
       2016年 7月 11日 

株式会社マルエツ 

 

アレルギー物質及び食品添加物の表示漏れについてのお詫びと商品回収のお知らせ 

 

 平素は格別のご愛顧を賜わりまして誠にありがとうございます。 

 このたび、弊社グループ内 282店舗のそうざい売場にて販売いたしました「真だこのピ

リから揚げ」について、アレルギー物質の「卵」及び食品添加物の「加工デンプン」の表

示がもれていることが判明いたしました。 

 お客様に、ご心配とご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。 

 

 弊社では当該商品を売場から撤去するとともに、店頭でお詫びと回収をお知らせいたし

ております。「卵アレルギー」をお持ちのお客様でアレルギー症状が現れたお客様は、誠に

お手数ではございますが、お買い求めの店舗または下記のフリーダイヤルまでお申し出く

ださいますようお願い申しあげます。 

 今後は品質管理体制の一層の徹底と再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解賜わ

りますようお願い申し上げます。 

 お客様にご心配とご迷惑をおかけしますことを、重ねてお詫び申し上げます。 

 

記 

１．回収対象商品 

  ・商品名 ：そうざい「真だこのピリから揚げ」 

  ・販売価格：100ｇあたり 258円 

  ・販売店舗：マルエツ、マルエツ プチ、リンコス 計 282店舗 

１都５県（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県）の 

各対象店舗 

  ・販売期間：2016年 6月 26日から 2016年 7月 10日 

  ・販売数量：35,228パック 

 

２．表示漏れの内容 

  ・アレルゲン  卵 

  ・食品添加物  加工デンプン 

 

３．お客様からのお問合わせ先 

    株式会社マルエツ お客様サービス 

 フリーダイヤル 0120-371479   受付時間 月～金 9:00～18:00  

                                                                         以上 



「真だこのピリから揚げ」　

店舗別販売数量　282店舗　販売数35,228パック　販売期間　16年6月26日（日）～7月10日（日）

店名 販売数 店名 販売数 店名 販売数
東京 新糀谷 377 東京 市ヶ谷見附 85 東京 駒込中里一丁目 47
東京 板橋駅前 307 東京 五反野駅 83 東京 保谷住吉 46
東京 国領 302 東京 中野中央 82 東京 人形町駅前 46
東京 清澄白河 285 東京 目黒 80 東京 東池袋五丁目 45
東京 勝どき六丁目 277 東京 新井薬師前 79 東京 南大泉 43
東京 新宿六丁目 262 東京 両国亀沢 77 東京 新大塚 43
東京 金町 251 東京 白金台プラチナ通り 76 東京 千石 43
東京 佃 217 東京 港南シティタワー 76 東京 東池袋三丁目 42
東京 亀有      216 東京 西日暮里 75 東京 茗荷谷 40
東京 浮間舟渡 208 東京 伊興 74 東京 西新宿三丁目 35
東京 かまた 201 東京 一番町 74 東京 日本橋本町 35
東京 葛西CT 196 東京 唐木田駅前 74 東京 芝四丁目 34
東京 中里 193 東京 立川駅北口 73 東京 中落合一丁目 34
東京 鶴川 188 東京 北品川一丁目 71 東京 東麻布 33
東京 錦糸町 184 東京 護国寺駅前 70 東京 神田神保町二丁目 32
東京 飛田給 182 東京 菊川 69 東京 五反田 32
東京 国分寺南口 170 東京 西新井 68 東京 高輪 31
東京 新田 167 東京 豪徳寺 68 東京 鵜の木 29
東京 戸倉 165 東京 白金台 67 東京 早稲田 29
東京 西糀谷 157 東京 武蔵砂川 66 東京 富ヶ谷一丁目 24
東京 池袋 156 東京 城山ヒルズ 66 東京 品川橋 20
東京 中野新橋 154 東京 大和町 65 東京 杉並清水 20
東京 松江 153 東京 吉祥寺 65 東京 六本木ヒルズ 18
東京 調布 152 東京 上池袋 65 東京 汐留シオサイト 6
東京 田端 152 東京 九段 65 東京 本所四丁目 6
東京 赤羽台 149 東京 杉並和田一丁目 64
東京 二子玉川 145 東京 不動前 63
東京 葛西 144 東京 西大井駅前 62 茨城 岩井 80
東京 真中 143 東京 お台場 61
東京 大森町 138 東京 西新宿六丁目 61 栃木 小山 114
東京 東新小岩 133 東京 東池袋駅前 61
東京 田無西原 126 東京 渋谷鶯谷町 61
東京 梅屋敷 126 東京 新川一丁目 61
東京 立川若葉町 126 東京 赤坂 60
東京 晴海三丁目 126 東京 駒込 60
東京 両国緑一丁目 118 東京 渋谷神泉 59
東京 清瀬中里 115 東京 小伝馬町駅前 59
東京 リバーシティ 115 東京 東日本橋三丁目 58
東京 成増南口 115 東京 東久留米 57
東京 一橋学園 110 東京 上中里 57
東京 田柄 108 東京 新江古田駅前 57
東京 足立入谷 108 東京 飯田橋 56
東京 高田馬場 107 東京 東日暮里 56
東京 四葉 107 東京 新小岩 54
東京 成増団地 104 東京 町田鶴川 54
東京 東小金井駅北口 100 東京 花川戸二丁目 54
東京 練馬高松 97 東京 鮫洲駅東口 54
東京 港南ﾜｰﾙﾄﾞｼﾃｨ 97 東京 芝二丁目 52
東京 東上野 94 東京 晴海 51
東京 大森東 94 東京 東和 50
東京 代々木上原 91 東京 潮見 50
東京 中野若宮 90 東京 水道小桜 49
東京 大泉学園 86 東京 下落合駅前 49
東京 オレンジコート 86 東京 八丁堀 47



店名 販売数 店名 販売数 店名 販売数
埼玉 武蔵浦和 554 千葉 東習志野 353 神奈川 井土ヶ谷 609
埼玉 南浦和東口 257 千葉 蘇我南町 322 神奈川 瀬谷 379
埼玉 岩槻駅前 249 千葉 金杉 255 神奈川 新川崎 373
埼玉 久喜 229 千葉 津田沼南 252 神奈川 鹿島田 321
埼玉 所沢御幸町 227 千葉 市川大野 229 神奈川 出来野 318
埼玉 戸田氷川町 227 千葉 下総中山 215 神奈川 中原 297
埼玉 朝霞 209 千葉 牧の原 202 神奈川 茅ヶ崎 274
埼玉 三郷中央 208 千葉 宮野木 201 神奈川 さがみ野 270
埼玉 春日部緑町 205 千葉 稲毛 192 神奈川 元住吉 261
埼玉 朝霞溝沼 202 千葉 行徳駅前 182 神奈川 四季の森フォレオ 228
埼玉 東門前 192 千葉 国分寺台 174 神奈川 武蔵小杉駅前 225
埼玉 草加八幡 189 千葉 ベイタウン 168 神奈川 大倉山 217
埼玉 蕨 181 千葉 新志津 166 神奈川 花月園 214
埼玉 元郷 178 千葉 成田ニュータウン 155 神奈川 川崎宮前 204
埼玉 大宮砂町 172 千葉 安食 152 神奈川 平間 203
埼玉 蓮田椿山 171 千葉 柏駅東口 152 神奈川 京町 178
埼玉 幸手上高野 165 千葉 北柏 143 神奈川 鶴間 177
埼玉 東川口 162 千葉 上本郷 135 神奈川 天王町 170
埼玉 大宮 162 千葉 西白井 133 神奈川 綾瀬 160
埼玉 桶川 157 千葉 東菅野 130 神奈川 平二丁目 149
埼玉 上尾井戸木 152 千葉 千葉幸町 120 神奈川 港北ﾆｭｰﾀｳﾝ中川駅前 146
埼玉 川口キュポラ 152 千葉 行徳 118 神奈川 大和中央 139
埼玉 安行慈林 151 千葉 浦安 117 神奈川 子母口 136
埼玉 草加稲荷 150 千葉 千葉みなと駅 112 神奈川 鳶尾 135
埼玉 越谷レイクタウン 147 千葉 南八幡 111 神奈川 新城 134
埼玉 八潮 142 千葉 高根台 106 神奈川 東神奈川 127
埼玉 大宮大和田 140 千葉 八千代中央駅前 106 神奈川 第三京浜川崎ｲﾝﾀｰ坂戸 121
埼玉 松原 130 千葉 野々下 104 神奈川 田名 120
埼玉 蕨北町 128 千葉 矢切駅前 101 神奈川 なぎさモール辻堂 120
埼玉 西大宮駅前 128 千葉 二和向台 100 神奈川 相武台 119
埼玉 入間川 127 千葉 鎌ヶ谷大仏 99 神奈川 六ッ川 116
埼玉 一の割 131 千葉 みどり台 98 神奈川 柿生 115
埼玉 大宮プラザ 122 千葉 東松戸駅 98 神奈川 愛甲石田 109
埼玉 東大宮 120 千葉 市川菅野 90 神奈川 中山 108
埼玉 大成 111 千葉 新都賀 89 神奈川 戸塚大坂下 98
埼玉 蒲生 105 千葉 小金原 88 神奈川 戸塚舞岡 96
埼玉 西川口東口 104 千葉 白井 88 神奈川 西谷 94
埼玉 柳崎 103 千葉 初石 84 神奈川 長津田駅前 94
埼玉 与野 101 千葉 東中山 84 神奈川 磯子 94
埼玉 白鍬 99 千葉 高塚 79 神奈川 ひばりが丘 90
埼玉 みずほ台 98 千葉 馬込沢 79 神奈川 中津 82
埼玉 三橋 93 千葉 小林 75 神奈川 三ヶ木 82
埼玉 芝塚原 89 千葉 天王台 69 神奈川 朝日町 70
埼玉 安行北谷 88 千葉 栄町 65 神奈川 名瀬 68
埼玉 連雀町 87 千葉 みやぞの 53 神奈川 関内 67
埼玉 浦和大久保 85 千葉 習志野 43 神奈川 山下公園 49
埼玉 北浦和東口 84 千葉 北松戸 43
埼玉 上青木 79
埼玉 豊春 78
埼玉 佐知川 75
埼玉 ナリア武蔵浦和 70
埼玉 伊奈 61
埼玉 南与野駅 48
埼玉 上尾平塚 41 282店 35,228




