
 米（新米　11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新潟コシヒカリ 米 新潟県 12月2回 11月30日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP千葉コシヒカリ 米 千葉県 12月2回 11月30日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP茨城コシヒカリ 米 茨城県 12月2回 11月30日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP長野コシヒカリ 米 長野県 12月2回 11月30日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP新潟佐渡コシヒカリ 米 新潟県 11月29日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP秋田あきたこまち 米 秋田県 12月1回 11月29日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP北海道ななつぼし 米 北海道 12月1回 11月29日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP秋田あきたこまち 米 秋田県 10月3回 秋田おばこ　仙北 11月21日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP秋田あきたこまち 米 秋田県 10月2回 秋田おばこ　六郷 11月21日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ゴロピカリ 米 群馬県 11月２回 前橋市 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

COOP秋田あきたこまち 米 秋田県 １０月３回 秋田おばこ　角館 11月7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）

北海道ゆめぴりか 米 北海道 11月2回 JAきたそらち 11月14日 検出せず 検出せず 検出せず 適

佐賀　さがびより 米 佐賀県 11月4回 11月14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が５０Ｂｑ/㎏、セシウム１３４、セシウム１３７それぞれについて２０Ｂｑ/㎏（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（１１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（11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

無袋ふじ 農産 青森県鶴田町 2011/11/29 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

みず菜 農産 埼玉県深谷市 2011/11/29 11月30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 長野県中野市 2011/11/30 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

無袋ふじ 農産 長野県松川町 2011/11/30 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ル・レクチェ 農産 長野県松川町 2011/11/30 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

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

みず菜 農産 茨城県鉾田市 2011/11/30 11月30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 栃木県足利市 2011/11/30 11月30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 栃木県鹿沼市 2011/11/30 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

きゅうり 農産 千葉県横芝光町 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

きゅうり 農産 千葉県匝瑳市 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

春菊 農産 千葉県横芝光町 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ながねぎ 農産 埼玉県本庄市・美里町・神川町・上里町 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

みず菜 農産
埼玉県川越市・所沢市・飯能市・狭山市・入間市・富士見市・
ふじみ野市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・三芳町・毛呂山町・
越生町

2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

キャベツ 農産 千葉県銚子市 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

キャベツ 農産 千葉県匝瑳市 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜16) 適

みず菜 農産 埼玉県本庄市 2011/11/29 11月29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 埼玉県吉野町 2011/11/28 11月28日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 茨城県筑西市・桜川市・結城市 2011/11/24 11月25日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

国産キウイフルーツ 農産 茨城県常陸太田市 2011/11/25 11月25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 山梨県韮崎市 2011/11/25 11月25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 茨城県常陸大宮市 2011/11/25 11月25日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

国産キウイフルーツ 農産 山梨県甲州市 2011/11/25 11月25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 栃木県下都賀郡野木町 2011/11/25 11月25日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

国産落花生 農産 茨城県産 2011/11/25 11月25日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜13) 検出せず　（＜13) 適

ほし大根 農産 群馬県産 2011/11/25 11月25日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜17) 適

ながねぎ 農産 茨城県八千代町 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ながねぎ 農産 茨城県結城市 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

ミニ白菜 農産 千葉県富里市 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

いちご（とちおとめ） 農産 茨城県茨城町 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ほうれん草 農産 茨城県桜川市 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

ミニ白菜 農産 茨城県八千代町 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ミニ白菜 農産 茨城県茨城町 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ミニ白菜 農産 茨城県笠間市 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ミニ白菜 農産 千葉県匝瑳市 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

白菜 農産 茨城県結城市 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

白菜 農産 茨城県古河市・坂東市・境町・五霞町 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜10) 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

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（11月）の結果について

検査品については、放射性物質は検出されていま
せん。



ながねぎ 農産 埼玉県深谷市・寄居町 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

ながねぎ 農産 埼玉県深谷市 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

無袋ふじ 農産 青森県青森市・平内町・外ヶ浜町・今別町・蓬田村 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ながねぎ 農産 秋田県能代市・藤里町 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ながねぎ 農産 新潟県新潟市・燕市・弥彦村 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

無袋ふじ 農産 青森県平川市・弘前市・黒石市・藤崎町・板柳町・田舎館村 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

無袋ふじ 農産 青森県弘前市・平川市・藤崎町・大鰐町・西目屋村 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

無袋ふじ 農産 岩手県花巻市・北上市・西和賀町・遠野市・大槌町・釜石市 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 茨城県稲敷市・河内町・美浦村 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

無袋ふじ（葉取らず） 農産 青森県青森市（旧浪岡町） 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

無袋ふじ（葉取らず） 農産 青森県板柳町 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

無袋ふじ（葉取らず） 農産 青森県平川市 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

無袋ふじ（葉取らず） 農産 青森県弘前市 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

生なめこ 農産 群馬県富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧町・妙義町 2011/11/17 11月17日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜13) 検出せず　（＜13) 適

いちご（とちおとめ） 農産 埼玉県深谷市 2011/11/17 11月17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 2011/11/17 11月17日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

いちご（とちおとめ） 農産 栃木県佐野市 2011/11/17 11月17日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

にんじん 農産 埼玉県川越市 2011/11/15 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 埼玉県所沢市 2011/11/15 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 埼玉県新座市 2011/11/15 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 埼玉県狭山市 2011/11/15 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

きゅうり 農産 群馬県富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧町・妙義町 2011/11/16 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 千葉県香取市 2011/11/16 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

うすひらたけ 農産 群馬県富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧町・妙義町 2011/11/16 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

えのき 農産 群馬県富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧町・妙義町 2011/11/16 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ひらたけ 農産 群馬県富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧町・妙義町 2011/11/16 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 山形県寒河江市・大江町・朝日町・西川町・河北町 2011/11/16 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 栃木県小山市・下野市・野木町 2011/11/16 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

いちご（とちおとめ） 農産 栃木県小山市・下野市・野木町 2011/11/16 11月16日  検出せず  検出せず  検出せず 適

きゅうり 農産 茨城県小美玉市 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 栃木県小山市・下野市・野木町 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

かぼちゃ 農産 青森県新郷村 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

きゅうり 農産
埼玉県行田市・加須市・羽生市・鴻巣市・騎西町・北川辺町・
大利根町

2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

きゅうり 農産 埼玉県本庄市・美里町・神川町・上里町 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

きゅうり 農産 埼玉県深谷市・寄居町 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 山形県東根市神町地区 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 茨城県古河市 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 茨城県土浦市 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

青首大根 農産 茨城県かすみがうら市 2011/11/15 11月15日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 長野県小布施町 2011/11/10 11月10日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 長野県須坂市 2011/11/10 11月10日  検出せず  検出せず  検出せず 適

なし（新興） 農産 新潟県新潟市・五泉市・阿賀町管内 2011/11/10 11月10日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 埼玉県本庄市・美里町・神川町・上里町 2011/11/10 11月10日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 埼玉県深谷市 2011/11/10 11月10日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産
埼玉県川越市・所沢市・飯能市・狭山市・入間市・富士見市・
ふじみ野市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・三芳町・毛呂山町・
越生町

2011/11/10 11月10日  検出せず  検出せず  検出せず 適

いちご（とちおとめ） 農産 埼玉県本庄市 2011/11/10 11月10日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 千葉県茂原市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 千葉県旭市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 千葉県横芝光町 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 千葉県匝瑳市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

春菊 農産 千葉県香取市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適



にんじん 農産 栃木県小山市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ミニ白菜 農産 千葉県八街市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ミニ白菜 農産 千葉県船橋市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ごぼう 農産 千葉県船橋市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

あんぽ柿 農産 山梨県産 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 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・市貝町管内 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

いちご（とちおとめ） 農産 栃木県矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町管内 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

平たねなし柿 農産 山形県酒田市 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 茨城県八千代町 2011/11/9 11月9日  検出せず  検出せず  検出せず 適

平たねなし柿 農産 山形県鶴岡市・庄内町・三川町 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 長野県安曇野市・松本市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産
長野県生坂村・麻績村・波田町・山形村・筑北村・朝日村・松
本市・安曇野市

2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 長野県佐久市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 長野県佐久穂町 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 長野県小諸市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

キャベツ 農産 茨城県古河市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

小松菜 農産 茨城県行方市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

小松菜 農産 茨城県鉾田市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

小松菜 農産 茨城県石岡市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

いちご（とちおとめ） 農産 茨城県鉾田市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 茨城県茨城町 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 茨城県鉾田市 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

えのき 農産 埼玉県秩父郡小鹿野町 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

まいたけ 農産 埼玉県秩父郡小鹿野町 2011/11/8 11月8日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 長野県飯綱町 2011/11/7 11月7日  検出せず  検出せず  検出せず 適

さといも 農産 埼玉県狭山市 2011/11/3 11月5日  検出せず  検出せず  検出せず 適

さといも 農産 埼玉県川越市 2011/11/3 11月5日  検出せず  検出せず  検出せず 適

さといも 農産 埼玉県所沢市 2011/11/3 11月5日  検出せず  検出せず  検出せず 適

青首大根 農産 埼玉県川越市 2011/11/3 11月5日  検出せず  検出せず  検出せず 適

青首大根 農産 埼玉県所沢市 2011/11/3 11月5日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 埼玉県川越市 2011/11/3 11月5日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 茨城県石岡市 2011/11/4 11月5日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 埼玉県深谷市 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

きゅうり 農産 埼玉県本庄市 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

きゅうり 農産 埼玉県深谷市 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

秋冬にんじん 農産 千葉県富里市 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

秋冬にんじん 農産 千葉県多古町 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

秋冬にんじん 農産 千葉県香取市（旧佐原市） 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

秋冬にんじん 農産 千葉県芝山町 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 埼玉県深谷市 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 茨城県かすみがうら市 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ミニトマト（越冬作） 農産 千葉県旭市 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ミニ大根 農産 千葉県香取市（旧佐原市） 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ミニ大根 農産 千葉県芝山町 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ミニ大根 農産 千葉県多古町 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

小かぶ 農産 千葉県香取市（旧佐原市） 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

青首大根 農産 茨城県水戸市管内 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 茨城県茨城町管内 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 茨城県水戸市 2011/11/2 11月4日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ふじ 農産 長野県長野市 2011/11/1 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ふじ 農産 長野県須坂市・小布施町・高山村管内 2011/11/1 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適



青首大根 農産
埼玉県川越市・所沢市・飯能市・狭山市・入間市・富士見市・
ふじみ野市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・三芳町・毛呂山町・
越生町管内

2011/11/1 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ながいも 農産 長野県山形村 2011/11/1 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

アンポ柿 農産 新潟県佐渡市 2011/11/2 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

青首大根 農産 千葉県山武市 2011/11/2 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ジョナゴールド 農産 岩手県一関市・平泉町管内 2011/11/2 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

きゅうり 農産 千葉県旭市 2011/11/2 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 千葉県山武市 2011/11/2 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ながねぎ 農産
長野県生坂村・麻績村・波田町・山形村・筑北村・朝日村・松
本市・安曇野市管内

2011/11/2 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

れんこん（路地） 農産 小美玉市管内 2011/11/2 11月2日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 茨城県八千代町 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 茨城県結城市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

青首大根 農産 茨城県行方市西連寺 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産ブロッコリー 農産 茨城県行方市手賀 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 茨城県筑西市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

国産落花生 農産 茨城県つくば市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ごぼう 農産 茨城県茨城町 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

無袋ふじ 農産 長野県山之内町 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

れんこん（路地） 農産 茨城県土浦市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 茨城県土浦市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

にんじん 農産 茨城県かすみがうら市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

キャベツ 農産 茨城県土浦市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 千葉県柏市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ほうれん草 農産 千葉県八千代市 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

ごぼう 農産 長野県山形村 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

なし（南水） 農産
長野県飯田市・阿智町・阿南町・売木村・大鹿村・下条村・清
内路村・喬木村・高森町・天龍村・豊丘村・相羽村・平谷村・
松川町・泰阜村管内

2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

シナノスイート 農産 青森県弘前市・平川市・藤崎町・大鰐町・西目屋村管内 2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 適

シナノスイート 農産
青森県平川市・弘前市・黒石市・藤崎町・板柳町・田舎館村
管内

2011/11/1 11月1日  検出せず  検出せず  検出せず 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。

※「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

※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）



畜産（11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

信州和牛 1kg  畜産 2011/11/16 2011/12/21 長野県農協直販㈱ 長野県松本市 長野県 2011/11/29 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

信州アルプス牛 1kg  畜産 2011/11/17 2011/12/20 長野県農協直販㈱ 長野県松本市 長野県 2011/11/29 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

国産若鶏モモ・ムネ挽肉パラパラミンチ 350g  畜産 2012/2/21 コープネットフーズ 国産 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

国産若鶏ササミ挽肉パラパラミンチ 350g  畜産 2012/2/15 コープネットフーズ 国産 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

国産若鶏ムネ挽肉パラパラミンチ 400g  畜産 2011/10/28 2012/4/24 マルイ食品 国産 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

比内地鶏きりたんぽ鍋セット 570g  畜産 2012/3/22
あきた北央農業協同組
合

2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

産直牛  畜産 2011/11/26 2012/1/9 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 2011/11/28 11月28日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

産直牛 1ｋｇ以上  畜産 2011/11/24 2012/1/2 千葉北部酪農 千葉県八千代市 2011/11/28 11月28日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

産直牛  畜産 2011/11/24 2012/1/7 伊藤ハム㈱　越谷工場 埼玉県越谷市 北海道/橋本牧場 2011/11/25 11月25日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

国産牛挽肉パラパラミンチ（製品） 300ｇ  畜産 2012/2/7 コープネットフーズ 国産 2011/11/24 11月24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 2012/2/11 コープネットフーズ
牛肉（国産）、豚肉（国
産）

2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜13) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

国産豚挽肉パラパラミンチ（製品） 400ｇ  畜産 2012/2/14 コープネットフーズ 国産 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

産直牛 1.5ｋｇ  畜産 2011/11/22 2012/1/5 伊藤ハム　越谷工場 埼玉県越谷市 北海道産 2011/11/24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

産直牛 畜産 2011/11/18 2012/1/1 伊藤ハム　越谷工場 埼玉県越谷市 北海道/橋本牧場 2011/11/19 11月21日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

九州産黒毛和牛切落し 200ｇ  畜産 2012/5/14 茨城ベストパッカー㈱　 九州 2011/11/19 11月21日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜19) 適

産直若鶏ムネ肉　 2ｋｇ  畜産 2011/11/26 ㈱阿部繁孝商店 岩手県九戸郡 岩手県産 2011/11/18 11月18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 2011/11/26 ㈱阿部繁孝商店 青森県三戸郡 青森県産 2011/11/18 11月18日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

産直牛 畜産 2011/11/17 2011/12/31 伊藤ハム㈱　越谷工場 埼玉県越谷市 北海道/橋本牧場 2011/11/18 11月18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 2011/11/27 ㈲土橋ブロイラー 岩手県二戸市 岩手県産 2011/11/17 11月17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 2011/11/27 プライフーズ㈱ 青森県三沢市 青森県産 2011/11/17 11月17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 2011/11/25 日本ホワイトファーム㈱
青森県上北郡横浜
町

青森県産 2011/11/17 11月17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 2011/11/25 ㈱十文字ﾁｷﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ 岩手県二戸市 岩手県産 2011/11/17 11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、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。

うるち米（秋田県産）、チキンボール鶏肉、
たまねぎ（国産）鶏肉（秋田比内地鶏）

※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（11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。



産直若鶏ムネ肉　 2ｋｇ  畜産 2011/11/25 ㈱十文字ﾁｷﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ 岩手県二戸市 青森県産 2011/11/17 11月17日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

やさと本味鶏ムネ肉　（やさと若鶏） 2ｋｇ  畜産 2011/8/20 2013/8/18
やさと農業協同組合
ＣＰセンター

茨城県桜川市 茨城県 2011/11/17 11月17日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

産直牛  畜産 2011/11/15 2011/12/29
伊藤ハム㈱　十和田工
場

青森県十和田市 北海道 2011/11/16 11月16日 検出せず 検出せず 検出せず 適

和風だしカレー鍋セット
鶏肉150g,
スープ150g

畜産 2012/5/5 （有）コーシンフーズ 国産（鶏肉） 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直牛 １ｋｇ 畜産 2011/11/9 2011/12/23 伊藤ハム（株） 埼玉県越谷市 北海道 2011/11/10 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

霧島黒豚しゃぶしゃぶセット
（肩ロース150ｇ×2、バラ170ｇ、ロース150ｇ、
添付タレ50ｇ×4）

820ｇ
畜産（宅配お

せち）
2012/2/1 林兼産業㈱

宮崎県産（豚肩ロース、
豚バラ、豚ロース）

2011/11/9 11月9日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直豚 ２ｋｇ  畜産 2011/11/7 2011/11/27 下仁田ミート 群馬県産 2011/11/8 11月9日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直豚 ２ｋｇ  畜産 2011/11/7 2011/11/26 東総食肉センター 千葉県産 2011/11/8 11月9日 検出せず 検出せず 検出せず 適

お米育ち豚を使ったちゃんこ鍋セット 320g 畜産 2012/1/22 ㈱コープネットフーズ 国産（豚バラ肉、鶏肉） 2011/11/9 11月9日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直豚 ２ｋｇ  畜産 2011/11/8 2011/11/17 ㈱岩手畜産流通センター 岩手県産 2011/11/9 11月9日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直豚 ２ｋｇ  畜産 2011/11/7 2011/11/14 全農長野 長野県松本市 長野県産 2011/11/8 11月8日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直牛 畜産 2011/11/4 2011/12/18 伊藤ハム　越谷工場 埼玉県越谷市 北海道/橋本牧場 2011/11/7 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直牛 畜産 2011/11/5 2011/12/19 伊藤ハム　越谷工場 埼玉県越谷市
北海道産/トヨニシ
ファーム

2011/11/7 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直豚 ２ｋｇ  畜産 2011/11/5 2011/11/22
㈱ｺｰﾌﾟﾈｯﾄﾌｰｽﾞ・茨城
ミートセンター

茨城県産 2011/11/7 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

純和鶏お米育ちムネ肉 ２ｋｇ 畜産 2011/11/11 ニチレイフレッシュ 岩手県九戸郡軽米 岩手県産 2011/11/4 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直げん気鶏ムネ肉　 ２ｋｇ 畜産 2011/11/12
プライフーズ㈱第一ブ
ロイラーカンパニー

青森県三沢市 青森県産 2011/11/4 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直お米育ち豚原料 ２ｋｇ  畜産 2011/11/3 2011/11/23 下仁田ミート㈱ 群馬県産 2011/11/4 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直お米育ち豚原料 ２ｋｇ  畜産 2011/11/1 2011/11/20 東総食肉センター㈱ 千葉県産 2011/11/4 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直お米育ち豚原料 ２ｋｇ  畜産 2011/11/2 長野県農協直販㈱ 長野県松本市 長野県産 2011/11/4 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直豚 ２ｋｇ  畜産 2011/11/1 2011/11/10 ㈱新潟コープ畜産 新潟県新潟市 新潟県産 2011/11/4 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/25 2011/12/3 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/25 2011/12/3 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/25 2011/12/3 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直お米育ち豚原料 ２ｋｇ  畜産 2011/10/31 2011/11/9 岩手畜産流通センター 岩手県産 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

塩ちゃんこ鍋セット ４１５ｇ  畜産 2012/4/28 IHミートソリューション 宮城県黒川郡 鶏肉（国産） 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

産直牛 畜産 2011/10/27 伊藤ハム 埼玉県越谷市 北海道産/橋本牧場 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適



国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/20 2011/11/28 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/21 2011/11/29 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/21 2011/11/29 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/21 2011/11/29 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国産褐毛和牛 畜産 2011/10/21 2011/11/29 JA全農ミートフーズ㈱ 熊本県産 2011/11/2 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 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

※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のそれぞれについて２０Ｂｑ/㎏（商品特性によって変わります）



水産（11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

ﾎﾞｲﾙずわいがに棒ﾎﾟｰｼｮﾝ 500g  水産 2012/10/13 朝日共販㈱ アメリカ 2011/11/30 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 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 2012/11/6 朝日共販㈱ ロシア 2011/11/30 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

生ずわいがに棒爪ﾎﾟｰｼｮﾝ(しゃぶしゃぶ用)
棒肉300g、
爪肉250g

 水産 2012/11/24 朝日共販㈱ ロシア 2011/11/30 11月30日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 適

お刺身セット 8種780ｇ
 水産

（宅配おせち）
2011/12/18 山菱水産㈱

本まぐろ中ﾄﾛ（イタリア産・養殖）,本
まぐろ赤身（モロッコ産）,するめイカ
（北日本近海）,うに、ホタテ貝柱（北
海道産）,真鯛（長崎県産・養殖）,かん
ぱち（鹿児島県産・養殖）,ボタンえび
（ロシア産）

2011/11/29 11月30日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

北海道産ｿﾌﾄみがきにしん 250g  水産 2012/5/16
北海道漁業協同組合
連合会

北海道 2011/11/30 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

ほっけの太子（明太味） 180ｇ  水産 2011/11/26 2012/2/23 中央水産 ほっけ（稚内産） 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜18) 適

北海道産ほたて貝柱(小粒） 120g  水産 2012/11/24 ㈱ニチレイフレッシュ 北海道 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

北海道産子持ちししゃも 10尾140ｇ  水産 2012/5/22 北海道魚連 北海道産 2011/11/28 11月28日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

 北海道産たこやわらか煮 150ｇ  水産 2012/4/25  釧路丸水 北海道産 2011/11/28 11月28日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

落石産大型新巻鮭　姿切り 1尾2.5ｋｇ
 水産

（宅配おせち）
2011/11/18 2012/1/30 ファーストデリカ 秋鮭（北海道産） 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

秋鮭団四郎味噌漬(弁当用) 5切（200g）  水産
2011/7/6（4ﾊﾟｯ
ｸ）

2012/7/6（4
ﾊﾟｯｸ）

山津冷蔵食品㈱ さけ（北海道産） 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜10.) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

北海おせち三段重 27品
 水産

（宅配おせち）
2012/1/31 中央水産 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

ボイルたらばがに肩 1.2ｋｇ
 水産

（宅配おせち）
2012/1/30 ニチレイフレッシュ  アメリカ 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

ボイルたらばがにハーフポーション 1.3ｋｇ
 水産

（宅配おせち）
2012/1/30 (有)弥七商店  ロシア 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜15) 適

ボイルずわいがにハーフポーション 900ｇ
 水産

（宅配おせち）
2012/1/30 (有)弥七商店  ロシア 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

 あんこう（解凍）  1尾2ｋ位  店舗水産  （株）棒丸内海商店
 北海道(余市・小樽）、北海道・
青森北部太平洋

2011/11/18 11月18日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

ほたて貝柱(北海道産) 130g 水産
北海道漁業協同組合
連合会

ほたて貝（北海道産） 2011/11/12 11月14日 検出せず 検出せず 検出せず 適

北海道産ほたて貝柱(小粒） 120g 水産
北海道漁業協同組合
連合会

ほたて貝（北海道産） 2011/11/12 11月14日 検出せず 検出せず 検出せず 適

北海道のぶっかけ海鮮丼 100ｇ×2個 水産 2012/4/13 トナミ食品工業㈱
北海道（スルメイカ、ツブ、秋鮭、
秋鮭の卵）

2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

北海たこ薄造り 90g 水産 41034 トナミ食品工業㈱ 北海道（ミズダコ） 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

いか昆布醤油干し 300ｇ（3枚）  水産 2011/11/8 2012/1/6 ㈱兆星 北日本近海 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

さんま開き一夜干し 500ｇ（5枚） 水産 2012/3/3 ㈱山安 北海道釧路 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

真あじ開き（天日干し） 300ｇ（5枚）  水産 2012/3/6 ㈱山安 長崎 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

紋別産ほたて貝柱(徳用) 160g  水産 2012/3/16 暁魚類㈱ 北海道・紋別 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ほたて貝柱(北海道産) 130g  水産 2012/10/26 ㈱ニチレイフレッシュ 北海道 2011/11/10 11月11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。

※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（11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。



鮭とばの波菜 150ｇ  水産 2012/1/26 ㈱カネキ南波商店 秋鮭・米（北海道産） 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

具の大きなｼｰﾌｰﾄﾞﾐｯｸｽ 400g  水産 2011/11/7 2012/5/4 阪神低温㈱
ヤリイカ（ベトナム産）、ホタテ貝（北
海道産）、ムキエビ（インド産）

2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

北海ピリカホッケ開き 2枚（340ｇ）  水産 2012/4/30 丸三北栄商会 真ほっけ：礼文島産 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

まるごと食べられる真ほっけ甘みそ漬 250ｇ 水産 2012/2/5 中央水産㈱  北海道 2011/11/10 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 骨抜き生秋鮭（ﾊﾞﾀｰ焼・ﾑﾆｴﾙ用） 210ｇ（3切）  水産 2012/4/20
北海道漁業協同組合
連合会

 北海道 2011/11/3 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

さんま開き一夜干 440ｇ（4枚）  水産 2011/10/31 2011/12/29 ㈱兆星 さんま〈北海道産） 2011/11/2 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

するめいか一夜干し 280ｇ（2枚）  水産 2012/4/25
ぜんぎょれん八戸食品
㈱

するめいか（青森県産） 2011/11/2 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 船凍するめいか 2杯360ｇ  水産 2012/10/29 及能㈱食品部  北海道産 2011/11/2 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

パクッと真いか一夜干し 250ｇ  水産 2012/4/25
せんぎょれん八戸食品
㈱

青森県産 2011/11/2 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

骨ぬき秋鮭赤味噌漬 150ｇ（5切） 水産 2012/4/24 鶴岡食品㈱ 国産(秋鮭） 2011/11/2 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 北海道産さんま（下ごしらえ済み） 3尾（330g）  水産 2012/10/28 厚岸共冷  北海道産 2011/11/2 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ちりめん 25ｇ×2  水産 2011/10/31 2011/11/14 土佐屋  兵庫県 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

国内産しらす干し 30ｇ×3  水産 2011/11/1 2012/4/28 ㈱土佐屋  原料原産地：静岡 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

海の幸ちゃんぽんセット 613ｇ  水産 2011/11/1 2012/4/28 全国漁業協同組合連合会 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

塩秋鮭（中辛口）切り落し 600ｇ  水産 2011/11/29 ㈱ｺｰﾌﾟﾈｯﾄﾌｰｽﾞ  北海道産 2011/11/2 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 生秋鮭  店舗水産  宮城県産（水戸市場） 2011/11/3 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

骨ぬき縞ほっけみりん干し 320ｇ（4切）  水産 2012/4/27 ㈱やまさん商店 縞ホッケ（アメリカ産） 2011/11/1 11月1日 検出せず 検出せず 検出せず 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

※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）



牛乳（11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 2011/11/22 2011/12/2  日生協（トモエ乳業㈱） 2011/11/24 11月29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 2011/11/22 2011/12/2
 日生協（長野県農協直
販）

2011/11/24 11月29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 2011/11/25 2011/12/5
 榛名酪農業協同組合
連合会

2011/11/24 11月29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 2011/11/17 2011/11/27 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2011/11/18 11月24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 2011/11/15 2011/11/25 トモエ乳業㈱ 2011/11/16 11月19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 2011/11/8 2011/11/18 トモエ乳業㈱ 2011/11/9 11月14日 検出せず 検出せず 検出せず 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/11/9 2011/11/19
榛名酪農業協同組合
連合会

群馬県高崎市 2011/11/10 11月14日 検出せず 検出せず 検出せず 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/11/1 2011/11/11 トモエ乳業㈱ 茨城県古河市 2011/11/2 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/11/1 2011/11/11 榛名酪連 群馬県高崎市 2011/11/2 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/11/1 2011/11/11 信州ミルクランド㈱ 長野県松本市 2011/11/2 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

CO・OPコープ牛乳 ２００ｍｌ 牛乳 2011/11/5 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ 千葉県野田市 2011/10/28 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 適

南ほっかいどう低脂肪 １０００ｍｌ 牛乳 2011/11/6 北海道乳業 北海道 2011/10/26 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

明治北海道牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/11/8 明治 北海道旭川市 2011/10/26 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

メグミルクＬＬ北海道牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/12/9 雪印メグミルク㈱ 札幌市 2011/10/27 11月2日 検出せず 検出せず 検出せず 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/10/25 2011/11/4 トモエ乳業 2011/10/26 11月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/10/25 2011/11/4 信州ミルクランド 長野県松本市 2011/10/26 11月1日 検出せず 検出せず 検出せず 適

CO・OPコープ牛乳 １０００ｍｌ 牛乳 2011/10/26 2011/11/5 日本生活協同組合連合 群馬県高崎市 2011/10/26 11月1日 検出せず 検出せず 検出せず 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１０Ｂｑ/㎏程度（商品特性によって変わります）

※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（11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 ※　たまごについては、
１１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（11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

蒸しパン（トマト） ４個（１６０ｇ） 冷凍食品 2012/7/11 昭和冷凍食品 2011/11/22、24 11月24日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

白身魚切身フライ ５枚（２５０ｇ） 冷凍食品 2012/5/21 ヤマイシ
ホキ（ニュージーランド
産）

2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 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 2011/10/28 2012/4/24 アンドーフーズ
真いわし（千葉県産）、
国産小麦粉

2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

んまいもつ煮 ３００ｇ 冷凍食品 2012/2/11 浅田屋フード・雷亭 豚白もつ（国産） 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

 さつまいもスティック ３００ｇ 冷凍食品 2011/11/3 2013/5/1
 ㈱和郷さあや’Ｓキッチ
ン

国産 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

 京樽　ちらしずしのタネ ２３０ｇ 冷凍食品 2012/4/25  販売者：㈱京樽 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

 野菜ピューレ皮ごとさつまいも ３００ｇ（３０ｇ×１０ 冷凍食品 2012/11/16  ㈱ナカシン冷食 さつまいも（鹿児島産） 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

なめらか茶碗蒸し １２０ｇ×４個 冷凍食品 2012/11/10  販売者：㈱京樽 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜18) 適

千葉県南房総産　菜の花 １５０ｇ 冷凍食品 2011/3/14 2012/9/13 水戸冷凍食品 千葉県南房総産 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜12) 検出せず　（＜19) 検出せず　（＜19) 適

プチにんじん３０ ３０ｇ×６袋 冷凍食品 2013/5/12 ㈱新進 群馬県前橋市 にんじん（国産）
2011/11/16・
17

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

みんなの食卓　米粉パン（スライス） ３４０ｇ 冷凍食品 2012/5/9 東北日本ハム 米粉（国産） 2011/11/16 11月16日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ミルフィーユロールキャベツ（デミグラスソース３５０ｇ 冷凍食品 2012/11/10 山栄食品 福島県二本松市
キャベツ（国産）、牛肉
（豪州）、豚肉（カナダ、
米国）

2011/11/16 11月16日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ゆきひかりのプチ米パン ３個（１８０ｇ） 冷凍食品 2012/2/12
エルフィン・インターナ
ショナル

米粉（北海道） 2011/11/16 11月16日 検出せず 検出せず 検出せず 適

奥久慈レアチーズケーキ ５００ｇ 冷凍食品 2012/7/30 大子製菓 2011/11/16 11月16日 検出せず 検出せず 検出せず 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㈱
たまねぎ、にんじん、か
ぼちゃ、ねぎ、ほうれん
草：国産

2011/11/16 11月16日 検出せず 検出せず 検出せず 適

煮込みロールキャベツ（ホワイトソース） ３００ｇ（２個） 冷凍食品 2012/11/7 山栄食品㈱ 福島県二本松市
キャベツ（国産）、牛乳
（国産）

2011/11/14 11月14日 検出せず 検出せず 検出せず 適

野菜ピューレほうれんそう １５０ｇ（３０ｇ×５袋） 冷凍食品 2012/11/6 ㈱ナカシン冷食 ほうれんそう（国産） 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

白身魚の甘口チリソース
白身魚フリッター
150g,チリソース60g

冷凍食品 2012/10/5 ㈱ファーストフーズ 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 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㈱ 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

大豆で作ったから揚げ　まめからくん ２６０ｇ 冷凍食品 2012/8/22 不二つくばフーズ（株） 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

さつまいものうらごし ２４０ｇ 冷凍食品 2012/11/6 ジーピーフーズ  さつまいも（国産） 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ごっつ旨いモダン焼
６２１ｇ（お好み焼５
６０ｇ）

冷凍食品 2012/7/5 テーブルマーク（株） 2011/11/10 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 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 2012/10/23  山栄食品㈱  福島県二本松市 2011/11/10 11月10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。

※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（１１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。



奥久慈のチーズケーキ（ベークド） ４５ｇ×４ 冷凍食品 2012/5/2 大子製菓協業組合 2011/11/10 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

みんなの食卓　米粉のパンケーキ　（メープル１８０ｇ 冷凍食品 2012/4/23 東北日本ハム㈱ 米粉（国産） 2011/11/4 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ゆきひかりの米パン（スライス） １本（４００ｇ） 冷凍食品 2011/12/25
㈲エルフィン・インターナ
ショナル

米粉〈北海道） 2011/11/4 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

まんまるじゃがいもとひじきコロッケ ６個 冷凍食品 2012/2/24
㈱アレルギーヘルスケ
ア

じゃがいも・たまねぎ・
ひじき（国産）

2011/11/4 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ソースＤＥ野菜かぼちゃのグラタン 330ｇ（165ｇ×2） 冷凍食品 2012/8/31 エム・シーシー食品㈱ 2011/11/4 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 ちばの冷凍ほうれんそう ２５０ｇ 冷凍食品 2011/10/5 2013/4/2
㈱和郷　販売者：生活協
同組合ちばコープ

千葉県産 2011/11/4 11月4日 検出せず 検出せず 検出せず 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

※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）



加工食品・飲料（11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

味パックかつおだし １０ｇ×６×３袋 食品 2011/10/29 2012/4/26 カネソ 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜8) 検出せず　（＜14) 検出せず　（＜13) 適

きのこがゆ（かゆー菜） ６食入り 食品 2012/10/10 キリン協和フーズ㈱ 国産（米コシヒカリ） 2011/11/11 11月14日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ほうじ茶ティーパック ５ｇ×５０袋 食品 2012/6/30 ㈱寿老園 国産（緑茶） 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 ボトルに入ったパウダー玄米茶 ４５ｇ 食品  山陽商事㈱ 2011/11/10 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ボトルに入ったパウダー緑茶 ４５ｇ 食品  山陽商事㈱ 2011/11/10 11月10日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 高千穂郷産しいたけ無選別  ３８ｇ  店舗食品 2011/8/20 2012/6/20  ㈱杉本商店  宮崎県高千穂郷 2011/11/8 11月8日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ひじきドライﾊﾟｯｸ缶 １１０ｇｘ２ 食品 2011/10/21 2014/10/20 トーアス㈱ 国産(芽ひじき） 2011/11/3 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

新潟産　杵つきあじわいもち ７００ｇ+100g 食品 2012/8/31 たいまつ食品㈱
新潟県(もち米・わたぼ
うし）

2011/11/3 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

魚沼こがねもち ６５０ｇ 食品 2012/9/30 たいまつ食品㈱
新潟県魚沼産（水稲持
もち米）

2011/11/3 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

北海道おいもがおいしい厚切りポテト　あっさ
り塩味

６５ｇ 食品 2012/3/24 山芳製菓㈱
北海道(馬鈴薯・遺伝子
組換えでない）

2011/11/3 11月5日 検出せず 検出せず 検出せず 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

※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のそれぞれについて２０Ｂｑ/㎏（商品特性によって変わります）

 赤ちゃんの純水 ２Ｌ 食品 2012/8/13  和光堂㈱ 2011/11/22 11月25日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

 アルカリイオンの水 ２L 食品 2013/11/6  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ㈱
静岡県御殿場市（富士
の伏流水）

2011/11/22 11月25日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

谷川山系のおいしい水 ２ｌ×６ 食品 2013/9/20
ハルナビバレッジファク
トリー

群馬県 2011/11/17 11月22日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

ミネラルウォーターあずみ野の水 ２ｌ×６ 食品 2013/8/26 ｺﾞｰﾙﾄﾞパック 長野県 2011/11/17 11月22日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜10) 適

ミネラルウォーター月山の水 ２ｌ×６ 食品 2011/8/4 2013/8/3 北日本羽黒食品 山形県 2011/11/17 11月22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１０Ｂｑ/㎏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。

※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（１１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（11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

銀座ローマイヤ洋風おせち一段重 １２６８ｇ
 日配

（宅配おせち）
2011/12/3 ローマイヤ㈱ 埼玉県熊谷市 2011/11/29 11月30日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

銀座ローマイヤ洋風おせち二段重 １９８６ｇ
 日配

（宅配おせち）
2011/12/3 ローマイヤ㈱ 埼玉県熊谷市 2011/11/29 11月30日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

飯田知史監修　おせち「明の春」 1,070ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/2 京料理道楽 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

飯田知史監修　おせち「淑気」 1,700ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/31 ㈲道楽 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

玉手箱「招福」 2,190ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/2 大米水産㈱ 2011/11/29 11月29日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

 パネトーネ  1個
 店舗日配（年

末予約）
2012/2/14 コモ 2011/11/28 11月28日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

 チーズケーキ  543.5g
 店舗日配(クリ
スマス予約）

㈱神戸屋 2011/11/24 11月25日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜16) 適

赤坂あじさい 祝い膳「彩華」 2,600ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/2/1 ジーエフシー㈱ 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜17) 適

京料理　わた奈べ「初夢」 1,200ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/2/1 ジーエフシー㈱ 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

京料理　わた奈べ　「慶」 1,700ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/2/1 ジーエフシー㈱ 2011/11/22 11月23日 検出せず　（＜11) 検出せず　（＜18) 検出せず　（＜17) 適

 焼はまぐり
 店舗日配（年

末予約）
2012/1/2 佐々商店 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜10.) 検出せず　（＜15) 検出せず　（＜15) 適

あまざけ 350g 日配 2012//2/8 会津天宝醸造㈱ 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜16) 検出せず　（＜15) 適

塩糀仕立て 一夜漬の素 380g 日配 2012/9/8 会津天宝醸造㈱ 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜9) 検出せず　（＜15) 検出せず　（＜15) 適

イカにんじん 170g 日配 2011/11/27 会津天宝醸造 2011/11/22 11月22日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

割烹料亭千賀　迎春おせち「福千寿」 600ｇ
 日配

（宅配おせち）
2012/1/20 千賀屋 2011/11/15 11月15日 検出せず 検出せず 検出せず 適

中華おせち 2,000ｇ
 日配

（宅配おせち）
㈱重慶飯店 2011/11/15 11月15日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 全脂練乳
 店舗日配(クリ
スマス予約）

2012/8/8 2011/11/14 11月14日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 クリスマスアソート用チョコレート味ホイップク
リーム

店舗日配 ㈱神戸屋 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 クリスマスアソート、ティラミス用ホイップクリーム 店舗日配 ㈱神戸屋 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

ホイップ800（コープオリジナルストロベリー生4
号、　ストロベリーエクセレント5号）

５号（直径約
１5ｃｍ）

 店舗日配(クリ
スマス予約）

2011/12/18 東京カネカ食品販売㈱ 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 ホイップ500（アンパンマンケーキ、ポケモンケー
キ、プリキュアケーキ）

 ５号（直径
約１5ｃｍ）

 店舗日配(クリ
スマス予約）

2011/12/26 東京カネカ食品販売㈱ 2011/11/10 11月11日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 チョコホイップクリーム（チョコケーキ5号）
 ５号（直径
約１5ｃｍ）

 店舗日配(クリ
スマス予約）

不二製油㈱ 2011/11/10 11月10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。

※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（11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。



 ファミール製菓ケーキ用トワガナッシュホイップ
Ｓ(ペアケーキ（グラサージュ）/クリスマスショコラ
/ノワゼットショコラ/クロカンブッシュ/ブッシュ・
ド・ノエル(冷凍))

 店舗日配(クリ
スマス予約）

2012/1/6 2011/11/7 11月7日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 ファミール製菓ケーキ用デザートホイップＤＸ(ペ
アケーキ（ホワイト）/ペアケーキ（グラサージュ）/
クリスマスショコラ/ティラミス/ノワゼットショコラ/
クロカンブッシュ/ブッシュ・ド・ノエル(冷凍))

 店舗日配(クリ
スマス予約）

2012/1/10 ADEKA 2011/10/28 10月31日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 ファミール製菓ケーキ用スペシャルホイップＤＸ
(ペアケーキ（ホワイト）/ペアケーキ（グラサー
ジュ）/クリスマスショコラ/ティラミス/ノワゼット
ショコラ/クロカンブッシュ/ブッシュ・ド・ノエル(冷
凍))

 店舗日配(クリ
スマス予約）

2012/1/13 ADEKA 2011/10/28 10月31日 検出せず 検出せず 検出せず 適

 ファミール製菓ケーキ用ニューＳＰホイップ(ペア
ケーキ（ホワイト）/ペアケーキ（グラサージュ）/ク
リスマスショコラ/ティラミス/ノワゼットショコラ/ク
ロカンブッシュ/ブッシュ・ド・ノエル(冷凍))

 店舗日配(クリ
スマス予約）

2011/12/4 タカナシ 2011/10/28 10月31日 検出せず 検出せず 検出せず 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

※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のそれぞれについて２０Ｂｑ/㎏（商品特性によって変わります）

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

金文字 5膳 住関連
輸入・発売元：大和物
産(株)

2011/11/21 11月21日 検出せず　（＜10) 検出せず　（＜17) 検出せず　（＜16) 適

お祝箸　太口水引金文字 5膳 住関連
輸入・発売元：大和物
産(株)

ミズキ材（通称:本柳）：
中国産

2011/11/21 11月21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シンチレーションサーベイメータを使用

※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のそれぞれについて２０Ｂｑ/㎏（商品特性によって変わります）

 栗きんとん≪徳用≫350ｇ 350ｇ 11年迎春品  株式会社紀文食品 千葉県船橋市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 栗あん栗きんとん200ｇ 200ｇ 11年迎春品  株式会社紀文食品 千葉県船橋市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 豆きんとん240ｇ 240ｇ 11年迎春品  株式会社立花屋 神奈川県横浜市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 丹波黒黒豆　極大粒　235ｇ 235ｇ 11年迎春品  株式会社立花屋 静岡県浜松市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 丹波黒黒豆　大粒　240ｇ 240ｇ 11年迎春品
 菊池食品工業株式会
社

埼玉県鶴ヶ島市 11月22日 検出せず　（＜50) 適

 お多福豆150ｇ 150ｇ 11年迎春品  株式会社立花屋 神奈川県横浜市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 北海道産黒豆240ｇ 240ｇ 11年迎春品
 菊池食品工業株式会
社

埼玉県鶴ヶ島市 11月22日 検出せず　（＜50) 適

 昆布太巻にしん1本 11年迎春品  株式会社末廣昆布 兵庫県明石市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 昆布太巻鮭1本 11年迎春品  株式会社末廣昆布 兵庫県明石市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 北海道産昆布使用にしんと鮭の昆布巻きにしん
1本鮭1本

11年迎春品  株式会社末廣昆布 兵庫県明石市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 ひとくち昆布巻150g 150ｇ 11年迎春品  株式会社末廣昆布 兵庫県明石市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 迎春ひとくち昆布巻（ﾄﾚｰ13本) 11年迎春品  株式会社末廣昆布 兵庫県明石市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 ひとくち昆布巻にしん160g 160ｇ 11年迎春品  株式会社末廣昆布 兵庫県明石市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 迎春ひとくち昆布巻にしん（ﾄﾚｰ）10本 11年迎春品  株式会社末廣昆布 兵庫県明石市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 田作り≪青の小羽≫50ｇ 50ｇ 11年迎春品
 株式会社北洋・本多
フーズ

広島県 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 ア－モンド田作り60ｇ 60ｇ 11年迎春品
 有限会社マルコー食
品

11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 子持ちわかさぎ甘露煮　７０ｇ 70ｇ 11年迎春品
 有限会社マルコー食
品

11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 鬼柄いかだあさり串　６串 11年迎春品
 有限会社マルコー食
品

11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 厚焼き玉子500g 500ｇ 11年迎春品  有限会社みやけ食品 石川県七尾市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 だし巻玉子焼き３１０ｇ 310ｇ 11年迎春品  有限会社みやけ食品 石川県七尾市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 穴子八幡巻　２本入 11年迎春品  堂本食品株式会社 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 伝統おせちセット≪有リン≫10品 11年迎春品  株式会社紀文食品 千葉県船橋市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 小田原御蒲鉾  特上  紅白セット170g×2 170ｇ×2 11年迎春品  株式会社小田原鈴廣 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 小田原御蒲鉾  紅白セット220g×2 220ｇ×2 11年迎春品  株式会社小田原鈴廣 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 鯛入り迎春蒲鉾 紅白セット≪有リン≫230g×2 230ｇ×2 11年迎春品  株式会社紀文食品 東京都 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 小田原御蒲鉾  半小板  紅白セット160g×2 160ｇ×2 11年迎春品  株式会社籠淸 静岡県 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 蒲鉾　寿（赤）≪有リン≫200g 200ｇ 11年迎春品  株式会社紀文食品 岡山県 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

放射性セシウムとして検出せず　（＜50)

放射性セシウムとして検出せず　（＜50)



 小田原御蒲鉾上板紅白セット220ｇ×2 220ｇ×2 11年迎春品  株式会社小田原鈴廣 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 新春セット（門松・干支）≪有リン≫120g×2 120ｇ×2 11年迎春品  伏見蒲鉾株式会社 新潟県新潟市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 鶴亀小板蒲鉾紅白セット≪有リン≫160g×2 160ｇ×2 11年迎春品  伏見蒲鉾株式会社 新潟県新潟市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 小田原御蒲鉾一本で紅白≪コチ二―ル≫250g 250ｇ 11年迎春品  株式会社小田原鈴廣 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 小田原お正月セット2種3品 11年迎春品  株式会社籠淸 静岡県 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 迎春 おせちセット≪有リン≫7品詰合せ 11年迎春品  一正蒲鉾株式会社 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 新春おせちセット≪有リン≫4種5品 11年迎春品  株式会社紀文食品 横浜市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 お正月かまぼこセット≪有リン≫4品詰合わせ 11年迎春品  株式会社紀文食品 船橋市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 小田原なると巻130g 130ｇ 11年迎春品  株式会社籠淸 静岡県 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 寿なると巻≪有リン≫110g 110ｇ 11年迎春品  株式会社紀文食品 横浜市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 紅白梅寿なると巻≪有リン≫75g×2 75ｇ×2 11年迎春品  伏見蒲鉾株式会社 新潟県新潟市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 慶祝伊達巻《特選タイプ》≪有リン≫350g 350ｇ 11年迎春品  株式会社紀文食品 静岡県他 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 小田原伊達巻280g 280ｇ 11年迎春品  株式会社小田原鈴廣 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 甘さひかえめ伊達巻≪有リン≫　320g≪紀文≫ 320ｇ 11年迎春品  株式会社紀文食品 静岡県他 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 鯛入り迎春伊達巻≪有リン≫350ｇ 350ｇ 11年迎春品  一正食品株式会社 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 錦玉子200g 200ｇ 11年迎春品  株式会社紀文食品 千葉県船橋市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 迎春錦玉子≪有リン≫200g 200ｇ 11年迎春品  伏見蒲鉾株式会社 新潟県新潟市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 オードブルセット（ハムとチーズ・かにとチーズ）
≪有リン≫168g(2種) 168ｇ 11年迎春品  伏見蒲鉾株式会社 新潟県新潟市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 サラミ風オードブル≪有リン≫130g 130ｇ 11年迎春品  伏見蒲鉾株式会社 新潟県新潟市 11月22日 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 検出せず　（＜20) 適

 オードブル海老150ｇ 150ｇ 11年迎春品  株式会社大市珍味 11月22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１０Ｂｑ/㎏程度（商品特性によって変わります）
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