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              牛肉産地判別検査 
 

前処理・サンプリング 

検体から 50g を粉砕、均質化したものから既定の量を採取する 

 

DNA 抽出 

DNA を取り出す 

 

DNA 増幅  

   外国産牛肉に特異的な DNA 領域を増やす 

      

      

 

可視化 

   増やした DNA をアガロースゲル電気泳動により可視化する 

 

産地判別 

判別フローにより産地を判別 

 

<判別フローによる解析> 

基準 1 基準 2 判別結果※1 

ウシ DNA の検知 

 あり   

外国産型 

DNA 配列の検知

 あり   
外国産 

  

 なし   
日本産 

なし 
判別不能 

 

 

○牛肉産地判別検査 

・判別対象国は、日本、アメリカ、オーストラリアである。 

・本検査の検出感度は 93.5%である。この数値は、当社の検証において、「外国産である牛

肉について、外国産であると判別できた割合」である。 

・本検査の判別精度は 100.0%である。この数値は、当社の検証において、「日本産である牛

肉について、日本産であると判別できた割合」である。 

 

PCR 法（反応） 

取り出した DNA に試薬を添加し、温度コントロールにより、DNA 中の

特異的領域を 100 万倍以上に増やす。 



米品種判別検査、大豆品種判別検査、肉種ＤＮＡ判別検査 
 

 

前処理 

   粉砕により、試料の均質化を行う 

 

サンプリング 

   前処理した試料より、既定の量を採取する 

 

DNA 抽出   

DNA を取り出す 

       

DNA 増幅 

   DNA を増やす 

 

 

 

可視化 

      増やした DNA をアガロースゲル電気泳動により可視化する 

 

解析・判定 

   標準試料（原種）と比較、表示品種もしくは畜肉種以外の混入有無を確認する 

 

 

○米品種判別検査 

・592 品種との相互識別 

・定性検査における異品種混入の検出下限値は 5%程度 

○大豆品種判別検査 

・114 品種との相互識別 

・定性検査における異品種混入の検出下限値は 5%程度 

○肉種 DNA 判別検査 

・対象畜肉種の判定（牛・豚・羊・鶏・馬：５種） 

・混合肉の場合、多くの肉種が混入していると、感度が低下します。混合時には、肉の混

合比として最大 5％程度の検出下限値。 

PCR 法（反応） 

取り出した DNA に試薬を添加し、温度コントロールにより、DNA 中の

特異的領域を 100 万倍以上に増やす。 



魚介類 DNA 判別検査＜表示確認検査＞ 
 

 

サンプリング 

   試料より、既定の量を採取する 

 

DNA 抽出   

DNA を取り出す 

       

DNA 増幅 

   DNA を増やす 

      

 

 

 

塩基配列の決定 

      蛍光標識された試薬を使用し塩基配列を読み取ることで、増やした DNA の塩基配列

を決定する。 

 

解析・判定 

   試料の塩基配列と表示種の塩基配列を照合、表示種（想定種）の確認 

 

 

PCR 法（反応） 

取り出した DNA に試薬を添加し、温度コントロールにより、DNA 中の

特異的領域を 100 万倍以上に増やす。 



遺伝子組み換え DNA 検査＜大豆 定量検査＞ 
 

 

前処理 

   粉砕により、試料の均質化を行う 

 

サンプリング 

   前処理した試料より、既定の量を採取する 

 

DNA 抽出   

DNA を取り出す 

       

DNA 増幅 

   DNA を増やす 

 

 

 

 

 

解析・判定 

   増幅曲線から、標準試料と比較、対象の遺伝子組換え作物の有無や含有量を判定 

 

 

○遺伝子組み換え DNA 検査＜大豆 定量検査＞ 

・厚生労働省により通知された手法に準拠 

・定量検査における定量限界は 0.1% 

リアルタイム PCR 法（反応） 

取り出した DNA に試薬を添加し、温度コントロールにより、DNA 中の

特異的領域を 100 万倍以上に増やす。蛍光標識された試薬を使用し、遺

伝子増幅反応をモニタリング 



食物アレルギー検査 ELISA 法 
 

前処理・サンプリング 

試料を粉砕、均質化したものから既定の量を採取する 

 

抽  出 

サンプルに含まれる特定原材料のタンパク質を抽出する 

 

ELISA 法 

特定原材料に特徴的なタンパク質を、抗原-抗体反応により検出する 

         

結果判定 

 

 

○食物アレルギー検査 

・消費者庁次長通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」平成 22 年 9 月 10

日 消食表第 286 号に準じた方法により検査を実施。 

・ELISA 法におけるタンパク質濃度の定量範囲は、1～20μg/g。 

・測定キット 

---牛乳、小麦、そば、卵、落花生：森永生科学研究所製、日本ハム中央研究所製 

---甲殻類（えび、かに）：日水製薬製、マルハニチロ製 

各測定キットにおいては、抗体の反応性が異なる場合があるため、同一の検体を使用して

検査を行った場合にも、結果が異なった数値となることがある。 



パターンⅠ パターンⅡ パターンⅢ パターンⅣ 

しじみ産地判別検査 
 

 

サンプリング 

試料からランダムに 5 個をサンプリングする 

 

DNA 抽出 

DNA を抽出する 

 

DNA 増幅      

産地ごとに特異的な DNA 領域を増やす 

 

 

 

可視化 

   増やした DNA をアガロースゲル電気泳動により可視化 

 

産地判別   

判別フローにより産地を判別する 

 

<判別フローによる解析結果> 

基準 1 シジミ DNA の検知 

 

 

基準 2 DNA 配列パターンの解析 

 

 

判別結果※1 

（産地グループ） 
I II III IV 

判別不能 該当産地（国内） 北海道、青森 
グループ I  

以外の産地 
（該当なし） （該当なし） 

該当産地（国外） ロシア （該当なし） 韓国、（北朝鮮） 中国、韓国 

 

あり なし 

その他 

PCR 法（反応） 

取り出した DNA に試薬を添加し、温度コントロールにより、DNA 中の

特異的領域を 100 万倍以上に増やす。 



○しじみ産地判別検査 

・判別対象国は、日本、中国、韓国、（北朝鮮）、ロシア。 

・本検査における判別精度は、90%以上である。この数値は、当社の検証において「既知の

産地の試料を検査した際に、正しい産地グループに判別可能な割合」である。 
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牛肉産地判別検査牛肉産地判別検査
牛肉およびその加工品の産地表示確認に

Point 1 DNA鑑定による牛肉の国産/外国産判別サービス

日本で飼育されている黒毛和種・ホルスタイン種の家畜牛は、アメリカやオーストラリ
アの家畜牛と比較して、DNA配列に差異があります（神戸大学により特許取得済）。
弊社ではこれに長年培ってきたDNA解析技術を組み合わせることで、国内初のDNA
鑑定による牛肉の産地判別検査サービスを実現しました。

Point 2 試料の状態に左右されないDNA解析

牛のみが持つDNA配列を対象に検査を行うため、無機元素法や安定同位体比法で

は判別ができないミンチ肉などの日本産／外国産混合・非牛肉混合検体、惣菜や弁
当の具などの加工・調理済検体であっても検査を行うことが可能です。

Point 3 高感度・高精度判別

適切な判別マーカーの選抜により、試料が外国産牛であれば93.5%、日本産牛で
あれば100%を正しく判別することが可能となりました。

☑ 牛生肉が国産であると確認したい。

☑ ミンチ肉の牛肉が100 %国産であると確認したい。

☑ 味付け牛肉が国産であると確認したい。

☑ 牛内臓肉が国産であると確認したい。

☑ 惣菜の調理済牛肉が国産であると確認したい。
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依頼事例の紹介

科学的根拠を含む産地表示の確認は、納入先からの信頼の向上に役立ちます。

原材料の産地表示の正しさをアピールしたい

表示と異なる産地の牛肉の混入が判明した

生産者の意図しない混入・取り違えや、不正表示などを未然に対処することで、商品
回収などのリスクを低減します。

検査の流れ

ＤＮＡ抽出

均一化した食品 50g から 0.1g 採取し、
DNAを抽出します。

ＤＮＡ解析

牛特異的なDNAを増幅し、解析します。

結果報告

試料の牛肉の国産/外国産を判別し、
ご報告します。

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
久留米リサーチセンタービル
Tel : (0942)36-3100 Fax : (0942)36-3101
URL : http://www.visionbio.com
E-mail : info@visionbio.com食品検査センター
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肉種肉種DNADNA判別検査判別検査
畜肉加工品の原材料確認に

Point 1  長年の受託実績に裏付けられた高精度表示確認サービス

弊社は、食肉偽装事件よりも前に正式に検査サービスを提供していた唯一の検査機
関です。長年の受託実績に裏付けられた高精度表示確認サービスをご提供いたしま
す。

Point 2  高精度・短納期・低価格を実現

効率的なDNA解析工程により、高精度・短納期・低価格を実現しました。即日検査の
場合、表示外畜肉種混入の有無を１日で報告いたします。

Point 3  加工食品も検査可能

コロッケや惣菜など加工度の高い試料であっても、高精度な検査結果をご提供いた
します。

4 5

1 馬 100% 2 豚 100% 3 羊 100% 4 牛 100% 5 鶏 100%

1 2 3

4 5

1：馬 100%，2：豚 100%，3：羊 100%，4：牛 100%，5：鶏 100%
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依頼実績の紹介

最新の技術による信頼性の高い検査結果は、納入先に対する品質証明に役立ちま
す

定期検査の導入により、商品の信頼性向上につながった

す。

表示と異なる畜肉種の混入が判明した

生産者の意図しない混入・取り違えや、不正表示などを未然に対処することで、商品
回収などのリスクを低減します。

検査の流れ

ＤＮＡ抽出

均一化した食品 50g から 0.1g 採取し、
DNAを抽出します。

ＤＮＡ解析

６種の畜肉に特徴的なＤＮＡを増幅し、
解析します。

結果報告

６種の畜肉それぞれについて、その
有無をご報告します。

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
久留米リサーチセンタービル
Tel : (0942)36-3100 Fax : (0942)36-3101
URL : http://www.visionbio.co.jp
E-mail : info@visionbio.com食品検査センター
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魚介類魚介類DNADNA判別検査判別検査
魚介類加工品の原材料確認に

Ｐoint 1  試料の外観に左右されないDNA解析

形態識別ではなく、DNA解析であるため、見た目からは種の判断ができない加工食品
であっても、種の同定が可能です。

※複数種が混合したものや、DNAの劣化が激しい場合は検査不能となります。

Point 2  新しい魚肉加工品表示確認検査サービス

当社は、水産庁「魚介類の名称のガイドライン」に対応した国内初の魚介類判別検査
をラインナップしました。DNA塩基配列を解析することで、高精度な表示確認サービス
をご提供いたします。

Point 3  圧倒的な対応種数圧倒的な対応種数

同じ手法で国内外食用魚介類の二百種以上が検査可能です。そのため、産地の推定
や原材料表示確認など幅広い用途にご利用いただけます。

☑ 鮪（マグロ）の種を調べたい。種

☑ 鯛（タイ）の種を調べたい。

☑ 鱸（スズキ）の種を調べたい。

☑ 鰺（アジ）の種を調べたい。

☑ 鯖（サバ）の種を調べたい。 ☑蟹（カニ）の種を調べたい。

☑ 鮭・鱒（サケ・マス）の種を調べたい。 ☑鮑（アワビ）の種を調べたい。

☑ 鰻（ウナギ）の種を調べたい。 ☑明太子・明太子製品の種を調べたい。
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依頼実績の紹介

最新の技術による信頼性の高い検査結果は、納入先に対する品質証明に役立ちま
す

定期検査の導入により、商品の信頼性向上につながった

す。

表示と異なる魚介類の混入が判明した

生産者の意図しない混入・取り違えや、不正表示などを未然に対処することで、商品
回収などのリスクを低減します。

検査の流れ

ＤＮＡ抽出

均一化した食品 50g から 0.1g 採取し、
DNAを抽出します。

ＤＮＡ解析

特徴的なＤＮＡを増幅し、そのＤＮＡ配
列を解析します。

結果報告

データベースから一致する魚介類を
判定し、ご報告します。

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
久留米リサーチセンタービル
Tel : (0942)36-3100 Fax : (0942)36-3101
URL : http://www.visionbio.co.jp
E-mail : info@visionbio.com食品検査センター
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米米DNADNA鑑定鑑定
米の品種表示をDNAで確認

Point 1  圧倒的な品種数による高精度品種判別サービス

うるち米 酒米 もち米 飼料用米

対応品種数 382品種以上 86品種以上 97品種以上 27品種以上

鑑定可能品種が国内最多の「592品種以上」で、全国の作付け面積の「99%以上」をカ
バーしています。各都道府県の特産・推奨品種、もち米や酒米にも対応しています。

Point 2  高精度・短納期・低価格を実現

効率的なDNA解析工程により、高精度・短納期・低価格を実現しました。即日検査の
場合、鑑定期間が最短１日で結果をお出しできます。

2014年1月15日現在

Point 3  農林水産省のモニタリング検査法で加工食品も検査可能

農林水産省のモニタリング検査においても、弊社独自開発の品種判別法が採用され
ています。炊飯米や米菓など加工度の高い試料であっても、高精度な検査結果をご
提供いたします。

検査可能形態 ： 精米・玄米・種籾・炊飯米・葉・米加工食品
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依頼実績の紹介

最新の技術による信頼性の高い検査結果は、納入先に対する品質証明に役立ちま
す

定期検査の導入により、商品の信頼性向上につながった

す。

表示と異なる品種の混入が判明した

生産者の意図しない混入・取り違えや、不正表示などを未然に対処することで、商品
回収などのリスクを低減します。

検査の流れ

定性検査

表示された品種以外の混入の有無を
検査いたします。

表示された品種と他品種の混入割合を
検査 た ます

定量検査

検査いたします。

銘柄が不明なお米の品種を
特定いたします。

品種特定検査

ブレンド米を対象とし、表示品種それぞれの
25粒中の割合と異品種の有無を調べます。

ブレンド米検査

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
久留米リサーチセンタービル
Tel : (0942)36-3100 Fax : (0942)36-3101
URL : http://www.visionbio.co.jp
E-mail : info@visionbio.com食品検査センター
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穀物穀物DNADNA鑑定鑑定
大豆・小麦・大麦の品種表示の確認に

Point 1  圧倒的な品種数による高精度品種判別サービス

大豆 小麦 大麦

対応品種数 114品種 58品種 19品種

主要穀物すべてについて品種判別可能な検査機関は弊社だけ。鑑定可能品種もす
べて国内最多で、高精度な品種判別サービスを提供します。

Point 2  高精度・短納期・低価格を実現

効率的なDNA解析工程により、高精度・短納期・低価格を実現しました。異品種混入
の有無と表示品種の25粒中の混入割合を報告いたします。

2011年4月1日現在

Point 3  加工食品も検査可能

下記のとおり、加工度の高い試料であっても、高精度な検査結果をご提供いたします。

◆ 検査可能な加工食品：小麦粉・豆腐・うどん・パン・豆乳・パスタ・ビスケット・麩など。
※加工食品の場合は 定性検査のみとなります※加工食品の場合は、定性検査のみとなります。
※加熱・加圧・発酵により、検査が困難な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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依頼実績の紹介

最新の技術による信頼性の高い検査結果は、納入先に対する品質証明に役立ちま
す

定期検査の導入により、商品の信頼性向上につながった

す。

表示と異なる品種の混入が判明した

生産者の意図しない混入・取り違えや、不正表示などを未然に対処することで、商品
回収などのリスクを低減します。

検査の流れ

定性・定量検査

異品種混入の有無及び25粒中の表示品
種の割合を調べます。

品種特定検査

品種が分からない試料について品種名
を特定します。

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
久留米リサーチセンタービル
Tel : (0942)36-3100 Fax : (0942)36-3101
URL : http://www.visionbio.co.jp
E-mail : info@visionbio.com食品検査センター
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遺伝子組換え遺伝子組換えDNADNA検査検査
通知法による高精度なＧＭＯ検査

Point 1  豊富な検査ラインナップ

大豆 パパイヤ トウモロコシ ジャガイモ

検出対象 RRS 55-1
GA21

P35S※
CryⅢA

通知法で指定されたほとんどの品目について対応。品種の確認と遺伝子組換え検査
を併せてご利用ください。

Point 2  高精度・短納期・低価格を実現

効率的なDNA解析工程により、高精度・短納期・低価格を実現しました。

※トウモロコシ以外の35S promoterを含む農作物も検知されますので、加工食品の場合はご注意下さい。

Point 3  通知法で加工食品も検査可能

厚生労働省により通知された方法※に準じて、原料及びその加工品についてGMO混
入の有無（定性検査）と割合（定量検査）を検査いたします。

※ 厚生労働省通知「組換えDNA技術応用食品の検査方法について」平成18年6月29日 食安発第0629002号※ 厚生労働省通知「組換えDNA技術応用食品の検査方法について」平成18年6月29日 食安発第0629002号

PCR法 リアルタイムPCR法

試料からＤＮＡを抽出し、
そのＤＮＡを解析するこ

PCR法でのDNA増幅
過程をリアルタイムでその を解析する

とにより試料中の対象
遺伝子組換え作物の
有無を確認します。

過程をリアルタイムで
モニタリングすることで、
対象遺伝子組換え作
物の含有量を検査しま
す。
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依頼実績の紹介

最新の技術による信頼性の高い検査結果は、納入先に対する品質証明に役立ちま
す

定期検査の導入により、商品の信頼性向上につながった

す。

遺伝子組換え作物の混入が判明した

生産者の意図しない混入・取り違えや、不正表示などを未然に対処することで、商品
回収などのリスクを低減します。

検査の流れ

ＤＮＡ抽出

均一化した食品 50g から 0.1g 採取し、
DNAを抽出します。

ＤＮＡ解析

組換え作物に特徴的なＤＮＡを増幅し、
解析します。

結果報告

組換え作物について、その有無や
含有量をご報告します。

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
久留米リサーチセンタービル
Tel : (0942)36-3100 Fax : (0942)36-3101
URL : http://www.visionbio.co.jp
E-mail : info@visionbio.com食品検査センター
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食物アレルギー検査食物アレルギー検査
食品の適正なアレルギー表示を確認

Point 1  高精度な検査結果を迅速に

弊社では、消費者庁次長通知に準じた方法により、高精度な検査結果を迅速にご提
供いたします。

○表示義務品目

○表示推奨品目

※一次検査（ELISA法）では、甲殻類（えび・かに）としての分析と
なります。

Point 2  高精度・短納期・低価格を実現

効率的な検査工程により、高精度・短納期・低価格を実現しました。試料受領後３営業
日で結果をご報告いたします。また、セット項目もお得な料金設定で提供いたします。

Point 3  豊富な検査ラインナップ

弊社は、表示義務7品目及び表示奨励20品目の中から、23品目に対応している数少な
い検査機関の一つです。お得な23品目パッケージも是非ご利用ください。
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依頼実績の紹介依頼実績の紹介

最新の技術による信頼性の高い検査結果は、納入先に対する品質証明に役立ちま
す。

定期検査の導入により、商品の信頼性向上につながった

第三者機関への分析のアウトソーシングにより、コストダウンが図れた

検査の流れ

第三者機関での分析は、客観性・信頼性が高まるだけでなく、自社での分析よりもコ
ストが抑えられる場合がございます。

検査の流れ

抽出

均一化した食品から一部採取し、検出
対象のDNAまたはたんぱく質を抽出します。

各アレルギー物質に特徴的なたんぱく
質を抗原-抗体反応により検出します。

ＥＬＩＳＡ法

ＰＣＲ法

結 報告

各アレルギー物質に特徴的な遺伝子を検出します。

ウエスタンブロット法

各アレルギー物質に特徴的なたんぱく
質を抗原-抗体反応と分子量の違いにより検出します。

アレルギー物質について、その有無
と含有量をご報告します。

結果報告

※拭き取り検体での検査をご希望で、拭き取り用のキットがお手元にない場合、専用のキットをご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
久留米リサーチセンタービル
Tel : (0942)36-3100 Fax : (0942)36-3101
URL : http://www.visionbio.co.jp
E-mail : info@visionbio.com食品検査センター



Detailed Brochure
VisionBio Outsourced Testing Services

しじみ産地判別検査しじみ産地判別検査
しじみおよびその加工品の産地表示確認に

Point 1 DNA鑑定によるしじみの産地判別サービス

日本国内で主に漁獲、食用されるしじみはヤマトシジミ（Corbicula japonica）という種

です。このしじみは日本をはじめ、韓国、ロシアなどに分布しており、産地ごとに特徴的
なDNA配列パターンがあります。このパターンを解析することにより、各産地のしじみ

を以下のような産地グループに判別することが可能になります。

グループ
該当産地個体群

備考
国内（代表的な産地） 国外

備考
国内（代表的な産地） 国外

I
北海道（網走湖）
青森（十三湖、小川原湖）

ロシア

ヤマトシジミ
（Corbicula japonica）
グループ

II
北海道、青森を除く日本産しじみ
例：茨城（涸沼湖）、愛知（木曽三川）、

島根（宍道湖） など
（該当なし）

III （該当なし） 韓国、北朝鮮※1

Point 2 試料の状態に左右されないDNA解析

IV （該当なし） 韓国、中国 非ヤマトシジミグループ

表A. 各産地のしじみのＤＮＡ配列パターンによるグループ分け
※1 北朝鮮産しじみについては、法律により輸入が禁止されています。（2013年現在）

試料 解析

しじみが持つDNA配列を対象に検査を行うため、無機元素法や安定同位体比法では
判別ができない惣菜や弁当の具などの加工・調理済検体であっても検査を行うことが
可能です。

国内地域判別 能性Point 3 国内地域判別の可能性

一部の日本産しじみについては、より詳細な解析を行うことで国内のどの地域で生産
されたしじみであるかを判別することも可能です。
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依頼事例の紹介

科学的根拠を含む産地表示の確認は、納入先からの信頼の向上に役立ちます。

原材料の産地表示の正しさをアピールしたい

表示と異なる産地のしじみの混入が判明した

生産者の意図しない混入・取り違えや、不正表示などを未然に対処することで、商品
回収などのリスクを低減します。

検査の流れ

ＤＮＡ抽出

しじみ複数個をランダムに取り出し、
DNAを抽出します。

ＤＮＡ解析

しじみ特異的なDNAを増幅し、解析します。

結果報告

試料のしじみの産地グループを判別し、
ご報告します。

〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
久留米リサーチセンタービル
Tel : (0942)36-3100 Fax : (0942)36-3101
URL : http://www.visionbio.com
E-mail : info@visionbio.com食品検査センター



①食肉（加工品を含む）
ⅰ）牛肉の産地判別分析

受付日 結果

平成28年6月17日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年7月12日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年7月26日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年7月26日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年7月26日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年7月26日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年7月26日
試料の牛肉は外国産である、

または、外国産を含むと判別された。

平成28年7月26日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月10日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月10日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月10日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月10日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月10日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月10日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月30日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月30日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

平成28年8月30日
試料の牛肉は外国産である、

または、外国産を含むと判別された。

平成28年8月30日
試料の牛肉は

日本産であると判別された。

ⅱ）肉種の判別分析

受付日 試料名 検出対象 結果

平成28年6月17日 牛B１　国産牛肉荒挽きミンチ97g
本試料からは牛と同様のDNAバンド

が確認された。

平成28年7月12日
牛B2　牛豚合挽ミンチ：オーストラリア
産牛肉、国産豚肉、カナダ産豚肉

本試料からは豚、牛と同様のDNAバ
ンドが確認された。

平成28年7月26日
牛B3　合挽ミンチ（牛豚）オーストラリア
等

本試料からは豚、牛と同様のDNAバ
ンドが確認された。

牛A14　国産牛ミンチ218g

牛A1　国産和牛ミスジ（佐賀産）伊万里牛

牛A2　佐賀産和牛バラうす切り（A-5等級）

牛A3　国産牛ミンチ98ｇ

牛A4　国産牛カレー・シチュー用熊本産

牛A5　国産牛切落し熊本産

牛A13　国産牛ミンチ186g

牛A6　国産牛肉モモステーキ127ｇ

牛A7　国産牛ミンチ160ｇ

牛、豚、羊、
鶏、馬

牛A15　国産牛ミンチ166g

牛A16　国産牛すじ煮込み用170g

牛A17　国産牛肉小間切れ157g

牛A18　国産牛豚ミンチ147g

牛A8　国産牛ステーキ（もも）北海道産

牛A9　国産牛・国産豚合挽きミンチ

検査結果一覧表

試料名

牛A10　国産牛ミンチ80g

牛A11　国産牛ミンチ110g

牛A12　国産牛切り落とし119g



②魚類及び貝類（加工品を含む）

受付日 試料名 検出対象 結果

平成28年6月17日 魚1　真アジ刺身（福岡県産） マアジ
試料は

表示種（想定種）であった。

③米（加工品を含む）

受付日 試料名 検出対象 結果

平成28年6月17日
手巻きおにぎり(鮭)　会津産こしひかり
100%使用

コシヒカリ
コシヒカリ検出

その他の品種不検出

平成28年6月17日
手巻きおにぎり(ツナマヨネーズ)　会津
産こしひかり100%使用

コシヒカリ
コシヒカリ検出

その他の品種不検出

④大豆（加工品を含む）
ⅰ）品種判別分析（定性検査）

受付日 試料名 検出対象 結果

平成28年6月13日 大豆A1 充てん豆腐 フクユタカ
フクユタカ検出

その他の品種不検出

平成28年7月12日
大豆A2 充填豆腐（佐賀県産フクユタ
カ100％）

フクユタカ
フクユタカ検出

その他の品種不検出

平成28年7月26日
大豆A3　国産とうふフクユタカ
100%7.23製造

フクユタカ
フクユタカ検出

その他の品種不検出

平成28年7月26日
大豆A4　寄せ豆腐佐賀県産フクユタ
カ100%

フクユタカ
フクユタカ検出

その他の品種不検出

平成28年8月10日 大豆A5　国産とうふ　ふくゆたか100% フクユタカ
フクユタカ検出

その他の品種不検出

平成28年8月10日 大豆A6　国産木綿　ふくゆたか フクユタカ
フクユタカ検出

その他の品種不検出

平成28年8月10日 大豆A7　絹豆腐 フクユタカ その他の品種検出

平成28年8月30日 大豆A8　嘉島町産充てん豆腐 フクユタカ
フクユタカ検出

その他の品種不検出

平成28年8月30日 大豆A9　充填絹ごしとうふ フクユタカ
フクユタカ検出

その他の品種不検出

ⅰ）品種特定分析（品種表示がない品目）

受付日 試料名 検出対象 結果

平成28年6月17日 大豆B1 福岡県産大豆使用絹ごし - 判別不能

⑤遺伝子組換え食品（定量検査）

受付日 試料名 検出対象 結果

平成28年6月13日 GM1 充てん絹ごし豆腐 大豆 0.1％

平成28年6月17日 GM2 充填とうふ（200g×3本） 大豆 0.1％

平成28年6月17日 GM3 充填とうふ（絹とうふ） 大豆 定量限界未満

平成28年6月17日 GM4 木綿豆腐（天然水使用） 大豆 定量限界未満

平成28年7月12日 GM5 充てん豆腐150g×3（450g） 大豆 定量限界未満

平成28年7月12日 GM6 ソフト豆腐国産大豆50%使用 大豆 定量限界未満

平成28年7月12日
GM7 充てん豆腐九州産大豆100%使
用

大豆 定量限界未満



⑥食物アレルギー検査

受付日 試料名 検出対象 結果（単位：μg/g）

平成28年6月17日 アレ1　辛子明太子(切子）解凍
甲殻類（えび・

かに）
マルハ　不検出
ニッスイ　不検出

平成28年7月12日 アレ2　生うどん 卵
モリナガ　不検出
日本ハム　不検出

平成28年7月26日 アレ3　辛子明太子(樽仕込）100g
甲殻類（えび・

かに）
マルハ　不検出
ニッスイ　不検出

平成28年7月26日 アレ4　辛子明太子(切子込み）60g
甲殻類（えび・

かに）
マルハ　不検出
ニッスイ　不検出

平成28年7月26日 アレ5　細竹のきんぴら 小麦
モリナガ　不検出
日本ハム　不検出

平成28年7月26日 アレ6　山くらげのきんぴら 小麦
モリナガ　不検出
日本ハム　不検出

平成28年7月26日 アレ7　オクラの胡麻和え 小麦
モリナガ　不検出
日本ハム　不検出

平成28年7月26日 アレ8　辛子明太子
甲殻類（えび・

かに）
マルハ　不検出

ニッスイ　1.1

平成28年8月10日 アレ10　そうめん そば
モリナガ　20以上
日本ハム　20以上

平成28年8月10日 アレ11　手打ち式うどん（ゆで） そば
モリナガ　不検出
日本ハム　不検出

平成28年8月10日 アレ12　辛子明太子110g 小麦
モリナガ　2.8

日本ハム　不検出

平成28年8月10日 アレ13　辛子明太子100g 小麦
モリナガ　2.3

日本ハム　不検出

平成28年8月10日 アレ14　あまくちたらこ 小麦
モリナガ　2.5

日本ハム　不検出

平成28年8月30日 アレ15　辛子明太子130g 小麦
モリナガ　2.9

日本ハム　不検出

平成28年8月30日 アレ16　辛子明太子100g(切子込み） 小麦
モリナガ　3.2

日本ハム　不検出

平成28年8月30日 アレ17　辛子明太子136g 小麦
モリナガ　2.4

日本ハム　不検出

平成28年8月30日 アレ18　辛子明太子60g 小麦
モリナガ　不検出
日本ハム　不検出

⑦産地判別検査

受付日 結果

平成28年7月22日
特許No.5150963を元にした検査方法

による産地判別は困難であった。

平成28年7月26日
試料のしじみはグループⅡ（北海道、

青森を除く日本）と判別された。

平成28年7月26日
試料のしじみはグループⅡ（北海道、

青森を除く日本）と判別された。

平成28年7月26日
試料のしじみはグループⅡ（北海道、

青森を除く日本）と判別された。

平成28年7月26日
試料のしじみはグループⅡ（北海道、

青森を除く日本）と判別された。

※欠番はキャンセルによる。

魚産1　アサリ（有明産）

魚産2　シジミ（愛知県産）

魚産3　シジミ（島根県産）

魚産4　シジミ（宍道湖産大和しじみ）

魚産5　シジミ（島根県産）

試料名




































































































































