
（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+H8:H1 セシウム137
たまご 桜たまご あきる野市 山下養鶏場2017.3.14賞味期限 2017.2.28採卵 2017年3月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
たまご 鶏愛卵土平飼たまご 静岡県　 (有)伊豆鶏業2017.3.6賞味期限 2017.2.21採卵 2017年3月1日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
たまご うずらの玉子 国内産　 販売：世田谷区　(有)食通 2017.4.26賞味期限 2017年2月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
牛乳 十勝牛乳 北海道 ㈱よつ葉乳業 2017.3.21賞味期限 2017年3月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
乳製品 バター＆ひまわり 北海道 よつ葉　十勝主管工場 2017.3.10賞味期限 2017年3月8日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
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 2017.2.20賞味期限 2017年2月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
牛乳 酪農家限定牛乳 福島県 郡山市  ㈱酪王牛乳 2017.3.17賞味期限 2017年3月8日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
牛乳 八千代牛乳 千葉県 北部酪農2017.3.14賞味期限  製造2017.3.7 2017年3月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
みそ はるこま玄米みそ 栃木県　 阿川町　㈱はるこま屋　Ｙ1 2017.1.25賞味期限 2017年3月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
米 米ぬか無農薬、無化学肥料 国産 八王子市　㈱マゴメ 2017.3.13入荷 2017年3月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
パン ブランデニッシュプレーン　菓子パン 愛知県 小牧市　㈱コモ 2017.3.13賞味期限 2017年2月27日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
加工品 佃權　ちくわぶ 東京都築地  原料：小麦粉　㈱佃權 2017.3.11賞味期限 2017年2月21日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
めん類 ﾉﾝｶｯﾌﾟ麺　しおやさい味 国産麦　　ｺｰﾝ・ ﾜｶﾒ・人参など　 トーエー食品㈱ 2017.8.1賞味期限 2017年3月2日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
めん類 ﾉﾝｶｯﾌﾟ麺　ねぎ入りしょうゆ味 国産麦 岐阜県　トーエー食品㈱ 2016.7.30賞味期限 2017年2月28日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
漬物 かぶキュー 調布市　 ㈱浜食（原料：かぶ・きゅうり） 2017.2.13賞味期限 2017年2月10日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
漬物 紅しょうが 国産生姜　 高知県　坂田信夫商店 2017.6.16賞味期限 2017年3月1日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
とうふ ごっついとうふ あきる野市  (有)豆匠たかち 2017.3.9消費期限 2017年3月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
とうふ 一丁庵　黒胡麻とうふ あきる野市  (有)豆匠たかち 2017.3.6消費期限 2017年3月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）

果実 キウイフルーツ 和歌山県 紀ノ川農協　キウイ部会 2017.2.24入荷 2017年2月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
果実 有機あまなつ柑 熊本県 マルタグループ　田浦マルタ 2017.3.6入荷 2017年3月9日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
果実 不知火（かんきつ類） 熊本県　 ㈱マルタ　宇土半島南西部 2017.3.1入荷 2017年3月2日 検出せず（＜2） 検出せず（＜5）
果実 デコポン 長崎県 九州マルタグループ 2017.2.8入荷 2017年2月8日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）

山菜 うるい　オオバギボウシ 山形県 遊佐町　　渋谷三博さん 2017.3.10入荷 2017年3月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 エリンギ 長野県　 中野市　ＪＡ全農長野 2017.2.24入荷 2017年2月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 （埼玉県  菌床栽培）　しいたけ 埼玉県　 初代きのこ屋十兵衛 2017.2.24入荷 2017年2月24日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 えのきだけ 長野県 木島平村　（有）産直いいやま 2017.2.24入荷 2017年2月24日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 なめこ 長野県　 木島平村穂高　㈱みらい 2017.2.24入荷 2017年2月24日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 スナップえんどう 静岡県　 南伊豆太陽苑生産者グループ 2017.2.3入荷 2017年2月3日 検出せず（＜2） 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 2017.3.3入荷 2017年3月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 きゅうり 千葉県 千葉産直センター 2017.2.20入荷 2017年2月24日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 小ねぎ 埼玉県　 深谷市　吉岡信一さん 2017.2.10入荷 2017年2月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 長ねぎ 埼玉県　 産直センター  2017.3.6入荷 2017年3月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 芽キャベツ 静岡県 南伊豆太陽苑生産者グループ 2017.2.10入荷 2017年2月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 じゃがいも 北海道 おおとり農園 2017.3.6入荷 2017年3月9日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 小粒じゃがいも 八王子市 小比企町　中西伸夫さん 2017.2.17入荷 2017年2月21日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 きたあかり 　　　　　じゃがいも 北海道 十勝　芽室町　森浦政明さん 2017.2.13入荷 2017年2月15日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 たまねぎ 北海道　 美瑛町　おおとり農園 2017.3.6入荷 2017年3月9日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 ミニトマト 埼玉県 埼玉産直ｾﾝﾀｰ吉田道行さん 2017.3.6入荷 2017年3月8日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 ミデｲトマト 埼玉県　 埼玉産直ｾﾝﾀｰ　八須優樹さん 2017.2.10入荷 2017年2月13日 検出せず（＜2） 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 2017.2.24入荷 2017年2月28日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 なばな 静岡県 南伊豆太陽苑生産者グループ 2017.2.24入荷 2017年3月1日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 にんじん　泥付き 茨城県　 県西産直　堤　利一さん 2017.3.6入荷 2017年3月1日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 にんじん　泥付き 埼玉県 埼玉県産直協同 2017.2.24入荷 2017年3月1日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ときわにんにく 青森県 ＪＡ津軽みらい・全農あおもり 2017.3.6入荷 2017年3月7日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 キャベツ 千葉県 千葉産直センター 2017.3.6入荷 2017年3月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 ブロッコリー 埼玉県 埼玉産直センター 2017.2.14入荷 2017年2月15日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 カリフラワー 埼玉県 埼玉産直センター 2017.2.24入荷 2017年3月1日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
青果 たーさい 茨城県 県西産直  久保浩司さん 2017.2.24入荷 2017年3月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 こまつな 埼玉県 産直ｾﾝﾀｰ　福島政治さん 2017.2.20入荷 2017年2月24日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 八王子のほうれん草 八王子市 小比企町　中西伸夫さん 2017.3.9入荷 2017年3月10日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 ほうれん草 茨城県 県西産直　印出　昇さん 2017.3.6入荷 2017年3月7日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 れんこん 佐賀県　 白石町(有)マルハ園芸 2017.3.3入荷 2017年3月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 無漂白れんこん 茨城県 かすみがうら市 坪井潤一さん 2017.2.14入荷 2017年2月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ごぼう 茨城県 農業法人　マルツボ 2017.3.9入荷 2017年3月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 有機栽培さつまいも　紅はるか　 宮崎県　 綾町農業協同組合 岩脇隆さん 2017.3.3入荷 2017年3月3日 検出せず（＜2） 検出せず（＜6）
青果 大和芋 埼玉県　 産直ｾﾝﾀｰ　荻野有幸さん 2017.3.13入荷 2016年7月19日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 若摘み豆苗 埼玉県　 行田市　ﾔﾏﾊ豆苗　山本治雄さん 2017.2.3入荷 2017年2月7日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 緑豆もやしのもんちゃん 埼玉県　 深谷市　 (有)飯塚商店 2017.2.13製造 2017年2月15日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 グリーンセロリ 愛知県 三竹農園 2017.2.24入荷 2017年3月2日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 レタス 埼玉県 産直センター　茂木伸夫さん 2017.2.24入荷 2017年3月2日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 サニーレタス 茨城県 県西産直　矢口日出夫さん 2017.1.27入荷 2017年2月1日 検出せず（＜3） 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 2017年3月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
水産 岩もずく 日本海北部　 島根県　㈱海産物のきむらや 2017.3.6賞味期限 2017年2月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
水産 天然味付もずく（土佐酢） 沖縄県 ㈱海産物のきむらや 2017.3.12賞味期限 2017年2月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 日帰り船の小さんま 北海道 札幌市　㈱札幌中一 2017.3.20賞味期限 2017年2月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 いかげそ揚げ 宮城県 東松島市　㈱高橋徳治商店 2017.3.22賞味期限 2017年2月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
水産 ささがきごぼう揚げ 宮城県 ㈱高橋徳治商店:小魚・ﾀﾗ等含む 2017.4.14賞味期限 2017年2月9日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
水産 玉ねぎ揚げ　　2016.9.17製造 宮城県 ㈱高橋徳治商店:ﾀﾗ・ｶﾂｵｴｷｽ等 2017.3.15賞味期限 2017年2月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 塩無添加　食べるにぼし 東京都 　㈱ヤマホン（原料：いわし） 2017.6.8賞味期限 2017年2月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 小ちくわ 静岡県　 清水区由比　㈱いちうろこ 2017.2.7賞味期限 2017年2月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
煎茶 モグラ栽培茶　煎茶 静岡県　 モグラ印ほうじ茶 2017.2.22賞味期限 2017年2月9日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
煎茶 銘茶　　　 静岡煎茶 静岡県牧之原 ㈱喜作園 2017.5.15賞味期限 2017年2月9日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
お菓子 とちもち 山形県 鶴岡市　（有）大福城 2017.3.9入荷 2017年3月10日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
お菓子 黒豆コンフィ 北海道黒豆 製造：兵庫県　丹波わらしべ屋 2017.10.1賞味期限 2017年2月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
砂糖 てんさい糖（ﾃﾝｻｲ含蜜糖） 北海道 札幌市　ホクレン 2017.2.20入荷 2017年2月20日 検出せず（＜2） 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 2017.15賞味期限 2017年3月9日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
調味料 塩コショウ　レモン風味 調布市 レモン皮など　㈱けんこう舎 2017.7.14賞味期限 2017年3月3日 検出せず（＜4） 検出せず（＜6）
調味料 コールスロー　ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 板橋区 玉葱、ﾚﾓﾝ果汁など ㈱ﾋﾞｯｸｼｪﾌ 2017.2.12賞味期限 2017年2月28日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
調味料 とんかつソース　山形県 天童ﾘﾝｺﾞ使用 製造：埼玉県　高橋ソース㈱ 2017.4.3賞味期限 2017年2月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
調味料 夏みかんポン酢 房総夏みかん 使用：製造：調布市㈱けんこう舎 2017.6.30賞味期限 2017年2月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）

 ※「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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