
（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2017.11.13賞味期限 2017.10.30採卵 2017年11月1日 検出せず（＜2） 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2017.11.14賞味期限 2017.11.1採卵 2017年11月7日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
鶏肉 スモークチキン 鶏むね肉 愛知県  製造：静岡県　㈱吉田ハム工場 2017.10.6賞味期限 2017年10月2日 検出せず（＜5） 検出せず（＜3）
牛乳 八千代牛乳 千葉県 北部酪農11.5賞味期限  製造2017.10.29 2017年11月6日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
牛乳 十勝牛乳 北海道 ㈱よつ葉乳業 2017.11.13賞味期限 2017年11月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
乳製品 生クリーム 北海道　 河東郡　㈱よつ葉乳業 2017.10.29賞味期限 2017年10月25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 2017.11.5賞味期限 2017年10月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
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 2017.11.2賞味期限 2017年11月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
乳製品 のむヨーグルト 岩手県牛乳 西和賀町　㈱湯田牛乳公社 2017.11.13賞味期限 2017年11月7日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
ジャム りんご　ジャム 国産果実 日生協 2017.12.7賞味期限 2017年10月27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 2017.11.10賞味期限 2017年11月3日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
乳製品 生乳たっぷり飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ 福島県  ㈱酪王牛乳 2017.10.31賞味期限 2017年10月27日 検出せず（＜1） 検出せず（＜2）
納豆 大江戸せいろ蒸し小粒納豆 国産大豆 青梅市  (有)菅谷食品 2017.10.6賞味期限 2017年10月6日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
惣菜 だんらん　ひや汁 宮崎県　 鰹・落花生など：㈱協和 2017.12.18賞味期限 2017年11月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
漬け物 青首大根醤油漬け 国産 調布市　㈱浜食 2017.10.29賞味期限 2017年10月13日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
餅米 でわのもちごめ2017年産 山形県庄内　 鶴岡市　協同ファーム 2017.4.27調整 2017年10月12日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
農産 無漂白干瓢　かんぴょう 栃木県　 栃木市　㈱小野口商店 2017.12.12賞味期限 2017年10月10日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
豆腐 ごっついとうふ あきる野市 (有)豆匠たかち 2017.11.2消費期限 2017年11月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
豆腐 ゆずとうふ 国産ゆず　 あきる野市(有)豆匠たかち 2017.10.20消費期限 2017年10月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
果実 庄内柿(平種無し) 山形県　 鶴岡市八色木　庄内協同ﾌｧｰﾑ 2017.10.31入荷 2017年11月1日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
果実 越さんのりんご紅玉 長野県　 須坂市　フルーツランド越さん 2017.10.9入荷 2017年10月9日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
りんご りんご　ふじ 長野県 須坂市小河原町　吉池農園 2017/10/28入荷 2017年10月31日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
りんご 秋映・シナノピッコロ 長野県 須坂市小河原町　吉池農園 2017.10.5入荷 2017年10月5日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
果実 甲斐路 山梨県　 山梨ＪＡ笛吹八代 2017.10.3入荷 2017年10月3日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
種 かぼちゃの種 中国産 国内加工　販売:㈱創健社 2017.12.26賞味期限 2017年10月12日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
果実 生くるみ アメリカ･ﾁﾘ 日生協（兵庫） 2017.9月賞味期限 2017年10月12日 検出せず（＜5） 検出せず（＜6）
青果 れんこん かすみがうら市 （農）マルツボ生産者大関盛夫さん 2017.10/31入荷 2017年10月31日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
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 2017.10.20入荷 2017年10月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
青果 かぶとり　なめこ 長野県　 木島平村穂高　㈱みらい 2017.11.3入荷 2017年11月3日 検出せず（＜5） 検出せず（＜3）
青果 諏訪さんのまいたけ 茨城県 県西産直　諏訪一雄さん 2017.11.3入荷 2017年11月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 （菌床栽培）　しいたけ 茨城県 県西産直　安喰　攻さん 2017.11.3入荷 2017年11月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜5）
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 2017.10.9入荷 2017年10月10日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 エリンギ 長野県 中野市　ＪＡ全農長野 2017.10.6入荷 2017年10月6日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 パプリカ  (赤） 山形県 遊佐町　高橋良彰、洸太さん 2017.10.6入荷 2017年10月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 小ねぎ 埼玉県　 深谷市　吉岡信一さん 2017.9.12入荷 2017年9月12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 2017.9.28入荷 2017年9月28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 2017.10.20入荷 2017年10月23日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ミニトマト 埼玉県 埼玉産直ｾﾝﾀｰ 2017.10.18入荷 2017年10月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 大根（葉込み） 八王子市 東京都　八王子ファーム 2017.10.31入荷 2017年10月31日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
青果 有機栽培じゃがいも 北海道 販売：野菜くらぶ 2017.10.10入荷 2017年10月11日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 有機  紅しぐれ（大根） 長野県　 佐久産直　吉田典生さん 2017.10.23入荷 2017年10月24日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 有機　小かぶ 長野県　 木澤農園　木澤聡さん 2017.10.23入荷 2017年10月24日 検出せず（＜5） 検出せず（＜3）
青果 有機にんじん 北海道 大雪を囲む会 2017.11.3入荷 2017年11月6日 検出せず（＜2） 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 2017.10.13入荷 2017年10月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
青果 かぼちゃ 北海道　 美瑛町　おおとり農園 2017.11.3入荷 2017年11月7日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ミニカリフラワー 茨城県 県西産直　野沢和人さん 2017.10.5入荷 2017年10月5日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 キャベツ 群馬県　 ㈱野菜くらぶ　キャベツ部会 2017.10.9入荷 2017年10月10日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
青果 なす 埼玉県　 深谷市　埼玉産直センター 2017.11.3入荷 2017年11月3日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
青果 サラダ白菜 群馬県　 ㈱野菜くらぶ 2017.10.9入荷 2017年10月9日 検出せず（＜5） 検出せず（＜3）
青果 こまつな 埼玉県 産直ｾﾝﾀｰ　吉岡利明さん 2017.10.6入荷 2017年10月9日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
青果 有機　ベビーケール 千葉県 産直センター葉物部会 2017.10.13入荷 2017年10月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 みずな　 埼玉県　 深谷市　産直センター　矢島京治さん 2017.11.1入荷 2017年11月3日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
青果 有機　みず菜 千葉県 産直センター葉物部会 2017.10.6入荷 2017年10月10日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
青果 小松菜 八王子　 長沼町　水越芳夫さん 2017.10.31入荷 2017年11月1日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 有機　春菊 千葉県 産直センター葉物部会 2017.10.6入荷 2017年10月9日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ｽﾃｲｯｷｵ（イタリア野菜） 埼玉県　 埼玉県産直協同 2017.10.31入荷 2017年11月1日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
青果 チンゲン菜 茨城県 県西産直　久保浩司さん 2017.10.10入荷 2017年10月11日 検出せず（＜4） 検出せず（＜1）
青果 しょうが 埼玉県 産直ｾﾝﾀｰ　比留間良典さん 2017.10.17入荷 2017年10月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 洗い　しょうが150ｇ 長崎県　 供給センター　馬渡重幸さん 2017.10.31入荷 2017年11月1日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
甘露煮 紅あずまお芋の甘露煮 茨城県 製造：鉾田市　㈱磯山商事 2017.9.17賞味期限 2017年10月4日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
青果 グリーンカール（ﾘｰﾌﾚﾀｽ） 茨城県 県西産直　矢口　日出夫さん 2017.10.5入荷 2017年10月5日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
小麦 焙煎小麦ふすま 国内産小麦 静岡市　富士食品㈱ 2017.11.14賞味期限 2017年10月19日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
小麦 小麦胚芽 米・ｶﾅﾀﾞなど 国内加工　販売:㈱創健社 2018.1.2賞味期限 2017年10月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
ごま 直火焙煎　炒りごま ｶﾞﾃﾏﾗなど 製造：京都市　㈱山田製油 2017.10.22賞味期限 2017年10月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）

水産 煮干し魚類　かたくちいわし 千葉県 大網白里市　（有）かねの水産 2017.10.27賞味期限 2017年10月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
水産 減塩　だし煮干し(いわし） 国内産　 埼玉県熊谷市　㈱フジサワ 2017.12.11賞味期限 2017年10月4日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
水産 さつま揚げ　ｽｹｿｳ･ｲﾄﾖﾘ 鹿児島県　 ･ﾂﾑﾌﾞﾘ・ｵｷｱﾐなど　㈱松野下蒲鉾 2017.11.7賞味期限 2017年10月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
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 2017.12.7賞味期限 2017年10月13日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
水産 天然味付岩もずく 日本海北部産　 島根県㈱海産物のきむらや 2017.10.28賞味期限 2017年10月24日 検出せず（＜3） 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 2017.11.19賞味期限 2017年11月7日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
水産 練り物バラエテｲーセット 宮城県 東松島市　高橋徳治商店 2017.4.5製造 2017年9月6日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
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㈱ 2017.10.16賞味期限 2017年10月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
煎茶 最香火入　静岡茶 静岡県 牧之原市　㈱喜作園 2017.9.29賞味期限 2017年10月5日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
煎茶 有機栽培粉末緑茶 静岡県 牧之原市　㈱喜作園 2018.7.19賞味期限 2017年10月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
飲料 ライスミルク 石川県 金沢市　㈱福光屋 2017.8.5賞味期限 2017年10月6日 検出せず（＜6） 検出せず（＜5）
鉱水 布引の水 神戸市 神戸ウォーター㈱ 2022.10.22賞味期限 2017年10月25日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
調味料 素材力だし ｺﾌﾞ・ｶﾂｵ・椎茸 宇都宮市　ｽﾌﾟｰﾝｼｭｶﾞｰ㈱ 2018.6.24賞味期限 2017年10月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜7）
調味料 非加熱生ウスターソース　 東京都 （野菜・果実含む）トキハソース㈱ 2016.8.20賞味期限 2017年10月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜1）
調味料 田舎味だし（鰹・鯖・ｺﾌﾞ・椎茸） 吉祥寺　 武蔵野市　㈱浜甚 2018.7.24賞味期限 2017年10月4日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
惣菜 れんこんサラダ 茨城県 製造：鉾田市　㈱磯山商事 2017.9.17賞味期限 2017年10月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
惣菜 ごぼうとにんじんのサラダ 茨城県 鉾田市　㈱磯山商事 2017.9.17賞味期限 2017年10月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
惣菜 有機　麻婆の素 ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｳﾁ 愛媛県 西予市　㈱アールシーフードパック 2018.11.8A賞味期限 2017年10月3日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
惣菜 有機　肉豆腐の素 ﾚﾄﾙﾄﾊﾟｳﾁ 愛媛県 西予市　㈱アールシーフードパック 2017.8.23A賞味期限 2017年10月3日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
米菓子 ﾗｲｽｸﾗｯｶｰ（せんべい） 岩手県　 盛岡市　㈱味泉 2017.10.4賞味期限 2017年10月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
菓子 ＣＯＯＰ南部せんべい 岩手県　 二戸市　㈱小松製菓 2017.10.8賞味期限 2017年10月24日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
菓子 COOPきらず揚げ 国産大豆小麦　 愛知県  ㈱おとうふ工房 2017.11.29賞味期限 2017年10月13日 検出せず（＜6） 検出せず（＜3）
菓子 のど飴　有機ﾌﾟﾘﾎﾟﾘｽ 国内梅使用 静岡県　㈱甘信堂製菓 2018.5.17賞味期限 2017年10月4日 検出せず（＜2） 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。　

2017年11月5回　放射能測定結果  2017年11月13日
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。（自然派くらぶ生協　放射能測定検査）


