
（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　　2018.7.10採卵 2018.7.24賞味期限 2018年7月25日 検出せず（＜2） 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　　2018.6.29採卵 2018.7.13味期限 2018年7月11日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
牛乳 よつ葉牛乳(非組替え飼料）） 北海道 よつ葉乳業㈱ 2018.8.12賞味期限 2018年8月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
牛乳 酪農家限定牛乳 福島県 郡山市  ㈱酪王牛乳 2018.8.10賞味期限 2018年8月1日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
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 2018.6.12賞味期限 2018年6月5日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
牛乳 八千代牛乳 千葉県 北部酪農 　　製造2018.8.1 2018.8.8賞味期限 2018年8月3日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
牛乳 よつ葉  低脂肪牛乳 北海道  音更町 ㈱よつ葉乳業 2018.7.29消費期限 2018年7月27日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
牛肉 枕崎　牛すじ 福岡県 遠賀町　㈱福永産業 2018.7.18賞味期限 2018年6月29日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
黒米 だんらん　もち黒米ごはん原料 国産 2018年7月3日 検出せず（＜3） 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6月22日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
パン デニッシュ　オレンジヨーグルト 愛知県 製造：小牧市　㈱コモ 2018.8.18賞味期限 2018年7月4日 検出せず（＜5） 検出せず（＜3）
生めん 冷し中華　生麺 島根県　 雲南市　㈱出雲たかはし 2018.7.3賞味期限 2018年6月12日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
惣菜 しめじ野菜(椎茸・人参）おやき 長野県 小川村　㈱小川の庄 2018.10.17賞味期限 2018年7月4日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
納豆 飯野さん大豆経木納豆 国産大豆 青梅市  (有)菅谷食品 2018.7.5賞味期限 2018年7月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
豆腐 一丁庵　北海道大豆きぬ あきる野市 （有）豆匠たかち 2018.7.27消費期限 2018年8月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
豆腐 一丁庵　北海道大豆もめん あきる野市 （有）豆匠たかち 2018.7.2消費期限 2018年7月3日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
豆腐 こだわり豆腐屋の木綿 あきる野市 （有）豆匠たかち 2018.7.23消費期限 2018年7月23日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
果実 もも　2個 和歌山県　 紀ノ川農協 2018.7.13入荷 2018年7月25日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 赤しそ　しそｼﾞｭｰｽ利用可 千葉県 船橋市　平川茂さん 2018.6.25入荷 2018年6月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
果実 南高梅 奈良県 堀内農園 2018.6.29入荷 2018年7月5日 検出せず（＜2） 検出せず（＜1）
果実 青梅（梅酒・梅干し用） 群馬県　 高崎市　神沢文明さん 2018.6.13入荷 2018年6月14日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
果実 青梅（梅酒・梅ｼﾛｯﾌﾟ・梅ｴｷｽ） 和歌山県　 紀ノ川農協 2018.6.11入荷 2018年6月11日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
果実 さくらんぼ　　佐渡錦 山梨県 山梨産直センター 2018.6.13入荷 2018年6月14日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
果実 キウイフルーツ 神奈川県 マルタグループ小田原マルタ 2018.7.17入荷 2018年7月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 とうもろこし　2本 群馬県 赤城高原　㈱野菜くらぶ 2018.7.20入荷 2018年7月24日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 小玉すいか 茨城県 県西産直センター 2018.7.3入荷 2018年7月3日 検出せず（＜1） 検出せず（＜3）
きのこ きくらげ　(黒）　 菌床栽培 岐阜県 郡上和良産　㈱ハルカ　ｲﾝﾀｰ． 2018.7.13入荷 2018年7月13日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
きのこ ｵｰｶﾞﾆｯｸ　白きくらげ 岐阜県 郡上和良産　㈱ハルカ　ｲﾝﾀｰ． 2018.7.13入荷 2018年7月26日 検出せず（＜8） 検出せず（＜4）
きのこ （菌床栽培）　まいたけ 茨城県 県西産直　諏訪信雄さん 2018.7.26入荷 2018年8月1日 検出せず（＜4） 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 2018.7.26入荷 2018年8月2日 検出せず（＜5） 検出せず（＜4）
青果 枝豆 静岡県菊川市 　野菜くらぶ　深川知久さん 2018.7.12入荷 2018年7月12日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 オクラ 静岡県 　野菜くらぶ　塚本佳子さん 2018.7.12入荷 2018年7月12日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
青果 有機いんげん 長野県 佐久産直センター 2018.7.12入荷 2018年7月12日 検出せず（＜7） 検出せず（＜5）
青果 アスパラガス 埼玉県 埼玉県産直協同　加藤憲治さん 2018.7.13入荷 2018年7月17日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
青果 有機いんげん 長野県 佐久産直センター 2018.7.20入荷 2018年7月24日 検出せず（＜4） 検出せず（＜1）
青果 露地  ミニトマト 神奈川県 愛川町　佐々木、原田、諏訪部さん 2018.7.20入荷 2018年7月23日 検出せず（＜6） 検出せず（＜3）
青果 トマト 八王子市 石川町　和田利雄さん 2018.7.6入荷 2018年7月6日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 だいこん 群馬県 ㈱野菜くらぶ 2018.7.27入荷 2018年8月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 玉ねぎ 埼玉県 深谷市　とんとん市場 2018.7.4入荷 2018年7月4日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 赤じゃがいも 埼玉県　 （農業法人）埼玉県産直協同 2018.7.26入荷 2018年7月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 じゃがいも 八王子市 小比企町　中西伸夫さん 2018.7.17入荷 2018年7月17日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 ゴーヤ（にがうり） 埼玉県　 産直センター　小林文明さん 2018.7.17入荷 2018年7月18日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 なす     （野菜セット） 茨城県 県西産直センター　 2018.8.6入荷 2018年8月6日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
青果 ピーマン（野菜セット） 茨城県 県西産直センター　 2018.8.6入荷 2018年8月6日 検出せず（＜6） 検出せず（＜3）
青果 なす3本 埼玉県 埼玉産直センター 2018.6.25入荷 2018年6月25日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
青果 栗系かぼちゃ 茨城県 茨城県西産直センター　 2018.7.17入荷 2018年7月19日 検出せず（＜4） 検出せず（＜2）
青果 カット　かぼちゃ 長崎県 長崎南部生産組合 2018.7.11入荷 2018年7月12日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 ズッキーニ 長野県 ながの北信産直センター 2018.7.26入荷 2018年8月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 ブロッコリー 群馬県 ㈱野菜くらぶ　加藤昇さん 2018.7.5入荷 2018年7月5日 検出せず（＜1） 検出せず（＜2）
青果 キャベツ 群馬県 ㈱野菜くらぶ 2018.7.13入荷 2018年7月13日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
青果 ピーマン 埼玉県 埼玉県産直協同 2018.7.26入荷 2018年8月2日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
青果 ブルームきゅうり3本 埼玉県 埼玉産直ｾﾝﾀｰ　中島勝己さん 2018.6.27入荷 2018年6月28日 検出せず（＜1） 検出せず（＜2）
青果 きゅうり　5本 長野県 佐久産直　中澤勝久さん 2018.7.26入荷 2018年8月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
青果 モロヘイヤ 千葉県　 加瀬農園 2018.7.25入荷 2018年7月25日 検出せず（＜7） 検出せず（＜7）
青果 みず菜 埼玉県 埼玉産直ｾﾝﾀｰ　久米原恒夫さん 2018.6.25入荷 2018年6月26日 検出せず（＜1） 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 2018.7.6入荷 2018年7月6日 検出せず（＜1） 検出せず（＜4）
青果 有機　こまつ菜 群馬県 ㈱野菜くらぶ 2018.7.12入荷 2018年7月12日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
青果 有機栽培　小松菜 千葉県 (公財）自然農法センター葉物部会 2018.7.27入荷 2018年8月3日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 県西のにんじん 茨城県 県西産直ｾﾝﾀｰ　堺利一さん 2018.7.17入荷 2018年7月18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 2018.7.5入荷 2018年7月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
青果 自然乾燥にんにく 神奈川県 愛川町　佐々木、原田、諏訪部さん 2018.5.22入荷 2018年7月10日 検出せず（＜4） 検出せず（＜1）
青果 新　ごぼう 埼玉県 埼玉産直センター荻野良友さん 2018.6.21入荷 2018年6月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜2）
青果 レタス 群馬県 ㈱野菜くらぶレタス部会 2018.6.14入荷 2018年6月15日 検出せず（＜2） 検出せず（＜3）
水産 氷温造り　あじの南蛮漬 鳥取県 米子市　㈱ダイマツ 2019.1.17賞味期限 2018年7月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
水産 ふっくら開きあじ 山陰沖 米子市　㈱ダイマツ 2018.11.16賞味期限 2018年7月26日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
水産 かつお　かれぶし削り節　砕片 静岡県 西伊豆町　カネサ鰹節商店 2018.7.26入荷 2018年7月27日 検出せず（＜7） 検出せず（＜1）
水産 チルド　おさかな　ソーセージ 八王子市 製造：北野町　日本水産㈱ 2018.9.4 賞味期限 2018年7月2日 検出せず（＜3） 検出せず（＜1）
水産 焼きちくわ　魚のうまみ 宮城県 石巻市　㈱カクト鈴木商店 2018.4.20賞味期限 2018年6月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
水産 つまみ揚（野菜）2018.4.18製造 宮城県 東松島市㈱高橋徳治商店 2018.10.14賞味期限 2018年6月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
水産 赤いかのすり身 山陰沖浜坂　 兵庫県　(有)山米 2018.7.27賞味期限 2018年6月28日 検出せず（＜5） 検出せず（＜5）
水産 日帰り船のさんま　　厚岸産 北海道 札幌市　㈱札幌中一 2017.6.18賞味期限 2018年6月28日 検出せず（＜4） 検出せず（＜3）
水産 もったいないナメタガレイ 北海道 ㈱札幌中一 2018.4.20賞味期限 2018年6月21日 検出せず（＜3） 検出せず（＜4）
水産 活きあさり　水なしパック　増量 熊本県 販売：茨城県　㈱塩屋 2018.5.18賞味期限 2018年5月18日 検出せず（＜6） 検出せず（＜5）
水産 ねぎ揚げ　（すけとうだら等） 宮城県 名取市　㈱ささ圭 2018.8.5賞味期限 2018年5月10日 検出せず（＜6） 検出せず（＜2）
水産 岩もずく 日本海北部 島根県　㈱海産物のきむらや 2018.6.19賞味期限 2018年6月12日 検出せず（＜1） 検出せず（＜2）
煎茶 モグラ印　八十八夜の茶 静岡県 御前崎市　㈱東海マルタ 2018.7.19入荷 2018年7月19日 検出せず（＜6） 検出せず（＜4）
煎茶 モグラ印　深蒸し茶 静岡県 御前崎市　㈱東海マルタ 2018.7.19入荷 2018年7月20日 検出せず（＜6） 検出せず（＜4）
飲料 タングロン昆布エキス飲料 北海道 芦別町　日本酵素産業㈱ 2018.7.20賞味期限 2018年7月5日 検出せず（＜2） 検出せず（＜2）
和菓子 伊勢のよもぎ参宮餅（冷凍） 三重県 伊勢市　和菓子の万寿や 2018.12.29賞味期限 2018年6月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
調味料 京都へんこ　ごま　ねりねり ﾎﾝｼﾞｪﾗｽなど 京都市　㈱山田製油 2018.4.10賞味期限 2018年7月26日 検出せず（＜7） 検出せず（＜3）
お菓子 COOP黒糖かりんとう 沖縄蜜 製造：板橋区　東京かりんとう㈱ 2018.6.5賞味期限 2018年6月8日 検出せず（＜5） 検出せず（＜2）
菓子 COOPﾁｰｽﾞ入り焼きドーナッツ 長野県 鶏卵・小麦　宮田村　㈱北川製菓 2018.7.21賞味期限 2018年8月6日 検出せず（＜4） 検出せず（＜5）
ソース 黒ｵﾘｰﾌﾞとｱﾝﾁｮﾋﾞのﾄﾏﾄｿｰｽ ｲﾀﾘｱﾄﾏﾄ 長野県　㈱ボヌール 2018.11.27賞味期限 2018年6月27日 検出せず（＜3） 検出せず（＜3）
パスタ じゃがいもﾆｮｯｷとﾓｯﾂｱﾚﾗｿｰｽ 北海道 長野県　㈱ボヌール 2018.12.5賞味期限 2018年6月22日 検出せず（＜4） 検出せず（＜4）
ルー カレールー　小麦粉・香辛料 神奈川県 鎌倉市　㈱エム・トｳ・エム 2019.2.21賞味期限 2018年6月6日 検出せず（＜1） 検出せず（＜1）
ソース ホワイトソース　製造2018.2.13 神奈川県 鎌倉市　㈱エム・トｳ・エム 2018.11.10賞味期限 2018年6月11日 検出せず（＜3） 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。　

2018.5.17調整年月日(籾から籾がらを取り除いた日)

2018年8月5回　放射能測定結果  2018年8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）


