
食品医薬品安全庁回収／販売中止リスト 

回収会社名：西安東農協豊山キムチ（登録：2012年 12月４日） 
 

１．実際にノロウィルスが検出された２製品 

製品名 製品写真 

白キムチ 

 

・製造会社 

：西安東農協豊山

キムチ工場 

・製造日付け 

：2012 年 11 月 29

日 

・品質維持期間 

：2013 年 1 月 27

日まで 

 

 

 

 

 

 



製品名 製品写真 

株キムチ 

・製造会社 

：西安東農協豊山

キムチ工場 

・品質維持期間 

：2013 年 1 月 26

日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．ノロウィルスが検出されるおそれがある製品 

回収製品名 
回収理由（製造日付） 

バーコード番号 
製品写真 

ナバク水キムチ 

 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示  

アルムチャンイヌヤフシ

ソウキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127101415   

株ボザムキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示  

味キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127100289/-100074/-100708 
  

株キムチ（１） 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
  



塩付けアルタリ 

（大根） 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8801448138643 
 

ギョジョンカクテギ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

朝マル塩付け白菜 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

ギョジョン味キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

キムチ用味付け 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

ソクバクジ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 



切り干し大根キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127101552 
  

チョンガクキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127100081/8802127100173 
 

熟成キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8801448108677 
  

浅漬けキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

株キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127100012/-100029/-100661/-

100142/-100678/-100241 
  

キュウリキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

  



未表示 

アルムチャン芥子菜キム

チ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127101422 
  

ナバクキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

ニラキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

エゴマ葉っぱキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127100296 
  

トンチミ 

（大根水キムチ） 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

白キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

  



未表示 

カクテギキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127000053 
 

芥子菜キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127100333 
  

イヌヤフシソウ 

キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127100104  

ネギキムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
  

塩付け白菜 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127101002 
 

味キムチ（２） 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

  



未表示 

アルムチャンチョンガク

キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8801448114289 
 

若大根キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

未表示 
 

アルムチャン 

干し大根漬物 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8802127101231 

  

  

アルムチャン 

株キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8801448114214/-114265/ 

-118683/-118676 

 

アルムチャン 

味キムチ 

病気を引き起こす微生物に汚染

された恐れがある。 

（2012年 11月９日から 12月４日ま

で 生産した全製品） 

 

8801448114272 
 

 


