
 米（新米  12月検査分）

商品名 部門 産県 初回企画/店舗 指定JA・産地 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

COOP新潟佐渡コシヒカリ 米 新潟県 10月2回 佐渡 12月16日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP栃木コシヒカリ 米 栃木県 12月2回 かみつが　日光 12月02日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP特栽岩手ひとめぼれ 米 岩手県 12月2回 いわて中央　都南 12月02日 検出せず 検出せず 検出せず 適

※「検出せず」とは定量限界値未満のことです

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した迅速検査法

※定量限界値（量を測れる限界値）：ヨウ素１３１、セシウム１３４、セシウム１３７、それぞれについて２０Ｂｑ/㎏程度（商品特性によって変わります）

※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握すること
を目的としており、検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し
控えさせていただきます。

11年産米は、銘柄別・産地別・集荷単位別を基本とした放射性物質の自主検査を実施しています。お米の
自主検査の結果は、全て検出せず（検出限界値未満）の結果でした。お米は主食であり摂取量の多いことか
ら、引き続き定期的な自主検査を行ってまいります。

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下
穀類（米）、肉類、
卵、その他

※ヨウ素の基準値は
設定されていません

500 100Ｂｑ以下 50Ｂｑ以下 25Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示 ※　米（１２月）の検査結果

検査品については、放射性物質は検出
されていません。



農産（12月分）

商品名 部門 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

国産キウイフルーツ 農産 神奈川県小田原市 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

きゅうり 農産 茨城県筑西市 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ほしいも（2011年産） 農産 茨城県ひたちなか市 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

国産キウイフルーツ 農産 栃木県小山市・下野市・野木町 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

ほうれん草 農産 茨城県古河市 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

みかん 農産 静岡県静岡市 2011/12/19 12月19日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

みかん 農産 静岡県由比町・蒲原町・富士川町 2011/12/16 12月16日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

国産ブロッコリー 農産 千葉県東庄町 2011/12/13 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

くわい 農産 埼玉県越谷市 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

無袋ふじ 農産 青森県五所川原市・つがる市管内 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

キャベツ 農産 千葉県横芝光町 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

白菜 農産 千葉県芝山町 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ラ・フランス 農産 青森県弘前市・平川市・藤崎町・大鰐町・西目屋村 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ながねぎ 農産 群馬県太田市 2011/12/8 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

糸みつば 農産 茨城県土浦市 2011/12/7、9 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜17) 適

市田柿 農産 長野県飯田市・下伊那郡館内 2011/12/9 12月9日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

八つ頭 農産 千葉県旭市 2011/12/7 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

糸みつば 農産
埼玉県東松山市・嵐山町・滑川町・川島町・小川町・吉見町・
鳩山町・ときがわ町・東秩父村

2011/12/7 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ぎんなん（から付） 農産 新潟県十日町市 2011/12/7 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

切りみつば 農産 茨城県行方市・潮来市 2011/12/7 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

糸みつば 農産 新潟県新潟市 2011/12/7 12月8日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

せり 農産 茨城県行方市・潮来市 2011/12/7 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

糸みつば 農産 長野県長野市 2011/12/8 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

八つ頭 農産 千葉県八街市 2011/12/8 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

八つ頭 農産 千葉県富里市 2011/12/8 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

糸みつば 農産 静岡県浜松市・湖西市・新居町 2011/12/8 12月8日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ミニトマト 農産 千葉県香取市 2011/12/8 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

国産キウイフルーツ 農産 茨城県土浦市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜8) 　　規制値以内（規制値の1/10以下） 適

ごぼう 農産 茨城県行方市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

れんこん（路地） 農産 茨城県小美玉市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ほしいも（2011年産） 農産 茨城県ひたちなか市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 適

ほしいも（2011年産） 農産 茨城県ひたちなか市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

いちご（紅ほっぺ） 農産 静岡県伊豆の国市・伊豆市・沼津市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

いちご（紅ほっぺ） 農産 静岡県菊川市・掛川市・御前崎市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

ほうれん草 農産 茨城県かすみがうら市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

れんこん（路地） 農産 茨城県土浦市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

せり 農産 茨城県行方市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的と
しており、検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただき
ます。

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下

野菜、魚介類 2000 500 100Ｂｑ以下 50Ｂｑ以下 25Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示 ※　農産（1２月）の結果について

山形産のつるし柿と、千葉県産、茨城県産のキ
ウイフルーツからセシウムが検出されました
が、いずれも暫定規制値の1/10以下、新規制
値以内でした。



青首大根 農産 千葉県横芝光町 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

青首大根 農産 千葉県多古町 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ・バインベリー） 農産 茨城県ひたちなか市 2011/12/6 12月6日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

国産キウイフルーツ 農産 千葉県富津市 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜10) 　　規制値以内（規制値の1/20以下） 適

国産キウイフルーツ 農産 千葉県松戸市 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜13) 　　規制値以内（規制値の1/20以下） 適

国産キウイフルーツ 農産 千葉県市川市 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜13) 　　規制値以内（規制値の1/20以下） 適

国産キウイフルーツ 農産 千葉県千葉市 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜8) 　　規制値以内（規制値の1/10以下） 適

三浦大根 農産 神奈川県三浦市 2011/12/5 12月5日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

国産キウイフルーツ 農産 千葉県船橋市 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜11) 適

国産キウイフルーツ 農産 東京都小金井市 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜15) 検出せず　（＜15) 適

国産キウイフルーツ 農産 東京都東村山市 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

みず菜 農産 茨城町 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

国産キウイフルーツ 農産 茨城県石岡市 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

にんにく 農産 青森県三沢市・六戸町 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

下仁田ねぎ 農産 群馬県富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧町・妙義町 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜15) 検出せず　（＜15) 適

ラ・フランス 農産 岩手県花巻市・北上市・西和賀町・遠野市・大槌町・釜石市 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※「規制値以内」とは、政府による食品の暫定規制値(セシウム500Bq)以内ということです

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくＮａＩシンチレーションスペクトロメータを使用

蔵王つるし柿 農産 山形県上山市 2011/12/1 12月2日 検出せず 　　規制値以内（規制値の1／20以下） 適

※「検出せず」とは定量限界値未満のことです

※「規制値以内」とは、政府による食品の暫定規制値(セシウム500Bq)以内ということです

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した迅速検査法



畜産（12月分）

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者）
製造者
所在地

産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

産直牛 畜産 2011/12/26 2012/2/8 IHミートパッカー㈱ 青森県十和田市 北海道/橋本牧場 2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

産直牛 畜産 2011/12/23 2012/2/5 IHミートパッカー㈱ 埼玉県越谷市 北海道/橋本牧場 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

産直牛 畜産 2011/12/17 2012/1/30 IHミートパッカー㈱ 埼玉県越谷市 北海道 2011/12/19 12月19日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

お米そだち豚用飼料米（玄米） 畜産
北日本くみあい飼料・
八戸工場

岩手 2011/12/16 12月16日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

九州産黒毛和牛肩すきやき用 1kg 畜産 2012/4/9 プリマハム㈱ 九州 2011/12/16 12月16日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

九州産黒毛和牛肩ロースすきやき用 １ｋｇ 畜産 2012/4/7 プリマハム㈱ 九州 2011/12/16 12月16日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

九州産黒毛和牛モモしゃぶしゃぶ用 1kg 畜産 2012/5/29 プリマハム㈱ 九州 2011/12/16 12月16日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

産直牛 畜産 2012/1/28 伊藤ハム㈱　越谷工場 北海道/橋本牧場 2011/12/16 12月16日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

産直牛 畜産 2011/12/10 2012/1/23
 伊藤ハム㈱　十和田
工場

青森県十和田市 北海道 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

薩摩黒牛肩ロースすきやき用 1ｋｇ 畜産 2011/12/6 2012/1/19  サンキョーミート㈱ 鹿児島県志布志市 鹿児島県 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

新潟県産和牛　かたﾛｰｽすき焼き用 1ｋｇ 畜産  ㈱新潟ｺｰﾌﾟ畜産 新潟県 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

新潟県産和牛　ﾓﾓしゃぶしゃぶ用 1ｋｇ 畜産  ㈱新潟ｺｰﾌﾟ畜産 新潟県 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

産直牛 畜産 2011/12/13 2012/1/26  伊藤ハム　越谷工場 埼玉県越谷市
 北海道/トヨニシファー
ム

2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19） 検出せず　（＜18) 適

産直牛 畜産 2011/12/10 2012/1/23 伊藤ハム㈱　越谷工場  北海道産/橋本牧場 2011/12/12 12月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

宮崎牛肩ロースすき焼き用 1kg
畜産（宅配お

せち）
㈱ミヤチク 宮崎県 2011/12/7 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

宮崎牛モモしゃぶしゃぶ用 1kg
畜産（宅配お

せち）
㈱ミヤチク 宮崎県 2011/12/7 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜15) 検出せず　（＜14) 適

比内地鶏きりたんぽ鍋セット 1.770g
畜産（宅配お

せち）

 比内地鶏：秋田県産、鶏
つくね：鶏肉・鶏皮（国産
（秋田県産比内地鶏肉
10％使用））・玉ねぎ、うる
ち米（国産）

2011/12/7 12月10日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜13) 適

産直牛 畜産 2011/12/8 2012/1/21 伊藤ハム㈱　越谷工場 埼玉県越谷市  北海道産/橋本牧場 2011/12/9 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

産直牛 1ｋｇ以上 畜産 2011/12/5 2012/1/13 国分牧場 埼玉県 2011/12/7 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

若鶏ローストチキンオリーブオイル焼 ２本（３２０ｇ
 畜産（店舗クリ
スマス予約）

2012/10/2
 プライフーズ㈱第一ﾌﾞﾛ
ｲﾗｰカンパニー

骨付鶏肉（国産） 2011/12/5 12月6日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

若鶏ローストチキン（丸鶏） 670g
 畜産（店舗クリ
スマス予約）

2012/10/1
 プライフーズ㈱第一ﾌﾞﾛ
ｲﾗｰカンパニー

骨付鶏肉（国産） 2011/12/5 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

産直牛 1.2ｋｇ 畜産 2011/12/1 2012/1/14  伊藤ハム　越谷工場 埼玉県越谷市  北海道産/橋本牧場 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的としており、
　検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただきます。

期限日：比内地鶏：12/5/19、
鶏つくね：12/5/27、きりたん
ぽ：12/5/16、鶏ガラスープ：
12/5/23

 比内地鶏・鶏ガラスープ：比内どり食品㈲、
鶏つくね：比内どり食品㈲AK、きりたんぽ：
きりたんぽ食品

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下

穀類（米）、肉類、
卵、その他

※ヨウ素の基準値は
設定されていません

500 100Ｂｑ以下 50Ｂｑ以下 25Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示
※　畜産（1２月）の検査結果

検査品については、放射性物質は検出されて
いません。



産直牛 畜産 2011/12/3 2012/1/6  伊藤ハム　越谷工場  埼玉県越谷市
 北海道/トヨニシファー
ム

2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくＮａＩシンチレーションスペクトロメータを使用



水産（12月分）

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者） 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

ﾚﾝｼﾞでふっくら さんま蒲焼 3尾210g 水産 2011/12/21,26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

野村丸が獲った長崎産真さば三枚おろし 180ｇ（2枚） 水産 2012/6/15 新長崎水産（株） 真さば（長崎産） 2011/12/21 12月22日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

瀬戸内酢だこ 220g 水産 2012/11/22 ㈱あ印 マダコ（瀬戸内海産） 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

刺身用酢だこ 280g 水産 2012/12/1 ㈱あ印 真たこ（モーリタニア産） 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

瀬戸内真だこ 250g 水産 2012/11/25 ㈱あ印 真たこ（瀬戸内海産） 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

北海道産ボイル毛がに 2尾700g 水産 2012/2/25 ぎょれん鹿島食品ｾﾝﾀｰ 北海道 2011/12/14、20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

 するめいか 店舗水産 北海道函館等・青森県沖太平洋 2011/12/19 12月19日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

 真あじ 店舗水産 千葉県銚子・房総沖 2011/12/19 12月19日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いか大葉巻き(紅鮭入) 100g 水産 2012/5/29 トナミ食品工業
スルメイカ（函館産）紅鮭（ロシア
産）

2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

北海道産冷凍うに 50g 水産 2012/5/27
㈱ぎょれん鹿島食品ｾﾝ
ﾀｰ

北海道 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ｻｰﾓﾝ刺身ｽﾗｲｽ 110g 水産 2011/9/29 2012/3/26 松岡水産㈱ チリ（養殖） 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜17) 適

天然有頭えび(ｲﾘｱﾝﾀｲｶﾞｰ) 6尾(240g) 水産 2012/11/25 横浜冷凍㈱ 茨城 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

刺身用真だこ 300g 水産 2012/12/7 ㈱ニチレイフレッシュ モーリタニア産（真たこ） 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

北海蒸しだこ 300g 水産 2012/12/13 ㈱ニチレイフレッシュ 北海道(水たこ） 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

味付子持昆布 120g 水産 2012/10/20 ㈱ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｲﾝ谷屋 子持ちこんぶ（アメリカ産） 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

味付数の子ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ 190g 水産 2013/5/15 ㈱ﾆﾁﾚｲﾌﾚｯｼｭ ヨーロッパ海域（北東大西洋） 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

無漂白味付数の子 ｶﾅﾀﾞ(太平洋)産 120g 水産 2013/5/23 ㈱まるいち加工 ニシンの卵巣（カナダ（太平洋）産 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

北海酢だこ 280g 水産 2012/5/13 ﾄﾅﾐ食品工業㈱ ミズダコ（北海道産） 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

北海道産甘口塩いくら 40g×2 水産 2011/12/4 2012/3/2
北海道漁業協同組合
連合会

秋鮭卵（北海道産） 2011/12/14 12月15日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

中村家　黄金海寿漬 350ｇ 水産 2011/12/13
2012/2/10（解凍

後は5日間）
岩手県産㈱

三陸産（めかぶ・いくら・あわ
び）、アメリカ産（数の子）

2011/12/15 12月15日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

梅酢たこ 270g 水産 2012/12/11 川達水産 モーリタニア産 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

北海道産いくら醤油漬け 40g×2 水産 2011/12/4 2012/3/2
ぎょれん鹿島食品ｾﾝ
ﾀｰ

北海道産 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

無漂白塩数の子 ｶﾅﾀﾞ(太平洋)産  水産 2012/3/1 余市郡漁業協同組合 カナダ 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

国産冷凍はまぐり  水産 2012/2/18 丸藤水産 千葉県産 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜15) 検出せず　（＜15) 適

江戸前小肌甘酢漬  水産 2011/12/13 2012/4/10 スズ市水産 東京湾 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

小肌粟漬  水産 2011/12/13 2012/4/10 スズ市水産
 コノシロ（東京湾）
粟（オーストラリア）

2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的としており、
　検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただきます。

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下

野菜、魚介類 2000 500 100Ｂｑ以下 50Ｂｑ以下 25Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示 ※　水産（1２月）の検査結果

検査品については、放射性物質は検
出されていません。



ほたて貝柱(北海道産)  水産 2012/4/10 ぎょれん鹿島食品ｾﾝﾀ  ー北海道 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

北海道産ほたて貝柱(大粒)  水産 2012/5/15 ぎょれん鹿島食品ｾﾝﾀ  ー北海道 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

鮭ルイべ漬 100ｇ  水産 2012/2/3 佐藤水産㈱ 鮭、いくら(北海道） 2011/12/7 12月12日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

氷温乾燥きんき開き 1枚200ｇ  水産 2012/3/3 ㈱まるとみ吉川水産 北海道 2011/12/7 12月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

北海道産真ほっけ開き 1枚250ｇ  水産 2011/12/5 2012/6/1 北海道漁連 北海道 2011/12/7 12月12日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

生めかじき  店舗水産 日本太平洋沖合北部・宮城県 2011/12/12 12月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

もうかさめ  店舗水産 日本太平洋沖合北部・宮城県 2011/12/12 12月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

手巻・海鮮丼セット 9種415ｇ  水産 2011/12/25 2011/12/7 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

天然まぐろ中とろづくし 3種180ｇ  水産 2011/12/25 2011/12/7 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

お刺身セット 7種610ｇ  水産 2011/12/25 2011/12/7 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

北海道昆布巻（にしん） 200ｇ  水産 2012/5/30 北海道漁連 北海道漁連 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

北海七鮮漬 130g  水産
12/5/23、
12/5/1

北海道漁業協同組合
連合会

 昆布、ほたて、いくら、つぶ、ベ
ニズワイガニ、ウニ、カズノコ（北
海道）

2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

利尻・礼文島産一夜漬粒うに 60g  水産 2012/5/31
北海道漁業協同組合
連合会

 うに（利尻島沖、礼文島沖） 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

 天然本まぐろ食べ比べセット（大とろ・中とろ・
赤身）

150ｇ（50ｇ×
3）

 水産 2011/12/25 山菱水産㈱  本まぐろ（メキシコ産） 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

海鮮バラちらしｾｯﾄ 5種250ｇ  水産 2011/12/25 山菱水産㈱
 鶏卵（国産）トラウトサーモン（チ
リ産）、鮭卵（北海道産）

2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

きはだまぐろの中落ち 60g×3  水産 2011/12/25 山菱水産㈱  きはだまぐろ（フィリピン産） 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

天然本まぐろ切り落としセット（中とろ・赤身） 100ｇ  水産 2011/12/25 山菱水産㈱  本まぐろ（モロッコ産） 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

 天然ぶり（いなだ）  1尾  店舗水産  三陸北部沖 2011/12/5 12月5日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

 生さば（ごまさば又は真さば）  1尾  店舗水産  三陸北部沖 2011/12/5 12月5日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

焼き鯛(天然鯛) 1尾(300g)  水産 2012/6/15 ㈱大水 アルゼンチン共和国 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ふぞろいの縞ほっけ開き昆布醤油干 400ｇ  水産 2011/11/29 2012/2/26 ﾀﾞｲｶﾂ水産㈱ 茨城 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

 北海道産甘えび 200g  水産 2012/5/21  ㈱ｴﾇｴｽ･ﾆｯｾｲ 北海道（ﾎｯｺｸｱｶｴﾋﾞ） 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

 ﾎﾞﾀﾝ海老刺身用ﾛｼｱ産 500g  水産 2012/11/28  ｴｲｼﾝ･ﾌｰｽﾞ㈱  ロシア 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ﾎﾞｲﾙずわいがに二本爪 300g  水産 2012/11/29  ｴｲｼﾝ･ﾌｰｽﾞ㈱ 千葉 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ﾎﾞｲﾙずわいがに棒ﾎﾟｰｼｮﾝ 500g  水産 2012/11/29  ｴｲｼﾝ･ﾌｰｽﾞ㈱ 千葉 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ﾎﾞｲﾙずわいがにﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 580g  水産 2012/11/5 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ水産 ロシア 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ﾎﾞｲﾙたらばがにﾊｰﾌﾎﾟｰｼｮﾝ 580g  水産 2012/11/5 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ水産 ロシア 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくＮａＩシンチレーションスペクトロメータを使用

山菱水産㈱/きはだまぐろ（ﾌｨｼﾞｰ産、日本産他）、めばちまぐろ
（日本産、ﾌｨｼﾞｰ産他）、めばちまぐろ（台湾産）、ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸｻｰﾓﾝ
（養殖・ﾁﾘ産）、真鯛（養殖・長崎県産）、真いか（国産）、ほたて
貝柱、鮭卵（北海道産）、甘えび（ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ産）

山菱水産㈱/めばちまぐろ（台湾産）、ほたて貝（北海道
産）、かんぱち（鹿児島県産：養殖）、まだい（長崎県産：
養殖）、するめいか（国産）、甘えび（ロシア産）

 山菱水産㈱/本まぐろ（モロコ産）、めばちまぐろ（台湾
産）、びんちょうまぐろ（カナダ産）



牛乳（12月分）

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者） 工場所在地 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/27 2012/1/6 トモエ乳業 2011/12/28 12月29日    検出せず　（＜4)    検出せず　（＜6)    検出せず　（＜5) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/27 2012/1/6 信州ミリウクランド㈱ 長野県松本市 2011/12/28 12月29日    検出せず　（＜5)    検出せず　（＜6)    検出せず　（＜7) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/28 2012/1/7 榛名酪連 群馬県高崎市 2011/12/28 12月29日    検出せず　（＜4)    検出せず　（＜5)    検出せず　（＜6) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 20111/12/20 2011/12/30 トモエ乳業㈱ 2011/12/21 12月26日   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜5)   検出せず　（＜6) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 20111/12/20 2011/12/30 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2011/12/21 12月26日   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜6) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/21 2011/12/31
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 2011/12/21 12月26日   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜6)   検出せず　（＜5) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/13 2011/12/23 日生協（榛名酪連） 群馬県高崎市 2011/12/13 12月19日  検出せず　（＜6)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/13 2011/12/23 日生協（トモエ乳業） 茨城県古河市 2011/12/14 12月19日  検出せず　（＜7)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/13 2011/12/23
日生協（長野県農協直
販）

長野県松本市 2011/12/14 12月19日  検出せず　（＜6)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜6) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/6 2011/12/16 トモエ乳業㈱ 2011/12/7 12月13日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/6 2011/12/16 榛名酪連 群馬県高崎市 2011/12/7 12月13日 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜6) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/6 2011/12/16 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2011/12/7 12月13日 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜6) 検出せず　（＜5) 適

グリコ　幼児優良牛乳　　　　　　　　　　 １００ｍｌ×４ 店舗牛乳 2011/12/18 グリコ乳業（株） 2011/12/9 12月13日 検出せず　（＜７） 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜9) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/1 2011/12/11 榛名酪連 群馬県高崎市 2011/12/1 12月8日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/11/29 2011/12/9 トモエ乳業㈱ 茨城県古河市 2011/11/30 12月5日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/11/29 2011/12/9 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2011/11/30 12月5日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した迅速検査法

※牛乳の原乳産地は、「産地一覧」をご覧ください。
※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的としており、
　検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただきます。

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下

飲料水、牛乳・乳製品
300

（乳児100）
200 40Ｂｑ以下 20Ｂｑ以下 10Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示 ※　牛乳（1２月）の検査結果

検査品については、放射性物質は検
出されていません。



たまご(10月以降）

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者） 工場所在地 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

平飼いたまご ６個 たまご 2011/10/25 2011/11/8 茨城県石岡市 茨城県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

虹のたまご １０個 たまご 2011/10/25 2011/11/8
埼玉県比企郡嵐
山町

埼玉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

優れ風味たまご １０個 たまご 2011/10/24 2011/11/7 (有)須賀商店 茨城県坂東市 国産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

遊歩 １０個 たまご ﾊﾟｯｸ日2011/10/25 2011/11/7 群馬県伊勢崎市 国産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

浅科の紅たまご １０個 たまご 2011/10/25 2011/11/7 長野県松本市 長野県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/25 2011/11/8
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

埼玉県比企郡嵐
山町

埼玉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/11/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県千葉市 千葉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/25 2011/11/8
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

埼玉県深谷市 埼玉県 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/11/8
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県館山市 千葉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/11/8
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県君津市 千葉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/11/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県千葉市 千葉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまご（さくら色）ミックス １０個 たまご 2011/11/8 生活協同組合ちばコープ 千葉県匝瑳市 千葉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ産直コープたまご １０個 たまご 2011/10/25 2011/11/8 いばらきコープ 茨城県石岡市 茨城 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ稲穂のみのりたまご １０個 たまご 2011/10/24 2011/11/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

岩手県盛岡市 岩手県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ稲穂のみのりたまご １０個 たまご 2011/10/23 2011/11/6
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

群馬県前橋市 群馬県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/24 2011/11/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

埼玉県深谷市 埼玉県 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2011/11/8
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県袖ヶ浦市 千葉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2011/11/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県千葉市 千葉県産 2011/10/26 10月27日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/22 2011/11/5
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

茨城県小美玉市 茨城県産 2011/10/24 10月25日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/22 2011/11/5
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

茨城県小美玉市  栃木県産 2011/10/24 10月25日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/22 2011/11/5
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

茨城県小美玉市  茨城県産 2011/10/24 10月25日 検出せず 検出せず 検出せず 適

※たまごの産地は、「産地一覧」をご覧ください。
※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的としており、
　検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただきます。

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下
穀類（米）、肉類、
卵、その他

※ヨウ素の基準値は
設定されていません

500 100Ｂｑ以下 50Ｂｑ以下 25Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示 ※　たまごについて、
１2月は検査を行っておりません。



ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/22 2011/11/5
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

茨城県小美玉市  茨城県産 2011/10/24 10月25日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/23・24 2011/11/6・7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県旭市 千葉県産 2011/10/24・25 10月25日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 採卵日2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

群馬県伊勢崎市 群馬県産 2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 採卵日2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

群馬県伊勢崎市  群馬県産 2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 採卵日2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

群馬県伊勢崎市  群馬県産 2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

新潟県新潟市 新潟県産 2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

新潟県新潟市 新潟県産 2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

平飼いたまご １０個 たまご 2011/10/22 2011/11/4 昭和鶏卵㈱ 2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/23 2011/11/6
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2011/10/22 2011/11/5
生活協同組合連合会
コープネット事業連合

茨城県小美玉市 茨城県産 2011/10/24 10月24日 検出せず 検出せず 検出せず 適

※「検出せず」とは定量限界値未満のことです

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくＮａＩシンチレーションスペクトロメータを使用

※定量限界値（量を測れる限界値）：ヨウ素１３１、セシウム１３４、セシウム１３７のそれぞれが２０Ｂｑ/㎏（商品特性によって変わります）



冷凍食品（12月分）

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者） 工場所在地 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

国産りんごのタルト ３５ｇ×４個入 冷凍食品 2012/5/18、11/29 日東ベスト 国産りんご 2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ちばの冷凍ほうれんそう ２５０ｇ 冷凍食品 2011/10/6 2013/4/3 和郷 千葉県 2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ちーちゃいうどん
４８０ｇ（めん８０ｇ
×６）

冷凍食品 2011/12/14 2012/12/14 日清食品冷凍 北海道小麦粉 2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

まんまるカレーコロッケ ６個 冷凍食品 2012/4/6
アレルギーヘルスケ
ア

じゃがいも、たまねぎ
（国産）

2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

３種の野菜とチーズのミニとうふハンバーグ ９０ｇ（６個入り） 冷凍食品 2011/10/25 2012/10/23
フジフレッシュフーズ
㈱

2011/12/21 12月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

まんまるじゃがいもとひじきコロッケ ６個 冷凍食品 2012/4/2
㈱アレルギーヘルス
ケア

 じゃがいも・玉ねぎ・ひ
じき（国産）

2011/12/21 12月22日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

国産キャベツ使用ロールキャベツ ４５０ｇ（５個入り） 冷凍食品 2012/11/20 山栄食品㈱ 福島県二本松市
 キャベツ、玉ねぎ、鶏
肉、豚肉、豚脂、牛脂
（国産）

2011/12/21 12月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ソースＤＥ野菜ほうれん草のグラタン 330ｇ（165ｇ×2） 冷凍食品 2012/8/23
エム・シーシー食品
㈱

2011/12/21 12月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

みんなの食卓　米粉のパンケーキ　（メープ
ル）

１８０ｇ 冷凍食品 2012/5/22 東北日本ハム㈱ 米粉（国産） 2011/12/21 12月22日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ゆきひかりの米パン（スライス） １本（４００ｇ） 冷凍食品 2012/3/6
㈲エルフィン・イン
ターナショナル

　米粉（北海道） 2011/12/21 12月22日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜15) 適

えび天ぷら花衣 ５尾１６０ｇ（×２） 冷凍食品 2013/6/8 ノースイ 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いしの屋　かにと海老の甲羅めし ３６０ｇ（４個入） 冷凍食品 2012/5/11,31 ポーラスター 2011/12/21、22 12月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

てまり麩 ４２ｇ（１０個） 冷凍食品 2011/12/19 2012/12/19 ㈱シバタ 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

生麩（もみじ・梅） ５０ｇ（２本） 冷凍食品 2011/12/19 2012/12/19 ㈱シバタ 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

４種のケーキ　セレクション（ホール） ４６５ｇ（４種×３個 冷凍食品 2012/10/24 五洋食品産業㈱ 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ゆばの一本巻き（野菜入り） １００ｇｘ２ 冷凍食品 2012/12/9 ㈱あいち研醸社 愛知県名古屋市
 豆腐、ゆば［大豆（国
産）］、人参、ほうれん
草（国産）

2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

有頭焼き海老  １８５ｇ（１０尾） 冷凍食品 2011/12/19 2012/12/17 ㈱ショクリュー
 えび（スリランカ、養
殖）

2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ミニ若鶏八幡巻二色巻セット  １０５ｇ×２
 冷凍食品（宅配・店
舗年末予約）

2012/9/9（八幡巻）、
2012/9/12(野菜巻）

ケイエス冷凍食品㈱
 鶏肉(ブラジル、国
産）、にんじん・ごぼう
(国産）

2011/12/17、21 12月21日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

加賀笹蒸し寿司
 ６７５ｇ（５種×各
３個入）

冷凍食品 2012/4/17 ㈱ポーラスター 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

五島軒ベルギーチョコレートケーキ  ２００ｇ 冷凍食品 2011/12/12 2012/12/10 五島軒 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

大龍の中華料理セット（７種）  １０６０ｇ（７種） 冷凍食品 20012/8/29 ㈱大龍 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

北京ダックセット  １セット 冷凍食品 2013/3/6 ㈱大龍
 北京ダック・北京カオ
ヤーピン（原産国：中
国）

2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的としており、
　検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただきます。

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下
穀類（米）、肉類、
卵、その他

※ヨウ素の基準値は
設定されていません

500 100Ｂｑ以下 50Ｂｑ以下 25Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示 ※　冷凍食品（１２月）の検査結果

検査品については、放射性物質は検
出されていません。



国産若鶏の八幡巻き  １７０ｇ
 冷凍食品（宅配・店
舗予約）

2011/10/1(2本）、
2011/10/12（4本）

2012/9/30(2本）、
2012/10/11（4本）

㈱マルイ商事 鹿児島県鹿児島市 鶏肉（国産） 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

業務用天ぷらそば４食入
 ９９２ｇ（めん１６０
ｇ×４食）

冷凍食品 2011/5/24 2012/5/24 日清食品冷凍㈱ 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

七草雑炊の素  ２２０ｇ×２ 冷凍食品 2012/6/18 ㈱ポーラスター
 すずな・すずしろ・ほこ
べ・せり・なずな・ほとけ
のざ・ごぎょう（国産）

2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

上生菓子（萌）  ２２５ｇ（９個） 冷凍食品 2012/6/2 ㈱和菓子の万寿や 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

お徳用かけそば  ７９２ｇ（４食入） 冷凍食品 2012/9/24 ㈱ニッキーフーズ 大阪府富田林市 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

うらごしさつまいも（鳴門金時使用） ５００ｇ 冷凍食品 2012/12/3 ㈱鳴門のいも屋 さつまいも（国産） 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

白桃と黄桃のケーキ6号 ８５０ｇ 冷凍食品 2012/12/1 伊藤忠食品㈱ 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

殻付かきのコキール  ２７０ｇ（６個入） 冷凍食品 2012/10/20 カン喜
 かき、牛乳、たまねぎ
（国産）

2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

牛肉八幡巻  ２２０ｇ（２本） 冷凍食品 2012/12/14 ケイエス冷凍食品 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

いしの屋　加賀百万石笹寿司
 ５００ｇ（３種・１０
個）

冷凍食品 2012/4/23 ㈱ポーラスター 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

さばの押寿司セット  ６７０ｇ（２本） 冷凍食品 2012/4/4 ㈱ポーラスター 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

かに爪アーモンドフライ  ２８０ｇ（８個入） 冷凍食品 2012/11/9 マルハニチロ食品 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

お好み串揚げセット
 ６６０ｇ（１０種×
各３本）

冷凍食品 2012/5/30 ダイショク㈱ 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

鹿児島産うらごしさつまいも  ５００ｇ 冷凍食品 2013/11/5 ㈱信玄食品  さつまいも（鹿児島）。 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

オマールロブスターテルミドール  ２８０ｇ（２食） 冷凍食品 2012/12/1 サンク
 牛乳（国産）、オマール
ロブスター（カナダ）

2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ずわいがに爪フライ
 ２５０ｇ（９～１１
本）

冷凍食品 2012/10/27 エイシン・フーズ㈱  ずわいがに（カナダ） 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

オマール海老のビスク（ストレートタイプ）  ５００ｇ 冷凍食品 2012/10/10 ㈱スマイルズ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

神戸三田屋ローストビーフ
 １７０ｇ（ソース２０
ｇ付）

冷凍食品 2011/6/20 2012/6/20 ㈱三田屋 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

ロブスターテルミドール  ２８０ｇ（４個） 冷凍食品 2012/12/1 鱗幸食品㈱ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

箱入り海鮮おこわ  ３２０ｇ（８個入） 冷凍食品 2013/4/8 ㈱ニッキーフーズ  原産国：ベトナム 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

クリスピーフライドチキン ３５０ｇ 冷凍食品 2012/10/4 ヨコオ 国産 2011/12/6 12月8日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

チキングラタンのパイ包み ２００ｇ（２個入り） 冷凍食品 2012/10/20 マルハニチロ食品 2011/12/6 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

マルコシェフの地中海風パエリアセット ７３０ｇ 冷凍食品 2012/11/10 ㈱マルコパスタ 2011/12/6 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

鶏屋のつくったジューシーフライドチキン ４００ｇ（４枚） 冷凍食品 2012/11/24 ㈱鳥市商店 鶏肉（ブラジル） 2011/12/6 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

パエリアセット ７７０ｇ 冷凍食品 2012/10/6 マルハニチロ食品 2011/12/6 12月8日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

あん入り杵つき丸もち
５０ｇ×８（白４コ、
草４コ）

冷凍食品 2012/5/7 ㈱港製菓 もち米（国産） 2011/12/6 12月8日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

みつせ鶏骨付きモモロースト １８０ｇ（２本入り） 冷凍食品 2012/9/9 ヨコオ 国産 2011/12/6 12月7日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

クイーンアリスのチーズケーキ ３００ｇ 冷凍食品 2011/7/7 2012/7/5 日東コーン・アルム 2011/12/6 12月7日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

国産チキンローストレッグ（上骨なし） ３６０ｇ（２本入り） 冷凍食品 2012/11/23 ヨコオ 国産 2011/12/6 12月7日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ローストチキン　骨付もも　（タイ産） ３６０ｇ（２本入り） 冷凍食品 2013/1/25 原産国：タイ 2011/12/5 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

国産若鶏ローストチキン　ボリュームサイズ ２６０ｇ（１本） 冷凍食品 2011/10/26 2012/10/25 マルイ食品㈱ 鹿児島県出水市 鶏肉（国産） 2011/12/5 12月6日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

国産若鶏ローストチキン（ハニー＆アップ
ル）

380ｇ（2本入り）
 冷凍食品（宅配・店
舗予約）

2012/10/17
プライフーズ㈱第一
ﾌﾞﾛｲﾗｰカンパニー

青森県三戸郡 骨付鶏肉（国産） 2011/12/5 12月6日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

精白米（国産）、パーナ貝（ニュージーラン
ド）、アサリ（中国）

 豚ヒレ肉（米国）、鶏ササミ肉、牛ヒレ肉、
ほたて、かぼちゃ（国産）、イカ（中国）、い
とより（ﾀｲ）、オクラ、ナス（ﾍﾞﾄﾅﾑ）、エビ（ｲ
ﾝﾄﾞﾈｼｱ）



新潟産コシヒカリパン １本（３４０ｇ） 冷凍食品 2012/5/13 ㈱タイナイ
 主要な原材料米粉（新
潟県産）。

2011/12/1 12月5日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜15) 適

かどや製油　黒ごまプリンムース １２０ｇ（３個） 冷凍食品 2011/12/1 2012/11/29 日東コーン・アルム 2011/12/5 12月5日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

ＣｏＣｏ壱番屋キーマカレー ２００ｇ×２ 冷凍食品 2012/7/8 ㈱壱番屋 2011/12/1 12月2日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

大阪王将餃子 50個＋5個 冷凍食品 2012/11/8 イートアンド㈱ 埼玉製造 2011/12/1 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくＮａＩシンチレーションスペクトロメータを使用

うらごしコーン 20ｇ×10個入り 冷凍食品 2012/11/14 （株）ノースイ 2011/12/27 12月28日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

CO・OPショコラケーキ４カット 200ｇ
 冷凍食品（宅配・店舗
クリスマス予約）

2011/8/5 2012/8/5
ファミール製菓株式
会社

12月21日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

ショコラケーキ
 冷凍食品（宅配・店舗
クリスマス予約）

2012/12/12
株式会社日東コー
ン・アルム

12月21日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜6) 検出せず　（＜6) 適

アイスケーキ
300ml×2本×2種
類

冷凍食品(店舗クリ
スマス予約）

オハヨー乳業㈱ 2011/12/2 12月12日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

デコレーションアイスクリーム 1100ml
冷凍食品(店舗クリ
スマス予約）

オハヨー乳業㈱ 2011/12/2 12月12日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した迅速検査法



加工食品・飲料（12月分）

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者） 工場所在地 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

 フライパンひとつでスープパスタの素　チャウ
ダー風

1人前×２ 食品
2012/10/22,12
/2

ヱスビー食品 2011/12/27,29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

北海道産大豆 1ｋｇ 食品 2012/12/20 高千穂物産 北海道 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ハーシーバー １本×１０ 食品 2012/6/1 ロッテ 2011/12/28 12月28日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

弁慶のほろほろ漬 130ｇ 食品 2012/3/26 ㈲只勝市兵衛本店
国産（人参、大音、きゅ
うり、なす）

2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ハローキティ　りんごのチップ １８ｇ 食品
2012/3/15、
4/12、17

ニッポー りんご（国産） 2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

チロルチョコ（ミルクヌガー） 30個 食品 2012/10/1 チロルチョコ 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

さば水煮 190ｇ 食品 2014/9/1 マルハニチロ食品 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

Ｃｏｏｋ　Ｄｏ　白菜のクリーム煮用 130ｇ 食品 2012/9/8 クノール食品 静岡県
 牛乳（日本）風味油（日
本）

2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

 お鏡餅　切餅個包装入１５号４４０ｇ、杵つき
のし餅１．８ｋｇ、パック入お鏡餅橙付（押すだ
けポン）１６０ｇ（原料米：北海道産風の子も
ち、佐賀県産ヒヨクモチ、新潟県産わたぼう
し）

食品 越後製菓 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

 新潟県産こがね餅（個包装）１．５ｋｇ、新潟産
こがね餅　つきたて餅１．８ｋｇ、新潟県産こが
ねもち（生切餅）５００ｇ×２（原料米：新潟県産
こかねもち）

食品 越後製菓 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

生キャラメルチョコレート 14個 食品 2012/9 カバヤ食品 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

のし餅用原料米（23年産わたぼうし） 1.8ｋｇ 食品 新潟産 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

日本橋貝新　佃煮詰合せ ５種２５０ｇ 食品 2012/3/18 ㈲老舗日本橋　貝新 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

国産ちょろぎ ９０ｇ 食品 2012/2/13 村岡食品工業㈱  ちょろぎ（国産） 2011/12/19 12月19日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

五穀米膳もち ３５０ｇ 食品 2012/10/21 （有）イーゼン
 国内産原料。水稲もち
米は新潟県産

2011/12/19 12月19日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

古都金沢の惣菜詰合せ ６品 食品 2012/2/14 ㈱金沢錦 2011/12/19 12月19日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

小あゆ能登煮 ５尾入 食品 2012/1/30 ㈱壺屋 12月19日 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

玄米もち 360g 食品 2012/11/3 日生協  水稲もち米（国内産） 2011/12/19 12月19日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

おせち料理　紅梅 １３品 食品 ㈱カモ井デリカ 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

おせち料理　朱竹 １６品 食品 ㈱カモ井デリカ 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

おせち料理　葵 ２２品 食品 ㈱カモ井デリカ 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

切り餅（一個包装タイプ） １ｋｇ 食品 越後製菓㈱ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

花百合根
 ２４０ｇ（固形
量１２０ｇ）

食品 2012/11/1 木村九商店 2011/12/6、8 12月9日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的としており、
　検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただきます。

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下

その他（加工食品）
※ヨウ素の基準値は
設定されていません

500 100Ｂｑ以下 50Ｂｑ以下 25Ｂｑ以下

飲料水、牛乳・乳製品
300

（乳児100）
200 40Ｂｑ以下 20Ｂｑ以下 10Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示 ※　加工食品・飲料（１２月）の検査結果

検査品については、放射性物質は検出さ
れていません。



手のしもち １ｋｇ 食品 越後製菓㈱ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

千葉県産　からつき落花生 ３５０ｇ 食品 2012/3/27 ㈱川越屋 千葉県山武郡 千葉県産 2011/12/6 12月8日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

佃煮三昧 ３品入２３０ｇ 食品 2012/2/2 壺屋 2011/12/6 12月7日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

特別栽培米佐賀ひよくもち（個包装） ７００ｇ 食品 2012/10/31 たいまつ食品㈱ 佐賀県（水稲もち米） 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

お鏡餅 ３００ｇ三方付き 食品 2012/3/31 たいまつ食品㈱ 国内産（水稲もち米） 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

五穀米膳もち ３５０ｇ 食品 2012/10/21 （有）イーゼン
原料：国内産、水稲もち
米（新潟）

2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜13) 検出せず　（＜22) 検出せず　（＜21) 適

雪の魚沼舞（丸餅） ５００ｇ 食品 2012/1/11 ㈱みやま 新潟・魚沼産 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜15) 適

よもぎ餅 ３００ｇ 食品 2012/5/6 マルシン食品㈱ 国内産（水稲もち米） 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜15) 適

杵つきのし餅 １．８ｋｇ 食品 たいまつ食品 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

新潟産こがね餅　つきたて餅 １．８ｋｇ 食品 たいまつ食品 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

房総のしもち １．８ｋｇ 食品 （農）房総食料センター 千葉県匝瑳市 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

 不二家ネクター　まろやか白桃  １９５ｇｘ２４  食品 2012/8/3  ㈱不二家  国産（白桃） 2011/12/2 12月2日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくＮａＩシンチレーションスペクトロメータを使用

たまごたっぷりぼうろ １６ｇ×６袋 食品 2012/12/3 キューピー（株） 2011/12/22,27 12月28日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

和光堂フォローアップミルクぐんぐん ８５０ｇ 食品 2013/4/15 和光堂㈱ 2011/12/7 12月12日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

レーベンスミルクはいはい １３ｇｘ１０ 食品 2013/4/24 和光堂㈱ 2011/12/7 12月12日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

ドライミルクはぐくみ ８５０ｇ 食品 2013/4/4 森永乳業㈱ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

ペプチドミルクＥ赤ちゃん ８２０ｇ 食品 2013/1/19 森永乳業㈱ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

レーベンスミルクはいはい ８５０ｇ 食品 2013/4/6 和光堂㈱ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

フォローアップミルクチルミル ８５０ｇ 食品 2013/4/26 森永乳業㈱ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

明治ステップ ８５０ｇ 食品 2012/11/20 明治乳業㈱ 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

明治ほほえみ ８５０ｇ 食品 2013/1/25 ㈱明治 2011/12/7 12月9日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した迅速検査法



日配・デザート（12月分）

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者） 工場所在地 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

和風おせち「初夢」 23品
日配（店舗年末

予約）
2011/12/27 2012/1/2 石井食品株式会社　 佐賀県唐津市 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

和風おせち「豊春」 24品
日配（店舗年末

予約）
2011/12/28 2012/1/2 石井食品株式会社　 千葉県八千代市 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

和風おせち「祝春華」
日配（宅配おせ

ち）
2011/12/28 2012/1/2 石井食品株式会社　 千葉県八千代市 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

和洋中おせち「結」
日配（宅配おせ

ち）
2011/12/27 2012/1/2 石井食品 千葉県八千代市 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

味遊心「和風おせち四段重」
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/2 イニシオフーズ 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

味遊心「和風おせち三段重」
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/2 イニシオフーズ 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

味遊心「和洋おせち二段重」
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/2 イニシオフーズ 横浜市 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

和風おせち「春咲」
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/2 石井食品 京都府京丹波工場 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

中華おせち「牡丹」
日配（宅配おせ

ち）
2011/12/26 2012/1/2 石井食品 2011/12/29 12月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

おせち「亀」二段重
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/2 フジッコ㈱ 2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

おせち「祝」一段重
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/2 フジッコ㈱ 2011/12/27 12月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

彩りおせちセット
18品（約
1550g)

日配 2012/1/7 ティキューシー 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

詰め替えおせち　健春
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/3 フジッコ 2011/12/25 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

特選おせち料理 28品
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/7 ティキューシー 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

特製和風おせち三段重 ２１品
日配（店舗年末

予約）
2012/1/7 ティキューシー 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

特製和風おせち二段重 １５品
日配（店舗年末

予約）
2012/1/7 ティキューシー 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

レストランＳＨＩＮ　和洋おせち料理　 700ｇ
日配（宅配おせ

ち）
2012/1/20 ㈱千賀屋 2011/12/22,26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

お煮しめセット 8種
 日配（店舗年

末予約）
2012/1/7 四季亭（ティキューシー） 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

初春おせちセット １５品970ｇ
 日配(店舗年

末予約）
2012/1/5 堂本食品 2011/12/21 12月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

お煮しめ
４８０ｇ(固形
350～360ｇ)

 日配 2012/1/10 佐々商店 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

おせち詰合せ（錦）
３品（固形
130ｇ～）

 日配 2012/1/7 ㈱佐々商店 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

噴火湾産ベビーほたての旨煮 固形９０ｇ  日配 2012/2/12 ㈱佐々商店 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜17) 適

国産栗使用なると金時栗きんとん ２３０ｇ  日配 2012/1/7 ㈱佐々商店 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的としており、
　検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただきます。

※食品衛生法の暫定規制値と下記の自主検査一覧での「規制値以内」の場合の表示について

放射性ヨウ素 放射性セシウム 1/5以下 1/10以下 1/20以下

その他（加工食品）
※ヨウ素の基準値は
設定されていません

500 100Ｂｑ以下 50Ｂｑ以下 25Ｂｑ以下

飲料水、牛乳・乳製品
300

（乳児100）
200 40Ｂｑ以下 20Ｂｑ以下 10Ｂｑ以下

単位：Ｂｑ（ベクレル）／kg

食品衛生法の暫定規制値 セシウムの規制値以内の表示 ※日配・デザート（1２月）の検査結果

検査品については、放射性物質は検出さ
れていません。



生そば ２３０ｇ  日配 2011/12/31 はつかり麺 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

錦玉子/ミッキー
１本（２００
ｇ）

 日配 2012/1/7 紀文食品 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

おせち鮮乃里 １５品
 日配(店舗年
末予約）

2012/1/2 ㈱紀文食品 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

昆布蒲鉾 ２２０ｇ  日配 2012/1/20 紀文食品 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

なま酢 ２２０ｇ  日配 2011/12/27 会津天宝醸造㈱ 原料原産地名：国産 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

おせち詰め合わせ二段重「春の舞」
 日配（宅配お

せち）
2011/12/26 ㈱紀文食品 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

おせち詰め合わせ三段重「祝の幸」
 日配（宅配お

せち）
2011/12/26 ㈱紀文食品 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

２色詰合せ（小梅・長呂儀）
５０ｇ(可食約
35g)

 日配 2012/1/3 岩下食品㈱ 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

味遊心「望」 2,500ｇ
 日配（宅配お

せち）
2012/1/10 イニシオフーズ㈱ 2011/12/20 12月20日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

蒲鉾・伊達巻ｾｯﾄ　ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
 2種3品
(３８０ｇ)

 日配 2012/1/7 紀文食品 2011/12/16 12月16日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

丹波篠山産　丹波黒豆 固形量１３５ｇ  日配 2012/1/15 菊池食品工業㈱ 兵庫県丹波市篠山
2011/12/13,
2011/12/15

12月15日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

絢爛はも板　焼  ２３０ｇ  日配 ｶﾈﾃﾂﾃﾞﾘｶﾌｰｽﾞ 2011/12/13 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ミッフィーパーティーセット

 蒸しかまぼ
こ100g＋だ
て巻き１４０
ｇ

 日配 ｶﾈﾃﾂﾃﾞﾘｶﾌｰｽﾞ 2011/12/13 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

リラックマおせちセット
 １８０ｇ（2
本）

 日配 ｶﾈﾃﾂﾃﾞﾘｶﾌｰｽﾞ 2011/12/13 12月14日 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ホワイトロースハム ３７０g  日配 2012/1/6 伊藤ハム㈱・東京工場 千葉県柏市 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

和みの宴ロースハム ４００ｇ  日配 2012/1/30 伊藤ハム㈱ 千葉・宮城 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ロースハム ３５０ｇ  日配 2011/12/29 明治ｹﾝｺｰﾊﾑ 静岡県三島市 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

肩ロース焼豚 ５００ｇ  日配 2012/1/25 伊藤ハムデイリー 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

若鶏太巻野菜巻 １４０ｇ  日配 2012/1/7 伊藤ハムウエスト 佐賀県三養基郡 2011/12/14 12月14日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

お煮しめ
３６０ｇ（固形
約３１２ｇ）

 日配 2012/1/22 にんべんフーズ 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

赤巻かまぼこ １６５ｇ  日配 2012/1/10 ㈱梅かま 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

つたばあちゃんの数の子松前漬け １５０ｇ  日配 2012/1/20 ㈱誉食品 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

数の子松前 1ｋｇ  日配 2011/12/28 竹田食品 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

籠清　柚子伊達巻 ２２５ｇ  日配 2011/12/22 ㈱籠清 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

干支パック
1ﾊﾟｯｸ(約
115g)

 日配 2012/1/7 ㈱つきじ入船 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜15) 検出せず　（＜15) 適

伊達巻 上印 ３８０ｇ  日配 2011/12/26 ㈱つきじ入船 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

紅白羊かん ２００ｇ  日配 2011/12/26 ㈱つきじ入船 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜15) 適

割烹料亭千賀　迎春おせち「天寿千」　 2,000ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/20 千賀屋 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

割烹料亭千賀　迎春おせち「吉寿千」 1,500ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/20 千賀屋　KS 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

琵琶湖産あゆ昆布巻
1本（約２００
ｇ）

 日配 2012/8/7 ㈱三徳 2011/12/13 12月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

洋中おせち二段重「優美」 1100g
 日配

（宅配おせち）
2012/1/31 ㈱東京正直屋 東京都練馬区 2011/12/12 12月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

寿おせちセット ４本入
店舗日配(年末
予約）

一正蒲鉾㈱ 2011/12/6 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜13) 適

優しいおいしさ　お正月セット ３本
店舗日配(年末
予約）

2012/1/7 一正蒲鉾㈱ 2011/12/6 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜15) 検出せず　（＜14) 適

期限日：なると巻：
2011/12/18、以外：2012/1/7



三大かに付きおせち 3,200ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/31 四季舎 2011/12/6 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

京都鴨川畔「佐々木」和風おせち二段 1,300ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/31 ㈱ノムラフーズ 2011/12/6 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

明治　アンパンマンやさいとりんご　　　　 １２５ｍｌ×３ 店舗日配 2012/3/20 ㈱明治 2011/12/9 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

明治　アンパンマンぶどうとりんご　　　　 １２５ｍｌ×３ 店舗日配 2012/3/22 ㈱明治 2011/12/9 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

カゴメ　すくすくやさい　野菜１００％　　 １００ml×３ 店舗日配 2012/7/21 カゴメ㈱ 2011/12/9 12月10日 検出せず　（＜6) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜14) 適

グリコ　幼児りんご　　　　　　　　　　　 １００ml×４ 店舗日配 2011/12/20 グリコ乳業㈱ 2011/12/9 12月10日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜13) 適

グリコ　野菜＆フルーツ　　　　　　　　　 １００ml×４ 店舗日配 2011/12/23 グリコ乳業㈱ 2011/12/9 12月10日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜13) 適

京菜味のむら「千都」 1,730ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/31 ノムラフーズ 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

京菜味のむら「朱雀」 2,690ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/31 ノムラフーズ 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

熟成ロースハム ４００ｇ以上 日配 2011/12/18 日本ハムファクトリー 静岡県榛原郡 国産 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

ローストポーク ２３０ｇ 日配 2011/12/23 函館カール・レイモン 北海道産 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

ベーコン ２３０ｇ 日配 2011/12/28 函館カール・レイモン 北海道産 2011/12/6 12月9日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

美食の詩ロースハム ４００ｇ以上 日配 2012/1/23 日本ハム 2011/12/6 12月8日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

美味淡醸ホワイトロースハム ４００ｇ以上 日配 2012/1/17
日本ハム北海道ファク
トリー

2011/12/6 12月7日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

北海道産生サラミ １２０ｇ 日配 2012/1/12 札幌バルナバフーズ 北海道産 2011/12/6 12月7日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

直火焼豚肩ロース ３５０ｇ 日配 2011/12/6 明治ｹﾝｺｰﾊﾑ 静岡県三島市 2011/12/6 12月7日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

京都味一「京若竹膳」和風おせち 3,500ｇ
日配(宅配おせ
ち）

2012/1/31 京ほっ 2011/12/5 12月5日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

夕食宅配おかずコース 夕食宅配 2011/11/30 日本クッカリー㈱ 千葉県八千代市 2011/12/2 12月5日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

夕食宅配おかずコース 夕食宅配 2011/12/2 ㈱武蔵野フーズ 2011/12/2 12月2日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

とろーりチーズピザ ５枚(１８０ｇ） 日配 2011/12/12 ㈱トレビ 2011/11/30 12月2日 検出せず　（＜13) 検出せず　（＜22) 検出せず　（＜21) 適

デコレーションスポンジ（プレーン） ６号 日配 2011/12/25 山崎製パン㈱ 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

スポンジケーキ（プレーン） ５号 日配 2011/12/5 フジパン㈱ 神奈川県横浜市 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

スポンジケーキ（ココア） ５号 日配 2011/12/5 フジパン㈱ 神奈川県横浜市 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

らくらくホイップチョコレート ２２０ｍｌ 日配 2011/12/22 トーラク㈱ 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ジングルベルかまぼこ 2個 日配 2011/12/29 伏見蒲鉾㈱ 2011/11/30 12月1日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくＮａＩシンチレーションスペクトロメータを使用

北海道純生クリーム４７％ ２００ｍｌ 日配 2011/12/29 高梨乳業㈱ 北海道生乳のみ使用 2011/12/19 12月21日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

ダノン　プチダノンピーチ＋りんご　　　　 45g×４ 店舗日配 2011/12/29 ダノンジャパン㈱ 群馬県館林市 2011/12/10 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜9) 適

ダノン　ベビーダノンほうれん草＆ピーチ　 45g×４ 店舗日配 2011/12/29 ダノンジャパン㈱ 群馬県館林市 2011/12/10 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜9) 適

ダノン　ベビーダノン　黄色の野菜１０　　 45g×４ 店舗日配 2011/12/30 ダノンジャパン㈱ 群馬県館林市 2011/12/10 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜9) 適

ダノン　ベビーダノン　緑の野菜１０　　　 45g×４ 店舗日配 2011/12/28 ダノンジャパン㈱ 群馬県館林市 2011/12/10 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜8) 適

ダノン　ベビーダノン　１才から　プレーン 75g×４ 店舗日配 2011/12/29 ダノンジャパン㈱ 群馬県館林市 2011/12/10 12月14日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜8) 適

わたしとぼくのコーヒーミルク　　　　 ２００ｍｌ　 店舗日配 2012/2/22 森乳業㈱ 2011/12/9 12月13日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

わたぼく　とちおとめいちごオ・レ　　 ２００ｍｌ 店舗日配 2012/2/15 森乳業㈱ 2011/12/9 12月13日 検出せず　（＜6) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜7) 適

わたぼく　コーヒー　　　　　　　　　 １０００ｍｌ 店舗日配 2011/12/20 森乳業㈱ 2011/12/9 12月13日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

グリコ　のむヨーグルト　　　　　　　　　 １００ｇ×４ 店舗日配 2011/12/24 グリコ乳業㈱ 2011/12/9 12月13日 検出せず　（＜6) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜9) 適

明治　ヨープレイ　グルト！ストロベリー　 40g×６ 店舗日配 2011/12/25 ㈱明治 2011/12/9 12月13日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜8) 適



明治　ヨープレイ　グルト！ぶどう　　　　 40g×６ 店舗日配 2011/12/25 ㈱明治 2011/12/9 12月13日 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜9) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した迅速検査法

迎春商品

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者） 工場所在地 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

栗きんとん200ｇ 11年迎春品
菊池食品工業株式会
社

埼玉県鶴ヶ島市 12月21日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

国産栗使用栗きんとん240ｇ 11年迎春品 （店舗年末予約）
菊池食品工業株式会
社

埼玉県鶴ヶ島市 12月21日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

堂本 おせち10品セット10品 11年迎春品 堂本食品株式会社 12月21日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

※「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。（）内の数値は検出限界値（検出できる 小の値）で、個々の検体によって変わります。

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した迅速検査法



食品ではありませんので暫定規制値はありません。

終更新日12月30日

その他（住関連品等）

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者） 工場所在地 産地情報など 入手日 検査結果日
ヨウ素１３１

（Bq/kg)
セシウム１３４

（Bq/kg)
セシウム１３７

（Bq/kg)
判定

銀のスプーン
毛玉ケアお魚づく
し１．０ｋｇ

住関連 2013/4/30 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月27日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

銀のスプーン
１．５ｋｇ7歳以上お
魚づくし

住関連 2013/1/31 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月27日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

銀のスプーン
１．４ｋｇ１０歳以上
用お魚づくし

住関連 2012/10/31 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月27日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

銀のスプーン
１．６ｋｇお魚・お
肉・野菜入り

住関連 2013/4/30 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月27日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

銀のスプーン
１．５ｋｇ毛玉ケア
お魚づくし

住関連 2013/4/30 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月27日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

銀のスプーン １．６ｋｇお魚づくし 住関連 2013/4/30 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月27日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

銀のスプーンプレミアム三ツ星グルメ
お魚レシピ２４０ｇ
（２０ｇ×１２袋）

住関連 2013/4/30 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

銀のスプーンプレミアム三ツ星グルメ
お魚・お肉・野菜
入りレシピ２４０ｇ
（２０ｇ×１２袋）

住関連 2013/3/31 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月27日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

銀のスプーン
お魚お肉野菜１．
１ｋｇ

住関連 2013/4/30 ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

銀のスプーン
10歳以上用お魚
づくし９００ｇ

住関連

2013/4/30
（1箱）、

2013/8/31
（1箱）

ユニ・チャーム㈱ 原産国：日本 2011/12/25 12月26日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜18) 適

１歳からのねこまんままぐろ 80g×３ 住関連 2014/6/7 はごろもフーズ㈱ 原産国名：国産 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

こだわりのまぐろ１２Pささみ 80ｇ×１２ 住関連 2014/2/1 はごろもフーズ㈱ 原産国名：国産 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

１歳からのねこまんままぐろしらす入り 80g×３ 住関連 2014/6/7 はごろもフーズ㈱ 原産国名：国産 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

１歳からのねこまんままぐろささみ入り 80g×３ 住関連 2014/4/5 はごろもフーズ㈱ 原産国名：国産 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

１１歳からのねこまんままぐろかつお節入り 80g×３ 住関連 2014/6/13 はごろもフーズ㈱ 原産国名：国産 2011/12/26 12月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

焼津のまぐろしらす ８０ｇ×１２ 住関連 2014/2/5 アイシア㈱ 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

焼津のまぐろかつお節 ８０ｇ×１２ 住関連 2014/8/20 アイシア㈱ 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

焼津のまぐろホタテ ８０ｇ×１２ 住関連 （2個）、2014/9/17（12個） アイシア㈱ 2011/12/22 12月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

結飾り　天の梅 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

春の趣 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

結飾り　魁の梅 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

結飾り　福乃鶴梅 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

越後魚沼飾り　賀正 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

越後魚沼飾り　紫雲 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

越後魚沼飾り　紅白みのり 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

越後魚沼飾り　蒼月 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

越後魚沼飾り　神楽 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

越後魚沼飾り　花詞 住関連 ㈱竹次郎 新潟産 2011/8/29 9月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

しめ飾り　玄関用　（大） 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

しめ飾り　玄関用　（中） 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

しめ飾り　玄関ドア用 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

門松・上輪飾りセット 松２本・上輪１対 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

上輪・生ウラジロセット ３本組 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

上輪・生ウラジロセット（ユズリ葉付き） 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

※検査結果のもつ意味と公表について
  コープネットで行っている自主検査は、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではなく、あくまでもスクリーニングのための検査です。
  個々の商品の安全性評価を行うことはできませんが、組合員の皆様が安心して商品をご利用いただく上での参考情報として提供いたします。
  また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、お届けする全ての食品の検査はではありません。
  検査結果は検査した検体についての結果であり、すべての商品が同じ結果を意味するものではありません。
　以上のようにスクリーニング検査はあくまでも迅速性を優先して、より多くの食品について規制値に比べてどの程度のレベルなのかを把握することを目的としており、
　検査精度の高い公定法による検査ではないこと、及び上記の検査の限界をふまえまして、詳細のデータ（検出値）の公表を差し控えさせていただきます。

※住関連品等（1２月）の検査結果

検査品からは、放射性物質は検出されていませ
ん。



ごぼう締め ４尺 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ごぼう締め ３尺 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ごぼう締め ２尺 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ごぼう締め １尺 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

しめ飾り　優美 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

しめ飾り　優鶴 住関連 ㈱グリーン花壇 長野産 2011/9/10 9月13日 検出せず 検出せず 検出せず 適

めでたや紅白リース 住関連 神明堂 長野産 2011/10/7 10月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ちりめん干支飾り 住関連 長尾農産 香川産 2011/10/3 10月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

招福飾り皇輝 住関連 長尾農産 香川産 2011/10/3 10月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

聖飾り祝い 住関連 長尾農産 香川産 2011/10/3 10月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

春風の舞い 住関連 長尾農産 香川産 2011/10/3 10月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

門松春おうぎ 住関連 長尾農産 香川産 2011/10/3 10月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ミニミニ門松　２本組 住関連 長尾農産 香川産 2011/10/3 10月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

鶴飛躍飾り 住関連 木下水引㈱ 新潟産 2011/9/21 9月26日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産迎春玄関飾り（結菜鶴リース） 住関連 木下水引㈱ 新潟産 2011/9/21 9月26日 検出せず 検出せず 検出せず 適

寿賀飾り　千尋 住関連 木下水引㈱ 長野産 2011/9/8 9月12日 検出せず 検出せず 検出せず 適

招福飾り　かのこ 住関連 木下水引㈱ 長野産 2011/9/8 9月12日 検出せず 検出せず 検出せず 適

※「検出せず」とは定量限界値未満のことです

※検査方法：厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくＮａＩシンチレーションスペクトロメータを使用

※検出限界値（量を測れる限界値）：ヨウ素１３１、セシウム１３４、セシウム１３７のそれぞれが２０Ｂｑ/㎏（商品特性によって変わります）
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