
2022年 9月 28日 

お客様各位 

株式会社ドン・キホーテ 

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 7月 4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   

 

1. 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 

 

 

2. 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6日から令和3年5月26日 20,662

00146 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ太田店 群馬県太田市飯田町1404-1 平成30年7月6日から令和2年2月19日 253

00163 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ名古屋本店 愛知県名古屋市北区玄馬町234-1 平成30年9月2日から平成31年2月2日 124

00261 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ草加店 埼玉県草加市栄町2-8-33 令和2年11月28日から令和3年3月14日 534

00313 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ西条玉津店 愛媛県西条市玉津564-1 平成30年9月1日から令和2年3月11日 76

00350 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ深江橋店 大阪府大阪市東成区深江北1-13-10 平成30年8月25日から令和2年2月29日 123

00356 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ新世界店 大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-36 平成30年8月21日から令和2年4月28日 114

00360 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ松原店 大阪府松原市丹南3-2-10 平成30年8月22日から令和2年2月28日 629

00372 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ箕面店 大阪府箕面市牧落4-1-30 平成30年8月21日から令和2年3月15日 190

00386 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ仙台富谷店 宮城県富谷市富ケ丘1-27-1 令和2年2月27日から令和2年3月1日 15

00407 株式会社ダイシン百貨店　MEGAドン・キホーテ大森山王店 東京都大田区山王3-6-3 平成30年7月11日から令和3年5月26日 18,363

00417 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ東海名和店 愛知県東海市名和町日向根100 平成30年8月8日から平成30年8月12日 125

00547 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ篠路店 北海道札幌市北区太平１２条1-1-1 令和2年6月7日から令和2年7月4日 84

00576 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ徳島店 徳島県徳島市応神町古川字戎子野48-1 令和2年3月30日から令和2年6月2日 32

店番 店舗名(対象店舗：13店舗) 店 舗 住 所

商品名 ： 北海道産牛肉コロッケ



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7月5日から令和3年6月6日 12,308

00048 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテかわさき店 神奈川県川崎市幸区神明町1-44-1 令和2年7月1日から令和3年4月30日 3,329

00146 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ太田店 群馬県太田市飯田町1404-1 平成30年7月10日から令和3年3月27日 855

00163 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ名古屋本店 愛知県名古屋市北区玄馬町234-1 平成31年4月3日から令和元年10月1日 65

00166 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ厚木店 神奈川県厚木市妻田南2-8-5 令和2年9月9日から令和3年6月6日 340

00261 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ草加店 埼玉県草加市栄町2-8-33 令和2年5月16日から令和3年3月28日 530

00283 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ豊田本店 愛知県豊田市広路町3-18 平成31年1月21日から令和3年6月4日 2,222

00302 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ宜野湾店 沖縄県宜野湾市大山7-7-12 令和3年2月13日から令和3年6月6日 368

00322 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテうるま店 沖縄県うるま市塩屋浜原502-1 令和3年2月13日から令和3年6月6日 184

00343 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ後楽園店 東京都文京区本郷1-33-9 令和2年5月10日から令和3年3月8日 78

00344 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ新横浜店 神奈川県横浜市港北区大豆戸町529-5 令和2年6月6日から令和2年6月11日 52

00358 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ浜松三方原店 静岡県浜松市東区半田山5-36-1 平成30年7月5日から平成30年7月12日 21

00386 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ仙台富谷店 宮城県富谷市富ケ丘1-27-1 令和2年4月10日から令和3年6月4日 1,429

00391 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ青葉台店 神奈川県横浜市青葉区しらとり台11−25 令和2年10月20日から令和2年11月3日 160

00417 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ東海名和店 愛知県東海市名和町日向根100 平成30年8月16日から令和2年11月19日 361

00420 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ宮古島店 沖縄県宮古島市平良字西里1283 令和2年12月4日から令和3年3月19日 26

00430 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ金沢鞍月店 石川県金沢市無量寺4-121-1 令和2年4月6日から令和3年6月1日 1,084

00431 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ環七梅島店 東京都足立区中央本町5-5-14 令和2年8月29日から令和2年9月30日 40

00442 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ渋谷本店 東京都渋谷区宇田川町28-6 平成30年11月16日から平成31年1月25日 29

00450 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ名護店 沖縄県名護市大北5-24-11 令和3年2月14日から令和3年6月6日 362

00458 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ世田谷若林店 東京都世田谷区若林3-1-18 平成30年9月5日から平成30年9月17日 62

00488 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ鶴見中央店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-13-1 令和2年5月29日 19

00507 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ石垣島店 沖縄県石垣市字大浜高田原462-1 令和3年2月15日から令和3年6月3日 305

00598 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ那覇壺川店 沖縄県那覇市壺川3-2-1 令和3年2月14日から令和3年6月6日 387

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：23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7月4日から令和3年6月30日 98,962

00048 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテかわさき店 神奈川県川崎市幸区神明町1-44-1 令和2年5月15日から令和3年6月30日 10,844

00146 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ太田店 群馬県太田市飯田町1404-1 平成30年7月4日から令和3年6月30日 3,118

00155 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ春日部店 埼玉県春日部市南中曽根895-1 令和3年6月12日から令和3年6月20日 183

00166 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ厚木店 神奈川県厚木市妻田南2-8-5 令和2年9月8日から令和3年6月30日 2,270

00261 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ草加店 埼玉県草加市栄町2-8-33 令和2年5月16日から令和3年6月30日 1,882

00283 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ豊田本店 愛知県豊田市広路町3-18 平成31年1月21日から令和3年6月25日 2,720

00302 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ宜野湾店 沖縄県宜野湾市大山7-7-12 令和3年2月17日から令和3年6月30日 444

00322 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテうるま店 沖縄県うるま市塩屋浜原502-1 令和3年2月13日から令和3年6月30日 269

00343 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ後楽園店 東京都文京区本郷1-33-9 令和2年9月19日から令和3年6月30日 2,689

00344 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ新横浜店 神奈川県横浜市港北区大豆戸町529-5 令和2年6月6日から令和2年6月11日 69

00358 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ浜松三方原店 静岡県浜松市東区半田山5-36-1 平成30年7月5日から平成30年7月12日 28

00368 株式会社ドン・キホーテ　プラチナドン・キホーテ白金台店 東京都港区白金台3-15-5 令和2年5月9日から令和3年6月30日 5,560

00386 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ仙台富谷店 宮城県富谷市富ケ丘1-27-1 令和2年4月10日から令和3年6月25日 2,278

00387 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ山崎店 静岡県静岡市葵区山崎1丁目27-1 令和2年12月4日から令和3年6月30日 2,334

00391 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ青葉台店 神奈川県横浜市青葉区しらとり台11−25 令和2年5月16日から令和3年6月30日 7,454

00407 株式会社ダイシン百貨店　MEGAドン・キホーテ大森山王店 東京都大田区山王3丁目6-3 平成30年8月7日から令和3年6月30日 17,999

00417 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ東海名和店 愛知県東海市名和町日向根100 令和元年6月1日から令和2年10月14日 671

00420 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ宮古島店 沖縄県宮古島市平良字西里1283 令和3年2月14日から令和3年6月30日 659

00430 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ金沢鞍月店 石川県金沢市無量寺4-121-1 令和2年4月5日から令和3年6月26日 2,373

00431 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ環七梅島店 東京都足立区中央本町5-5-14 令和2年6月3日から令和3年6月30日 10,329

00444 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ東名川崎店 神奈川県川崎市宮前区馬絹2丁目1番1号 令和2年5月10日から令和2年5月12日 37

00450 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ名護店 沖縄県名護市大北5-24-11 令和3年2月14日から令和3年6月30日 521

00488 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ鶴見中央店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-13-1 令和2年5月13日から令和3年6月30日 11,200

00507 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ石垣島店 沖縄県石垣市字大浜高田原462-1 令和3年2月21日から令和3年6月28日 72

00513 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ港山下総本店 神奈川県横浜市中区新山下1-2-8 令和3年3月12日から令和3年6月30日 10,904

00598 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ那覇壺川店 沖縄県那覇市壺川3-2-1 令和3年2月14日から令和3年6月30日 512

00621 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ豊見城店 沖縄県豊見城市字翁長854-1 令和3年4月27日から令和3年6月30日 1,543

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：27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7月4日から令和3年6月29日 10,182

00146 株式会社ドン・キホーテ　ドン・キホーテ太田店 群馬県太田市飯田町1404-1 平成30年7月4日から令和3年3月29日 2,298

00166 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ厚木店 神奈川県厚木市妻田南2-8-5 令和2年9月14日から令和3年6月29日 381

00261 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ草加店 埼玉県草加市栄町2-8-33 令和3年3月8日から令和3年6月24日 270

00283 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ豊田本店 愛知県豊田市広路町3-18 平成31年1月21日から令和元年10月19日 633

00358 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ浜松三方原店 静岡県浜松市東区半田山5-36-1 平成30年7月5日から平成30年7月11日 21

00386 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ仙台富谷店 宮城県富谷市富ケ丘1-27-1 令和2年4月10日から令和2年10月2日 351

00391 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ青葉台店 神奈川県横浜市青葉区しらとり台11−25 令和2年5月16日から令和2年5月24日 91

00407 株式会社ダイシン百貨店　MEGAドン・キホーテ大森山王店 東京都大田区山王3-6-3 平成30年8月2日から令和2年6月15日 6,059

00417 株式会社ドン・キホーテ　MEGAドン・キホーテ東海名和店 愛知県東海市名和町日向根100 平成31年1月30日から令和2年11月19日 78

さくっと!旨じゃがコロッケ（野菜）

店番 店舗名(対象店舗：9店舗) 店 舗 住 所


