
2016 年 7 月 27 日 

 

お詫びとお知らせ 

 

ＩＨミートソリューション株式会社 

東京都目黒区三田 1丁目 6番 21 号 

 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 この度、弊社が加工し、イオン北海道株式会社・マックスバリュ北海道株式会社店舗にて販売してお

ります下記の商品において、計量確認の不備により量目不足の商品が出荷されたことが判明いたしまし

た。健康への影響はございませんが、下記対象商品を購入されたお客様には不足重量の差額分をご返金

させていただきます。 

つきましては、お手元に対象商品のラベルもしくは対象商品のレシートがございましたら、誠にお手

数ではございますが、ご購入店舗にて重量差額分のご返金をさせていただきます。又は対象商品のラベ

ルもしくは対象商品のレシートを下記の送付先まで料金着払いでお送り頂ければ、重量差額分をご返金

させていただきます。 

この度は、お客様には多大なご迷惑をおかけ致しまして、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し

上げます。 

今後はより一層管理体制を強化し再発防止に努める所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜

りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．対象商品 

・商品名について 

『国産豚肉ミンチ（解凍）』  

① JAN コード  上 7 桁 0455912   

② JAN コード  上 7 桁 0455913 

③ JAN コード  上 7 桁 0455914 

④ JAN コード  上 7 桁 0489347 

⑤ JAN コード  上 7 桁 0489348 

⑥ JAN コード  上 7 桁 0466926 

⑦ JAN コード  上 7 桁 0466927 

⑧ JAN コード  上 7 桁 0466928 

※ 基準量目に違いがあるため複数の JAN コードがあります。 

・レシート販売期間について 

  2016 年 5 月 18 日 ～ 2016 年 7 月 23 日 

・消費期限について 

   16.5.20 から 16.7.25 の商品 

 

２．加工者 

 ＩＨミートソリューション株式会社 札幌パックセンター 

    北海道札幌市白石区本通 21 丁目北 2-1 

 

 ３．販売店舗 

 次項の「販売店舗について」を参照ください。 

 

 



４．量目不足の内容 

 1 パック当たり 4～6g 不足しております。 

 

 ５．返金額 

   1 パックにつき一律 10 円のご返金とさせていただきます。 

  ※最大量目不足分 6ｇに対し、100ｇ当りの単価を乗じた金額を切り上げた額といたします。 

 

６．送付先 

    〒003-0027 

    北海道札幌市白石区本通 21 丁目北 2-1 

    ＩＨミートソリューション株式会社 札幌パックセンター 

  電話番号 011-864-1556 

※ 到着後、２週間以内に差額代金を間違いなくお送りする為、必ず郵便番号、ご住所、お名前、

お電話番号をお書き添え頂きます様お願い申し上げます。 

   

７．お問合せ先 

    伊藤ハム株式会社 お客様相談室 

フリーダイヤル 0120-01-1186（受付時間 日曜除く午前 9時から午後 5時） 

※本件にてご連絡いただきましたお客様の個人情報は、本件以外の目的には一切使用いたしません。 

 

 ８.商品形態（例） 

 

 

※販売店舗について 

  イオン北海道株式会社 

 イオン札幌桑園店         〒060-0080 札幌市中央区北 8条西 14 丁目 28 番地 

 イオンスーパーセンター三笠店   〒068-2165 三笠市岡山 1059 番地の 1 

イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 〒061-3230 石狩市緑苑台中央 1丁目 2番 

イオンスーパーセンター手稲山口店  〒006-0861 札幌市手稲区明日風 6丁目 1番 1号 

イオン旭川西店          〒070-0823 旭川市みどり町 23 丁目 2161-3 

イオン札幌元町店         〒065-0031 札幌市東区北 31 丁目東 15 丁目 1番 1号 

イオン札幌苗穂店         〒007-0802 札幌市東区東苗穂 2条 3丁目 1-1 



イオン釧路昭和店         〒084-0910 釧路市昭和中央 4-18-1 

イオン札幌平岡店         〒004-0873 札幌市清田区平岡 3条 5-3-1 

イオン札幌発寒店         〒063-8585 札幌市西区発寒 8条 12 丁目 1番地 

イオン苫小牧店          〒053-0053 苫小牧市柳町 3丁目 1番 20 号 

イオン札幌西岡店         〒062-0033 札幌市豊平区西岡 3条 3丁目 4番 1号 

イオン室蘭店           〒050-0083 室蘭市東町 2丁目 4番 32 号 

イオン登別店           〒059-0026 登別市若山町 4丁目 33-1 

イオン静内店           〒056-0026 日高郡新ひだか町静内末広町 2丁目 2番 1号 

イオン紋別店           〒094-8645 紋別市花園町 3丁目 4番 39 号 

イオン伊達店           〒052-0021 伊達市末広町 8番地 1 

イオン永山店           〒079-8413 旭川市永山 3条 12 丁目 2番 11 号 

イオン余市店           〒046-0003 余市郡余市町黒川長 12 丁目 62 番 1 号 

イオン釧路店           〒088-0621 釧路郡釧路町桂木 1丁目 1番地 7 

イオン江別店           〒069-0812 江別市幸町 35 番地 

イオン札幌藻岩店         〒005-0802 札幌市南区川沿 2条 2丁目 1番 1 

イオン帯広店           〒080-8531 帯広市西 4丁目南 20 丁目 1番地 

イオン千歳店           〒066-8557 千歳市栄町 6丁目 51 番地 

イオン小樽店           〒047-0008 小樽市築港 11 番 6 号 

イオン北見店           〒090-0052 北見北進町 1丁目 1番 1号 

イオン岩見沢店          〒068-0854 岩見沢市大和 4条 8丁目 1番地 

イオン旭川駅前店         〒070-0030 旭川市宮下通り 7丁目 2番 5号 

イオン名寄店           〒096-0071 名寄市字徳田 80 番地 1 

イオン根室店           〒087-0041 根室市常磐町 3丁目 9番地 

イオン厚岸店           〒088-1128 厚岸郡厚岸町港町 1丁目 39 番地 

イオン春光店           〒070-8639 旭川市春光町 10 番地 

 まいばすけっと北1条東 1丁目店  〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東 1丁目 6番地 3 

まいばすけっと北 2条東 7丁目店  〒060-0032 北海道札幌市中央区北 2条東 7丁目 82 番地 1 

まいばすけっと北 5条西 10 丁目店  〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 10 丁目 5番地 1 

まいばすけっと北 5条西 22 丁目店  〒060-0005  北海道札幌市中央区北 5条西 22 丁目 2番 1号 

まいばすけっと北7条西17丁目店  〒060-0007  北海道札幌市中央区北7条西17丁目 7-34 

まいばすけっと南 1条西 10 丁目店  〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1条西 10 丁目 1番 1号  

まいばすけっと南 4条東 4丁目店   〒060-0054 北海道札幌市中央区南 4条東 4丁目 1-36 

まいばすけっと南 5条西 10 丁目店  〒064-0805 北海道札幌市中央区南 5条西 10 丁目 

まいばすけっと南 7条西 15 丁目店  〒064-0807 北海道札幌市中央区南 7条西 15 丁目 2番 3号 

まいばすけっと南 8条西 4丁目店   〒064-0808 北海道札幌市中央区南 8条西 4丁目 288 番地 1 

まいばすけっと南 17 条西 12 丁目店 〒064-0917 北海道札幌市中央区南 17 条西 12 丁目 1番 28 号 

まいばすけっと宮の森 2条店      〒064-0952 北海道札幌市中央区宮の森 2条 5丁目 2番 8号 

まいばすけっと北 19 条西 4丁目店  〒001-0019 北海道札幌市北区北 19 条西 4丁目 2番 20 号 

まいばすけっと北 21 条西 4丁目店  〒001-0021 北海道札幌市北区北 21 条西 4丁目 2番 25 号 

まいばすけっと北 23条西 3丁目店  〒001-0023 北海道札幌市北区北 23条西 3丁目 1番 1号 

まいばすけっと北 23 条西 5丁目店  〒001-0023 北海道札幌市北区北 23 条西 5丁目 1番 35 号 

まいばすけっと北 30 条西 5丁目店  〒001-0030 北海道札幌市北区北 30 条西 5丁目 1番 1 

まいばすけっと新琴似 6条 1丁目店 〒001-0906 北海道札幌市北区新琴似 6条 1丁目 1番 20 

まいばすけっと北 11条東 8丁目店  〒065-0011 北海道札幌市東区北 11条東 8丁目 1番 3号 

まいばすけっと北 14 条東 14 丁目店 〒065-0014 北海道札幌市東区北 14 条東 14 丁目 2-1 

まいばすけっと北 14 条東 15 丁目店 〒065-0014 北海道札幌市東区北 14 条東 15 丁目 3番 5号 

まいばすけっと北 22 条東 15 丁目店 〒065-0022 北海道札幌市東区北 22 条東 15 丁目 4-20 

まいばすけっと北 23 条東 1丁目店  〒065-0022 北海道札幌市東区北 23 条東 1丁目 8番 13 号 



まいばすけっと北 25 条東 16 丁目店 〒065-0025 北海道札幌市東区北 25 条東 16 丁目 1番 3号 

まいばすけっと二十四軒 1条 5丁目店〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒 1条 5丁目 5番 1号 

まいばすけっと二十四軒 3条 4丁目店〒063-0803 北海道札幌市西区二十四軒 3条 4丁目 6番 7号 

まいばすけっと八軒 1条西 1丁目店 〒063-0841 北海道札幌市西区八軒 1条西 1丁目 6番 15 号 

まいばすけっと八軒 3条東 4丁目店 〒063-0863 北海道札幌市西区八軒 3条東 4丁目 1番 18 号 

まいばすけっと旭町 3丁目店       〒062-0911 北海道札幌市豊平区旭町 3丁目 2番 1号 

まいばすけっと月寒中央通 4丁目店 〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通 4丁目 4番 30 号 

まいばすけっと月寒東 5条 16 丁目店 〒062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東 5条 16 丁目 14 番 14 号 

まいばすけっと南郷通 7丁目北店   〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通 7丁目北 5番 29 号 

まいばすけっと厚別中央 2条 4丁目店〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央 2条 4丁目 9番 15 号 

 

マックスバリュ北海道株式会社 

フードセンター円山店      〒064－0820 札幌市中央区大通西 23 丁目１－３  

マックスバリュ南 15 条店     〒064－0915 札幌市中央区南 15 条西 14 丁目１－２２ 

マックスバリュ北 32 条店     〒001－0032 札幌市北区北 32 条西 13 丁目１－１ 

マックスバリュ北店       〒001－0025 札幌市北区北 25 条西 4丁目 2－5 

マックスバリュ新琴似店     〒001－0910 札幌市北区新琴似１０条 2 丁目１ 

マックスバリュマルヤマクラス店 〒064－0801 札幌市中央区南 1条西 27－1－1 

ジョイ稲穂店          〒006－0032 札幌市手稲区稲穂 2 条 6－270－1 

ザ・ビッグエクスプレス前田店  〒006－0818 札幌市手稲区前田 8 条１０丁目６－２５ 

マックスバリュエクスプレス 

発寒南駅前店          〒063－0061 札幌西区西町北８丁目５－１９ 

マックスバリュ琴似３条店    〒063－0813 札幌市西区琴似３条７丁目５－１６ 

マックスバリュ八軒５条店    〒063－0845 札幌市西区八軒５条西４丁目３－１ 

マックスバリュ八軒店      〒063－0844 札幌市西区八軒４条西１丁目１－１ 

マックスバリュ琴似店      〒063－0812 札幌市西区琴似２条４丁目 1－8 

ザ・ビッグエクスプレス栄町店  〒007－0841 札幌市東区北４１条東１７丁目 4－1 

ザ・ビッグエクスプレスモエレ店 〒007－0813 札幌市東区東苗穂１３条２丁目 12－1 

プライスマート苗穂店      〒065－0042 札幌市東区本町２条６丁目６－５０ 

マックスバリュ光星店      〒065－0013 札幌市東区北１３条東７丁目２ 

マックスバリュエクスプレス新道店〒007－0834 札幌市東区北３４条東１６丁目１－３０  

マックスバリュ元町店      〒065－0017 札幌市東区北１７条東 16 丁目 1－10 

ザ・ビッグ東雁来店       〒007－0030 札幌市東区東雁来１０条３丁目１番６号 

マックスバリュ北２６条店    〒065－0842 札幌市東区北２６条東１５丁目１－２０ 

ザ・ビッグ石山店        〒005－0842 札幌市南区石山２条９丁目７－５８ 

マックスバリュ澄川店      〒005－0004 札幌市南区澄川４条２丁目２－６ 

ザ・ビッグエクスプレス平岸店  〒062－0932 札幌市豊平区平岸２条２丁目３－２８ 

ジョイ東月寒店         〒062－0052 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７－４０ 

ザ・ビッグ西岡店        〒062－0033 札幌豊平区西岡３条７丁目２２０ 

ザ・ビッグ豊平店        〒062－0904 札幌市豊平区豊平 4 条９丁目３－１ 

フードセンター月寒中央店    〒062－0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目６－２０ 

マックスバリュエクスプレス 

中の島店            〒062－0921 札幌市豊平区中の島 1条 1 丁目７－１４ 

マックスバリュ平岸店      〒062－0933 札幌市豊平区平岸 3 条 13 丁目６－１ 

マックスバリュ東札幌店     〒003－0004 札幌市白石区東札幌 4条 1 丁目１－１ 

マックスバリュ厚別店      〒004－0022 札幌厚別区厚別南 5 丁目２２－５０ 

マックスバリュ厚別東店     〒004－0001 札幌市厚別区厚別東 1条 1 丁目―３－１ 

ザ・ビッグエクスプレス白石中央店〒003－0027 札幌白石区本通 2丁目北８－４５ 



フードセンター白石店      〒003－0003 札幌市白石区東札幌 3条 6 丁目１－２ 

マックスバリュ菊水店      〒003－0802 札幌市白石区菊水 2 条 2丁目１－１１ 

マックスバリュ北野店      〒004－0867 札幌市清田区北野 7 条 3丁目７－１５ 

フードセンター森林公園店    〒004―0072 札幌市厚別区厚別北 2条 5－1－1 

マックスバリュ北郷店      〒003－0832 札幌市白石区北郷 2 条 7丁目６－２５ 

マックスバリュ上江別店      〒067-0064 江別市上江別 442 番地 16 号 
ザ・ビッグ江別店         〒069-0813 江別市野幌町 10-1 
マックスバリュ恵庭店       〒061-1432 恵庭市恵央町 11-1 
ジョイセリオおおまがり店     〒061-1272 北広島市大曲末広 1 丁目 2-1 
マックスバリュ北広島店      〒061-1131 北広島市美沢 4 丁目 1-2 
マックスバリュ留萌店       〒077-0014 留萌市南町 4 丁目 73-1 
マックスバリュ名寄店       〒096-0071 名寄市徳田 88-6 
ザ・ビッグ士別店         〒095-0019 士別市大通東 18 丁目 465-38 
ザ･ビッグ宮前通店         〒078-8391 旭川市宮前 1 条 3 丁目 2 番 5 号 
ジョイ芦別店           〒075-0004 芦別市北 4 条西 1 丁目 3 番地 
マックスバリュ赤平店       〒079-1143 赤平市字赤平 563-1 
ザ・ビッグ岩見沢店        〒068-0002 岩見沢市 2 条東 12 丁目 3-1 
ジョイ朝日町店          〒073-0018 滝川市朝日町西 3 丁目 1-27 
マックスバリュ滝川本町店     〒073-0021 滝川市本町 4 丁目 5-4 
マックスバリュ滝川店       〒073-0013 滝川市南滝の川 115-4 
マックスバリュ栗山店       〒069-1513 夕張郡栗山町朝日 4 丁目 31-1 
マックスバリュ深川店       〒074-0005 深川市 5 条 20-1 
マックスバリュ石川店       〒041-0802 函館市石川町 226-6 
マックスバリュ堀川店       〒040-0025 函館市堀川町 4-5 
マックスバリュ倶知安店      〒044-0045 虻田郡倶知安町南 11 条西１丁目 30 
フードセンター小樽店       〒047-0032 小樽市稲穂 5 丁目 10-1 
マックスバリュ共和店       〒045-0031 岩内郡共和町梨野舞納 33-3 
マックスバリュ手宮店       〒047-0041 小樽市手宮 1 丁目 2-1 
マックスバリュ柏木店       〒042-0942 函館市柏木町 11-1 
マックスバリュ八雲店       〒049-3105 二海郡八雲町東雲町 20-5 
マックスバリュ弁天店       〒040-0051 函館市弁天町 11-16 
マックスバリュ万代店       〒040-0075 函館市万代町 1-16 
マックスバリュ登別店       〒059-0028 登別市富岸町 1 丁目 1 
マックスバリュ静内店       〒056-0025 日高郡 新ひだか町 静内木場町 1 丁目 1-69 
マックスバリュ室蘭東店      〒050-0083 室蘭市東町 1 丁目 12-17 
マックスバリュ有珠川店      〒053-0842 苫小牧市有珠の沢町 4-20-37 
マックスバリュ支笏湖通り店    〒053-0005 苫小牧市元中野町 2-8-10 
マックスバリュ新花園店      〒053-0853 苫小牧市花園町 1-6-20 
マックスバリュ澄川町店      〒059-1271 苫小牧市澄川町 3-1-1 
マックスバリュ弥生店       〒053-0802 苫小牧市弥生町 1 丁目 9 番 1 号 
マックスバリュ沼ノ端店      〒059-1304 苫小牧市北栄町 3 丁目 1 番 8 号 
マックスバリュ富川店       〒055-0006 沙流郡日高町富川南 2 丁目 2-5  
いちまるフードプライス店     〒080-0805 帯広市東 5 条南 3 丁目 12-1 
キャロットいちまる        〒080-0022 帯広市西 12 条南 14 丁目 2-9 
いちまる西帯店          〒080-2474 帯広市西 24 条南 2 丁目 1-4 
わかばいちまる          〒080-0026 帯広市西 16 条南 6 丁目 1－1 
アイモールいちまる        〒080-0028 帯広市西 18 条南 3 丁目 27-31 
パークいちまる          〒080-0020 帯広市西 10 条南 27 丁目 8 



セイリョーいちまる        〒080-0028 帯広市西 18 条南 2 丁目 5-17 
ルーキーいちまる         〒080-0111 河東郡音更町木野大通東 10 丁目 2 
リバティーいちまる        〒080-2469 帯広市西 19 条南 4 丁目 25-1 
マックスバリュ稲田店       〒080-0015 帯広市西 5 条南 35 丁目 2-26 
イーストモールいちまる      〒080-0804 帯広市東 4 条南 16 丁目 6 
プラザ。いちまる清水店      〒089-0103 上川郡清水町字清水第 1 線 50-32 
マックスバリュ中札内店      〒089-1330 河西郡中札内村大通南 6 丁目 3-1-8 
プラザ。いちまる池田店      〒083-0033 中川郡池田町字利別南町 17-23 
ザ・ビッグ文苑店         〒085-0063 釧路市文苑 2 丁目 48-11 フレスポ釧路文苑 

ショッピングセンター内 
ザ・ビッグ川北店         〒085-0003 釧路市川北町 1-3 
ザ・ビッグ鳥取大通店       〒084-0906 釧路市鳥取大通 9 丁目 9 番 29 号 
ザ・ビッグ春採店          〒085-0813 釧路市春採 7 丁目 1-48 

(春採ショッピングセンター内)  

  
 

 

 

以上 


