
（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 桜たまご あきる野市　 山下養鶏場2016.9.28賞味期限 2016.9.14　採卵 2016年9月19日 検出せず（＜3） 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 2016.9.28　入荷 2016年10月4日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
たまご うずらの玉子 国内産　 販売：世田谷区　(有)食通 2016.11.12 賞味期限 2016年9月5日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
牛乳 よつ葉牛乳(非組替え飼料）） 北海道 よつ葉乳業㈱ 2016.10.7  賞味期限 2016年10月4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 2016.9.19  賞味期限 2016年9月15日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
牛乳 酪農家限定牛乳 福島県  郡山市  ㈱酪王牛乳 2016.10.7　賞味期限 2016年9月28日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
乳製品 生乳たっぷり飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ 福島県  ㈱酪王牛乳 2016.9.27  賞味期限 2016年9月15日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
牛乳 八千代牛乳 千葉県　 製造2016.9.27北部酪農 2016.10.4  賞味期限 2016年10月4日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
畜産 ロースハムスライス 国産豚　 横浜市　㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 2016.10.02賞味期限 2016年9月23日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
お米 新米こしひかり白米平成28年産 高知県　 高知県香南市　恒石様 2016.9.15  精米 2016年9月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
パン 今朝焼き食パン 国産麦　 八王子市　(有)ｱｲｸﾞﾗﾝ製造9.21 2016.9.23  賞味期限 2016年9月23日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
小麦 国産小麦の全粒粉ﾊﾟﾝｹｰｷﾐｯｸｽ 国産麦 名古屋市　㈱ﾅﾁｭﾗﾙｷｯﾁﾝ 2016.10.17賞味期限 2016年9月28日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
はるさめ 国産はるさめ 北海道産馬鈴薯・ 九州産ｻﾂﾏ芋 奈良県　金正食品㈱ 2016.7.7　　賞味期限 2016年9月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
漬物 プチ大根（塩漬け） 山形県　 はつか大根　尾花沢農産加工(有) 2016.9.28　賞味期限 2016年9月23日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
ごま ごまふりかけ（梅赤しそ） 国産ごま 三重県　九鬼産業㈱ 2016.5.22　賞味期限 2016年9月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
ごま ごましお 三重県　 （胡麻は国産でない）九鬼産業㈱ 2016.3.9　　賞味期限 2016年9月28日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
大豆 発芽大豆 熊本県 益城町　㈱果実堂 2017.2.6    賞味期限 2016年9月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
納豆 DC-15菌国産小粒納豆ﾀﾚ付 青梅市　 (有)菅谷食品 2016.10.2  賞味期限 2016年9月23日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
豆製品 本青肌きな粉　東北産青大豆 福島県　 二本松　(有)井上商店 2015.6.23　製造 2016年9月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
豆腐 焼き豆腐 あきる野市　 （有）豆匠たかち 2016.10.1  消費期限 2016年10月4日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 甲斐路　　　　　　ぶどう 山梨県　 山梨ＪＡ笛吹八代 2016.10.4　入荷 2016年10月4日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
果実 サンプルーン 長野県　 佐久産直　中澤袈裟信さん 2016.9.27  入荷 2016年9月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
果実 ネオマスカット　ぶどう 山梨県　 山梨ＪＡ八代町 2016.9.20  入荷 2016年9月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
果実 種なしピオーネ　ぶどう 山梨県　 山梨　八代有機グループ 2016.9.22　入荷 2016年9月23日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
果実 平たね無し柿 和歌山県　 紀ノ川農協　柿部会 2016.9.21  入荷 2016年9月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
果実 シナノ　ドルチェ　りんご 長野県　 佐久産直センター 2016.9.26  入荷 2016年9月26日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 さんさ　りんご 長野県　 佐久市安原　佐久産直センタ 2016.9.14  入荷 2016年9月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
果実 豊水　なし 茨城県　 農事組合法人　マルツボ 2016.9.21　入荷 2016年9月21日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 もぐらのレモン 長崎県　 島原半島　日野江マルタ 2016.9.23  入荷 2016年9月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）

青果 しいたけ 埼玉県　 埼玉県産直協同 2016.3.22　入荷 2016年3月25日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 まいたけ 埼玉県秩父 ㈱アグリカルチャーセンター 2016.5.11　入荷 2016年5月12日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 なめこ 長野県　 木島平　(有)産直いいやま 2016.9.23   入荷 2016年9月23日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 エリンギ 長野県　 中野市　ＪＡ全農長野 2016.9.13   入荷 2016年9月13日 検出せず（＜4） 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 2016.9.14   入荷 2016年9月14日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 大葉 千葉県　 香取市　農事組合法人和郷園 2016.8.26   入荷 2016年9月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 房総にら 千葉県　 香取市　金親光治・健一さん 2016.9.2    入荷 2016年9月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 モロッコいんげん 長野県　 北信産直センター 2016.9.16　　入荷 2016年9月16日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 さつまいも 千葉県　 生産行程責任者　加瀬農園 2016.9.28　　入荷 2016年10月4日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
青果 さつまいも（紅あずま） 大分県 豊後高田市　北村俊造さん 2016.9.12   入荷 2016年9月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 かぼちゃ 北海道　 美瑛町　おおとり農園 2016.9.9　　　入荷 2016年9月15日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 ゴーヤ（にがうり） 埼玉県　 産直センター  鶴田裕樹さん　 2016.9.2      入荷 2016年9月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
農産 COOP乾燥ごぼう 国産　 熊本県　吉良食品㈱ 2017.2.17    賞味期限 2016年9月16日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 ブルームきゅうり 埼玉県　 深谷市　産直センター 2016.9.16      入荷 2016年9月19日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 ズッキーニ 長野県　 北信産直センター 2016.9.23　　　入荷 2016年9月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 だいこん 群馬県 ㈱野菜くらぶ 2016.9.22　　入荷 2016年9月21日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 たまねぎ 北海道　 美瑛町　おおとり農園 2016.9.2     入荷 2016年9月7日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
青果 ミデｲトマト 埼玉県　 産直ｾﾝﾀｰ　戸塚夏樹さん 2016.9.27   入荷 2016年9月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 ミニトマト　アイコ 長野県　 佐久産直　山浦健太様 2016.9.16　　　入荷 2016年9月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 こねぎ 埼玉県　 産直センター　内田重明さん 2016.9.26    入荷 2016年9月26日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 なす 埼玉県　 埼玉産直センター 2016.9.7     入荷 2016年9月7日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 にんじん 北海道　 ㈱野菜くらぶ　 2016.9.12    入荷 2016年9月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 ブロッコリー 群馬県　 ㈱野菜くらぶ　加藤昇さん 2016.9.19   入荷 2016年9月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
青果 白菜 群馬県　 ㈱野菜くらぶ 2016.9.16   入荷 2016年9月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 パプリカ 山形県 遊佐町　高橋良彰、洸太さん 2016.9.12    入荷 2016年9月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 みず菜 埼玉県　 産直センター　久米原恒夫さん 2016.9.16　　入荷 2016年9月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ほうれん草 長野 ㈱マルタ　モグラ会 吉澤基さん 2016.9.9     入荷 2016年9月15日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 こまつ菜 群馬県　 ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ㈱　赤城高原農場 2016.9.27　　入荷 2016年9月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ししとう 徳島県　 阿波有機　宮崎さん 2016.9.27　　入荷 2016年9月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
青果 大和芋 埼玉県　 埼玉産直　三友元一さん 2016.9.2    入荷 2016年9月6日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 無漂白れんこん 茨城県 かすみがうら市 小倉昇一さん 2016.9.7     入荷 2016年9月8日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 真あじ三枚下ろし刺身用 房州近海　 千葉県　千倉水産加工販売㈱ 2016.8.7　　賞味期限 2016年4月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 活きあさり　 熊本産 販売：水戸市　㈱塩屋 2016.3.21　製造 2016年3月24日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
水産 大和しじみ 青森県　 販売：水戸市　㈱塩屋 2016.3.21　製造 2016年4月20日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 国内産いくら　醤油漬 青森県 下北郡佐井村　佐井村漁協 2016.9.22    入手 2016年9月22日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
水産 猟師町おでんだネ 長崎県　 長崎蒲鉾有限会社 2016.10.17  賞味期限 2016年9月22日 検出せず（＜2） 検出せず（＜5）
水産 釜揚げ丼ぶりセット 駿河湾　 （ｼﾗｽ・桜ｴﾋﾞ・ｺﾞﾏ）小倉食品㈱ 2016.9.13　　入手 2016年9月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
調味料 煮干　　2016.8.22製造 国産鰯　 国産ｶﾀｸﾁｲﾜｼ　かねの水産 2017.2.21　 賞味期限 2016年9月16日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
調味料 海鮮寄せ鍋つゆ(飛魚・エビ・鯛等） 長崎県　 チョーコー醤油味噌協同組合 2016.6.7    賞味期限 2016年9月5日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
水産 COOPひじきドライパック 国産　 愛知県豊川市　トーアス㈱ 2017.6.17  賞味期限 2016年8月29日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
水産 さば味付（缶詰） 西日本　 加工：長崎県　販売：㈱創健社 2018.12.4　賞味期限 2016年8月26日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
水産 シャークフライ　　三陸南部沖 宮城県　 気仙沼市　㈱ミナト水産 2016.9.13　賞味期限 2016年8月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 真いわし蒲焼き用（タレ付） 国産　 販売：千倉水産加工販売㈱ 2016.8.24　賞味期限 2016年8月18日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
水産 すしそぼろ（たらそぼろ） 千葉県　 船橋市　㈱仁徳2016.8.3製造 2016.9.1    賞味期限 2016年8月12日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
水産 ＣＯＯＰ　おさかなソーセージ 八王子市 製造：北野町　日本水産㈱ 2016.6.7   製造 2016年8月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 ささがきごぼう揚げ 宮城県 東松島市　㈱高橋徳治商店 2016.9.23 賞味期限 2016年7月28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 2016.10.6  賞味期限 2016年9月23日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
茶葉 日本のウーロン茶 鹿児島県　 ねじめ茶寮（後藤望）さん 2016.7.31　賞味期限 2016年9月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
飲料 タングロン（昆布エキスなど） 北海道　 芦別市　日本酵素産業㈱ 2016.9.30  賞味期限 2016年9月12日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
お菓子 朝の応援食ﾁｰｽﾞ入り焼ﾄﾞｰﾅｯﾂ 長野県　 長野県　㈱北川製菓 2016.10.4  賞味期限 2016年9月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
お菓子 プレーンビスケット 東京都北区　 田端　イトウ製菓㈱ 2017.1.14　賞味期限 2016年9月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
お菓子 黒糖かりんとう　小麦・砂糖 沖縄 板橋区　東京かりんとう㈱ 2016.9.16  入手 2016年9月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
お菓子 お好みピー（ナッツ・米・麦など）　 多摩市　 販売：多摩市　㈱協和 2016.11.16 賞味期限 2016年9月8日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
お菓子 ＣＯＯＰ南部せんべい 岩手県　 二戸市　㈱小松製菓 2016.10.11  賞味期限 2016年9月16日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
お菓子 黒蜜カステラ 国産麦100%　 豊島区　大興食品㈱ 2016.9.21　　賞味期限 2016年9月16日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
調味料 手づくりﾊﾝﾊﾞｰｸﾞの素 調布市　 玉ねぎ・パン粉など㈱けんこう舎 2017.3.1　　 賞味期限 2016年9月16日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
調味料 和風だし一番 横浜市  ㈱創健社　鰹・鰯・ｺﾌﾞなど 2017.1.15  賞味期限 2016年9月8日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
調味料 中華風だし一番 横浜市  ㈱創健社ｵﾆｵﾝ･白菜･人参など 2017.1.1　  賞味期限 2016年9月12日 検出せず（＜2） 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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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。


