デザート（ももゼリー） 冷凍 無加熱摂取 適

42 29.5.8 七夕ゼリー（スター☆ゼリー） 冷凍 無加熱摂取 適

43 29.5.8 カセイの七夕ゼリー 冷凍 無加熱摂取 適

44 29.5.8 富士山ゼリー 冷凍 無加熱摂取 適

45 29.5.8 瀬戸内産カットたこ（3～4g） 冷凍 凍結前未加熱 適

46 29.5.8 きらきら餅（みかん） 冷凍 無加熱摂取 適

47 29.5.8 お星様のシュークリーム 冷凍 無加熱摂取 適

48 29.5.8 あおさ入りイカステーキ（星型） 冷凍 凍結前加熱済 適

49 29.5.15 あじ松葉開きフライ(鉄分強化） 冷凍 凍結前未加熱 適

50 29.5.15 魚めん 冷凍 魚肉練り製品 敵

51 29.5.15 やさしい海の星型なるとスライス1本 冷凍 魚肉練り製品 適

52 29.5.15 スターポークコロッケ 冷凍 凍結前未加熱 適

細菌検査結果

検体名 種類

本会検査室では、自主検査を行い安全・安心な物資の供給に取り組んでいます。 

検査項目は一般生菌、大腸菌群、Ecoli（大腸菌）、サルモネラ、黄色ブドウ球菌です。 



53 29.5.15 スターポークミンチ 冷凍 凍結前未加熱 適

54 29.5.15 星型かぼちゃコロッケ 冷凍 凍結前未加熱 適

55 29.5.15 星型杏仁豆腐ミックス 常温 無加熱摂取　菓子 適

56 29.5.15 冷凍みかんM（熊本柑橘） 冷凍 無加熱摂取 適

57 29.5.15 アップルシャーベット 冷凍 無加熱摂取 適

58 29.5.15 アップルマンゴー 冷凍 無加熱摂取 適

59 29.5.15 冷凍たけのこ・千切り 冷凍 凍結前未加熱 適

60 29.5.22 とび魚フィーレ 冷凍 凍結前未加熱 適

61 29.5.22 鮭と若布のホイル巻 冷凍 凍結前未加熱 適

62 29.5.22 チーズフォンデュサンドコロッケ 冷凍 凍結前未加熱 適

63 29.5.22 枝豆とじゃこの元気ボール 冷凍 魚肉練り製品 適

64 29.5.22 スクールかぼちゃグラタン 冷凍 凍結前未加熱 適

65 29.5.22 スクールほたてグラタン 冷凍 凍結前未加熱 適

66 29.5.22 白花豆＆白いんげん豆ペースト 冷凍 無加熱摂取 適

67 29.5.22 ほぐしささみ水煮 冷凍 無加熱摂取 適

68 29.5.22 ポークシューマイ 冷凍 凍結前加熱済 適

69 29.5.22 エビチリ春巻 冷凍 凍結前未加熱 適

70 29.5.22 アメリカンドック 冷凍 そうざい半製品 適

71 29.5.22 ミートクノーデル 冷凍 凍結前未加熱 適

72 29.6.5 学給用ポークコロッケFe・Ca 冷凍 凍結前未加熱 適

73 29.6.5 ひじき入り厚焼玉子 冷凍 凍結前加熱済 適

74 29.6.5 ベーコンエッグ 冷凍 凍結前加熱済 敵

75 29.6.5 荒挽ボロニアステーキ 冷凍 加熱食肉製品（加熱後包装） 適

76 29.6.5 白身魚のレモンペッパーフライ 冷凍 凍結前未加熱 適

77 29.6.5 サンマ紅葉煮 冷凍 凍結前加熱済 適

78 29.6.5 国産きのこ入りシューマイ 冷凍 凍結前加熱済 適

79 29.6.5 おからチキンカツ 冷凍 凍結前未加熱 適

80 29.6.5 チキン照焼パティ 冷凍 凍結前加熱済 適

81 29.6.5 レンコン入り肉団子たれ付き 冷凍 凍結前加熱済 適

82 29.6.5 学給用がんも 冷凍 凍結前加熱済 適

83 29.6.5 ロマネスコカリフラッワー 冷凍 無加熱摂取 適

84 29.6.19 白木の葉揚げ 冷凍 魚肉練り製品 適

85 29.6.19 木の葉揚げ 冷凍 魚肉練り製品 適

86 29.6.19 ブロックゼリー（ラ・フランス） 冷凍 菓子無加熱摂取　 適

87 29.6.19 ブロックゼリー（マスカット） 冷凍 菓子無加熱摂取 適

88 29.6.19 いかフリッター（オキアミ入り） 冷凍 凍結前加熱済 適

89 29.6.19 きのこクリームコロッケ（豆乳入り） 冷凍 凍結前未加熱 適

90 29.6.19 ワカサギフリッター 冷凍 凍結前加熱済 適

91 29.6.19 イカナゲット 冷凍 凍結前未加熱 適

92 29.6.19 タコナゲット 冷凍 凍結前未加熱 適

93 29.6.19 きびなごゴマフライ 冷凍 凍結前未加熱 適

94 29.6.19 たらスティック 冷凍 凍結前未加熱 適

95 29.6.19 鉄亜鉛たっぷり！ソフトいかリング 冷凍 凍結前未加熱 適

96 29.7.3 お月見デザート（満月ゼリー） 冷凍 無加熱摂取 適

97 29.7.3 お月見デザート（梨ゼリー） 冷凍 無加熱摂取 適

98 29.7.3 月見団子（醤油餡） 冷凍 無加熱摂取 適

99 29.7.3 ハッピーハロウィンかぼちゃプリン 冷凍 無加熱摂取 適

100 29.7.3 お月見団子（こしあん） 冷凍 無加熱摂取 適

101 29.7.3 冷凍ブルーベリーゼリー 冷凍 無加熱摂取 適

102 29.7.3 杏仁プリン 冷凍 無加熱摂取 適

103 29.7.3 やさしい海の山なるとスライス 冷凍 魚肉練り製品 適

104 29.7.3 アップルシャーベット（皮つき） 冷凍 無加熱摂取 適

105 29.7.3 つぶつぶレモンゼリー 冷凍 無加熱摂取 適

106 29.7.3 ブルーベリーゼリー 冷凍 無加熱摂取 適

107 29.7.3 冷凍カボチャプリン 冷凍 無加熱摂取 適

108 29.7.10 焼成ベルギーワッフル 冷凍 無加熱摂取 適

109 29.7.10 焼き焼きクレープ　ストロベリー 冷凍 無加熱摂取 適

110 29.7.10 焼き焼きクレープ　チョコレート 冷凍 無加熱摂取 適



111 29.7.10 蒸ケーキ・プレーン 冷凍 無加熱摂取 適

112 29.7.10 豆乳ムシケーキ 冷凍 無加熱摂取 適

113 29.7.10 ムシケーキバナナ 冷凍 無加熱摂取 適

114 29.7.10 ムシケーキさつまダイス 冷凍 無加熱摂取 適

115 29.7.10 マーラカオ 冷凍 無加熱摂取 適

116 29.7.10 プチケーキ・プレーン 冷凍 無加熱摂取 適

117 29.7.10 プチケーキ・ヨーグルト 冷凍 無加熱摂取 適

118 29.7.10 プリン（乳・卵不使用） 冷凍 無加熱摂取 適

119 29.7.10 いちごプリン（乳・卵不使用） 冷凍 無加熱摂取 適

120 29.7.24 茨城県産ごぼう入りさつま揚げ 冷凍 魚肉練り製品 適

121 29.7.24 極細蒲鉾　白 冷凍 魚肉練り製品 適

122 29.7.24 極細蒲鉾　赤 冷凍 魚肉練り製品 適

123 29.7.24 極細蒲鉾　黄 冷凍 魚肉練り製品 適

124 29.7.24 ミニミニドーナツ 冷凍 凍結前未加熱 適

125 29.7.24 Ｃａ国産鶏つくね 冷凍 凍結前加熱済 適

126 29.7.24 （カレー味）カマンベールチーズコロッケ 冷凍 凍結前未加熱 適

127 29.7.24 焼蒲チーズ 冷凍 魚肉練り製品 適

128 29.7.24 グリル野菜のカポナータ 冷凍 無加熱摂取 適

129 29.7.24 お月見大福～ふわふわ芋カスター 冷凍 無加熱摂取 適

130 29.7.24 瀬戸内レモンのカップケーキ 冷凍 無加熱摂取 適

131 29.7.24 ジャックのかばちゃ蒸ケーキ（鉄分強化） 冷凍 無加熱摂取 適

108 29.8.21 いか醤油もろみ揚げ 冷凍 凍結前未加熱 適

109 29.8.21 ハムチーズフライ 冷凍 凍結前未加熱 適

110 29.8.21 華美鳥（ハンミドリ）つくね 冷凍 凍結前加熱済 適

111 29.8.21 国産鶏豚ハンバーグＦｅＣａ 冷凍 凍結前加熱済 適

112 29.8.21 荒引つくねミニＦｅＣａ 冷凍 凍結前加熱済 適

113 29.8.21 冷凍あおさのり 冷凍 凍結前未加熱 適

114 29.8.21 チーズハンバーグ（デミソース） 冷凍 凍結前加熱済 適

115 29.8.21 ミニミートボール 冷凍 凍結前加熱済 適

116 29.8.21 チーズインハンバーグ 冷凍 凍結前加熱済 適

117 29.8.21 ていねいな仕事のあじフライ 冷凍 凍結前未加熱 適

118 29.8.21 いわしのさんが焼き 冷凍 凍結前加熱済 適

119 29.8.21 根菜入りメンチカツ（レンコンのせ） 冷凍 凍結前未加熱 適

120 29.8.28 月見団子（素甘） 冷凍 無加熱摂取 適

121 29.8.28 サンマみぞれ煮 冷凍 凍結前加熱済 適

122 29.8.28 イワシみぞれ煮 冷凍 凍結前加熱済 適

123 29.8.28 サバみぞれ煮 冷凍 凍結前加熱済 適

124 29.8.28 サバおかか煮 冷凍 凍結前加熱済 適

125 29.8.28 Ｆｅポパイ餃子 冷凍 凍結前加熱済 適

126 29.8.28 Ｆｅポパイ餃子（カレー味） 冷凍 凍結前加熱済 適

127 29.8.28 学校給食用包子 冷凍 凍結前加熱済 適

128 29.8.28 ツナ餃子 冷凍 凍結前加熱済 適

129 29.8.28 小松菜まんじゅう 冷凍 凍結前加熱済 適

130 29.8.28 茨城県産きんぴらごぼう 冷蔵 そうざい 適

131 29.8.28 茨城県産ごぼうサラダ 冷蔵 そうざい 適

食品衛生法
冷凍食品の規格基準

アイスミルク 細菌数 ５万/g以下 大腸菌群 陰性
ラクトアイス 細菌数 ５万/g以下 大腸菌群 陰性
魚肉練り製品 大腸菌群 陰性

種類                         細菌数         大腸菌群     E.coli        

無加熱摂取冷凍食品                １０万/g以下     陰性                  

加熱後摂取冷凍食品（凍結前加熱済）     １０万/g以下        陰性                  

加熱後摂取冷凍食品（凍結前未加熱）    ３００万/g以下                                              陰性   



加熱食肉製品（加熱後包装） E.coli　　陰性　　黄色ブドウ球菌　　１千/g以下　　サルモネラ　　陰性　
食鳥卵 （殺菌液卵・鶏卵） サルモネラ　陰性

衛生規範

種類                  細菌数      大腸菌群    E.coli            黄色ブドウ球菌 

洋生菓子               １０万/g以下    陰性              陰性 

そうざい類（加熱処理製品）    １０万/g以下             陰性      陰性 


