
（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　　2018.3.21採卵 2018.4.4賞味期限 2018年3月23日 検出せず（＜4） 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　　2018.3.14採卵 2018.3.27賞味期限 2018年3月28日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
牛乳 十勝牛乳 北海道 ㈱よつ葉乳業 2018.4.2賞味期限 2018年3月26日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
乳製品 よつ葉ミルクコーヒー　生乳50% 北海道 よつ葉乳業　㈱十勝主管工場 2018.4.1賞味期限 2018年3月23日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
乳製品 よつ葉 生クリーム 北海道 よつ葉乳業　㈱十勝主管工場 2018.4.1賞味期限 2018年3月23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 2018.4.6賞味期限 2018年3月23日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
乳製品 腸内活性ヨーグルメイト 石川県　 金沢市　ﾎﾘ乳業 2018.3.24賞味期限 2018年3月23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 2018.3.23賞味期限 2018年3月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
牛乳 八千代牛乳 千葉県 北部酪農 　　製造2018.3.21 2018.3.28賞味期限 2018年3月26日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
畜産 ロースハムスライス 神奈川県 愛甲郡　（有）中津ミート 2018.3.21賞味期限 2018年3月16日 検出せず（＜1） 検出せず（＜5）
豚肉 無塩せきロースハム 国産豚　 横浜市　㈱鎌倉ﾊﾑｸﾗｳﾝ商会 2018.2.17賞味期限 2018年2月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
パン 自然派の食パン6枚切 国産麦　 八王子市(有)アイグラン3.15製造 2018.3.17賞味期限 2018年3月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
パン 菓子パン　カフェラータ 愛知県 製造：小牧市　　㈱コモ 2018.3.28賞味期限 2018年3月21日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
バター バター＆ひまわりｵｲﾙ 北海道 よつ葉乳業㈱  十勝主管工場 2018.4.2賞味期限 2018年3月19日 検出せず（＜5） 検出せず（＜6）
お米 菅さんのあきたこまち 秋田県 秋田県　菅　英一さん 2018.1.23精米日 2018年3月6日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
お米 丹後米こしひかり玄米 京都 丹後米こしひかり玄米 2017.3.22調整 2018年3月7日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
穀類 もちきび　農薬不使用 岩手県 販売：八王子市　㈱マゴメ 平成30.11.22賞味期限 2018年2月22日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
穀類 一六雑穀米 国産 加工：福岡県　㈱こだわりもん工房 2018.10.27賞味期限 2018年2月22日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
麺類 二八の匠　八割そば 国産 埼玉県所沢市　（有）三上製麺 2018.5.17賞味期限pm 2018年2月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
惣菜 棒練りこんにゃく2018.2.5製造 あきる野市 あきる野市乙津　有限会社　池谷 2018.2.9賞味期限 2018年2月16日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
漬物 紅しょうが　千切り 国産生姜 製造：高知県　坂田信夫商店 2018.6.14賞味期限 2018年3月2日 検出せず（＜5） 検出せず（＜1）
厚揚 五目厚揚 国産大豆 練馬区丸和食品㈱ 2018.2.25製造 2018.3.1賞味期限 2018年2月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
豆腐 きざみ揚げ　　 冷凍 国産大豆 練馬区丸和食品㈱2018.3.9製造 2018.11.3賞味期限 2018年3月23日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
豆腐 えだ豆豆腐 あきる野市 (有)豆匠たかち 2018.3.12消費期限 2018年3月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
豆腐 こだわり豆腐屋の木綿 あきる野市 (有)豆匠たかち 2018.3.19消費期限 2018年3月19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 2018.3.5消費期限 2018年3月2日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 ふぞろいキウイフルーツ 和歌山県 紀ノ川農協　キウイ部会 2018.3.26入荷 2018年3月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
果実 りんご　ふじ　　青森県 青森県　 葉とらずりんごの会㈱青研 2018.2.9入荷 2018年2月15日 検出せず（＜1） 検出せず（＜1）
果実 りんご　ふじ　　長野県 長野県 須坂市小河原町　吉池農園 2018.2.15入荷 2018年2月16日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
果実 とちおとめいちご 埼玉県 埼玉産直ｾﾝﾀｰ　保坂正行さん 2018.2.13入荷 2018年2月13日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
果実 中川さんの有機認証国産レモン愛媛県 大三島 中川有機農園 2018.2.23入荷 2018年3月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
果実 甘夏 熊本県 田浦町　マルタグループ 2018.2.23入荷 2018年3月1日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
果実 きんかん　金柑 宮崎県 綾町農協　　宝満秀夫さん 2018.2.13入荷 2018年2月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
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 2018.3.19入荷 2018年3月19日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 かぶとり　なめこ 長野県　 木島平村穂高　㈱みらい 2018.3.2入荷 2018年3月5日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
青果 （菌床栽培）　しいたけ 茨城県 県西産直　安喰　攻さん 2018.2.16入荷 2018年2月19日 検出せず（＜3） 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 2018.2.16入荷 2018年2月16日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
青果 えのきだけ 長野県 木島平村　（有）産直いいやま 2018.2.23入荷 2018年2月28日 検出せず（＜3） 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 2018.2.16入荷 2018年2月20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　 2018.2.16入荷 2018年2月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
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 2018.3.2入荷 2018年3月7日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 長ねぎ 埼玉県　 深谷市　埼玉産直センター  2018.3.2入荷 2018年3月8日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
青果 ミデイトマト　中玉トマト 埼玉県 埼玉産直ｾﾝﾀｰ　塩原裕さん 2018.3.19入荷 2018年3月23日 検出せず（＜5） 検出せず（＜6）
青果 有機ベビーケール 千葉県 千葉産直センター　　葉物部会 2018.3.26入荷 2018年3月27日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 有機　ルッコラ 千葉県 産直センター葉物部会 2018.3.2入荷 2018年3月9日 検出せず（＜1） 検出せず（＜5）
青果 大根 神奈川県 三浦有機出荷組合 2018.3.7入荷 2018年3月7日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 ブロッコリー 埼玉県 埼玉産直ｾﾝﾀｰ　  2018.3.9入荷 2018年3月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 キャベツ 埼玉県　 埼玉県産直協同　 2018.3.2入荷 2018年3月8日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ブルームレス　きゅうり 千葉県 千葉県八日市場 2018.2.13入荷 2018年2月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 有機　小松菜 千葉県 産直センター葉物部会 2018.3.9入荷 2018年3月13日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 こまつな 埼玉県　 産直ｾﾝﾀｰ　山崎素治さん 2018.2.23入荷 2018年3月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ほうれん草 茨城県 県西産直　小泉晃一さん 2018.3.19入荷 2018年3月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜5）
青果 八王子　ほうれん草 八王子市 石川町　和田利雄さん 2018.3.8入荷 2018年3月9日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 グリーンセロリ 愛知県 三竹農園 2018.3.2入荷 2018年3月8日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 春菊 茨城県 県西産直センター　野中達夫さん 2018.3.2入荷 2018年3月5日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
青果 有機栽培　春菊 千葉県 千葉産直センター　　葉物部会 2018.2.13入荷 2018年2月13日 検出せず（＜4） 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 2018.3.2入荷 2018年3月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
青果 しょうが150g 長崎県 供給センター　馬渡重幸さん 2018.3.1入荷 2018年3月5日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
青果 ごぼう　土付き 宮崎県 綾町農協　ごぼう部会 2018.3.2入荷 2018年3月6日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
青果 大和芋 群馬県　 埼玉産直ｾﾝﾀｰ　　荻野吉郎さん 2018.2.21入荷 2018年2月22日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 無漂白れんこん かすみがうら市 （農）マルツボ生産者坪井正巳さん 2018.2.2入荷 2018年2月7日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
青果 れんこん 佐賀県　 白石町(有)マルハ園芸 2018.2.9入荷 2018年2月15日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
水産 大羽いわし丸干し 国内産 薩摩川内市　㈱下園薩男商店 2018.6.3賞味期限 2018年3月23日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
水産 播磨灘産一年育ち「かき」無水 岡山県　 加工：備前市　東海シープロ㈱ 2018.3.3賞味期限 2018年3月2日 検出せず（＜7） 検出せず（＜6）
練物 小ちくわ 静岡県　 清水区由比　㈱いちうろこ 2018.3.9賞味期限 2018年3月2日 検出せず（＜5） 検出せず（＜3）
水産 鮭切身 北海道  製造：川崎市  ㈱川崎北部　大林さん 2017.12.12賞味期限 2018年2月1日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
水産 真あじ丸もの 鳥取県 製造：川崎市  ㈱川崎北部　大林さん 2017.12.21賞味期限 2018年2月1日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 釜揚げしらす干し 和歌山県 製造：川崎市  ㈱川崎北部　大林さん 2017.12.17賞味期限 2018年2月1日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
パスタ あさりと海老の和風ｽﾊﾟｹﾞﾃｲ 大阪府 泉佐野市　㈱ニッキーフーズ 2017.12.16賞味期限 2018年2月8日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
水産 COOPえびグラタン 茨城県 小美玉市　㈱明治　茨城工場 2017.12.27賞味期限 2018年2月1日 検出せず（＜2） 検出せず（＜5）
水産 天然味付もずく（土佐酢） 沖縄県 ㈱海産物のきむらや 2018.3.18賞味期限 2018年3月5日 検出せず（＜3） 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 2018.3.27賞味期限 2018年3月16日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
焼菓子 どら焼き 国産小豆 豊島区　大興食品㈱ 2018.3.29賞味期限 2018年3月21日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
焼菓子 カシューナッツ　コロン 国産大豆 豊島区　大興食品㈱ 2018.4.21賞味期限 2018年3月16日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
洋菓子 自然派バームクーヘン 国産小麦 豊島区　大興食品㈱2.21製造 2018.3.22賞味期限 2018年3月12日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
菓子 はちみつカステラ 国産麦 豊島区　大興食品㈱ 2018.4.11賞味期限 2018年3月22日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
洋菓子 COOP英字ビスケット 茨城県 製造：小美玉市　イトウ製菓㈱ 2018.6.17賞味期限 2018年3月12日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
菓子 ミニえびまるせん 国産じゃが 愛知県　㈱サンコー 2018.6.1賞味期限 2018年3月21日 検出せず（＜7） 検出せず（＜1）
菓子 COOPきらず揚げおからかりんとう 国産素材 製造：愛知県 ㈱井桁製菓 2018.4.21賞味期限 2018年3月12日 検出せず（＜4） 検出せず（＜8）
菓子 COOP塩飴　長崎・五島灘の塩 愛知県 製造：小牧市　㈱リボン 2018.6.25賞味期限 2018年2月26日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
調味料 ハロードレッシング 八王子市 販売：八王子市　シンコー食品㈱ 2017.12.24賞味期限 2018年3月5日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
農産 有機栽培大豆　2016年度産 北海道 北海道中川郡　森　茂樹さん 2018.10月賞味期限 2018年2月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
農産 洗いごま　黒　　生　 鹿児島・長崎県 鹿児島県　(有)鹿北製油 2018.9.1賞味期限 2018年2月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜5）
農産 ＣＯＯＰ　白　いりごま　 ｶﾞﾃﾏﾗなど 名古屋市 ㈱真誠ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾊﾟｰｸ 2018.2.27賞味期限 2018年3月6日 検出せず（＜1） 検出せず（＜6）
飲料 ＣＯＯＰ　麦茶（液体）　 国産麦 アサヒ飲料株式会社 2018.10.8賞味期限 2018年3月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
飲料 むぎちゃん 麦茶2017.9.14製造 山形県産大麦　 鶴岡市　庄内協同ﾌｧｰﾑ 2018.9.13賞味期限 2018年2月15日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）

 ※「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。　

2018年4月3回　放射能測定結果  2018年4月2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）


