
（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2017.4.18賞味期限 2017.4.4採卵 2017年4月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
たまご 鶏愛卵土平飼たまご 静岡県　 (有)伊豆鶏業2017.4.4賞味期限 2017.4.5採卵 2017年4月12日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
畜産 あらびき　ﾏｲﾙﾄﾞﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ 国産豚　 横浜市　㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 2017.4.21賞味期限 2017年4月17日 検出せず（＜4） 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㈱ 2017.4.17賞味期限 2017年4月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
乳製品 よつ葉　プレーンヨーグルト 北海道　 よつ葉乳業㈱ 十勝主管工場 2017.4.10賞味期限 2017年4月7日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
牛乳 飛騨ﾉﾝﾎﾓ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ 岐阜県 高山市　飛騨　酪王農協 2017.4.26賞味期限 2017年4月18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 2017.4.21賞味期限 2017年4月12日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
牛乳 八千代牛乳 千葉県 北部酪農2017.4.19賞味期限 2017.4.12製造 2017年4月17日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
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）
惣菜 炊き込みご飯の素  国産筍ご飯 国産筍 新潟県　(有)かじかわ農園ハーヴィ 2017.6.24賞味期限 2017年4月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
お米 おかゆ（レトルトパウチ） 神奈川県　 綾瀬市　大平食品㈱/災害備蓄 2019.6A賞味期限 2017年3月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
めん類 長良川醤油ラーメン 国産100%麦 岐阜県　ﾄｰｴｰ食品㈱ 2017.4.11賞味期限 2017年4月7日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
キムチ 沈菜　白菜キムチ 国産白菜 製造：新宿区　㈱ｶﾗﾐﾉﾌｰｽﾞ 2017.4.25賞味期限 2017年3月31日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
漬物 天城特産　わさび漬け 静岡県 河津町　㈱丸山園 2017.4.16賞味期限 2017年4月7日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
漬物 パプリカのぴくるす　酢漬 山梨県　 北杜市　㈱ペジワン・北杜 2016.11.24賞味期限 2017年3月27日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
惣菜 山奥こんにゃく あきる野市　 (有)池谷2017.3.13製造 2017.6.13賞味期限 2017年4月5日 検出せず（＜3） 検出せず（＜5）
水煮 たけのこ水煮 国内産 八女市　福岡八女農業協同組合 2017.3.16賞味期限 2017年3月15日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
大豆 もち麦きな粉（もち麦＝大麦） 北海道大豆 埼玉県　みたけ食品工業㈱ 2017.4.29賞味期限 2017年3月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
煮豆 煮豆（昆布豆） 大豆・昆布など 国産 練馬区　㈱菊田商店3.15製造 2017.6.13賞味期限 2017年3月24日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
大豆 おいしい発芽大豆 国産大豆 熊本県　益城町　㈱果実堂 2017.5.10賞味期限 2017年4月17日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
納豆 飯野さん大豆経木　納豆 国産丸大豆 (有)　菅谷食品 2017.4.14賞味期限 2017年4月7日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
惣菜 手揚げ油揚 大豆（国産） 練馬区　丸和食品㈱3.29製造 2017.4.2賞味期限 2017年3月31日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
飲料 よもぎ豆腐 あきる野市 (有)豆匠たかち 2017.4.17賞味期限 2017年4月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
とうふ こだわり豆腐屋の木綿 あきる野市  (有)豆匠たかち 2017.4.14消費期限 2017年4月12日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 片浦レモン 神奈川県　 小田原　片浦レモン研究会 2017.4.4入荷 2017年4月7日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 バレンシアオレンジ 小田原 立山農園栽培確認㈱協同商事 2017.4.6入荷 2017年4月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 とちおとめいちご 埼玉県深谷市 産直ｾﾝﾀ-　矢島京治・明美さん 2017.3.17入荷 2017年3月17日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 キウイフルーツ 神奈川県　 小田原マルタ 2017.4.17入荷 2017年4月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
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）

幹物 お手軽　乾燥やさい 国産 福島県　きのこ総合ｾﾝﾀｰ㈱ 2017.1.21賞味期限 2017年3月29日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
山菜 国産山菜ミックス 山形県　 鶴岡市　羽黒・農協食品加工(有) 2017.6.17賞味期限 2017年3月24日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
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 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 2017.4.14入荷 2017年4月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜8）
青果 エリンギ 長野県　 中野市　ＪＡ全農長野 2017.4.14入荷 2017年4月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 まいたけ菌床（苗床） 茨城県 県西産直　センター 2017.3.24入荷 2017年3月31日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
幹物 原木乾し　 しいたけ 大分県 津久見市　宝しいたけ本舗 2017.4.30賞味期限 2017年3月16日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
青果 えのき茸 埼玉県　 ㈱アグリカルチャーセンター 2017.4.13入荷 2017年4月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 大根 神奈川県　 三浦有機出荷組合 2017.4.4入荷 2017年4月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ブルームきゅうり 埼玉県　 深谷市　産直センター 2017.3.31入荷 2017年4月4日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 小ねぎ 埼玉県　 深谷市　吉岡信一さん 2017.3.21入荷 2017年4月5日 検出せず（＜6） 検出せず（＜5）
青果 大葉 千葉県　 香取市　農事組合法人和郷園 2017.4.3入荷 2017年4月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 長ねぎ　　洗い 埼玉県 埼玉県産直協同　 2017.4.13入荷 2017年4月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 じゃがいも 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（＜3） 検出せず（＜3）
青果 有機栽培たまねぎ 北海道 感動農業　㈱野菜くらぶ 2017.4.18入荷 2017年4月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 とまと（お楽しみ野菜セット） 埼玉県 埼玉産直ｾﾝﾀｰ 2017.3.17入荷 2017年3月20日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 トマト 埼玉県　 深谷市　埼玉産直ｾﾝﾀｰ 2017.4.12入荷 2017年4月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 ミニトマト 群馬県　 埼玉産直ｾﾝﾀｰ　志塚保さん 2017.3.29入荷 2017年3月31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 2017.3.24入荷 2017年3月29日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
人参 雪下にんじん 新潟県 津南町　島田農園 2017.4.13入荷 2017年4月13日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 にんじん　泥付き 茨城県 県西産直　塩森茂男さん 2017.3.20入荷 2017年3月21日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
青果 ときわにんにく 青森県 ＪＡ津軽みらい・全農あおもり 2017.4.17入荷 2017年4月18日 検出せず（＜4） 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 2017.4.4入荷 2017年4月12日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 こまつな 埼玉県 産直ｾﾝﾀｰ　梅沢藤一さん 2017.3.20入荷 2017年3月22日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
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 2017.3.21入荷 2017年3月23日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 しょうが 埼玉県 産直ｾﾝﾀｰ　比留間良典さん 2017.3.21入荷 2017年3月22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 大和芋 埼玉県　 産直ｾﾝﾀｰ　荻野有幸さん 2017.3.13入荷 2017年3月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 レタス 埼玉県 産直センター　須藤宗治さん 2017.3.31入荷 2017年4月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜6）
水産 生協だしパック　 国産ｱｼﾞ･ｶﾂｵ 名古屋市　（有）節辰商店 2017.3.25賞味期限 2017年4月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
水産 さつま揚げ　徳用 鹿児島県 魚種：ｽｹｿｳ・ｲﾄﾖﾘ・ﾂﾑﾌﾞﾘ・ｵｷｱﾐ 2017.4.18賞味期限 2017年3月24日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
水産 かに風味かまぼこ 鹿児島県　 （ｶﾆｴｷｽ・ｽｹｿｳﾀﾞﾗ）㈱松野下蒲鉾 2017.5.18賞味期限 2017年3月24日 検出せず（＜3） 検出せず（＜6）
水産 さんまのすり身 青森県沖など 宮城県　㈱ﾔﾏﾎﾝﾍﾞｲﾌｰｽﾞ 2017.5.6消費期限 2017年3月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 さんまの佃煮　黒酢煮 青森県沖など 宮城県　㈱ﾔﾏﾎﾝﾍﾞｲﾌｰｽﾞ 2017.5.6賞味期限 2017年3月15日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 小女子佃煮 宮城県 宮城県　㈱ﾔﾏﾎﾝﾍﾞｲﾌｰｽﾞ 2017.5.6賞味期限 2017年3月15日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
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 天然味付もずく（土佐酢） 沖縄県 ㈱海産物のきむらや 2017.4.23賞味期限 2017年4月7日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
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 2017.3.31賞味期限 2017年3月23日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
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 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）
飲料 COOP乳酸ドリンク 東京都 製造：中央区　日清ヨーク㈱ 2017.4.22賞味期限 2017年4月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
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㈱ 2017.4.22賞味期限 2017年3月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
飲料 COOP国産大豆の無調整豆乳 愛知県 製造：岡崎市　マルサンアイ㈱ 2017.5.23賞味期限 2017年3月16日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
飲料 信州りんごｼﾞｭｰｽ 長野県　 長野市　長野興農（㈱） 2017.9.20賞味期限 2017年3月15日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
お菓子 ＣＯＯＰ南部せんべい 岩手県　 二戸市　㈱小松製菓 2017.4.23賞味期限 2017年3月16日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
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 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）

 ※「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。　

2017年5月2回　放射能測定結果  2017年4月24日（月）
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。


