
鮮魚とその加工品

検査結果（2012.3.27～2013.3.18） ユーコープ事業連合

 ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
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*3

検査結果 検出限界 検査結果 検出限界

3月 一般食品 真さば 千葉県 検出せず 9.2 検出せず 8.8 ○

3月 一般食品 真鱈 宮城県 ○

3月 一般食品 釜揚しらす 静岡県 検出せず 9.4 検出せず 8.5 ○

3月 一般食品 ほっけ開き干し 北海道 検出せず 9.5 検出せず 6.3 ○

3月 一般食品 いしもち 神奈川県 検出せず 9.1 検出せず 7.4 ○

3月 一般食品 ひいか 宮城県 検出せず 8.5 検出せず 9.1 ○

3月 一般食品 産地指定　本まぐろ 鹿児島県 検出せず 1.0 検出せず 1.2 ○

3月 一般食品 産地指定　ぶり 鹿児島県 検出せず 7.9 検出せず 8.2 ○

3月 一般食品 かつお 千葉県 検出せず 8.5 検出せず 7.7 ○

3月 一般食品 真あじ 千葉県 検出せず 8.6 検出せず 6.9 ○

3月 一般食品 真鱈 北海道 検出せず 1.1 検出せず 1.2 ○

3月 一般食品 コープいか糸造り 北海道 検出せず 1.0 検出せず 1.4 ○

3月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 0.9 検出せず 1.2 ○

3月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 2.4 検出せず 2.0 ○

3月 一般食品 あぶりさんま 国産 検出せず 6.9 検出せず 6.8 ○

3月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 8.7 検出せず 7.1 ○

3月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 8.1 検出せず 7.5 ○

3月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 5.2 検出せず 4.2 ○

3月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.4 検出せず 2.2 ○

3月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 1.5 検出せず 1.8 ○

3月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 8.7 検出せず 8.9 ○

3月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 7.2 検出せず 7.9 ○

3月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 1.5 ○

3月 一般食品 うなぎ 宮崎県 検出せず 6.3 検出せず 8.3 ○

3月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 8.6 検出せず 8.0 ○

2月 一般食品 いしもち 神奈川県 検出せず 7.8 検出せず 7.1 ○

2月 一般食品 さんま 宮城県 検出せず 8.3 検出せず 7.4 ○

2月 一般食品 真いわし 千葉県 検出せず 6.4 検出せず 8.2 ○

2月 一般食品 真さば 千葉県 検出せず 8.7 検出せず 7.7 ○

2月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 6.7 検出せず 6.7 ○

2月 一般食品 うなぎ蒲焼 愛知県 検出せず 6.5 検出せず 5.7 ○

2月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.4 検出せず 1.5 ○

2月 一般食品 しらす干し 鹿児島県 検出せず 1.5 検出せず 1.6 ○

2月 一般食品 ハタハタ丸干し 兵庫県 検出せず 1.7 検出せず 1.5 ○

2月 一般食品 めざし 愛知県 検出せず 1.2 検出せず 1.2 ○

2月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 4.8 検出せず 9.6 ○

2月 一般食品 真あじ 千葉県 ○

2月 一般食品 真いわし 宮城県 検出せず 6.5 検出せず 7.0 ○

2月 一般食品 真鱈 北海道 検出せず 2.1 検出せず 2.0 ○

2月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 1.8 検出せず 2.3 ○

2月 一般食品 わかさぎの甘露煮 秋田県 検出せず 8.0 検出せず 6.3 ○

2月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 8.7 検出せず 7.8 ○

2月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 4.2 検出せず 3.5 ○

2月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.2 検出せず 1.3 ○

2月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 2.2 ○

2月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 7.2 検出せず 9.2 ○

検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
 放射性ヨウ素131も検査していますが、半減期が短く1年経過し検出しないことから記載を取りやめました。

判定放射性セシウム134 放射性セシウム137

検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ）

検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。
〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕

基準値以下

基準値以下

月 分類*3 食品名
原料産地

または加工地



検査結果 検出限界 検査結果 検出限界
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検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ）

月 分類*3 食品名
原料産地

または加工地

2月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.4 検出せず 1.8 ○

2月 一般食品 にじます 静岡県 検出せず 6.5 検出せず 5.5 ○

2月 一般食品 かます開き 加工地／静岡県 検出せず 6.8 検出せず 7.0 ○

2月 一般食品 櫃まぶしの具 うなぎ／愛知県 検出せず 7.5 検出せず 7.8 ○

2月 一般食品 うなぎ長焼 静岡県 検出せず 6.7 検出せず 7.4 ○

1月 一般食品 いかの塩辛 いか／国産 検出せず 7.6 検出せず 7.4 ○

1月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 9.7 検出せず 7.2 ○

1月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 7.7 検出せず 6.3 ○

1月 一般食品 いさき 千葉県 検出せず 7.1 検出せず 7.5 ○

1月 一般食品 いなだ 千葉県 検出せず 8.2 検出せず 6.9 ○

1月 一般食品 さんま 宮城県 検出せず 9.7 検出せず 6.3 ○

1月 一般食品 するめいか 岩手県 検出せず 1.0 検出せず 1.7 ○

1月 一般食品 真さば 千葉県 検出せず 8.3 検出せず 7.9 ○

1月 一般食品 かれい アメリカ 検出せず 7.4 検出せず 5.6 ○

1月 一般食品 真鱈 北海道 検出せず 4.8 検出せず 8.6 ○

1月 一般食品 銀鱈みそ漬 アメリカ 検出せず 6.9 検出せず 6.6 ○

1月 一般食品 桜えび釜揚げ 静岡県 検出せず 5.4 検出せず 6.7 ○

1月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 8.0 検出せず 6.0 ○

1月 一般食品 真鱈の白子 アメリカ 検出せず 4.9 検出せず 6.3 ○

1月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 8.3 検出せず 7.7 ○

1月 一般食品 ほっけ干し 北海道 検出せず 6.0 検出せず 7.0 ○

1月 一般食品 かれい一夜干し 北海道 検出せず 5.4 検出せず 8.0 ○

1月 一般食品
ＣＯ・ＯＰグリーン・プログラム
うなぎ蒲焼カット

静岡県 検出せず 1.2 検出せず 1.3 ○

1月 一般食品
ＣＯ・ＯＰグリーン・プログラム
鹿児島・大隅産うなぎ蒲焼

鹿児島県 検出せず 1.3 検出せず 1.4 ○

1月 一般食品 味付きいか（バター醤油） 国産 検出せず 7.9 検出せず 6.0 ○

1月 一般食品 するめいか下足 北海道 検出せず 5.0 検出せず 9.4 ○

1月 一般食品 真鱈の白子 アメリカ 検出せず 9.1 検出せず 8.7 ○

1月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 8.4 検出せず 7.5 ○

1月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 7.7 検出せず 5.2 ○

1月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 8.6 検出せず 9.1 ○

1月 一般食品 かすべ 北海道 検出せず 7.6 検出せず 9.5 ○

1月 一般食品 じんどういか 北海道 検出せず 8.6 検出せず 8.6 ○

1月 一般食品 真鱈 北海道 検出せず 8.5 検出せず 7.6 ○

1月 一般食品 鰯だんご いわし、たら／国産 検出せず 8.2 検出せず 8.9 ○

1月 一般食品 いか入り松前漬け いか、昆布／北海道 検出せず 5.7 検出せず 7.9 ○

1月 一般食品 さけ 北海道 検出せず 8.0 検出せず 7.5 ○

12月 一般食品 しろぐち 神奈川県 検出せず 9.5 検出せず 6.8 ○

12月 一般食品 きんめだい 千葉県 検出せず 7.2 検出せず 7.5 ○

12月 一般食品 さんま 北海道 検出せず 9.2 検出せず 7.4 ○

12月 一般食品 すけとうだら 北海道 検出せず 6.4 検出せず 6.7 ○

12月 一般食品 するめいか 静岡県 検出せず 9.0 検出せず 8.3 ○

12月 一般食品 真あじ 千葉県 検出せず 8.3 検出せず 5.6 ○

12月 一般食品 真いわし 青森県 検出せず 7.4 検出せず 6.8 ○

12月 一般食品 真鱈 アメリカ 検出せず 9.4 検出せず 6.5 ○

12月 一般食品 真鱈 北海道 検出せず 6.8 検出せず 7.2 ○

12月 一般食品 毛がに 北海道 検出せず 6.3 検出せず 6.6 ○

12月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 1.6 検出せず 1.4 ○

12月 一般食品 まぐろたたき身 青森県 検出せず 7.8 検出せず 7.8 ○

12月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 1.8 検出せず 1.6 ○

12月 一般食品 ハタハタ丸干し 兵庫県 検出せず 1.2 検出せず 1.8 ○

12月 一般食品 めざし 愛知県 検出せず 1.7 検出せず 1.8 ○

12月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 2.0 検出せず 2.3 ○

12月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 1.8 検出せず 1.7 ○
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検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ）

月 分類*3 食品名
原料産地

または加工地

12月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 4.3 検出せず 4.8 ○

12月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.6 検出せず 2.1 ○

12月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 3.0 検出せず 2.3 ○

12月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.0 検出せず 1.9 ○

12月 一般食品 あんこう 青森県 検出せず 6.7 検出せず 7.5 ○

12月 一般食品 ごまさば 静岡県 検出せず 6.5 検出せず 7.6 ○

12月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 8.8 検出せず 9.3 ○

12月 一般食品 はたはた 山形県 検出せず 7.5 検出せず 6.8 ○

12月 一般食品 さんま 千葉県 検出せず 8.9 検出せず 7.8 ○

12月 一般食品 真あじ 千葉県 検出せず 7.9 検出せず 8.0 ○

12月 一般食品 真鱈 北海道 検出せず 8.9 検出せず 8.6 ○

12月 一般食品 本かます 神奈川県 検出せず 9.6 検出せず 7.4 ○

12月 一般食品 削りぶし さば、いわし／国産 検出せず 8.5 検出せず 8.4 ○

12月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 7.3 検出せず 6.5 ○

12月 一般食品 釜揚しらす 静岡県 検出せず 7.0 検出せず 6.4 ○

12月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 7.9 検出せず 8.1 ○

12月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 9.8 検出せず 7.8 ○

12月 一般食品 真鱈 アメリカ 検出せず 8.3 検出せず 7.6 ○

12月 一般食品 生しらす 静岡県 検出せず 7.8 検出せず 7.1 ○

12月 一般食品 銀鱈みそ漬 アメリカ 検出せず 9.1 検出せず 8.7 ○

12月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 8.5 検出せず 5.5 ○

12月 一般食品 うるめいわし 神奈川県 検出せず 7.3 検出せず 7.3 ○

12月 一般食品 ごまさば 千葉県 検出せず 9.2 検出せず 8.5 ○

12月 一般食品 さんま 宮城県 検出せず 8.5 検出せず 7.3 ○

12月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 1.5 検出せず 1.3 ○

12月 一般食品 真かれい 宮城県 検出せず 8.0 検出せず 5.6 ○

12月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 1.3 検出せず 1.2 ○

12月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 6.9 検出せず 8.4 ○

12月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 8.6 検出せず 8.6 ○

11月 一般食品 真鱈 北海道 検出せず 6.1 検出せず 7.8 ○

11月 一般食品 コープいか糸造り 北海道 検出せず 1.4 検出せず 1.7 ○

11月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 7.2 検出せず 7.1 ○

11月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 8.5 検出せず 7.0 ○

11月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 2.9 検出せず 3.1 ○

11月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.0 検出せず 1.1 ○

11月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 2.5 検出せず 1.9 ○

11月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 8.9 検出せず 8.8 ○

11月 一般食品 赤かれい 北海道 検出せず 6.6 検出せず 4.0 ○

11月 一般食品 ごまさば 千葉県 検出せず 8.1 検出せず 6.4 ○

11月 一般食品 さんま 岩手県 検出せず 6.2 検出せず 5.1 ○

11月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 7.0 検出せず 8.5 ○

11月 一般食品 真あじ 千葉県 検出せず 6.9 検出せず 6.1 ○

11月 一般食品 わかし 新潟県 検出せず 6.3 検出せず 5.5 ○

11月 一般食品 産地指定　本まぐろ 鹿児島県 検出せず 1.0 検出せず 1.2 ○

11月 一般食品 産地指定　ぶり 鹿児島県 検出せず 9.5 検出せず 8.4 ○

11月 一般食品
ＣＯ・ＯＰグリーン・プログラム
うなぎ蒲焼カット

静岡県 検出せず 1.9 検出せず 1.6 ○

11月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 1.8 検出せず 1.6 ○

11月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.1 検出せず 2.0 ○

11月 一般食品 いなだ 宮城県 検出せず 9.6 検出せず 8.9 ○

11月 一般食品 さんま 宮城県 検出せず 10 検出せず 8.2 ○

11月 一般食品 するめいか 青森県 検出せず 1.2 検出せず 1.7 ○

11月 一般食品 真あじ 千葉県 検出せず 4.4 検出せず 6.2 ○

11月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 6.8 検出せず 7.8 ○

11月 一般食品 ハタハタ丸干し 兵庫県 検出せず 1.8 検出せず 1.6 ○



検査結果 検出限界 検査結果 検出限界
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検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ）

月 分類*3 食品名
原料産地

または加工地

11月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 1.4 検出せず 1.8 ○

11月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 6.9 検出せず 8.6 ○

11月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 7.9 検出せず 8.1 ○

11月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 4.5 検出せず 4.3 ○

11月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.3 検出せず 1.2 ○

11月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 8.6 検出せず 8.6 ○

10月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.9 検出せず 2.5 ○

10月 一般食品 めざし  愛知県 検出せず 1.8 検出せず 1.6 ○

10月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.4 検出せず 1.8 ○

10月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 6.5 検出せず 5.5 ○

10月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 2.5 ○

10月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 10 検出せず 9.0 ○

10月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 1.4 検出せず 1.1 ○

10月 一般食品 ごまさば 静岡県 検出せず 8.4 検出せず 7.2 ○

10月 一般食品 さんま 北海道 検出せず 7.4 検出せず 7.1 ○

10月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 1.5 検出せず 1.4 ○

10月 一般食品 とび魚 静岡県 検出せず 9.7 検出せず 8.4 ○

10月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 5.9 検出せず 5.4 ○

10月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 9.5 検出せず 8.2 ○

10月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 9.7 検出せず 8.1 ○

10月 一般食品 さんま 北海道 検出せず 8.5 検出せず 7.8 ○

10月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 8.9 検出せず 7.2 ○

10月 一般食品 真あじ 千葉県 検出せず 6.9 検出せず 8.4 ○

10月 一般食品 真子かれい 青森県 検出せず 9.5 検出せず 8.1 ○

10月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 7.1 検出せず 6.2 ○

10月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 6.9 検出せず 6.5 ○

10月 一般食品 いわしフライ 国産 検出せず 6.5 検出せず 4.1 ○

9月 一般食品
ＣＯ・ＯＰグリーン・プログラム
うなぎ蒲焼カット

静岡県 検出せず 1.5 検出せず 1.5 ○

9月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 1.6 検出せず 1.7 ○

9月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 1.4 検出せず 1.4 ○

9月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 7.0 検出せず 6.5 ○

9月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 3.2 検出せず 3.5 ○

9月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.8 検出せず 1.5 ○

9月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 2.6 検出せず 2.5 ○

9月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 1.7 ○

9月 一般食品 いなだ 宮城県 検出せず 3.6 検出せず 2.1 ○

9月 一般食品 さんま 北海道 検出せず 1.6 検出せず 1.8 ○

9月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 1.4 検出せず 1.6 ○

9月 一般食品 真あじ 宮城県 検出せず 3.1 検出せず 2.6 ○

9月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 9.3 検出せず 9.9 ○

9月 一般食品 いなだ 宮城県 検出せず 3.0 検出せず 2.8 ○

9月 一般食品 ごまさば 青森県 検出せず 1.8 検出せず 1.6 ○

9月 一般食品 さんま 北海道 検出せず 1.4 検出せず 1.3 ○

9月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 1.5 検出せず 2.0 ○

9月 一般食品 真あじ 宮城県 検出せず 2.2 検出せず 2.3 ○

9月 一般食品 真いわし 千葉県 検出せず 1.4 検出せず 1.3 ○

9月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 1.4 検出せず 1.8 ○

9月 一般食品 桜えび 静岡県 検出せず 1.7 検出せず 1.7 ○

9月 一般食品 ハタハタ丸干し 兵庫県 検出せず 1.8 検出せず 1.7 ○

9月 一般食品 しらす干し 兵庫県 検出せず 1.7 検出せず 1.8 ○

9月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 6.6 検出せず 6.1 ○

9月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 6.5 検出せず 6.7 ○

9月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 8.3 検出せず 7.9 ○



検査結果 検出限界 検査結果 検出限界
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検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ）

月 分類*3 食品名
原料産地

または加工地

8月 一般食品 さんま 北海道 検出せず 1.4 検出せず 1.6 ○

8月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 1.1 検出せず 0.8 ○

8月 一般食品 真いわし 千葉県 検出せず 1.5 検出せず 1.6 ○

8月 一般食品 真さば 宮城県 検出せず 1.8 検出せず 2.0 ○

8月 一般食品
ＣＯ・ＯＰグリーン・プログラム
鹿児島・大隅産うなぎ蒲焼

鹿児島県 検出せず 1.0 検出せず 1.4 ○

8月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 1.5 検出せず 1.1 ○

8月 一般食品 めざし 愛知県 検出せず 1.9 検出せず 1.9 ○

8月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 4.3 検出せず 4.3 ○

8月 一般食品 かつおせんべい かつお節／静岡県 検出せず 5.8 検出せず 5.7 ○

8月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 2.4 検出せず 2.4 ○

8月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 8.1 検出せず 9.2 ○

8月 一般食品 つまみ揚 いさき／国産 検出せず 5.0 検出せず 6.5 ○

8月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 1.6 検出せず 1.5 ○

8月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 9.1 検出せず 9.4 ○

8月 一般食品 いかそうめん 北海道 検出せず 6.0 検出せず 5.6 ○

8月 一般食品 ごまさば 神奈川県 検出せず 1.9 検出せず 2.0 ○

8月 一般食品 さんま 岩手県 検出せず 1.4 検出せず 1.4 ○

8月 一般食品 するめいか 青森県 検出せず 1.4 検出せず 1.7 ○

8月 一般食品 とび魚 宮城県 検出せず 1.0 検出せず 1.4 ○

8月 一般食品 真いわし 千葉県 検出せず 1.1 検出せず 1.3 ○

8月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 8.4 検出せず 6.3 ○

7月 一般食品 本かます 神奈川県 検出せず 1.3 検出せず 1.7 ○

7月 一般食品 真かれい 北海道 検出せず 1.6 検出せず 1.8 ○

7月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 1.3 検出せず 1.8 ○

7月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 6.8 検出せず 5.6 ○

7月 一般食品 釜揚しらす 静岡県 検出せず 6.4 検出せず 5.0 ○

7月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 5.5 検出せず 6.5 ○

7月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 2.1 検出せず 2.1 ○

7月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 2.0 検出せず 1.8 ○

7月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

7月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.4 検出せず 2.8 ○

7月 一般食品 ごまさば 神奈川県 検出せず 1.6 検出せず 1.2 ○

7月 一般食品 するめいか 北海道 検出せず 1.0 検出せず 1.2 ○

7月 一般食品
ＣＯ・ＯＰグリーン・プログラム
うなぎ蒲焼カット

静岡県 検出せず 2.2 検出せず 2.1 ○

7月 一般食品 いさき 静岡県 検出せず 2.0 検出せず 2.0 ○

7月 一般食品 ごまさば 千葉県 検出せず 1.9 検出せず 2.1 ○

7月 一般食品 さんま 岩手県 検出せず 1.9 検出せず 2.2 ○

7月 一般食品 するめいか 青森県 検出せず 1.2 検出せず 1.5 ○

7月 一般食品 はんぺん
いわし／日本、

アメリカ
検出せず 4.2 検出せず 3.9 ○

7月 一般食品 さんま蒲焼き丼の具 さんま／北海道 検出せず 5.3 検出せず 6.6 ○

7月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 6.3 検出せず 5.2 ○

7月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 7.7 検出せず 6.0 ○

7月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 7.8 検出せず 6.8 ○

7月 一般食品 いか焼 いか／北海道 検出せず 7.2 検出せず 7.5 ○

7月 一般食品 酢たこ 北海道 検出せず 5.9 検出せず 7.2 ○

7月 一般食品 小女子佃煮 小女子／北海道 検出せず 8.3 検出せず 7.6 ○

7月 一般食品 産地指定　本まぐろ 鹿児島県 検出せず 1.1 検出せず 1.4 ○

7月 一般食品 産地指定　ぶり 鹿児島県 検出せず 1.2 検出せず 1.8 ○

7月 一般食品 コープいか糸造り 北海道 検出せず 1.0 検出せず 1.1 ○

7月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 0.8 検出せず 1.0 ○

7月 一般食品 釜揚しらす 静岡県 検出せず 10 検出せず 9.4 ○
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検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ）

月 分類*3 食品名
原料産地

または加工地

7月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 8.2 検出せず 8.6 ○

7月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 7.8 検出せず 5.0 ○

6月 一般食品 するめいか 山形県 検出せず 1.4 検出せず 1.2 ○

6月 一般食品 本かます 神奈川県 検出せず 1.5 検出せず 1.6 ○

6月 一般食品 真かれい 北海道 検出せず 2.1 検出せず 2.1 ○

6月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 1.2 検出せず 1.4 ○

6月 一般食品 さんま干し 北海道 検出せず 6.1 検出せず 4.8 ○

6月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 2.7 検出せず 2.0 ○

6月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 2.2 検出せず 1.9 ○

6月 一般食品 いわし佃煮 いわし／千葉県 検出せず 5.6 検出せず 5.2 ○

6月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 2.1 ○

6月 一般食品 しらす干し 大分県 検出せず 2.0 検出せず 2.0 ○

6月 一般食品 ハタハタ丸干し 兵庫県 検出せず 1.8 検出せず 1.6 ○

6月 一般食品 さんま煮付け さんま／北海道 検出せず 4.5 検出せず 4.5 ○

6月 一般食品 めざし 愛知県 検出せず 2.7 検出せず 1.7 ○

6月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 1.8 検出せず 1.7 ○

6月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 4.7 検出せず 4.2 ○

6月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 2.1 検出せず 2.0 ○

6月 一般食品 たこサラダ たこ／北海道 検出せず 7.0 検出せず 4.2 ○

6月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 4.9 検出せず 5.8 ○

6月 一般食品 いか塩辛 いか／国産 検出せず 3.8 検出せず 3.3 ○

6月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 3.8 検出せず 5.7 ○

6月 一般食品 するめいか 新潟県 検出せず 1.3 検出せず 1.1 ○

6月 一般食品 赤かれい 北海道 検出せず 2.7 検出せず 2.4 ○

6月 一般食品
ＣＯ・ＯＰグリーン・プログラム
うなぎ蒲焼カット

静岡県 検出せず 1.1 検出せず 1.5 ○

6月 一般食品 桜海老（冷凍原料） 台湾 検出せず 5.6 検出せず 6.0 ○

6月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 4.2 検出せず 3.8 ○

5月 一般食品 さんま 岩手県 検出せず 2.0 検出せず 1.4 ○

5月 一般食品 いわし 千葉県 検出せず 1.9 検出せず 1.9 ○

5月 一般食品 さば 千葉県 ○

5月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 2.4 検出せず 2.1 ○

5月 一般食品 釜揚しらす 静岡県 検出せず 4.9 検出せず 4.0 ○

5月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 4.3 検出せず 4.0 ○

5月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.6 検出せず 1.8 ○

5月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 2.6 ○

5月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 6.0 検出せず 6.3 ○

5月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 1.8 ○

5月 一般食品 いさき 静岡県 検出せず 2.6 検出せず 1.8 ○

5月 一般食品 しらす干し 国産 検出せず 9.4 検出せず 8.6 ○

5月 一般食品 桜えび 静岡県 検出せず 5.2 検出せず 5.8 ○

5月 一般食品 ししゃも 北海道 検出せず 4.3 検出せず 3.5 ○

5月 一般食品 川海老 北海道 検出せず 4.7 検出せず 5.5 ○

5月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 4.9 検出せず 5.2 ○

5月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 1.5 検出せず 1.6 ○

5月 一般食品 しらす 愛媛県 検出せず 8.1 検出せず 7.4 ○

5月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 4.7 検出せず 3.9 ○

5月 一般食品 真あじ 長崎県 検出せず 1.5 検出せず 1.5 ○

5月 一般食品 真いわし 鳥取県 検出せず 2.5 検出せず 2.7 ○

5月 一般食品 するめいか 富山県 検出せず 1.6 検出せず 1.4 ○

5月 一般食品 ごまさば 三重県 検出せず 2.7 検出せず 2.3 ○

4月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.1 検出せず 2.1 ○

4月 一般食品 しらす干し 香川県 検出せず 1.9 検出せず 1.9 ○

4月 一般食品 ハタハタ丸干し 兵庫県 検出せず 2.2 検出せず 1.8 ○

基準値以下



検査結果 検出限界 検査結果 検出限界

判定放射性セシウム134 放射性セシウム137

検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ）

月 分類*3 食品名
原料産地

または加工地

4月 一般食品 めざし 愛知県 検出せず 1.9 検出せず 1.8 ○

4月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 1.9 ○

4月 一般食品 桜えび釜揚げ 静岡県 検出せず 4.7 検出せず 3.9 ○

4月 一般食品 釜揚しらす 静岡県 検出せず 5.0 検出せず 5.4 ○

4月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 4.1 検出せず 4.8 ○

4月 一般食品 上乾ちりめん 宮崎県 検出せず 2.0 検出せず 2.4 ○

4月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 1.3 検出せず 1.3 ○

4月 一般食品 ちりめん 静岡県 検出せず 2.0 検出せず 2.4 ○

4月 一般食品 しらす 静岡県 検出せず 5.6 検出せず 5.9 ○

4月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.0 検出せず 2.3 ○

4月 一般食品 ちりめん 静岡県 検出せず 2.5 検出せず 2.6 ○

4月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.8 検出せず 2.9 ○

4月 一般食品 ごまさば 三重県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 さんま 岩手県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 するめいか 富山県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 真あじ 長崎県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 真いわし 鳥取県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 7.0 検出せず 7.7 ○

4月 一般食品 産地指定　本まぐろ 鹿児島県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 産地指定　ぶり 鹿児島県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 さば 静岡県 検出せず 3.0 検出せず 3.5 ○

4月 一般食品 コープいか糸造り 北海道 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 コープさんま開き灰干し 北海道 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 いなだ 千葉県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 本かます 富山県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 真あじ 福岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 真いわし 福岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 真さば 静岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 いかの唐揚げ 三陸産 検出せず 8.5 検出せず 6.7 ○

4月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 8.6 検出せず 8.6 ○

4月 一般食品 釜揚げ桜えび 静岡県 検出せず 6.9 検出せず 6.9 ○

4月 一般食品 桜えび素干し 静岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 釜揚げしらす 静岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 上乾ちりめん 静岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 2.0 検出せず 2.0 ○

4月 一般食品 しらす干し 静岡県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 真あじ 長崎県 検出せず 5.0 検出せず 5.0 ○

4月 一般食品 真いわし 富山県 検出せず 5.0 検出せず 4.0 ○

4月 一般食品 真かれい 北海道 検出せず 6.0 検出せず 5.0 ○

4月 一般食品 ごまさば 三重県 検出せず 6.0 検出せず 6.0 ○

4月 一般食品 本かます 富山県 検出せず 5.0 検出せず 4.0 ○

4月 一般食品 いわしフィーレ 千葉県 検出せず 1.2 検出せず 1.6 ○

4月 一般食品 いわしすり身 千葉県 検出せず 4.6 検出せず 4.0 ○

4月 一般食品 いかそうめん 北海道 検出せず 4.1 検出せず 4.6 ○


