
（測定器ガンマ線メーターLB2045） （測定下限値について）
（放射性セシウムは 1～　10ベクレル/1kgの範囲で測定します。）

部門 品　　名 産地　 加工・パック・販売者など 賞味期限、入荷日など 検査日 セシウム134 セシウム137
たまご 鶏愛卵土平飼たまご 静岡県　 (有)伊豆鶏業2016.12.1賞味期限 2016.11.18採卵 2016年12月8日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
たまご 桜たまご あきる野市 山下養鶏場2016.12.14賞味期限 2016.11.30採卵 2016年12月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
畜産 無塩せき　ベーコン（冷蔵) 国産豚　 横浜市　㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 2016.12.13賞味期限 2016年12月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
畜産 鶏一番もも肉（冷蔵) 愛知県  浜松市　㈱シガポートリー 2016.11.7賞味期限 2016年11月8日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
牛乳 よつ葉牛乳(非組替え飼料）） 北海道 よつ葉乳業㈱ 2016.12.25賞味期限 2016年12月16日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
乳製品 よつ葉のヨーグルト90g×3連 北海道　 札幌市　㈱ミルクの郷 2016.11.27賞味期限 2016年11月23日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
乳製品 生クリーム 製造2016.10.31 北海道　 十勝主管工場　㈱よつ葉乳業 2016.11.18賞味期限 2016年11月15日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
牛乳 酪農家まごころヨーグルト 福島県  郡山市  ㈱酪王牛乳 2016.11.5　賞味期限 2016年11月4日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
牛乳 酪農家限定牛乳 福島県  郡山市  ㈱酪王牛乳 2016.12.23賞味期限 2016年12月15日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
乳飲料 酪王やさいしいカフェオレ 福島県 郡山市  酪王牛乳㈱ 2016.11.9賞味期限 2016年11月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
牛乳 八千代牛乳 千葉県 北部酪農2016.12.21賞味期限  製造2016.12.14 2016年12月16日 検出せず（＜1） 検出せず（＜1）
パン 今朝焼き食パン    国産麦 八王子市 (有)アイグラン12.10賞味期限 2016.12.8製造 2016年12月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
惣菜 鶏ひじきご飯の素 山口県 美祢市　　きららｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾌ㈱ 2016.5.4賞味期限 2016年11月15日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
もち 有機栽培　玄米もち 山形県庄内　 鶴岡市　協同ファーム9.12製造 2016.12.10賞味期限 2016年11月9日 検出せず（＜3） 検出せず（＜5）
お米 米座衛門つや姫白米 山形県　 対馬米座衛門グループ 2016年産 2016年12月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
お米 ひとめぼれ白米 山形県　 対馬米座衛門グループ 2016年産 2016年11月3日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
穀類 もちきび　販売：創健社 北海道 静岡市　富士食品㈱ 2017.4.26賞味期限 2016年12月8日 検出せず（＜2） 検出せず（＜7）
穀類 アマランサス 岩手県　 静岡市　富士食品㈱ 2017.5.11賞味期限 2016年12月8日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
大豆 こんがり　きな粉(国産大豆） 茨城県 ひたちなか市　㈱幸田商店 2017.7.20賞味期限 2016年11月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
大豆 発芽大豆 国産大豆 熊本県　益城町　㈱果実堂 2017.2.6賞味期限 2016年12月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
とうふ ごっついとうふ あきる野市  (有)豆匠たかち 201612.19消費期限 2016年12月16日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
漬物 かぶキュー（浅漬け） 調布市　 ㈱浜食　ｷｭｳﾘ茨城 ｶﾌﾞ北海道 2016.11.14賞味期限 2016年11月11日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
漬物 一夜漬けミックス ㈱浜食 (大根・白菜・きゅうり・茄・人参） 2016.11.15賞味期限 2016年11月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
漬物 （国産）白菜ぬか漬け 石川県　 安宅新町　（有）まるしょう 2016.11.8賞味期限 2016年11月4日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
漬物 青首だいこん醤油漬 国産　 調布市　㈱浜食 2016.11.20賞味期限 2016年11月9日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）

漬物 味しば（みょうが風味） 京都　茄・ｼｿ 京つけもの　池田屋 2016.12.18賞味期限 2016年11月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
漬物 味すぐき　酢漬け 京都　かぶら 京つけもの　池田屋 2016.12.18賞味期限 2016年11月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
果実 ラフランス（洋なし） 山形県　 天童果実同志会　 2016.12.9入荷 2016年12月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
果実 キウイフルーツ（香緑） 和歌山県　 紀の川市平野 紀ノ川農協 2016.12.2入荷 2016年12月7日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
果実 有機 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ ﾚｯﾄﾞ（紅姫） 神奈川県 生産者：諏訪部　衛人さん 2016.12.2入荷 2016年12月2日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 とちおとめいちご 埼玉県 産直ｾﾝﾀ-　井上彰・澄江さん 2016.11.21入荷 2016年11月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
果実 サンふじ　りんご 長野県　 須坂産　ﾌﾙｰﾂﾗﾝﾄﾞ 越吉広さん 2016.11.17入荷 2016年11月17日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
果実 トキ（りんご） 青森県 成田りんご園（マルタ） 2016.11.11入荷 2016年11月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
果実 みかん 和歌山県 紀ノ川農業協同組合 2016.11.24入荷 2016年11月25日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
果実 平　種あり　柿 和歌山県 紀ノ川農協　柿部会 2016.11.24入荷 2016年11月25日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 庄内柿(平種無し) 山形県　 鶴岡市　庄内協同ﾌｧｰﾑ 2016.11.3入手 2016年11月11日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
果実 りんご　あいかの香り 長野県　 佐久産直センター 2016.11.25入荷 2016年11月29日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
果実 りんご王林　 青森県　 葉とらずりんごの会㈱青研 2016.11.25入荷 2016年11月28日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 えのきだけ 長野県 木島平村　（有）産直いいやま 2016.12.16入荷 2016年12月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 なめこ 長野県　 木島平村　（有）産直いいやま 2016.11.18入荷 2016年11月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 ぶなしめじ　樹凛香ｼﾞｭﾘﾝｶ 長野県　 木島平村　生産者ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2016.11.18入荷 2016年11月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 エリンギ 長野県　 中野市　ＪＡ全農長野 2016.11.18入荷 2016年11月18日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 諏訪さんのまいたけ 茨城県 県西産直　諏訪一雄さん 2016.11.4入荷 2016年11月11日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 しいたけ（菌床栽培）　 茨城県 県西産直　安喰　攻さん 2016.11.4入荷 2016年11月10日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 ブラウンマッシュルーム 兵庫県 六甲シャンピオン小野ファーム 2016.12.2入荷 2016年12月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 有機栽培たまねぎ 北海道 感動農業　㈱野菜くらぶ 2016.11.11入荷 2016年11月17日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 有機かぶ 長野県 吉田典生さん認証14A-004 2016.12.2入荷 2016年12月5日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）

青果 かぶ 千葉県 飯田農園 2016.12.9入荷 2016年12月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 房総にら 千葉県 香取市　越川雅明さん 2016.11.11入荷 2016年11月14日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
青果 にら 高知県　 高知市　土佐園芸青果㈱ 2016.11.28入荷 2016年11月28日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
青果 ブルームきゅうり 埼玉県　 深谷市　産直センター 2016.12.9入荷 2016年12月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 こねぎ 埼玉県　 産直センター　内田重明さん 201612.16入荷 2016年12月19日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 長ねぎ 埼玉県　 産直センター  2016.12.7入荷 2016年12月8日 検出せず（＜5） 検出せず（＜3）
青果 カリフラワー　　大 埼玉県 埼玉産直センター 2016.12.5入荷 2016年12月7日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 キャベツ 茨城県　 県西産直センター 2016.12.9入荷 2016年12月15日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 芽キャベツ 静岡県 ㈱野菜くらぶ　鈴木龍司さん 2016.12.2入荷 2016年12月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 にんじん　泥付き 八王子 小比企町　中西伸夫さん 2016.11.18入荷 2016年11月22日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 じゃがいも 北海道 おおとり農園 2016.12.6入荷 2016年12月8日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 たまねぎ 北海道 美瑛町　おおとり農園 2016.12.6入荷 2016年12月8日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 たーさい 茨城県　 県西産直  久保浩司さん 2016.12.5入荷 2016年12月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 ミデｲトマト 埼玉県　 産直ｾﾝﾀｰ　戸塚夏樹さん 2016.11.28入荷 2016年11月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 チンゲン菜 茨城県 県西産直　久保浩司さん 2016.11.11入荷 2016年11月16日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 にんじん　泥付き 八王子 小比企町　中西伸夫さん 2016.12.16入荷 2016年12月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）

青果 洗い人参 新潟県　 八色マルタ飯塚恭正さん 2016.11.29入荷 2016年12月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）

青果 ブロッコリー 茨城県　 県西産直　菊地忠さん 2016.11.11入荷 2016年11月16日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 サラダ白菜 群馬県　 ㈱野菜くらぶ 2016.10.31入荷 2016年11月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 パプリカ  (赤） 山形県 高橋良彰、洸太さん(親子です） 2016.11.11入荷 2016年11月16日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 みず菜 埼玉県 産直ｾﾝﾀｰ　久米原恒夫さん 2016.12.5入荷 2016年12月7日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
青果 しゅんぎく 埼玉県 埼玉県産直協同 2016.10.31入荷 2016年11月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）

青果 小松菜 八王子　 長沼町　水越芳夫さん 2016.11.29入荷 2016年12月2日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）

青果 ほうれん草 茨城県　 県西産直　松本久江さん 2016.12.9入荷 2016年12月9日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）

青果 ほうれん草 群馬県　利根郡　 グリーンリーフ㈱　代表 澤浦彰治さん 2016.4.12入荷 2016年12月9日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
青果 若摘み豆苗 埼玉県　 行田市 ﾔﾏﾊ豆苗　山本治雄さん 2016.11.11入荷 2016年11月15日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 八王子の親芋　　里芋 八王子市　 八王子ファーム 2016.12.6入荷 2016年12月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 里芋 神奈川県　 愛川・循環型有機農業研究会 2016.12.6入荷 2016年12月7日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 長いも 茨城県 かすみがうら市農事法人ﾏﾙﾂﾎﾞ 2016.11.18入荷 2016年11月22日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 レタス 静岡県　 菊川市　㈱野菜くらぶ静岡支部 2016.11.25入荷 2016年11月28日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 サニーレタス 茨披県　 県西産直センター鈴木勝夫さん 2016.11.7入荷 2016年11月10日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）

水産 天然味付もずく（土佐酢） 沖縄県　 ㈱海産物のきむらや 2016.12.130味期限 2016年12月16日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）

水産 真いわし刺身 房州近海　 千葉県　千倉水産加工販売㈱ 2016.9.3賞味期限 2016年4月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
水産 真あじ三枚下ろし刺身用刺身 房州近海　 千葉県　千倉水産加工販売㈱ 2016.2.10製造8.7賞味期限2016年4月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 大和しじみ 青森県　 販売　㈱塩屋4.19賞味期限 2016.3.21製造 2016年4月20日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 まぐろ大葉みそ漬け 韓国産  きはだ 福島県いわき市　山菱水産㈱　 2016.4.19入荷 2016年4月20日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 青粉（ｱｵｻ加工品） 三河湾　 愛知県豊橋市　永井海藻㈱ 2016.10.21賞味期限 2016年4月22日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
水産 たらこ昆布 北海道昆布 金沢市　㈱金沢錦 2016.6.12賞味期限 2016年4月22日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
水産 輪島産　茎わかめ 石川県　 金沢市　㈱金沢錦 2016.6.12賞味期限 2016年4月22日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
水産 釜揚げ丼ぶりセット 駿河湾　 静岡県　小倉食品㈱ 2016.8.12賞味期限 2016年4月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 わけありほたて貝柱200g 北海道 ㈱札幌中一 2016.7.15賞味期限 2016年5月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 フレッシュイワシフライ 千葉県  水戸市　㈱塩屋mo1 2016.7.6賞味期限 2016年5月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 釜揚げ桜えび 駿河湾　 静岡市　小倉食品㈱3.25製造 2016.9.20賞味期限 2016年5月12日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
水産 ＣＯＯＰライトツナ ﾌﾚｰｸ 静岡市　 ㈱由比缶詰所 2018.12.14賞味期限 2016年5月17日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
水産 きざみ昆布 北海道　 敦賀市　ヤマトタカハシ㈱ 2016.9.12賞味期限 2016年5月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 有頭たかえび唐揚げ 鹿児島県　 阿久根市　（有）中野水産　晴海工場 2016.5.21賞味期限 2016年5月25日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）

お菓子 COOPきらず揚げ（おからかりんとう） 国産大豆小麦　 愛知県  ㈱井桁屋製菓 2016.12.25賞味期限 2016年12月15日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
お菓子 プレーンビスケット 東京都北区　 田端　イトウ製菓㈱ 2017.4.28賞味期限 2016年12月15日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
お菓子 COOP氷菓キャンデーりんご 国産果汁100% 山口県　農水フーズ㈱ 2017.1.31賞味期限 2016年12月14日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
お菓子 COOP氷菓キャンデーみかん 国産果汁100% 山口県　農水フーズ㈱ 2017.1.31賞味期限 2016年12月14日 検出せず（＜4） 検出せず（＜6）
お菓子 COOP氷菓キャンデーぶどう 国産果汁100% 山口県　農水フーズ㈱ 2017.1.31賞味期限 2016年12月14日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
お菓子 ｵｰｶﾞﾆｯｸ･ﾊﾞﾅﾅﾁｯﾌﾟ 名古屋市 ｺｺﾅｯﾂｵｲﾙ含む㈱ﾅｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ 2017.5.24賞味期限 2016年11月24日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
お菓子 仙台マコロン　落下生・鶏卵等 仙台市 青葉区　渡辺製菓㈱ 2017.2.12賞味期限 2016年11月23日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
お菓子 COOPきらず揚げ（おからかりんとう） 国産大豆小麦　 愛知県  ㈱井桁屋製菓 2016.12.27賞味期限 2016年11月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
お菓子 どら焼　国産小麦　 北海道小豆 豊島区大興食品㈱D21 2016.11.16賞味期限 2016年11月10日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
お菓子 COOPステｲックゼリー 愛知県 （もも・ぶどう・りんご）　ﾄｰｱｽ㈱ 2016.12.9賞味期限 2016年11月9日 検出せず（＜6） 検出せず（＜2）
調味料 コンソメガーリック 調布市　 ㈱けんこう舎 2017.1.17賞味期限 2016年12月15日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）

 ※「検出せず」は、測定下限値未満。（）内の数値は測定下限値（検出できる最小の値）で、個々の品々の密度・重量・測定時間によって変動します。　
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安心して生協の品物をご利用いただく上の参考情報を提供しております。検査はサンプル
を選んで実施します。


