
（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　　2018.4.4採卵 2018.4.18賞味期限 2018年4月9日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
たまご 鶏愛卵土平飼たまご 静岡県　 (有)伊豆鶏業　　2018.4.17採卵 2018.4.30賞味期限 2018年4月24日 検出せず（＜2） 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㈱ 2018.4.29賞味期限 2018年4月23日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
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 よつ葉のヨーグルト90g×3連 北海道 札幌市　㈱ミルクの郷 2018.4.8賞味期限 2018年4月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
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 2018.4.27賞味期限 2018年4月18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  郡山市  ㈱酪王牛乳 2018.4.10賞味期限 2018年4月18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2018.4.18 2018.4.25賞味期限 2018年4月23日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
豚肉 国産豚肩ﾛｰｽｽﾗｲｽ 神奈川県 愛川町　（有）中津ミート 2018.4.1賞味期限 2018年4月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
豚肉 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）
パン ちぎってロール北海道産小麦 北海道 愛知県知多市　㈱ブレナ 2018.4.3賞味期限 2018年4月5日 検出せず（＜2） 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）
もち 冷凍　大根もち 国産米 石川県　海王星㈱　能登工場 2018.4.16賞味期限 2018年4月2日 検出せず（＜1） 検出せず（＜2）
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28日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
うるち米 米飯類　かゆ 新潟県 五泉市　たいまつ食品㈱ 2018.8.31賞味期限 2018年4月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
惣菜 野菜と厚揚げとじゃこの味付け 山形県 製造：寒河江市  日東ベスト㈱ 2018.7.28賞味期限 2018年3月28日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
惣菜 チリビーンズ　冷凍 神戸市 ＭＣＣ食品㈱ひよこ豆・野菜・牛肉 2018.7.20賞味期限 2018年3月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
しょうゆ キッコーゴ丸大豆しょうゆ あきる野市 山田　近藤醸造株式会社 2020.1.16賞味期限 2018年4月18日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
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 2018.4.6賞味期限 2018年4月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
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 こだわり豆腐屋の木綿 あきる野市 （有）豆匠たかち 2018.4.16消費期限 2018年4月17日 検出せず（＜5） 検出せず（＜6）
豆腐 国産大豆　卯の花 あきる野市 （有）豆匠たかち 2018.4.18消費期限 2018年4月19日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
豆腐 なめらか濃いきぬ あきる野市 （有）豆匠たかち 2018.4.23消費期限 2018年4月23日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
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 2018.4.16入荷 2018年4月16日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
果実 とちおとめいちご 埼玉県 産直ｾﾝﾀ-　　馬場康尋やすひろさん 2018.4.16入荷 2018年4月18日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
果実 清見オレンジ 小田原 立山農園　栽培確認㈱協同商事 2016.4.6入荷 2018年4月12日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
果実 片浦レモン 神奈川県 小田原　片浦レモン研究会 2018.4.4入荷 2018年4月5日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
果実 葉とらずサンふじりんご 青森県産　 弘前市　りんごの会　㈱青研 2018.4.5入荷 2018年4月5日 検出せず（＜1） 検出せず（＜1）
果実 清美オレンジ 愛媛県 マルタ　㈱瀬戸内ゆうき農場 2018.4.2入荷 2018年4月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
果実 ニューサマーオレンジ 静岡県 立山農園　販売：㈱協同商事 2018.3.29入荷 2018年3月30日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
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）
果物 COOPブルーベリー　冷凍 アメリカ 日生協 2015.11.3賞味期限 2018年3月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
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）
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 2018.4.13入荷 2018年4月13日 検出せず（＜1） 検出せず（＜5）
青果 ぶなしめじ　本しめじ 埼玉県 熊谷市　西野しめじ生産組合 2018.4.4入荷 2018年4月4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　 2018.4.16入荷 2018年4月17日 検出せず（＜4） 検出せず（＜6）
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 2018.4.16入荷 2018年4月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 有機　パクチー 千葉県 産直センター葉物部会 2018.4.2入荷 2018年4月3日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
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　根岸和男さん 2018.4.6入荷 2018年4月6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　茂木通信さん 2018.4.23入荷 2018年4月23日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 トマトベリー 埼玉県 埼玉県産直協同 2018.4.23入荷 2018年4月23日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
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 2018.4.13入荷 2018年4月18日 検出せず（＜5） 検出せず（＜1）
青果 有機　ルッコラ 千葉県 産直センター葉物部会 2018.4.16入荷 2018年4月23日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
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 千葉県 千葉産直センタ- 2018.4.12入荷 2018年4月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
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 有機　みず菜 千葉県 産直センター葉物部会 2018.3.29入荷 2018年3月29日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 かき菜 群馬県　　 ㈱野菜くらぶ　竹之内信一さん 2018.4.13入荷 2018年4月18日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
青果 こまつな 埼玉県　 産直ｾﾝﾀｰ　清水茂則さん 2018.4.16入荷 2018年4月17日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
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 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 チンゲン菜 茨城県 県西産直　久保浩司さん 2018.4.2入荷 2018年4月6日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 みませの甘人参 神奈川県 愛川　循環型有機農業研究会 2018.4.5入荷 2018年4月5日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 雪下にんじん 新潟県 津南町　島田農園 2018.4.3入荷 2018年4月4日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 房総ニラ 千葉県 香取市　越川雅明さん 2018.4.16入荷 2018年4月18日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 長芋 茨城県 （農業法人）マルツボ 2018.4.13入荷 2018年4月13日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 ごぼう 熊本県 上益城マルタ 2018.3.27入荷 2018年3月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
乾物 干し野菜 新潟県 長岡市　㈱たべたがり 2018.4.9入荷 2018年4月12日 検出せず（＜7） 検出せず（＜7）
水産 岩もずく 日本海北部 島根県　㈱海産物のきむらや 2018.4.23賞味期限 2018年4月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 いわしさんの削りぶし 国内産 静岡市　水谷商店　水谷久美子さん 2018年　5月賞味期限 2018年3月29日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
水産 減塩　　だし煮干し 近海 加工：熊谷市　㈱藤沢商事 2017.12.22賞味期限 2018年4月2日 検出せず（＜5） 検出せず（＜3）
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）
アイス 黒糖アイスキャンデー 北海道 ビート糖：南国市久保田食品㈱ （氷菓） 2018年4月5日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
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 豆乳含む：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）
和菓子 くずまんじゅう 北海道小豆 名古屋市　㈱華桔梗（ﾊﾅｷｷｮｳ） 2018.7.26賞味期限 2018年3月30日 検出せず（＜2） 検出せず（＜4）
和菓子 香る本生水ようかん 北海道小豆 三重県伊勢市㈱和菓子の万寿や 2018.8.16賞味期限 2018年3月30日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
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）
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）
調味料 田舎味だしパック（鰹・鯖・椎茸） 吉祥寺　 武蔵野市　㈱浜甚 2019.1.15賞味期限 2018年4月3日 検出せず（＜1） 検出せず（＜1）
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）
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）
鉱水 布引の水 神戸市 神戸ウォーター㈱ 2022.10.22賞味期限 2018年4月4日 検出せず（＜1） 検出せず（＜1）

 ※「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5月3回　放射能測定結果  2018年4月30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）


