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2015 年 10 月 27 日 

追記 2015 年 12 月 4 日 

お客様各位 

東洋水産株式会社 

           

お詫びとお知らせ 
チルドしゅうまい類、チルドぎょうざ類の表示切替について 

 

           

 平素は弊社商品にご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度 弊社チルドしゅうまい類、チルドぎょうざ類におきまして、パッケージに

記載された原材料名表示が不適切な順序であることがわかりました。このため、緊急に

表示切替を実施させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。 

 お客様やお取引先様には、ご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを、深くお詫び

申し上げます。          

 早急に適切な表示への変更を行い、今後は、一層の管理徹底に努める所存でござ

いますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

◆該当商品一覧         

商品名 内容量 ＪＡＮコード 

えびシュウマイ 144ｇ（8 個入） 4901990198844 

かにシュウマイ 144ｇ（8 個入） 4901990198851 

黒豚しゅうまい 144ｇ（8 個入） 4901990198868 

ジャーマンポテト風しゅうまい 144ｇ（8 個入） 4901990199483 

大粒 海鮮焼売 120ｇ（4 個入） 4901990199353 

大粒 肉焼売 120ｇ（4 個入） 4901990199360 

黒豚ギョウザ 170ｇ（10 個入） 4901990199377 

鍋用ギョーザ 150ｇ（10 個入） 4901990199131 

あつ皮でつつんだモチッと餃子（８個入） 192ｇ（8 個入） 4901990199384 

あつ皮でつつんだモチッと餃子（１２個入） 192ｇ（12 個入） 4901990199407 

うす皮でつつんだパリッと餃子（８個入） 192ｇ（8 個入） 4901990199391 

うす皮でつつんだパリッと餃子（１２個入） 192ｇ（12 個入） 4901990199414 
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◆誤った表示の訂正内容と健康に対する影響について     

 チルドしゅうまい、チルドぎょうざの原材料名の記載方法として、「皮」に使用した原材

料を括弧で括り、「あん」に使用したそれぞれの原材料とあわせ、多い順に記載すべき

ところ、該当商品につきましては「あん」の原材料の多い順、次に「皮」の原材料の多い

順として記載いたしておりました。 

 該当商品の原材料表示には、使用している原材料は全て記載されておりますので、

お召し上がりいただいた商品につきまして、健康等への影響はございません。 

    

◆お問い合わせ先 

 東洋水産株式会社 お客様相談室（受付時間：平日午前９時から午後５時まで） 

 ０１２０－１８１－８７４ 

※IP 電話など、フリーダイヤルに接続できない場合は、下記の番号にお電話くださ

い。ご連絡先をお伺いし、お掛け直しさせていただきます。 

 ０３－３４５８－３３３３ 

 

◆原材料表示 変更内容例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤） 原材料名 

魚肉（えび、たら、ひめじ）、玉ねぎ、豚脂、でん粉、食塩、マーガリ

ン、砂糖、えび香味油、ホタテエキス、香辛料、皮（小麦粉、小麦たん

白、植物油、大豆粉、食塩）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、酸

味料、ソルビトール、酒精、乳化剤、香料、（原材料の一部に 卵、乳

成分、ゼラチン を含む） 

正） 原材料名 

魚肉（えび、たら、ひめじ）、玉ねぎ、豚脂、皮（小麦粉、小麦たん白、

植物油、大豆粉、食塩）、でん粉、食塩、マーガリン、砂糖、えび香味

油、ホタテエキス、香辛料、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、酸味

料、ソルビトール、酒精、乳化剤、香料、（原材料の一部に 卵、乳成

分、ゼラチン を含む） 
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◆該当商品の商品名、販売期間、販売数量、不適切表示の内容 

商品名 えびシュウマイ 

販売期間 少なくとも平成２２年４月１日から平成２７年１０月３１日まで 

販売数量 63,328,788 パック 

不適切表示の内容 原材料名「魚肉（えび、たら、ひめじ）、玉ねぎ、豚脂、皮（小麦粉、小

麦たん白、植物油、大豆粉、食塩）、でん粉、食塩、マーガリン、砂

糖、えび香味油、ホタテエキス、香辛料」と表示すべきところ、原材料

名「魚肉（えび、たら、ひめじ）、玉ねぎ、豚脂、でん粉、食塩、マーガリ

ン、砂糖、えび香味油、ホタテエキス、香辛料、皮（小麦粉、小麦たん

白、植物油、大豆粉、食塩）」と表示したこと。 

 

商品名 かにシュウマイ 

販売期間 少なくとも平成２２年４月１日から平成２７年１０月３１日まで 

販売数量 39,867,942 パック 

不適切表示の内容 原材料名「魚肉（かに、たら、ひめじ）、玉ねぎ、つなぎ（でん粉、ゼラ

チン）、豚脂、皮（小麦粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食塩）、マー

ガリン、繊維状植物性たん白、ポークエキス、食塩、砂糖、ホタテエキ

ス、かに香味油、香辛料」と表示すべきところ、原材料名「魚肉（かに、

たら、ひめじ）、玉ねぎ、つなぎ（でん粉、ゼラチン）、豚脂、マーガリ

ン、繊維状植物性たん白、ポークエキス、食塩、砂糖、ホタテエキス、

かに香味油、香辛料、皮（小麦粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食

塩）」と表示したこと。 

 

商品名 黒豚しゅうまい 

販売期間 少なくとも平成２２年４月１日から平成２７年１０月３１日まで 

販売数量 26,922,312 パック 

不適切表示の内容 原材料名「食肉（豚肉（黒豚５０％）、鶏肉）、野菜（玉ねぎ、たけのこ、

生姜）、皮（小麦粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食塩）、でん粉、

豚脂、砂糖、醤油、ごま油、紹興酒、甜麺醤、食塩、ホタテエキス、香

辛料、卵白」と表示すべきところ、原材料名「食肉（豚肉（黒豚５０％）、

鶏肉）、野菜（玉ねぎ、たけのこ、生姜）、でん粉、豚脂、砂糖、醤油、

ごま油、紹興酒、甜麺醤、食塩、ホタテエキス、香辛料、卵白、皮（小

麦粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食塩）」と表示したこと。 
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商品名 ジャーマンポテト風しゅうまい 

販売期間 平成２７年８月２１日から平成２７年１０月３１日まで 

販売数量 174,084 パック 

不適切表示の内容 原材料名「野菜（じゃがいも、玉ねぎ、コーン）、つなぎ（卵白、パン

粉）、皮（小麦粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食塩）、鶏肉、ベーコ

ン、マーガリン、食塩、砂糖、香辛料、ローストオニオンパウダー」と表

示すべきところ、原材料名「野菜（じゃがいも、玉ねぎ、コーン）、つな

ぎ（卵白、パン粉）、鶏肉、べ一コン、マーガリン、食塩、砂糖、香辛

料、ローストオニオンパウダー、皮（小麦粉、小麦たん白、植物油、大

豆粉、食塩）」と表示したこと。 

 

商品名 大粒 海鮮焼売 

販売期間 平成２７年２月２０日から平成２７年１０月３１日まで 

販売数量 42,966 パック 

不適切表示の内容 原材料名「魚肉（たら、たこ、いか、えび）、野菜（玉ねぎ、たけのこ）、

豚脂、皮（小麦粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食塩）、全卵、植物

油、砂糖、食塩、繊維状植物性たん白、ホタテエキス、デーツ果汁」と

表示すべきところ、原材料名「魚肉（たら、たこ、いか、えび）、野菜（玉

ねぎ、たけのこ）、豚脂、全卵、植物油、砂糖、食塩、繊維状植物性た

ん白、ホタテエキス、デーツ果汁、皮（小麦粉、小麦たん白、植物油、

大豆粉、食塩）」と表示したこと。 

 

商品名 大粒 肉焼売 

販売期間 平成２７年２月２０日から平成２７年１０月３１日まで 

販売数量 42,810 パック 

不適切表示の内容 原材料名「食肉（豚肉、鶏肉）、野菜（玉ねぎ、椎茸、生姜）、皮（小麦

粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食塩）、豚脂、粒状大豆たん白、砂

糖、ごま油、醤油、食塩、オイスターソース、デーツ果汁、ホタテエキ

ス、香味油脂、ドライトマトエキス、香辛料、卵白」と表示すべきところ、

原材料名「食肉（豚肉、鶏肉）、野菜（玉ねぎ、椎茸、生姜）、豚脂、粒

状大豆たん白、砂糖、ごま油、醤油、食塩、オイスターソース、デーツ

果汁、ホタテエキス、香味油脂、ドライトマトエキス、香辛料、卵白、皮

（小麦粉、小麦たん白、植物油、大豆粉、食塩）」と表示したこと。 
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商品名 黒豚ギョウザ 

販売期間 少なくとも平成２２年４月１日から平成２７年１０月２９日まで 

販売数量 3,182,148 パック 

不適切表示の内容 原材料名「食肉（豚肉（黒豚２５％）、鶏肉）、皮（小麦粉、食塩、植物

油、大豆粉）、野菜（キャベツ、玉ねぎ、にんにく）、豚脂、醤油、でん

粉、粒状大豆たん白、ゼラチン、食塩、砂糖、ごま油、ＸＯ醤、香辛料」

と表示すべきところ、原材料名「食肉（豚肉（黒豚２５％）、鶏肉）、野菜

（キャベツ、玉ねぎ、にんにく）、豚脂、醤油、でん粉、粒状大豆たん

白、ゼラチン、食塩、砂糖、ごま油、ＸＯ醤、香辛料、皮（小麦粉、食

塩、植物油、大豆粉）」と表示したこと。 

 

商品名 鍋用ギョーザ 

販売期間 少なくとも平成２２年４月１日から平成２７年１０月２９日まで 

販売数量 2,714,304 パック 

不適切表示の内容 原材料名「野菜（キャベツ、玉ねぎ、長ねぎ、生姜）、皮（小麦粉、小麦

たん白、食塩、植物油）、食肉（鶏肉、豚肉）、もち、醤油、ポークエキ

ス、つなぎ（でん粉、卵白）、ごま油、食塩、紹興酒、砂糖、オイスター

ソース、香辛料」と表示すべきところ、原材料名「野菜（キャベツ、玉ね

ぎ、長ねぎ、生姜）、食肉（鶏肉、豚肉）、もち、醤油、ポークエキス、つ

なぎ（でん粉、卵白）、ごま油、食塩、紹興酒、砂糖、オイスターソー

ス、香辛料、皮（小麦粉、小麦たん白、食塩、植物油）」と表示したこ

と。 

 

商品名 あつ皮でつつんだモチッと餃子（８個入） 

販売期間 平成２７年２月２０日から平成２７年１０月３１日まで 

販売数量 65,934 パック 

不適切表示の内容 原材料名「皮（小麦粉、米粉、小麦たん白、食塩、こんにゃく、なたね

油、大豆粉）、野菜（キャベツ、長ねぎ、ニラ、にんにく、生姜）、鶏肉、

豚脂、コーン油、粒状大豆たん白、ポークエキス、香味油脂、食塩、オ

イスターソース、砂糖、ごま油、デーツ果汁、ドライトマトエキス、香辛

料」と表示すべきところ、原材料名「野菜（キャベツ、長ねぎ、ニラ、に

んにく、生姜）、鶏肉、豚脂、コーン油、粒状大豆たん白、ポークエキ

ス、香味油脂、食塩、オイスターソース、砂糖、ごま油、デーツ果汁、ド

ライトマトエキス、香辛料、皮（小麦粉、米粉、小麦たん白、食塩、こん

にゃく、なたね油、大豆粉）」と表示したこと。 
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商品名 あつ皮でつつんだモチッと餃子（１２個入） 

販売期間 平成２７年２月２０日から平成２７年１０月２８日まで 

販売数量 36,972 パック 

不適切表示の内容 原材料名「皮（小麦粉、米粉、小麦たん白、食塩、こんにゃく、なたね

油、大豆粉）、野菜（キャベツ、長ねぎ、ニラ、にんにく、生姜）、鶏肉、

豚脂、コーン油、粒状大豆たん白、ポークエキス、香味油脂、食塩、オ

イスターソース、砂糖、ごま油、デーツ果汁、ドライトマトエキス、香辛

料」と表示すべきところ、原材料名「野菜（キャベツ、長ねぎ、ニラ、に

んにく、生姜）、鶏肉、豚脂、コーン油、粒状大豆たん白、ポークエキ

ス、香味油脂、食塩、オイスターソース、砂糖、ごま油、デーツ果汁、ド

ライトマトエキス、香辛料、皮（小麦粉、米粉、小麦たん白、食塩、こん

にゃく、なたね油、大豆粉）」と表示したこと。 

 

商品名 うす皮でつつんだパリッと餃子（８個入） 

販売期間 平成２７年２月２０日から平成２７年１０月３０日まで 

販売数量 80,340 パック 

不適切表示の内容 原材料名「野菜（キャベツ、長ねぎ、ニラ、にんにく、生姜）、皮（小麦

粉、米粉、小麦たん白、食塩、こんにゃく、なたね油、大豆粉）、鶏肉、

豚脂、コーン油、粒状大豆たん白、ポークエキス、香味油脂、食塩、オ

イスターソース、砂糖、ごま油、デーツ果汁、ドライトマトエキス、香辛

料」と表示すべきところ、原材料名「野菜（キャベツ、長ねぎ、ニラ、に

んにく、生姜）、鶏肉、豚脂、コーン油、粒状大豆たん白、ポークエキ

ス、香味油脂、食塩、オイスターソース、砂糖、ごま油、デーツ果汁、ド

ライトマトエキス、香辛料、皮（小麦粉、米粉、小麦たん白、食塩、こん

にゃく、なたね油、大豆粉）」と表示したこと。 

 

商品名 うす皮でつつんだパリッと餃子（１２個入） 

販売期間 平成２７年２月２０日から平成２７年１０月２９日まで 

販売数量 22,938 パック 

不適切表示の内容 原材料名「野菜（キャベツ、長ねぎ、ニラ、にんにく、生姜）、皮（小麦

粉、米粉、小麦たん白、食塩、こんにゃく、なたね油、大豆粉）、鶏肉、

豚脂、コーン油、粒状大豆たん白、ポークエキス、香味油脂、食塩、オ

イスターソース、砂糖、ごま油、デーツ果汁、ドライトマトエキス、香辛

料」と表示すべきところ、原材料名「野菜（キャベツ、長ねぎ、ニラ、に

んにく、生姜）、鶏肉、豚脂、コーン油、粒状大豆たん白、ポークエキ

ス、香味油脂、食塩、オイスターソース、砂糖、ごま油、デーツ果汁、ド

ライトマトエキス、香辛料、皮（小麦粉、米粉、小麦たん白、食塩、こん

にゃく、なたね油、大豆粉）」と表示したこと。 

以上 


