
飲料水(1月）
分類＝飲料水

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

天然水南アルプス ２L 食品 2013/11/7 サントリーフーズ 山梨県北杜市 2012/1/14 1月19日 検出せず　（＜1) 検出せず　（＜1) 検出せず　（＜1) 適

 アルカリイオンの水  ２ｌ×６ 食品 2013/12/14 キリンビバレッジ（株） 富士山天然水 2012/1/11 1月17日  検出せず　（＜1)  検出せず　（＜1)  検出せず　（＜1) 適

 ミネラルウォーターあずみ野の水  ２ｌ×６ 食品 2013/11/23 長野県安曇野市 2012/1/10 1月17日  検出せず　（＜1)  検出せず　（＜1)  検出せず　（＜1) 適

 谷川山系のおいしい水  ２ｌ×６ 食品 2013/10/4
 ハルナビバレッジファ
クトリー㈱

群馬県利根郡 2012/1/10 1月17日  検出せず　（＜1)  検出せず　（＜1)  検出せず　（＜1) 適

 ミネラルウォーター月山の水  ２ｌ×６ 食品 2011/12/5 2013/12/4  北日本羽黒食品㈱ 山形県鶴岡市 2012/1/10 1月17日  検出せず　（＜1)  検出せず　（＜1)  検出せず　（＜1) 適

赤ちゃんの純水 ２L 食品 2012/11/9 和光堂（株） 2012/1/10 1月13日 検出せず　（＜1) 検出せず　（＜1) 検出せず　（＜1) 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（検出できる最小の値）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精度の高い検査法

※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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。

  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ではないので、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。以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

飲料水 200 飲料水 10

現行の暫定規制値 新規格基準
年間５ミリシーベルト 年間１ミリシーベルト

※　飲料水（1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。



牛乳（1月）
分類＝牛乳

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

COOPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/24 2012/2/3 トモエ乳業㈱ 2012/1/25 1月31日   検出せず　（＜3)   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜3) 適

COOPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/24 2012/2/3 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2012/1/25 1月31日   検出せず　（＜3)   検出せず　（＜3)   検出せず　（＜4) 適

COOPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/24 2012/2/3
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 2012/1/25 1月31日   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜3)   検出せず　（＜4) 適

COOPコープながの牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/22 2012/1/30 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 長野県 2012/1/23 1月26日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3) 適

霧島山麓牛乳（ＬＬ） １０００ｍｌ 牛乳 2012/3/24 南日本酪農協同㈱ 宮崎県都城市 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOP八千代牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/22
千葉北部酪農農業協
同組合

2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOP北海道十勝牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/28 よつ葉乳業㈱ 北海道河東郡 北海道十勝地区 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOP北海道十勝低脂肪牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/28 よつ葉乳業㈱ 北海道河東郡 北海道十勝産 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

魚沼牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/24 新潟県農協乳業㈱ 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOPすっきり仕立て成分調整牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/27
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOPあじわい特濃牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/16 2012/1/26
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOPさらっと無脂肪牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/27
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOPぐんま牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/25
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 群馬県 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOP岩手県くずまき直送牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/15 2012/1/22 高梨乳業㈱
岩手県岩手郡葛
巻町

岩手県葛巻町 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOP低温殺菌牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/15 2012/1/22 高梨乳業㈱
岩手県岩手郡葛
巻町

岩手県葛巻町 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOPいばらき牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/15 2012/1/23 いばらく乳業㈱ 茨城県産 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

森永おいしい牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/27 横浜乳業㈱ 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

八千代低脂肪牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/24
千葉北部酪農農業協
同組合

2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

石狩低脂肪牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/30 ㈱北海道酪農公社 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOP岩手葛巻３．６牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/16 2012/1/24 針谷乳業
生乳生産地：岩手県葛
巻町

2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

低脂肪牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/24 針谷乳業 岩手北上 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

Ca+Fe低脂肪乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/24 針谷乳業㈱ 岩手葛巻産生乳使用 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

明治北海道牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/30 ㈱明治 北海道旭川市 北海道 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

おいしい無脂肪乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/27
足柄乳業㈱　販：高梨
乳業㈱

北海道 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

MEGMILK・おなかにやさしく １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/28 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ㈱ 千葉県野田市 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

メグミルクＬＬ北海道牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/3/1 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ㈱ 北海道札幌市 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

ふるさと牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/25 東毛酪農業協同組合 群馬県東毛 2012/1/18 1月24日 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 検出せず　（＜3) 適

COOPとうきょう牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/15 2012/1/23 協同乳業㈱ 東京都西多摩郡 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜4)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3) 適

COOPコープちば牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/25
千葉酪農農業協同組
合

千葉県産 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4)  検出せず　（＜4) 適

COOPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/27 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4) 適

COOP低脂肪乳Ca＋Fe １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/27 トモエ乳業㈱ 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4)  検出せず　（＜4) 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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

牛乳・乳製品 200 牛乳 50

現行の暫定規制値 新規格基準
年間５ミリシーベルト 年間１ミリシーベルト

※　牛乳（1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。



COOPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/27 トモエ乳業㈱ 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4) 適

COOPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/17 2012/1/27
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4) 適

COOPさわやか低脂肪牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/16 2012/1/26
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3) 適

COOPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/25 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ㈱ 千葉県野田市 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4) 適

COOP那須山麓牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/25 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ㈱ 千葉県野田市 那須山麓 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜4)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4) 適

明治おいしい牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/28 ㈱明治 2012/1/18 1月20日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/10 2012/1/20 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2012/1/11 1月13日 検出せず　（＜4) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/10 2012/1/20 トモエ乳業㈱ 茨城県古河市 2012/1/11 1月13日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜6) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/10 2012/1/20 榛名酪連 群馬県高崎市 2012/1/11 1月13日 検出せず　（＜4) 検出せず　（＜6) 検出せず　（＜7) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/3 2012/1/13 トモエ乳業㈱ 2012/1/4 1月6日  検出せず　（＜4)     検出せず　（＜6)     検出せず　（＜6) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/3 2012/1/13 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2012/1/4 1月6日  検出せず　（＜5)     検出せず　（＜6)     検出せず　（＜5) 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2012/1/4 2012/1/14 榛名酪連 群馬県高崎市 2012/1/4 1月6日  検出せず　（＜4)     検出せず　（＜6)     検出せず　（＜6) 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（検出できる最小の値）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精度の高い検査法



乳児用食品（1月）
分類＝乳児用食品

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

レーベンスミルクはいはい ８５０ｇ 食品 2013/6/15 和光堂㈱ 2012/1/25 1月31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ぐんぐん ８５０ｇ 食品 2013/6/12 和光堂（株） 2012/1/25 1月31日   検出せず　（＜5)   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜5) 適

ドライミルクはぐくみ ８５０ｇ 食品 2013/6/9 森永乳業（株） 2012/1/27 1月31日   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜5) 適

ペプチドミルクＥ赤ちゃん ８２０ｇ 食品 2013/2/20 森永乳業（株） 2012/1/27 1月31日   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜4) 適

さつまいものうらごし ２４０ｇ 冷凍食品 2013/1/3 （株）ジーピーフーズ さつまいも(国産) 2012/1/24 1月30日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

よいこになあれ　おさつちっぷ ８ｇ×３袋入り  食品 2013/6/29 キユーピー㈱ 2012/1/18 1月26日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

牛肉とごぼうのまぜごはん １２０ｇ  食品 2013/6/29 キユーピー㈱ 玄米(国産) 2012/1/18 1月26日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

かぼちゃのグラタン １２０ｇ  食品 2013/6/7 キユーピー㈱ 2012/1/18 1月26日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

プチほうれん草３０ ３０ｇ×５袋 冷凍食品 2013/7/11 ㈱新進　 群馬県前橋市 ほうれん草(国産) 2012/1/24 1月26日  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜3)  検出せず　（＜4) 適

 うらごしポテト 
 ４００ｇ（２０
個）

冷凍食品 2012/6/10  ㈱パイオニアフーズ  ばれいしょ（北海道） 2012/1/10 1月17日  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5) 適

 野菜ピューレ皮ごとさつまいも 
 ３００ｇ（３０ｇ
×１０袋）

冷凍食品 2013/1/6  ㈱ナカシン冷食  さつま芋（鹿児島産） 2012/1/10 1月17日  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5) 適

 緑黄色野菜３種パック  ８袋  食品 2013/3/14・15 和光堂㈱
2011/12/27、
29、2012/1/10

1月17日  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5) 適

 ひらめのリゾット  ８０ｇ（１食分）  食品 2013/3/2 和光堂㈱  精白米（国産） 2012/1/10 1月17日  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5) 適

 とり五目うどん  １２０ｇ  食品 2013/6/7 キユーピー㈱ 2012/1/10 1月17日  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5) 適

 栄養マルシェ　洋風お子さまランチ 
 １７０ｇ（９０ｇ・
８０ｇ）

 食品 2013/4/28 和光堂㈱  精白米（国産） 2012/1/10 1月17日  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5)  検出せず　（＜5) 適

野菜ピューレにんじん
240ｇ（30ｇ×8
袋）

冷凍食品 2013/1/6 （株）ナカシン冷食 にんじん（国産） 2012/1/10 1月12日     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜2) 適

うらごしかぼちゃ（ポーションタイプ）
400ｇ（20ｇ×
20個）

冷凍食品 2012/10/14 （株）ノースイ かぼちゃ（北海道） 2012/1/10 1月12日     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜2) 適

チキンのまろやかクリーム煮 ８０ｇ×2袋 食品 2012/11/26 キユーピー㈱
2011/12/22、

27
1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

ハイハイン緑黄色野菜とりんご
５３ｇ（2枚×16
個装）

食品 2012/5/13、14 亀田製菓㈱ うるち米（国産） 2011/12/22、27 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

チキンカレー ８０ｇ（１食分） 食品 2013/2/15 和光堂㈱ 2011/12/22、27 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

緑黄色野菜ふりかけ　さけ/おかか ２．２ｇ×2 食品 2012/11/6、30 和光堂㈱ 国産緑黄色野菜 2011/12/22、27 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

鮭ときのこの炊き込みごはん １２０ｇ 食品 2013/6/6 キユーピー㈱ 玄米（国産） 2011/12/27 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

栄養マルシェ　和風ベビーランチ ８０ｇ×２ 食品 2013/2/9 和光堂㈱ 2011/12/27 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

赤ちゃんミルクウエハース １枚ｘ9袋 食品 2012/11/30 和光堂㈱ 2011/12/27 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

栄養マルシェ　洋風ベビーランチ ８０ｇ×2袋 食品 2013/1/25 和光堂㈱ 2011/12/27 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

豚肉の五目煮込み ８０ｇ×2袋 食品 2013/6/1 キユーピー㈱ 2011/12/27 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類・穀類・肉・
卵・魚・その他 500 乳児用食品 50

現行の暫定規制値 新規格基準
年間５ミリシーベルト 年間１ミリシーベルト

※　乳児用食品（1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。



カルケット
４５ｇ×2袋入
り

食品 2012/12/1 カルケット 2011/12/28 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

カルケットボーロ ２０ｇ×4袋 食品 2012/12/4 カルケット 2011/12/28 1月11日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜5) 適

どうぶつビスケット 25ｇ×2 食品 2013/5/24,30 和光堂（株） 2011/12/22,27 1月6日 検出せず（＜5) 検出せず（＜5) 検出せず（＜5) 適

ハイハインプレーン
53ｇ（2枚×16
個装）

食品 2012/5/3、10 亀田製菓㈱ うるち米（国産） 2011/12/22,27 1月6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（検出できる最小の値）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精度の高い検査法



 米（新米）

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北海道ななつぼし 米 北海道 ピンネ　浦臼町 01月31日 検出せず　（＜5) 検出せず　（＜4) 検出せず　（＜6) 適

※「検出せず」とは検出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精度の高い検査法

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。

※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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関
での検査ではありません。自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類
穀類
肉・卵・魚
その他

100

現行の暫定規制値
年間５ミリシーベルト

新規格基準
年間１ミリシーベルト

500 一般食品

※　米（1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（1月）
分類＝一般食品

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

ながねぎ（ムキ） 農産
千葉県大網白里町・九十九里町・横芝光町・芝山町・東金
市・山武市

2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

いちご（とちおとめ） 農産 茨城県鉾田市 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 茨城県水戸市・大洗町・茨城町・城里町 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ブロッコリーの新芽 農産 栃木県西方町(ﾊﾟｯｸ表示は栃木県産） 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 埼玉県本庄市 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 埼玉県上里町 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

いちご（とちおとめ） 農産 埼玉県深谷市 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 茨城県行方市・潮来市 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いちご（紅ほっぺ・章姫） 農産 愛知県豊橋市 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ながいも 農産 茨城県土浦市 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

ながいも 農産 茨城県かすみがうら市 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

かき菜（なばな・おいしい菜） 農産 静岡県静岡市 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

なめこ 農産 群馬県高崎市 2012/1/24 1月24日  検出せず　（＜13)  検出せず　（＜21)  検出せず　（＜17) 適

なめこ 農産 群馬県高崎市 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

なめこ 農産 群馬県高崎市 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

生しいたけ（菌床栽培） 農産 栃木県矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

生しいたけ（菌床栽培） 農産 岩手県岩泉町 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ぶなしめじ 農産 長野県長野市 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

まいたけ 農産 群馬県前橋市 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 栃木県真岡市・芳賀町・益子町・茂木町・市貝町 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 埼玉県鴻巣市 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

いちご（とちおとめ） 農産 栃木県佐野市 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

 ブルームきゅうり 農産  茨城県石岡市 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜18) 適

 ぶなしめじ 農産  新潟県 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜19) 適

 エリンギ 農産  新潟県 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

 まいたけ 農産  新潟県 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜20)  検出せず　（＜19) 適

 やきいも 農産  紅あずま（茨城県鉾田市） 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜20)  検出せず　（＜20) 適

 生しいたけ（菌床栽培） 農産  埼玉県小鹿野町 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜18) 適

 生しいたけ（菌床栽培） 農産  埼玉県小鹿野町 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜18) 適

 レタス 農産 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜16) 適

 にら 農産 千葉県成田市・香取市・東庄町・神崎町(表示は千葉県産) 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜20)  検出せず　（＜19) 適

 いちご（とちおとめ） 農産 千葉県横芝光町・銚子市・旭市・匝嵯市 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

 生しいたけ（菌床栽培） 農産 千葉県茂原市 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜20)  検出せず　（＜20) 適

 エリンギ 農産 長野県大町市(表示は長野県産) 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

 ぶなしめじ 農産 長野県佐久市(表示は長野県産) 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜18) 適

 まいたけ 農産 静岡県菊川市 2012/1/17 1月17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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査で
はありません。自主検査によって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
提供いたしております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類
穀類
肉・卵・魚
その他

100

現行の暫定規制値
年間５ミリシーベルト

新規格基準
年間１ミリシーベルト

500 一般食品

※　農産（1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。



 ぶなしめじ 農産 新潟県新発田市 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜18) 適

春菊 農産 千葉県香取市 2012/1/12,14 1月16日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜17) 適

レタス 農産 千葉県 2012/1/13 1月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

にら 農産 茨城県小美玉市 2012/1/13 1月13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 茨城県小美玉市 2012/1/13 1月13日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

春菊 農産 千葉県旭市 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

にら 農産 千葉県山武市 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

にら 農産 千葉県香取市 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

スナップえんどう 農産 静岡県浜松市 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

いちご（とちおとめ） 農産 埼玉県川島町 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

白菜 農産 群馬県館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

国産キウイフルーツ 農産 神奈川県小田原市 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

春菊 農産 茨城県坂東市 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

なめこ 農産 新潟県津南町 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

にら 農産 栃木県大田原市・那須塩原市・那須町 2012/1/11 1月11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 茨城県土浦市 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

青首大根 農産 千葉県東庄町 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

青首大根 農産 茨城県鉾田市 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

にら 農産 栃木県矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

生しいたけ（菌床栽培） 農産 埼玉県秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

生しいたけ（菌床栽培） 農産 群馬県安中市 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 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（検出できる最小の値）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



畜産（1月）
分類＝一般食品

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（橋本牧場） 1.5kg 畜産 2012/1/27 2012/3/11 ＩＨミートパッカー（株） 埼玉県越谷市 北海道産 2012/1/30 1月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

国産牛豚挽肉パラパラミンチ（製品） 400ｇ 畜産 2012/4/3 コープネットフーズ 国産 2012/1/30 1月30日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

国産豚挽肉パラパラミンチ（製品） 400ｇ 畜産 2012/4/16 コープネットフーズ 国産 2012/1/30 1月30日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

九州産黒毛和牛 1ｋｇ以上 畜産 2012/7/21 茨城ベストパッカー㈱ 九州産 2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

産直若鶏ムネ肉　 2ｋｇ 畜産 2012/2/3 ㈱十文字ﾁｷﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ 岩手県二戸市 青森県産 2012/1/26 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

産直牛 畜産 2012/1/25 2012/3/9 IHﾐｰﾄﾊﾟｯｶｰ㈱ 埼玉県越谷市 北海道/トヨニシファーム 2012/1/27 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

産直若鶏ムネ肉　  2ｋｇ 畜産 2012/2/3
 ﾌﾟﾗｰﾌｰｽﾞ株・

第一ﾌﾞﾛｰﾗｰｶﾝﾊﾟ
細谷工場 青森県産 2012/1/25 1月25日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

産直若鶏ムネ肉  2ｋｇ 畜産 2012/2/2 ㈱阿部繁孝商店  岩手県九戸郡 岩手県産 2012/1/25 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜18) 適

産直若鶏ムネ肉  2ｋｇ 畜産 2012/2/3 ㈲土橋ブロイラー 岩手県産 2012/1/25 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜18) 適

産直若鶏ムネ肉  2ｋｇ 畜産 2012/2/2 ㈱阿部繁孝商店  青森県三戸郡 青森県産 2012/1/25 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

産直若鶏ムネ肉  2ｋｇ 畜産 2012/2/2 ㈱十文字ﾁｷﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ  岩手県二戸市 岩手県産 2012/1/25 1月25日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜16) 適

産直若鶏ムネ肉　  2ｋｇ 畜産 2012/2/2 日本ホワイトファーム㈱ 北海道勇払郡 北海道産 2012/1/25 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜17) 適

産直牛 畜産 2012/1/21 2012/3/5 ＩＨミートパッカー（株） 埼玉県越谷市 北海道/橋本牧場 2012/1/23 1月23日 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

産直牛 畜産 2012/1/18 2012/3/2 ＩＨミートパッカー（株） 埼玉県越谷市 北海道/橋本牧場 2012/1/20 1月20日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

げん気鶏ムネ肉  2kg 畜産 2012/1/26 マルイ食品㈱  鹿児島県出水市  鹿児島県 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜16) 適

げん気鶏ムネ肉  2kg 畜産 2012/1/27
  加：プライフーズ㈱第
一ブロイラーカンパニー

 青森県三沢市 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

越後もちぶた(モモ肉)  2kg 畜産 新潟 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

和豚もちぶた(モモ肉)  2kg 畜産 宮城 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜15)  検出せず　（＜15) 適

産直牛  1.6ｋｇ 畜産 2012/1/14 2012/2/27 IHミートパッカー（株） 埼玉県越谷市 北海道産 2012/1/16 1月16日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜17) 適

産直牛  1.2ｋｇ 畜産 2012/1/14 2012/2/27 IHミートパッカー（株） 青森県十和田市 北海道産 2012/1/16 1月16日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜18) 適

黒豚（すね肉）  2kg 畜産 2012/1/14 2012/2/3 鹿児島ミート販売 鹿児島県産 2012/1/16 1月16日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

産直牛 1（1.7kg) 畜産 2012/1/12 2012/2/25 IHミートパッカー（株） 埼玉県越谷市 北海道 2012/1/13 1月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

産直お米育ち豚 1（1.1kg) 畜産 2012/1/11 2012/1/28 （株）コープネットフーズ 茨城県東茨城郡 茨城県産 2012/1/13 1月13日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

産直お米育ち豚 1.2ｋｇ 畜産 2012/1/12 2012/1/19 長野県農協直販（株） 長野県松本市 長野県産 2012/1/13 1月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

産直お米育ち豚 1.1ｋｇ 畜産 2012/1/12 2012/1/31 東総食肉センター（株） 千葉県産 2012/1/13 1月13日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

純和鶏お米育ち用飼料米（玄米） 1ｋｇ 畜産 岩手県産 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

純和鶏お米育ちムネ肉 2ｋｇ 畜産 2012/1/20 岩手農協チキンフーズ㈱ 岩手県産 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

産直牛 畜産 2012/1/11 2012/2/24 IHﾐｰﾄﾊﾟｯｶｰ㈱　 北海道/橋本牧場 2012/1/12 1月12日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

産直お米育ち豚 1kg 畜産 2012/1/9 2012/12/9 下仁田ミート（株） 群馬県 2012/1/11 1月11日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

産直お米育ち豚 1.6ｋｇ 畜産 2012/1/9 岩手畜産流通センター 岩手県産 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 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（検出できる最小の値）で、個々の検体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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類
穀類
肉・卵・魚
その他

100

現行の暫定規制値
年間５ミリシーベルト

新規格基準
年間１ミリシーベルト

500 一般食品

※　畜産（1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。



※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（1月）
分類＝一般食品

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

冷凍しじみ(青森県産) 180g 水産 2012/1/30
千葉県漁業協同組合
連合会

産地：十三湖 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

青あじ 店舗水産 房総沖、千葉県銚子港 2012/1/30 1月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ほっけ 店舗水産 北海道 2012/1/30 1月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ﾊﾟｸﾊﾟｸさんまみりん干し 240g（4枚)   水産 2012/7/4 北海道ぎょれん 北海道 2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

真いわし 店舗水産 三陸南部沖、石巻港 2012/1/23 1月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

生にしん 店舗水産 北海道 2012/1/23 1月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

金目鯛開き干し  300g(3枚）   水産 2012/5/17  ㈱山安 宮城県 2012/1/20 1月20日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜18) 適

骨ぬきさわらみりん干し  180ｇ（4切）   水産 2012/5/17  ㈱山安 さわら（韓国） 2012/1/20 1月20日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

 骨ぬき塩秋鮭（甘口）  180ｇ（6切）   水産 2013/1/16  ㈱カネハチフーズ 秋鮭（北海道） 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

 骨ぬきさば明太漬 80g（2切）×2   水産 2012/7/13  ㈱大磯 さば（ノルウェー） 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

 生さば 店舗水産 房総沖、銚子港 2012/1/16 1月16日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜19) 適

 いなだ 店舗水産 房総沖、銚子港 2012/1/16 1月16日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜20)  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（検出できる最小の値）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

ふっくらしらす干し 25g×4 水産 2012/7/14 ㈱西村物産 いわしの稚魚(国産) 2012/1/18 1月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

四国佐田岬産　釜あげしらす 25ｇ×3 水産 2012/7/13 朝日共販㈱ いわしの稚魚(愛媛県産) 2012/1/18 1月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

茨城県産しらす干し 25ｇ×3 水産 2012/6/23 小松水産㈱ いわしの稚魚(茨城沖) 2012/1/18 1月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

国内産しらす干し 30g×3 水産 2012/1/16 2012/7/13 ㈱土佐屋 いわしの稚魚(国内産) 2012/1/18 1月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

国内産徳用しらす 400g 水産 2012/1/11 2012/4/9 ㈱土佐屋 いわしの稚魚(愛媛県産) 2012/1/18 1月26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（検出できる最小の値）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精度の高い検査法

※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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類
穀類
肉・卵・魚
その他

100

現行の暫定規制値
年間５ミリシーベルト

新規格基準
年間１ミリシーベルト

500 一般食品

※　水産（1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(1月）
分類＝一般食品

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

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県 2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県 2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

千葉県 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 生活協同組合連合会
コープネット事業連合

群馬県 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/23 2012/2/6
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/23 2012/2/6
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/23 2012/2/6
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/23 2012/2/6
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯ赤玉たまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/23 2012/2/6
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ＣＯたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
 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 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

平飼いたまご １０個 たまご 2012/1/23 2012/2/5 昭和鶏卵㈱ 新潟県江南区  国産 2012/1/25 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
生活協同組合連合会ｺｰ
ﾌﾟﾈｯﾄ事業連合

千葉県旭市  千葉県 2012/1/25 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜17) 適

ＣＯはぐくむたまごサイズミックス １０個 たまご 2012/1/24 2012/2/7
生活協同組合連合会ｺｰ
ﾌﾟﾈｯﾄ事業連合

千葉県旭市  千葉県 2012/1/25 1月25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（検出できる最小の値）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

※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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類
穀類
肉・卵・魚
その他

100

現行の暫定規制値
年間５ミリシーベルト

新規格基準
年間１ミリシーベルト

500 一般食品

※　たまご（１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。



冷凍食品（1月）
分類＝一般食品

商品名 規格 部門 製造日 期限日 製造者（販売者など） 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

香港ギョーザ ５４０ｇ（３０個） 冷凍食品 2012/1/27 2013/1/25 ヨコミゾ 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

香港シューマイ ２４０ｇ（８個入） 冷凍食品 2012/7/8 ヨコミゾ
豚肉、たまねぎ、長ね
ぎ、しょうが（国産）

2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

稲庭風うどん ２００ｇ×５食入 冷凍食品 2013/1/6 シマダヤ 国産小麦粉使用 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

大和芋とろろ ３００ｇ（５袋入） 冷凍食品 2011/12/12 2012/12/11 和郷さあや’Sキッチン 千葉県 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

夕食用　開きあじフライ ６枚（４００ｇ） 冷凍食品 2012/7/7 日本水産㈱ 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

房州産さば唐揚げ ２００ｇ（８～１０切 冷凍食品 2012/1/30 2012/5/28 ㈲スズ市水産 ごまさば（千葉県産） 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

クレームブリュレ ２２０ｇ（４個） 冷凍食品 2012/11/1 日東コーン 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

房州あじさんが焼き １０個１８０ｇ 冷凍食品 2012/1/24 2012/5/22 (有)スズ市水産
真あじ・このしろ（千葉
県産）

2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

奥久慈のチーズケーキ（ベークド） ４５ｇ×４ 冷凍食品 2012/7/22 大子製菓協業組合 2012/1/27 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

 ごま摺り團子  １２個入 冷凍食品 2012/4/19 松栄堂 岩手県西磐井郡 2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜15)  検出せず　（＜15) 適

 いかリング竜田揚  ２００ｇ 冷凍食品 2011/12/19 2012/6/15 共和水産㈱ するめいか(三陸沖産) 2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜18) 適

 五島軒ベルギーチョコレートケーキ  ２００ｇ 冷凍食品 2012/1/19 2013/1/17 ㈱五島軒GC 2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜18) 適

 大阪王将業務用肉餃子  ８５０ｇ（50個入り） 冷凍食品 2013/1/20 イートアンド 2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜16) 適

 茨城県産ごぼう入り豆腐バーグ  ２４０ｇ（３個） 冷凍食品 2012/8/8 不二製油　TF  茨城県 
ごぼう（茨城県産）、鶏
肉、豆腐（大豆）（国産）

2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜17) 適

 新宿光来　焼小籠包  ２５０ｇ（１０個） 冷凍食品 2013/1/22 フジキン光来 千葉県千葉市 2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜16) 適

 秋鮭バジルオリーブ  ４切２８０ｇ 冷凍食品 2012/1/23 2012/5/21 ㈲アンドーフーズ 白鮭(秋鮭・北海道沖） 2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜18) 適

 関東・栃木レモンレアチーズケーキ  １６０ｇ（４個） 冷凍食品 2012/1/10 2013/1/8 ㈱日東コーン・アルム 2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜16)  検出せず　（＜16) 適

 お星さまカツレツ（チーズ入り）  ３００ｇ 冷凍食品 2012/11/17 ㈱オヤマ 鶏むね肉(国産) 2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

白身魚の甘口チリソース ２１０ｇ（ソース付） 冷凍食品 2012/11/14 ファーストフーズ 2012/1/24 1月24日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

銚子産いわしと国産大豆の豆腐ハンバーグ ３２０ｇ（４個入） 冷凍食品 2011/6/22 2012/6/20 フジフレッシュフーズ㈱
いわし（銚子産）、たま
ねぎ（国産）

2012/1/23 1月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

フライパンで出来る　近海あじフライ ２８０ｇ 冷凍食品 2012/6/17 日本水産 2012/1/19 1月19日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ホクホクいも天 １９０ｇ 冷凍食品 2012/12/1 ㈱ファーストフーズ 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜12)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜18) 適

初摘みよもぎ餅 ５００ｇ 冷凍食品 2012/4/14  たんたんもちセンター 
 もち米、よもぎ（岩手
県）

2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜16)  検出せず　（＜15) 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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

キャベツ、たまねぎ、にら、にんにく、しょう
が、豚肉、豚脂、小麦粉（国産）

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類
穀類
肉・卵・魚
その他

100

現行の暫定規制値
年間５ミリシーベルト

新規格基準
年間１ミリシーベルト

500 一般食品

※　冷凍食品（１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。



いわいどりと国産野菜の肉団子 ２４０ｇ 冷凍食品 2012/10/28  ㈱オヤマ 
 鶏肉、ねぎ、ごぼう、た
まねぎ、にんじん(国産）

2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

宮城県蔵王産ミルクのとろけるクリームコ
ロッケ（かに入り）

４２０ｇ（６個入） 冷凍食品 2012/11/9  ㈱ニチレイフーズ  宮城県白石市  牛乳(宮城県蔵王） 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜18) 適

千葉県産豚肉の焼売 ２２５ｇ（１５個） 冷凍食品 2012/4/25  ㈱ニチレイフーズ
 豚肉（千葉県）、鶏肉、
たまねぎ（国産）

2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

産直豚肉の酢豚の素 
２４０ｇ（豚唐揚１４
０ｇタレ）

冷凍食品 2012/6/17
ＪＡ全農ミートフーズ
㈱

 豚肉(国産) 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

お米育ち豚を使っためんちかつ ３６０ｇ（６個入） 冷凍食品 2012/4/16
㈱岩手畜産流通セン
ター

 豚肉、玉ねぎ、豚脂肪
酸(国産)

2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜17) 適

イカカツ ２００ｇ（４個入） 冷凍食品 2012/9/29 ㈱ファーストフーズ 2012/1/17 1月17日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜16) 適

悟空　国産野菜たっぷり餃子 ２５個（５５０ｇ） 冷凍食品 2012/7/11 スプランドールとらや 2012/1/14 1月16日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜17) 適

フライパンで簡単！いわし蒲焼（たれ付） 
２００ｇ（９～１３
枚）

冷凍食品 2011/12/10 2012/6/6  アンドーフーズ 
 真いわし（千葉県）、国
産小麦粉

2012/1/16 1月16日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

国産バラ凍結カットほうれんそう ２５０ｇ 冷凍食品 2011/11/11 2013/5/10 水戸冷等食品㈱ 国内産 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

バラ凍結カットごぼう ２５０ｇ 冷凍食品 2011/9/16 2013/3/15 水戸冷凍食品㈱ 国内産 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

イカカツ ２００ｇ（４個入） 冷凍食品 2012/9/29 ファーストフーズ 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

千葉県産あじのコロコロ焼き（ねぎ塩焼）
２００ｇ（１８～２０
個）

冷凍食品 2012/7/4 ㈲アンドーフーズ
真あじ（千葉県）玉ね
ぎ、わけぎ（国産）

2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

紋甲いかゲソ磯辺フライ ２４０ｇ 冷凍食品 2012/1/9 2012/5/7 ㈲アンドーフーズ 紋甲いか（タイ） 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

うつのみやのうまいぎょうざ
３３７ｇ（１５個＋タ
レ２袋）

冷凍食品 2012/12/18 ㈱渡邊商事
きゃべつ・たまねぎ（国
産）

2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

白身魚切身フライ ５枚（２５０ｇ） 冷凍食品 2012/7/7 ㈱ヤマイシ
ホキ（ニュージーランド
産）

2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

フライパンでできるさんまカリカリソテー ８～１０枚１６０ｇ 冷凍食品 2012/1/6 2012/7/3
千葉県漁業協同組合
連合会

さんま（国産） 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

純和鶏お米育ちを使ったひとくちチキン ２５０ｇ 冷凍食品 2012/11/5 オヤマ 国産 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

フライパンでできるあじ南蛮漬（タレ付） ８～１１枚１６０ｇ 冷凍食品 2012/1/9 2012/5/7 スズ市水産 真あじ（国産） 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

鶏ごぼうピラフ（徳用） ８００ｇ 冷凍食品 2011/5/13 2012/5/13 全国農協食品㈱ 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

国産チキンナゲット ５００ｇ 冷凍食品 2012/11/20 伊藤ハム 鶏肉（国産） 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

千葉県産生から作ったあじフライ ２２０ｇ（8～11枚） 冷凍食品 2012/1/9 2012/7/6 ㈲アンドーフーズ あじ（千葉県産） 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 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（検出できる最小の値）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

那須千本松牧場アイスクリーム ９７０ｍｌ 冷凍食品 ホウライ㈱ 栃木県那須塩原市
2012/1/24(2）
2012/1/25(1）

1月31日   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜4)   検出せず　（＜4) 適

蒸しパン（ほうれん草） ４個（１６０ｇ） 冷凍食品 2012/12/9 昭和冷凍食品 2012/1/19 1月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

ソースＤＥ野菜かぼちゃのグラタン ３３０ｇ（１６５ｇ×２） 冷凍食品 2012/9/13 MCC食品（株） 2012/1/17 1月19日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜7) 検出せず　（＜7) 適

みんなの食卓　米粉パン（スライス） ３４０ｇ 冷凍食品 2012/6/19 東北日本ハム㈱ 米粉（国産） 2012/1/10 1月12日     検出せず　（＜3)     検出せず　（＜4)     検出せず　（＜3) 適

ゆきひかりのプチ米パン ３個（１８０ｇ） 冷凍食品 2012/3/21
（有）ｴﾙﾌｨﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮ
ﾅﾙ

米粉（北海道） 2012/1/10 1月12日     検出せず　（＜3)     検出せず　（＜3)     検出せず　（＜3) 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、たまねぎ、
ひじき（国産）

2012/1/10 1月12日     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜3)     検出せず　（＜2) 適

国産緑黄やさいとおとうふのだんご １８２ｇ 冷凍食品 2011/8/25 2012/8/23
フジフレッシュフーズ
㈱

2012/1/10 1月12日     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜2) 適

国産さつまいもと栗のタルト ３０ｇ×４個入 冷凍食品
2012/12/19（13
個）、2012/8/29（4
個）

日東ベスト㈱
さつまいもペースト・栗
（国産）

2012/1/10 1月12日     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜2)     検出せず　（＜2) 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（検出できる最小の値）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精度の高い検査法

たまねぎ・にんじん・かぼちゃ・ねぎ・ほうれ
ん草（国産）

鹿児島県産鶏肉（マルイ農協、南国元気鶏）
長野県産米、国産の麦（米粒麦）

 キャベツ、豚肉、玉ねぎ、豚脂、生姜（国
産）、にら（栃木県）、ニンニク（青森県）



加工食品・飲料（1月）
分類＝一般食品

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

野菜一日これ一本 ２００ｍｌｘ１２ 食品 2012/8/13 カゴメ 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

魚沼こしひかりごはん ２００ｇｘ３ 食品 2011/12/14 2012/8/13 佐藤食品工業（株） 魚沼産 2012/1/30 1月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ベビーあんドーナツ ２５０ｇ 食品 2012/2/18 三恵商事 2012/1/30 1月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

野菜チップス ２０ｇｘ３ 食品 2012/4/21 協和 2012/1/30 1月30日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

だしはこれ（純にぼし粉） 300g 食品 2013/1/9 （株）サカモト
まいわし、かたくちいわ
し(国内産)

2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

いわしっ子 １５袋 食品 2012/6/21 ㈱泉屋製菓総本舗 片口いわし(瀬戸内海産) 2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

味わいの三種せんべい 3種ｘ7枚 食品 2012/5/17 ㈱金吾堂製菓 栃木県栃木市 国産米使用 2012/1/25 1月26日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

五穀な気分 １８０ｇ（30ｇｘ6） 食品 2012/10/12 (株）イーゼン
 国内産原料　米・麦・あ
わ・ひえ・きび

2012/1/24 1月25日  検出せず　（＜10)  検出せず　（＜17)  検出せず　（＜17) 適

十種穀物ごはん 150ｇ 食品 2012/8/16 越後製菓（株） 原料（国産） 2012/1/20 1月20日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜18)  検出せず　（＜17) 適

五穀ブレンド 1ｋｇ 食品 2013/1/3 （株）はくばく 2012/1/18 1月18日  検出せず　（＜11)  検出せず　（＜19)  検出せず　（＜18) 適

おさつスナック ７０ｇ 食品 2011/12/16、27 2012/4/16、27 カルビー㈱ 2012/1/6 1月10日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

福豆 ６５ｇ 食品 2012/8/10 川越屋 国産 2012/1/10 1月10日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

牧場のドーナツ １０個 食品 2012/3/4 北川製菓 八ヶ岳高原牛乳 2012/1/10 1月10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（検出できる最小の値）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

※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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類
穀類
肉・卵・魚
その他

100

現行の暫定規制値
年間５ミリシーベルト

新規格基準
年間１ミリシーベルト

500 一般食品

※　加工食品・飲料（１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。



日配・デザート（1月）
分類＝一般食品

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

夕食宅配（弁当） 夕食宅配
2012/1/24 午
前10時

日本クッカリー㈱ 千葉県八千代市 2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

夕食宅配（弁当） 夕食宅配 2012/1/24 （株）武蔵野フーズ 2012/1/25 1月27日 検出せず　（＜11) 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（検出できる最小の値）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

※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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

●放射性セシウムの現行暫定規制値と新規格基準（案）

食品区分 規制値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg） 新食品区分 新基準値（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
野菜類
穀類
肉・卵・魚
その他

100

現行の暫定規制値
年間５ミリシーベルト

新規格基準
年間１ミリシーベルト

500 一般食品

※日配・デザート（1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。



食品ではありませんので暫定規制値はありません。

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

デビフ　介護食　ささみペースト １００ｇ 住関連 2015/1/25 デビフペット㈱ 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

デビフ　愛猫の介護食　ささみペースト １００ｇ 住関連 2014/1/27 デビフペット㈱ 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

デビフ（ささみ＆チーズ）　 ９０ｇ×１２ 住関連 2015/1/27 デビフペット㈱ 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

デビフ（ひな鶏レバーの水煮）　 １６０ｇ 住関連 2015/1/23 デビフペット 国産品 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

デビフ　スナックボーイお徳用（レバーカット） ２５０ｇ 住関連 2013/7/25 デビフペット 国産品 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

デビフ　スナックボーイお徳用（ササミカット） ２００ｇ 住関連 2013/7/26 デビフペット 国産品 2012/1/31 1月31日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ねこ元気７歳以上用まぐろ・チキン・野菜入り 1kg 住関連 2013/4/30 ユニ・チャーム㈱ 2012/1/26 1月26日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

※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、技術的には外部検査機関と同等レベルの検査を維持しておりますが、第三者認証を受けた登録検査機関での検査ではありません。
  自主検査によって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ております。
  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ではないので、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。
　以上により、検出限界を超えて検出した場合の詳細のデータ（検出値）の公表は差し控えさせていただきます。

※住関連品等（1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。
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