
2022年 9月 28日 

お客様各位 

株式会社長崎屋 

東京都目黒区青葉台 2-19-10 

 

 

 

「コロッケの原材料名表示」に関する  

お詫びとお知らせ  
  

 

平素は長崎屋、ドン・キホーテ及び MEGAドン・キホーテをご利用いただき、誠にあ 

りがとうございます。  

下記のとおり、平成 30年 6月 17日から令和３年 6月 30日までの間、各店舗惣菜売 

場にてコロッケ４種類の原材料名を、誤って表示して販売したことが判明致しました。 

 

お客様にはご心配とご迷惑をおかけして申し訳ありません。 

今後このような事態が発生することのないよう、品質管理体制の徹底に努めてまいり 

ます。   

 

 記   

 

3. 対象商品名      誤った原材料名表示の内容 

「北海道産牛肉コロッケ」    「揚げ油（食用なたね油）」の表示欠落 

使用していない「野菜パン粉」、「乾燥マッシュ 

ポテト」の表示 

「さくっと!旨じゃがコロッケ(かぼちゃ)」「揚げ油（食用なたね油）」の表示欠落 

「さくっと!旨じゃがコロッケ(牛肉)」  「揚げ油（食用なたね油）」の表示欠落 

「さくっと!旨じゃがコロッケ(野菜)」  「揚げ油（食用なたね油）」の表示欠落 

 

 

4. 販売店舗、販売期間及び販売数量   別紙 1から 4にて記載 

 

 

 

以上 

 



別　紙　１

販　売　期　間
店舗別販売数量

及び合計(1行目)   単位：パック

平成30年7月3日から令和3年5月26日 38,354

00125 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ仙台台原店 宮城県仙台市青葉区台原1-7-40 令和2年4月21日から令和2年6月11日 29

00170 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ四街道店 千葉県四街道市めいわ2-1-1 平成30年7月9日から令和2年2月24日 241

00172 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ三郷店 埼玉県三郷市さつき平1-1-1 平成30年7月9日から令和2年7月16日 207

00173 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ北鴻巣店 埼玉県鴻巣市箕田3111-1 平成30年7月7日から令和2年7月17日 292

00175 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ弁天町店 大阪府大阪市港区弁天3-13-1 令和2年2月15日から令和3年5月24日 1,560

00176 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ柏崎店 新潟県柏崎市東長浜町4-15 平成30年7月22日から令和2年7月6日 108

00177 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ旭川店 北海道旭川市春光１条8-1-65 平成30年7月6日から令和2年7月4日 203

00186 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ浜松可美店 静岡県浜松市南区東若林町11-1 令和2年2月28日 8

00192 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ上水戸店 茨城県水戸市上水戸2-9-10 平成30年8月7日から令和2年6月16日 123

00193 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテラパークいわき店 福島県いわき市中央台飯野4-1 平成30年7月5日から令和2年6月28日 416

00195 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ西帯広店 北海道帯広市西21条南4-1 平成30年8月15日から令和2年6月23日 104

00196 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ黒磯店 栃木県那須塩原市材木町3-5 平成30年7月7日から令和2年6月14日 103

00197 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ秋田店 秋田県秋田市旭北錦町4-58 平成30年7月9日から令和元年5月6日 31

00198 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ長野店 長野県長野市高田1758 平成30年7月9日から令和2年8月17日 441

00199 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ室蘭中島店 北海道室蘭市中島町1-19-11 平成30年7月9日から令和2年3月8日 45

00200 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテラパーク金沢店 石川県金沢市西泉4-11 平成30年7月3日から令和3年5月25日 16,145

00209 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ本八幡店 千葉県市川市南八幡4-9-1 平成30年7月19日から令和2年6月7日 160

00211 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ勝田店 茨城県ひたちなか市石川町1-1 平成30年7月9日から令和2年6月7日 129

00212 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ成東店 千葉県山武市成東1808-1 平成30年7月9日から令和2年6月30日 346

00214 株式会社長崎屋　ドン・キホーテ二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 平成30年7月7日から令和2年6月30日 1,964

00215 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ蓮田店 埼玉県蓮田市東4-5-13 平成30年7月6日から令和2年10月9日 2,314

00221 株式会社長崎屋　長崎屋小樽店 北海道小樽市稲穂2-20-1 平成30年7月26日から令和2年10月21日 384

00227 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ浦和原山店 埼玉県さいたま市緑区原山4-3-3 平成30年7月9日から令和3年5月26日 9,272

00230 株式会社長崎屋　長崎屋岸和田店 大阪府岸和田市春木若松町21-1 令和2年2月17日から令和2年2月20日 15

00231 株式会社長崎屋　長崎屋八戸店 青森県八戸市江陽2-14-1 平成30年8月19日から令和2年2月11日 35

00235 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ宇都宮店 栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12 平成30年7月3日から令和2年2月17日 140

00236 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ苫小牧店 北海道苫小牧市木場町1-6-1 平成30年7月6日から令和2年2月14日 45

00237 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ桐生店 群馬県桐生市永楽町5-10 平成30年7月6日から令和2年6月9日 124

00328 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ新川店 北海道札幌市北区新川2条7-3-20 令和2年2月15日から令和3年5月26日 779

00385 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ綾瀬店 神奈川県綾瀬市大上2-1-1 平成30年10月1日から令和2年7月31日 1,193

00428 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ八千代16号バイパス店 千葉県八千代市村上1245 平成30年8月7日から令和2年9月24日 544

00451 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ豊橋店 愛知県豊橋市藤沢町141 平成30年7月7日から令和元年5月9日 179

00466 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ姫路広畑店 兵庫県姫路市広畑区夢前町1-1-1 令和元年5月29日から令和2年6月30日 158

00499 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ伊勢上地店 三重県伊勢市上地町3118-1 令和2年2月17日から令和2年7月3日 158

00573 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ福重店  福岡県福岡市西区拾六町1-7-1 令和2年3月15日から令和2年12月23日 359

商品名 ： 北海道産牛肉コロッケ

店番 店舗名(対象店舗：35店舗) 店 舗 住 所



別　紙　２

販　売　期　間
店舗別販売数量

及び合計(1行目)   単位：パック

平成30年6月17日から令和3年6月6日 34,963

00125 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ仙台台原店 宮城県仙台市青葉区台原1-7-40 令和2年4月7日から令和3年6月6日 5,630

00170 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ四街道店 千葉県四街道市めいわ2-1-1 令和2年4月9日から令和2年11月21日 1,878

00172 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ三郷店 埼玉県三郷市さつき平1-1-1 平成30年6月17日から令和3年6月6日 8,780

00173 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ北鴻巣店 埼玉県鴻巣市箕田3111-1 令和2年11月4日から令和2年11月24日 171

00192 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ上水戸店 茨城県水戸市上水戸2-9-10 平成30年7月3日から令和3年6月6日 12,149

00193 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテラパークいわき店 福島県いわき市中央台飯野4-1 平成30年7月18日から平成30年8月6日 86

00197 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ秋田店 秋田県秋田市旭北錦町4-58 令和2年7月20日から令和3年2月23日 1,597

00200 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテラパーク金沢店 石川県金沢市西泉4-11 平成30年7月17日から令和3年6月2日 2,109

00209 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ本八幡店 千葉県市川市南八幡4-9-1 平成30年7月10日から平成30年12月22日 54

00211 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ勝田店 茨城県ひたちなか市石川町1-1 平成30年6月30日から平成30年6月30日 21

00214 株式会社長崎屋　ドン・キホーテ二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 平成31年4月23日から令和元年5月7日 25

00215 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ蓮田店 埼玉県蓮田市東4-5-13 平成30年7月10日から令和2年1月28日 6

00227 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ浦和原山店 埼玉県さいたま市緑区原山4-3-3 平成30年7月31日から令和元年8月23日 173

00231 株式会社長崎屋　長崎屋八戸店 青森県八戸市江陽2-14-1 令和3年6月1日から令和3年6月6日 107

00235 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ宇都宮店 栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12 平成30年7月10日から令和3年6月6日 750

00237 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ桐生店 群馬県桐生市永楽町5-10 平成30年8月24日から令和2年6月21日 802

00385 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ綾瀬店 神奈川県綾瀬市大上2-1-1 平成30年9月30日から平成30年12月19日 26

00451 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ豊橋店 愛知県豊橋市藤沢町141 平成30年7月10日から令和2年12月9日 254

00499 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ伊勢上地店 三重県伊勢市上地町3118-1 平成30年11月16日から平成31年3月22日 345

商品名 ： さくっと!旨じゃがコロッケ（かぼちゃ）

店番 店舗名(対象店舗：19店舗) 店 舗 住 所



別　紙　３

販　売　期　間
店舗別販売数量

及び合計(1行目)   単位：パック

平成30年6月28日から令和3年6月30日 39,901

00125 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ仙台台原店 宮城県仙台市青葉区台原1-7-40 令和2年4月7日から令和3年6月30日 4,737

00172 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ三郷店 埼玉県三郷市さつき平1-1-1 平成30年6月29日から令和3年6月30日 21,081

00173 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ北鴻巣店 埼玉県鴻巣市箕田3111-1 令和2年11月4日から令和3年6月30日 2,937

00176 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ柏崎店 新潟県柏崎市東長浜町4-15 令和2年5月15日から令和3年6月29日 1,151

00192 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ上水戸店 茨城県水戸市上水戸2-9-10 平成30年6月30日から平成30年8月13日 293

00197 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ秋田店 秋田県秋田市旭北錦町4-58 令和2年7月28日から令和3年4月24日 2,037

00200 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテラパーク金沢店 石川県金沢市西泉4-11 令和2年9月15日から令和3年6月30日 2,860

00209 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ本八幡店 千葉県市川市南八幡4-9-1 平成30年7月2日から平成30年7月30日 59

00211 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ勝田店 茨城県ひたちなか市石川町1-1 平成30年6月28日 19

00214 株式会社長崎屋　ドン・キホーテ二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 平成31年4月23日から令和3年3月16日 1,087

00215 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ蓮田店 埼玉県蓮田市東4-5-13 平成30年7月10日から令和2年3月17日 135

00227 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ浦和原山店 埼玉県さいたま市緑区原山4-3-3 平成30年8月26日から平成31年3月31日 3

00231 株式会社長崎屋　長崎屋八戸店 青森県八戸市江陽2-14-1 令和3年6月1日から令和3年6月30日 548

00235 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ宇都宮店 栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12 令和2年6月16日から令和3年6月30日 876

00237 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ桐生店 群馬県桐生市永楽町5-10 令和2年2月29日から令和2年7月18日 386

00428 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ八千代16号バイパス店 千葉県八千代市村上1245 平成30年7月3日から令和2年6月2日 920

00451 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ豊橋店 愛知県豊橋市藤沢町141 平成30年7月10日から令和2年12月21日 365

00466 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ姫路広畑店 兵庫県姫路市広畑区夢前町1-1-1 令和元年6月7日から令和2年12月15日 38

00499 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ伊勢上地店 三重県伊勢市上地町3118-1 平成30年7月16日から令和元年8月4日 369

商品名 ： さくっと!旨じゃがコロッケ（牛肉）

店番 店舗名(対象店舗：19店舗) 店 舗 住 所



別　紙　４

販　売　期　間
店舗別販売数量

及び合計(1行目)   単位：パック

平成30年6月28日から令和3年6月30日 16,058

00125 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ仙台台原店 宮城県仙台市青葉区台原1-7-40 令和2年8月4日から令和3年5月25日 439

00172 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ三郷店 埼玉県三郷市さつき平1-1-1 平成30年6月29日から令和3年6月30日 9,952

00173 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ北鴻巣店 埼玉県鴻巣市箕田3111-1 令和2年11月4日から令和3年6月30日 1,382

00176 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ柏崎店 新潟県柏崎市東長浜町4-15 令和2年5月15日から令和3年6月29日 1,137

00192 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ上水戸店 茨城県水戸市上水戸2-9-10 平成30年7月2日から平成30年8月13日 236

00200 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテラパーク金沢店 石川県金沢市西泉4-11 平成30年7月9日から令和2年11月4日 239

00209 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ本八幡店 千葉県市川市南八幡4-9-1 平成30年7月2日から平成30年8月6日 33

00211 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ勝田店 茨城県ひたちなか市石川町1-1 平成30年6月28日から平成30年6月29日 32

00214 株式会社長崎屋　ドン・キホーテ二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 平成31年4月23日から令和元年5月7日 16

00215 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ蓮田店 埼玉県蓮田市東4-5-13 平成30年7月10日から令和2年1月28日 8

00227 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ浦和原山店 埼玉県さいたま市緑区原山4-3-3 平成30年8月26日から令和元年8月21日 147

00231 株式会社長崎屋　長崎屋八戸店 青森県八戸市江陽2-14-1 令和3年6月1日から令和3年6月30日 354

00428 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ八千代16号バイパス店 千葉県八千代市村上1245 平成30年7月3日から令和元年6月23日 1,418

00451 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ豊橋店 愛知県豊橋市藤沢町141 平成30年7月10日から令和2年12月7日 223

00466 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ姫路広畑店 兵庫県姫路市広畑区夢前町1-1-1 令和元年6月21日から令和2年2月18日 35

00499 株式会社長崎屋　MEGAドン・キホーテ伊勢上地店 三重県伊勢市上地町3118-1 平成30年11月24日から令和元年8月18日 407

商品名 ： さくっと!旨じゃがコロッケ（野菜）

店番 店舗名(対象店舗：16店舗) 店 舗 住 所


