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　　　　 食材・商品の賞味期限に関する全直営店の自主調査について 

　ファミリーレストラン「ジョイフル」の店舗を展開しております株式会社ジョイフルでは、この度
食材・商品の賞味期限に関して全直営店６６１店で自主調査を実施いたしました。
　その結果、直営店６６１店のうち７５店で、賞味期限を越えた食材・商品が在庫として見つかり、
当該食材・商品を販売した可能性があることが判明いたしました。
　賞味期限を越えて販売した可能性のある食材・商品については、すべて社内の品質基準に照らして
異常が認められませんでしたので、人体への悪影響はないと考えられます。また、現在のところ本件に
関しましてお客様からの体調不良等のお申し出はございません。
　今回の調査は「食の安全性」への社会的要請が高まる中、当社が自主的に全直営店に行ったもので
ございますが、今後は店舗での食材・商品の賞味期限管理の作業ルール等の見直しにより、管理体制
の更なる強化に努め、再発防止を図ってまいります。
　当社では、お客様に食品を提供する企業として、今回の事態の重要性を厳粛に受け止め、お客様を
はじめ関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
　なお、今回は自主調査のご報告を迅速に行うことが最優先と考え、自主調査対象を当社の直営全店
といたしました。フランチャイズ店(全４２店)につきましては、今後速やかに自主調査を実施し、当社
と同様の事態が判明しましたら、別途お知らせいたします。
　調査の概要および結果は以下のとおりです。

記
１、調査概要

実施日程 ：平成１９年２月６日（火曜）～２月２０日（火曜）

調査店舗 ：「ファミリーレストランジョイフル」業態　全直営店６６１店

　展開都府県
　　宮城15, 茨城4, 栃木2, 群馬8, 埼玉6, 千葉4, 東京3, 富山7, 石川8, 福井1, 

　　岐阜8, 静岡5, 愛知23, 三重4, 滋賀6, 京都9, 大阪4, 兵庫20, 奈良5, 

　　和歌山5, 鳥取4, 島根10, 岡山32, 広島26, 山口39, 徳島6, 香川16, 愛媛21, 

　　高知3, 福岡123, 佐賀36, 長崎1, 熊本51, 大分50, 宮崎44, 鹿児島52 

調査方法 ：当社社員の目視による調査

２、調査結果
食材・商品の賞味期限切れ在庫が発見された店舗数

：　調査した６６１店のうち、７５店
　（宮城５、富山２、石川３、福井１、滋賀２、京都５、大阪１、
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　　兵庫２、奈良３、島根３、岡山２、広島３、山口６、徳島２、

　　香川２、愛媛４、高知１、福岡８、佐賀６、熊本１、大分５、

    宮崎３、鹿児島５）

※ 詳細は別紙をご参照下さい

食材・商品の種類 ：　缶提供のアルコール・カクテル類　６種
：　レジ前販売の菓子類　４種
：　調味料・香味料等　３種
：　常温品　２種
：　冷凍食品　１種 　　　　　　　　計１６種類

３、本件に関するお客さまからの問合せ窓口
ジョイフル本社　お客様相談室
電話：　0120-999-672　  月曜～金曜の9：30～18：30 (尚2月24日、25日は受付致します）

オフィシャルサイトアドレス: 　http://www.joyfull.co.jp/

以　　上
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【別紙】 　期限切れ商品の在庫が発見された店舗一覧

府県名 店舗名 店舗名読みガナ 住所
宮城県 富谷 ﾄﾐﾔ 宮城県黒川郡富谷町ひより台１丁目４２－３
宮城県 塩釜 ｼｵｶﾞﾏ 宮城県塩釜市新浜町１－２－１
宮城県 仙台鶴ヶ谷 ｾﾝﾀﾞｲﾂﾙｶﾞﾔ 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字京原４４
宮城県 仙台荒巻 ｾﾝﾀﾞｲｱﾗﾏｷ 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-7荒巻ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ1F
宮城県 宮城佐沼 ﾐﾔｷﾞｻﾇﾏ 宮城県登米市迫町佐沼大網１２３－３
富山県 立山通り ﾀﾃﾔﾏﾄﾞｵﾘ 富山県富山市大島１丁目７８
富山県 富山飯野 ﾄﾔﾏｲｲﾉ 富山県富山市飯野３０番地
石川県 神田 ｶﾝﾀﾞ 石川県金沢市神田１－１－２０
石川県 高松 ﾀｶﾏﾂ 石川県かほく市高松丁３２－１
石川県 小松 ｺﾏﾂ 石川県小松市長田町口２４－１
福井県 福井南 ﾌｸｲﾐﾅﾐ 福井県福井市下河北町５字島田１－１
滋賀県 滋賀水口 ｼｶﾞﾐﾅｸﾁ 滋賀県甲賀市水口町水口５５５５
滋賀県 滋賀彦根 ｼｶﾞﾋｺﾈ 滋賀県彦根市松原町字石持１８３６
京都府 京都久御山 ｷｮｳﾄｸﾐﾔﾏ 京都府久世郡久御山町大字佐山小字中道３３
京都府 京都新田辺 ｷｮｳﾄｼﾝﾀﾅﾍﾞ 京都府京田辺市中央6丁目7番地14
京都府 京都亀岡 ｷｮｳﾄｶﾒｵｶ 京都府亀岡市千代川高野林西田７－１０
京都府 京都精華町 ｷｮｳﾄｾｲｶﾁｮｳ 京都府相楽郡精華町光台１丁目３番地
京都府 綾部 ｱﾔﾍﾞ 京都府綾部市大島町南天田井３８－１
大阪府 大阪阪南 ｵｵｻｶﾊﾝﾅﾝ 大阪府阪南市貝掛３８１番地
兵庫県 兵庫小野 ﾋｮｳｺﾞｵﾉ 兵庫県小野市古川町字溝向４３－１
兵庫県 姫路飾西 ﾋﾒｼﾞｼｷｻｲ 兵庫県姫路市飾西字前江４５０番１
奈良県 法隆寺インター ﾎｳﾘｭｳｼﾞｲﾝﾀｰ 奈良県北葛城郡河合町西穴闇２０
奈良県 奈良香芝 ﾅﾗｶｼﾊﾞ 奈良県香芝市逢坂７丁目２０３-１
奈良県 大和高田 ﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞ 奈良県大和高田市大東町７番８号
島根県 出雲塩冶原 ｲｽﾞﾓｴﾝﾔﾊﾗ 島根県出雲市塩冶原２丁目５－１１
島根県 宍道湖 ｼﾝｼﾞｺ 島根県松江市宍道町大字東待４４０
島根県 松江黒田 ﾏﾂｴｸﾛﾀﾞ 島根県松江市黒田町７５－１
岡山県 岡山上道 ｵｶﾔﾏｼﾞｮｳﾄﾞｳ 岡山県岡山市上道北方７２５-４
岡山県 児島柳田 ｺｼﾞﾏﾔﾅｷﾞﾀﾞ 岡山県倉敷市児島柳田町字遊田８８２－１
広島県 東深津 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂ 広島県福山市東深津町３丁目１６
広島県 西条東 ｻｲｼﾞｮｳﾋｶﾞｼ 広島県東広島市西条町西条東字堤之内８１７
広島県 広島大野 ﾋﾛｼﾏｵｵﾉ 広島県廿日市市大野字鳴川８４３３－７
山口県 小野田 ｵﾉﾀﾞ 山口県山陽小野田市西高泊字下神田９２５－５
山口県 山口厚狭 ﾔﾏｸﾞﾁｱｻ 山口県山陽小野田市厚狭字植生田４８１－２
山口県 西徳山 ﾆｼﾄｸﾔﾏ 山口県周南市新地１丁目７番３１号
山口県 小野田中川 ｵﾉﾀﾞﾅｶｶﾞﾜ 山口県山陽小野田市中川４丁目６７８５番２７
山口県 山口埴生 ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾌﾞ 山口県山陽小野田市大字埴生９８１－３
山口県 山口周南西 ﾔﾏｸﾞﾁｼｭｳﾅﾝﾆｼ 山口県周南市温田１丁目３番１２号
徳島県 徳島上板 ﾄｸｼﾏｶﾐｲﾀ 徳島県板野郡上坂町西分字カヤノ４２番５
徳島県 徳島国府 ﾄｸｼﾏｺｸﾌ 徳島県徳島市国府町日開字中９６７番７
香川県 三条 ｻﾝｼﾞｮｳ 香川県高松市三条町字下所２３８－１
香川県 三名 ｻﾝﾐｮｳ 香川県高松市三名町１２６－１
愛媛県 愛媛保内 ｴﾋﾒﾎﾅｲ 愛媛県八幡浜市保内町宮内２耕－１２１－１
愛媛県 松山石井 ﾏﾂﾔﾏｲｼｲ 愛媛県松山市東石井６丁目６番３７号
愛媛県 今治新屋敷 ｲﾏﾊﾞﾘｼﾝﾔｼｷ 愛媛県今治市郷新屋敷２丁目６番１２号
愛媛県 松山別府 ﾏﾂﾔﾏﾍﾞﾌ 愛媛県松山市別府町４８７－１
高知県 高知須崎 ｺｳﾁｽｻﾞｷ 高知県須崎市西町２丁目６７番
福岡県 到津 ｲﾄｳﾂﾞ 福岡県北九州市小倉北区下到津５丁目１１１番
福岡県 北九州高須 ｷﾀｷｭｳｼｭｳﾀｶｽ 福岡県北九州市若松区高須南１丁目１－４
福岡県 原田 ﾊﾗﾀﾞ 福岡県筑紫野市原田7丁目1番1号
福岡県 久留米御井町 ｸﾙﾒﾐｲﾏﾁ 福岡県久留米市御井町字大銃場２２２８－６
福岡県 太宰府大佐野 ﾀﾞｻﾞｲﾌｵｵｻﾉ 福岡県太宰府市大佐野６２９－７
福岡県 大野城御笠川 ｵｵﾉｼﾞｮｳﾐｶｻｶﾜ 福岡県大野城市御笠川５丁目８－４
福岡県 太宰府高雄 ﾀﾞｻﾞｲﾌﾀｶｵ 福岡県太宰府市高雄１丁目３６６８－２
福岡県 福岡福間 ﾌｸｵｶﾌｸﾏ 福岡県福津市中央１丁目２１１０－２２
佐賀県 三日月 ﾐｶﾂﾞｷ 佐賀県小城市三日月町長神田２５１３－２３
佐賀県 佐賀鳥栖 ｻｶﾞﾄｽ 佐賀県鳥栖市蔵上４丁目３２８番
佐賀県 佐賀大和 ｻｶﾞﾔﾏﾄ 佐賀県佐賀市大和町久留間２７５５－１
佐賀県 佐賀開成 ｻｶﾞｶｲｾｲ 佐賀県佐賀市開成５丁目１３番４１号
佐賀県 佐賀八戸 ｻｶﾞﾔｴ 佐賀県佐賀市八戸２丁目１番１５号
佐賀県 佐賀小城 ｻｶﾞｵｷﾞ 佐賀県小城市小城町畑田２５３２－１
熊本県 阿蘇一の宮 ｱｿｲﾁﾉﾐﾔ 熊本県阿蘇市一の宮町大字宮地２３９６－１．２．５
大分県 大分賀来 ｵｵｲﾀｶｸ 大分県大分市賀来北二丁目９番６号
大分県 京町 ｷｮｳﾏﾁ 大分県別府市京町１０－６
大分県 稙田 ﾜｻﾀﾞ 大分県大分市上宗方上宮田３９５－１
大分県 日田友田 ﾋﾀﾄﾓﾀﾞ 大分県日田市大字友田５２３－３
大分県 大分新川 ｵｵｲﾀｼﾝｶﾜ 大分県大分市新川町２丁目１４１６
宮崎県 宮崎南バイパス ﾐﾔｻﾞｷﾐﾅﾐﾊﾞｲﾊﾟｽ 宮崎県宮崎市大字本郷北方字高山２５１８番２
宮崎県 宮崎高城 ﾐﾔｻﾞｷﾀｶｼﾞｮｳ 宮崎県都城市高城町大字穂満坊７１２－１
宮崎県 宮崎日南 ﾐﾔｻﾞｷﾆﾁﾅﾝ 宮崎県日南市西弁分４－１０－９
鹿児島 国分 ｺｸﾌﾞ 鹿児島県霧島市国分湊４６９番４
鹿児島 西出水 ﾆｼｲｽﾞﾐ 鹿児島県出水市向江町２０番１０号
鹿児島 鹿児島岩川 ｶｺﾞｼﾏｲﾜｶﾜ 鹿児島県曽於市大隅町下窪町１０２
鹿児島 鹿児島郡山 ｶｺﾞｼﾏｺｵﾘﾔﾏ 鹿児島県鹿児島市郡山町１４１９－５
鹿児島 鹿児島肝付 ｶｺﾞｼﾏｷﾓﾂｷ 鹿児島県肝属郡肝付町富山１０３３番地２


