
野菜類とその加工品

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

*1

*2

*3

検査結果 検出限界 検査結果 検出限界

3月 一般食品 産直品グリーン･ボックス にら 千葉県 検出せず 1.0 検出せず 1.4 ○

3月 一般食品 産直品グリーン･ボックス 大和芋 千葉県 検出せず 1.4 検出せず 1.3 ○

3月 一般食品 産直品さつまいも（紅あずま） 茨城県 検出せず 1.3 検出せず 1.6 ○

3月 一般食品 産直品ごぼう 千葉県 検出せず 2.0 検出せず 1.8 ○

3月 一般食品 干しいも 茨城県 検出せず 2.0 検出せず 2.5 ○

3月 一般食品 山菜漬物 わらび、こごみ／国産 検出せず 9.4 検出せず 8.7 ○

3月 一般食品 トマト 福島県 検出せず 2.4 検出せず 3.0 ○

3月 一般食品 にんじん 新潟県 検出せず 2.8 検出せず 2.2 ○

2月 一般食品 産直品グリーン･ボックス ちんげん菜 茨城県 検出せず 1.3 検出せず 2.1 ○

2月 一般食品 グリーン・プログラムにんにく 青森県 検出せず 5.9 検出せず 7.6 ○

2月 一般食品 こまつな 埼玉県 検出せず 3.1 検出せず 2.5 ○

2月 一般食品 砂糖ざや 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 1.8 ○

2月 一般食品 セロリ 静岡県 検出せず 1.9 検出せず 1.8 ○

2月 一般食品 白菜 埼玉県 検出せず 2.1 検出せず 2.0 ○

2月 一般食品 干しいも 茨城県 ○

2月 一般食品 ささがきごぼう 青森県 検出せず 2.0 検出せず 2.0 ○

2月 一般食品 カットかぼちゃ 北海道 検出せず 9.5 検出せず 10 ○

2月 一般食品 キムチ
はくさい／

茨城県、長野県、
群馬県、山形県

検出せず 7.1 検出せず 6.4 ○

2月 一般食品 こんにゃく こんにゃく粉／群馬県 検出せず 7.3 検出せず 7.8 ○

2月 一般食品 グリーン・プログラムじゃがいも（男爵） 北海道 検出せず 1.6 検出せず 2.1 ○

2月 一般食品 グリーン・プログラム玉ねぎ 北海道 検出せず 2.1 検出せず 2.1 ○

2月 一般食品 白菜 神奈川県 検出せず 1.8 検出せず 2.2 ○

2月 一般食品 かぶ漬物 山形県 検出せず 4.9 検出せず 2.9 ○

2月 一般食品 グリーン・プログラムじゃがいも(男爵) 北海道 検出せず 1.4 検出せず 1.5 ○

2月 一般食品 グリーン・プログラム玉ねぎ 北海道 検出せず 1.9 検出せず 1.7 ○

2月 一般食品 産直品トマト 静岡県 検出せず 2.1 検出せず 1.9 ○

2月 一般食品 産直品玉ねぎ 北海道 検出せず 1.1 検出せず 1.5 ○

2月 一般食品 グリーン・プログラム芋切り干し 静岡県 検出せず 2.3 検出せず 1.8 ○

2月 一般食品 こんにゃく 加工地／山形県 検出せず 9.1 検出せず 8.8 ○

1月 一般食品 グリーン・プログラムじゃがいも（北あかり） 北海道 検出せず 1.2 検出せず 1.4 ○

1月 一般食品 こまつな 埼玉県 検出せず 2.5 検出せず 2.6 ○

1月 一般食品 産直品ごぼう 茨城県 検出せず 1.6 検出せず 1.5 ○

1月 一般食品 産直品ミニトマト 埼玉県 検出せず 1.2 検出せず 1.0 ○

1月 一般食品 産直品さつまいも（紅あずま） 茨城県 検出せず 1.3 検出せず 1.2 ○

1月 一般食品 きゃべつ 北海道 検出せず 1.6 検出せず 1.7 ○

1月 一般食品 ずんだジャム 枝豆／宮城県 検出せず 7.2 検出せず 7.9 ○

1月 一般食品 キムチ はくさい／国産 検出せず 8.1 検出せず 5.3 ○

1月 一般食品 ポテトサラダベース じゃがいも／北海道 検出せず 1.3 検出せず 1.1 ○

1月 一般食品 こまつな 埼玉県 検出せず 2.3 検出せず 2.5 ○

1月 一般食品 産直品長ねぎ 神奈川県 検出せず 2.4 検出せず 2.4 ○

1月 一般食品 産直品レッドオニオン 北海道 検出せず 2.0 検出せず 2.2 ○

1月 一般食品 れんこん 茨城県 検出せず 1.8 検出せず 1.8 ○

1月 一般食品 カットほうれんそう 茨城県 検出せず 2.6 検出せず 2.4 ○

1月 一般食品 せり 茨城県 検出せず 2.7 検出せず 2.3 ○

1月 一般食品 やつがしら 千葉県 検出せず 2.1 検出せず 2.6 ○

12月 一般食品 くわい 埼玉県 検出せず 1.8 検出せず 3.2 ○

12月 一般食品 産直品ながいも 岩手県 検出せず 3.1 検出せず 3.5 ○

12月 一般食品 産直品みつば 北海道 検出せず 8.2 検出せず 6.9 ○

12月 一般食品 じゃがいも（メークイン） 北海道 検出せず 1.7 検出せず 1.5 ○

12月 一般食品 ながいも 青森県 検出せず 1.5 検出せず 1.9 ○

12月 一般食品 ほうれんそう 群馬県 検出せず 2.4 検出せず 2.2 ○

12月 一般食品 グリーン・プログラム白菜 茨城県 検出せず 1.6 検出せず 2.4 ○

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。

月 分類*3 食品名
原料産地

または加工地

検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ）

基準値以下

判定放射性セシウム134 放射性セシウム137

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〕
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12月 一般食品 産直品大根（根） 神奈川県 検出せず 1.8 検出せず 1.9 ○

12月 一般食品 産直品大根（葉） 神奈川県 検出せず 5.5 検出せず 6.8 ○

12月 一般食品 産直品ゆりね 北海道 検出せず 1.6 検出せず 2.0 ○

12月 一般食品 にんじん 千葉県 検出せず 1.9 検出せず 1.9 ○

11月 一般食品 カットかぼちゃ 北海道 検出せず 4.2 検出せず 4.3 ○

11月 一般食品 産直品きゅうり 神奈川県 検出せず 1.5 検出せず 1.8 ○

11月 一般食品 産直品グリーン・ボックス　こかぶ（根） 千葉県 検出せず 6.2 検出せず 8.9 ○

11月 一般食品 産直品グリーン・ボックス　こかぶ（葉） 千葉県 検出せず 7.6 検出せず 9.3 ○

11月 一般食品 産直品グリーン・ボックス　小松菜 千葉県 検出せず 2.2 検出せず 2.8 ○

11月 一般食品 産直品グリーン・ボックス　ピーマン 茨城県 検出せず 2.4 検出せず 3.8 ○

11月 一般食品 産直品グリーン・ボックス　ミニトマト 千葉県 検出せず 2.0 検出せず 1.4 ○

11月 一般食品 トマト 福島県 検出せず 1.9 検出せず 1.7 ○

11月 一般食品 小松菜 埼玉県 検出せず 2.0 検出せず 2.0 ○

11月 一般食品 かぼちゃ 北海道 検出せず 2.2 検出せず 2.2 ○

10月 一般食品 グリーン・プログラムにんにく 青森県 検出せず 1.5 検出せず 1.6 ○

10月 一般食品 小松菜 埼玉県 検出せず 1.7 検出せず 2.0 ○

10月 一般食品 産直品さつまいも（紅あずま） 茨城県 ○

10月 一般食品 産直品ミニトマト 埼玉県 検出せず 2.0 検出せず 2.1 ○

10月 一般食品 産直品ごぼう 千葉県 検出せず 2.0 検出せず 2.3 ○

10月 一般食品 ブロッコリー 福島県 検出せず 2.1 検出せず 2.4 ○

10月 一般食品 産直品ごぼう 茨城県 検出せず 2.6 検出せず 2.3 ○

10月 一般食品 春菊 群馬県 検出せず 2.4 検出せず 2.0 ○

10月 一般食品 カットアスパラ 北海道 検出せず 2.3 検出せず 2.3 ○

10月 一般食品 カットブロッコリー 北海道 検出せず 1.9 検出せず 1.6 ○

10月 一般食品 産直品ピーマン 北海道 検出せず 2.7 検出せず 3.0 ○

10月 一般食品 とうがん 神奈川県 検出せず 2.6 検出せず 2.1 ○

10月 一般食品 グリーン・プログラムじゃがいも（北あかり） 北海道 検出せず 1.9 検出せず 2.1 ○

10月 一般食品 グリーン・プログラムじゃがいも（男爵） 北海道 検出せず 2.0 検出せず 1.7 ○

10月 一般食品 グリーン・プログラム玉ねぎ 北海道 検出せず 1.9 検出せず 1.8 ○

10月 一般食品 グリーン・プログラムミニトマト 北海道 検出せず 2.1 検出せず 2.1 ○

10月 一般食品 産直品レタス 群馬県 検出せず 1.9 検出せず 2.2 ○

10月 一般食品 産直品玉ねぎ 北海道 検出せず 1.8 検出せず 2.1 ○

10月 一般食品 きゅうり 福島県 検出せず 1.6 検出せず 1.7 ○

10月 一般食品 ブロッコリー 千葉県 検出せず 5.3 検出せず 4.8 ○

10月 一般食品 玉ねぎソテー 北海道 検出せず 6.2 検出せず 6.2 ○

9月 一般食品 生落花生 千葉県 検出せず 3.0 検出せず 3.2 ○

9月 一般食品 産直品とうもろこし 北海道 検出せず 6.6 検出せず 4.8 ○

9月 一般食品 大根漬物 秋田県 検出せず 6.7 検出せず 6.9 ○

9月 一般食品 グリーン・プログラムにんじん 北海道 検出せず 7.4 検出せず 7.6 ○

9月 一般食品 だだちゃ豆 山形県 検出せず 6.9 検出せず 7.2 ○

9月 一般食品 にがうり 群馬県 検出せず 7.8 検出せず 8.0 ○

9月 一般食品 枝豆 秋田県 検出せず 5.7 検出せず 5.8 ○

9月 一般食品 枝豆 群馬県 検出せず 6.3 検出せず 7.3 ○

9月 一般食品 ねぎ 北海道 検出せず 7.7 検出せず 8.2 ○

9月 一般食品 きゃらぶき 加工地／福島県 検出せず 6.7 検出せず 7.0 ○

8月 一般食品 産直品まるごとボックス  ブロッコリー 北海道 検出せず 9.1 検出せず 7.8 ○

8月 一般食品 トマト 福島県 検出せず 6.5 検出せず 5.3 ○

8月 一般食品 産直品なす 神奈川県 検出せず 6.5 検出せず 6.6 ○

8月 一般食品 さといも 茨城県 検出せず 4.8 検出せず 7.8 ○

8月 一般食品 にんにく 神奈川県 検出せず 4.4 検出せず 6.0 ○

8月 一般食品 グリーン・プログラムトマト 北海道 検出せず 6.7 検出せず 7.3 ○

8月 一般食品 トマト 群馬県 検出せず 7.7 検出せず 5.9 ○

8月 一般食品 小松菜 神奈川県 検出せず 7.9 検出せず 6.1 ○

8月 一般食品 セロリ 長野県 検出せず 8.2 検出せず 8.3 ○

8月 一般食品 パプリカ（ガブリエル） 長野県 検出せず 7.0 検出せず 5.4 ○

8月 一般食品 きゅうり 福島県 検出せず 7.8 検出せず 7.1 ○

8月 一般食品 大根 青森県 検出せず 7.3 検出せず 8.4 ○

8月 一般食品 枝豆 北海道 検出せず 6.2 検出せず 7.8 ○

8月 一般食品 きゃべつ 群馬県 検出せず 6.9 検出せず 6.3 ○

8月 一般食品 グリーン・プログラムミニトマト 北海道 検出せず 5.9 検出せず 5.7 ○

基準値以下
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8月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  ピーマン 茨城県 検出せず 6.7 検出せず 6.0 ○

8月 一般食品 ズッキーニ 長野県 検出せず 8.1 検出せず 8.3 ○

8月 一般食品 にら 栃木県 検出せず 4.5 検出せず 4.6 ○

8月 一般食品 白菜 長野県 検出せず 6.9 検出せず 8.8 ○

8月 一般食品 ほうれんそう 栃木県 検出せず 8.0 検出せず 9.2 ○

8月 一般食品 トマト 北海道 検出せず 7.3 検出せず 6.4 ○

8月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  きゅうり 千葉県 検出せず 7.5 検出せず 7.9 ○

8月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  とうもろこし 千葉県 検出せず 8.3 検出せず 7.6 ○

8月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  トマト 千葉県 検出せず 6.8 検出せず 6.4 ○

8月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  なす 茨城県 検出せず 7.7 検出せず 8.5 ○

8月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  にんじん 茨城県 検出せず 8.6 検出せず 6.4 ○

8月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  玉ねぎ 千葉県 検出せず 6.4 検出せず 5.9 ○

8月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  小松菜 千葉県 検出せず 7.6 検出せず 7.1 ○

7月 一般食品 きゅうり 福島県 検出せず 5.0 検出せず 5.0 ○

7月 一般食品 産直品トマト 神奈川県 検出せず 8.4 検出せず 9.3 ○

7月 一般食品 かぼちゃ 静岡県 検出せず 1.6 検出せず 1.3 ○

7月 一般食品 じゃがいも 茨城県 検出せず 2.0 検出せず 2.2 ○

7月 一般食品 ズッキーニ 長野県 検出せず 7.2 検出せず 9.2 ○

7月 一般食品 えだまめ 群馬県 ○

7月 一般食品 にんにくの芽 青森県 検出せず 7.2 検出せず 7.6 ○

7月 一般食品 小松菜 埼玉県 検出せず 8.3 検出せず 7.7 ○

7月 一般食品 白菜 長野県 検出せず 9.3 検出せず 7.9 ○

7月 一般食品 トマト 北海道 検出せず 7.2 検出せず 6.6 ○

7月 一般食品 ねぎ 北海道 検出せず 8.7 検出せず 6.4 ○

7月 一般食品 こんにゃく 加工地／山形県 検出せず 8.0 検出せず 6.3 ○

7月 一般食品 野菜ジュース
野菜／日本、中国、

アメリカ等
検出せず 5.2 検出せず 8.5 ○

7月 一般食品 産直品きゅうり 神奈川県 検出せず 7.7 検出せず 7.2 ○

7月 一般食品 産直品小ねぎ 静岡県 検出せず 9.5 検出せず 7.3 ○

7月 一般食品 産直品トマト 神奈川県 検出せず 7.3 検出せず 6.4 ○

7月 一般食品 産直品ピーマン 北海道 検出せず 8.6 検出せず 9.6 ○

7月 一般食品 いんげん 茨城県 検出せず 6.2 検出せず 6.5 ○

7月 一般食品 冷凍かぼちゃ 北海道 検出せず 2.8 検出せず 3.1 ○

7月 一般食品 みょうが漬物 みょうが／山形県 検出せず 6.4 検出せず 6.0 ○

7月 一般食品 ピーマン 茨城県 検出せず 9.0 検出せず 7.4 ○

7月 一般食品 トマト 栃木県 検出せず 9.0 検出せず 8.2 ○

7月 一般食品 葉付き小かぶ（根） 青森県 検出せず 8.0 検出せず 8.2 ○

7月 一般食品 葉付き小かぶ（葉） 青森県 検出せず 7.1 検出せず 8.2 ○

7月 一般食品 野菜漬物 野菜／国産 検出せず 7.7 検出せず 7.3 ○

7月 一般食品 野菜ジュース
野菜／日本、

アメリカ他
検出せず 6.0 検出せず 7.4 ○

7月 一般食品 野菜ジュース
野菜／日本、

アメリカ他
検出せず 6.3 検出せず 8.8 ○

7月 一般食品 えだ豆 静岡県 検出せず 8.1 検出せず 8.9 ○

7月 一般食品 そら豆 宮城県 検出せず 7.3 検出せず 7.7 ○

7月 一般食品 きゅうり 福島県 検出せず 9.7 検出せず 9.0 ○

7月 一般食品 とうもろこし 埼玉県 検出せず 7.2 検出せず 6.5 ○

7月 一般食品 にんじん 千葉県 検出せず 8.6 検出せず 7.8 ○

7月 一般食品 ほうれんそう 栃木県 検出せず 8.2 検出せず 8.0 ○

7月 一般食品 長芋 青森県 検出せず 8.2 検出せず 7.2 ○

7月 一般食品 だいこん漬物 大根／国産 検出せず 6.6 検出せず 6.3 ○

7月 一般食品 野菜漬物
きゅうり、なす、

大根/国産
検出せず 6.5 検出せず 6.8 ○

7月 一般食品 にんじんジュース 北海道 検出せず 5.4 検出せず 6.2 ○

7月 一般食品 のり佃煮 のり／国産 検出せず 6.7 検出せず 5.7 ○

7月 一般食品 産直品トマト 神奈川県 検出せず 7.7 検出せず 6.8 ○

7月 一般食品 産直品グリーンアスパラ 北海道 検出せず 9.4 検出せず 6.2 ○

7月 一般食品 産直品さつまいも（紅あずま） 茨城県 検出せず 2.4 検出せず 2.1 ○

7月 一般食品 みょうが漬物
みょうが、白瓜／

国産
検出せず 6.2 検出せず 5.7 ○

7月 一般食品 野沢菜漬物 野沢菜／国産 検出せず 7.7 検出せず 6.9 ○

7月 一般食品 にんにく漬物 青森県 検出せず 6.0 検出せず 5.5 ○

基準値以下
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6月 一般食品 スナップえんどう 福島県 検出せず 9.7 検出せず 8.5 ○

6月 一般食品 とうもろこし 山梨県 検出せず 6.2 検出せず 7.2 ○

6月 一般食品 なす 群馬県 検出せず 7.1 検出せず 8.2 ○

6月 一般食品 玉ねぎ 神奈川県 検出せず 5.5 検出せず 7.2 ○

6月 一般食品 じゃがいも 静岡県 検出せず 6.1 検出せず 6.2 ○

6月 一般食品 アスパラガス 北海道 検出せず 6.8 検出せず 9.9 ○

6月 一般食品 大根漬物 秋田県 検出せず 3.4 検出せず 4.5 ○

6月 一般食品 じゅんさい 秋田県 検出せず 8.2 検出せず 9.3 ○

6月 乳児用食品 野菜ジュース
野菜、ぶどう／

アメリカ、日本等
検出せず 3.7 検出せず 3.8 ○

6月 乳児用食品 野菜ジュース
野菜／チリ、日本、

オランダ等
検出せず 4.4 検出せず 3.5 ○

6月 乳児用食品 筑前煮
にんじん、ごぼう／

国産
検出せず 3.9 検出せず 4.0 ○

6月 一般食品 きゅうり 群馬県 検出せず 8.1 検出せず 7.8 ○

6月 一般食品 塩ゆで枝豆 北海道 検出せず 8.9 検出せず 7.8 ○

6月 一般食品 きゅうり漬物 きゅうり／国産 検出せず 6.9 検出せず 5.8 ○

6月 一般食品 みょうが漬物 みょうが／山形県 検出せず 5.5 検出せず 5.4 ○

6月 一般食品 ブロッコリー 福島県 検出せず 7.1 検出せず 7.3 ○

6月 一般食品 小松菜 埼玉県 検出せず 8.1 検出せず 5.9 ○

6月 一般食品 きゅうり 千葉県 検出せず 8.8 検出せず 5.3 ○

6月 一般食品 たけのこ（冷凍原料） 中国 検出せず 8.4 検出せず 6.6 ○

6月 一般食品 たけのこ（冷凍原料） 中国 検出せず 6.8 検出せず 7.4 ○

6月 一般食品 きゅうり 福島県 検出せず 9.6 検出せず 8.8 ○

6月 一般食品 ねぎ 埼玉県・千葉県 検出せず 8.1 検出せず 8.2 ○

6月 一般食品 みず菜 埼玉県 検出せず 7.6 検出せず 8.3 ○

6月 一般食品 みつば（冷凍原料） 埼玉県・静岡県 検出せず 7.0 検出せず 6.4 ○

6月 一般食品 長いも漬物 長野県 検出せず 6.3 検出せず 6.4 ○

5月 一般食品 にら 栃木県 検出せず 8.1 検出せず 10 ○

5月 一般食品 ミニトマト 千葉県 検出せず 6.7 検出せず 6.6 ○

5月 一般食品 産直品レタス 群馬県 検出せず 7.3 検出せず 6.9 ○

5月 一般食品 産直品ピーマン 茨城県 検出せず 2.4 検出せず 2.5 ○

5月 一般食品 キムチ はくさい／国産 検出せず 5.7 検出せず 8.0 ○

5月 一般食品 菜の花（冷凍原料） 千葉県 検出せず 5.2 検出せず 6.5 ○

5月 一般食品 野菜ジュース 国産 検出せず 0.91 検出せず 1.2 ○

5月 一般食品 産直品ミニトマト 埼玉県 検出せず 0.9 検出せず 1.2 ○

5月 一般食品 レタス 群馬県 検出せず 6.2 検出せず 6.8 ○

5月 一般食品 長ねぎ 茨城県 検出せず 6.6 検出せず 7.6 ○

5月 一般食品 アスパラ 新潟県 検出せず 1.9 検出せず 2.2 ○

5月 一般食品 生竹の子 石川県 検出せず 7.8 検出せず 7.5 ○

5月 一般食品 たけのこ水煮 国産 検出せず 6.5 検出せず 6.7 ○

5月 一般食品 野菜ジュース 加工地／愛知県 検出せず 1.6 検出せず 1.5 ○

5月 一般食品 グリーンリーフ 千葉県 検出せず 6.9 検出せず 8.6 ○

5月 一般食品 小松菜 千葉県 検出せず 7.8 検出せず 7.3 ○

5月 一般食品 大根(葉) 千葉県 検出せず 8.2 検出せず 7.4 ○

5月 一般食品 大根(根) 千葉県 検出せず 8.2 検出せず 7.4 ○

5月 一般食品 小松菜 埼玉県 検出せず 3.3 検出せず 2.6 ○

5月 一般食品 ブロッコリー 埼玉県 検出せず 3.0 検出せず 2.9 ○

5月 一般食品 ほうれんそう 群馬県 検出せず 2.4 検出せず 2.3 ○

5月 一般食品 アスパラガス 新潟県 検出せず 2.4 検出せず 2.4 ○

5月 一般食品 きゅうり 福島県 検出せず 2.2 検出せず 2.3 ○

5月 一般食品 トマト 福島県 検出せず 2.2 検出せず 2.5 ○

5月 一般食品 みず菜 茨城県 検出せず 2.0 検出せず 2.1 ○

5月 一般食品 にんにく 青森県 検出せず 2.1 検出せず 2.3 ○

5月 一般食品 きゃべつ 神奈川県 検出せず 1.6 検出せず 1.9 ○

5月 一般食品 長芋 青森県 検出せず 3.0 検出せず 3.1 ○

5月 一般食品 にら 長崎県 検出せず 1.9 検出せず 2.0 ○

5月 一般食品 うり漬物 国産 検出せず 6.8 検出せず 5.3 ○

4月 一般食品 ＣＯ･ＯＰ成田もやし 緑豆／中国 検出せず 1.9 検出せず 2.1 ○

4月 一般食品 産直品玉ねぎ 北海道 検出せず 1.9 検出せず 2.3 ○

4月 一般食品 ながいも 青森県 検出せず 1.8 検出せず 2.0 ○
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4月 一般食品 にんじん 新潟県 検出せず 1.8 検出せず 1.6 ○

4月 一般食品 白菜漬物 国産 検出せず 3.4 検出せず 2.5 ○

4月 一般食品 グリーン・プログラムにんにく 青森県 検出せず 3.3 検出せず 3.6 ○

4月 一般食品 産直品ごぼう 茨城県 検出せず 4.3 検出せず 4.5 ○

4月 一般食品 産直品葉付大根（根部） 神奈川県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 産直品葉付大根（葉部）　 神奈川県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 産直品トマト 神奈川県 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 みずな 埼玉県 検出せず 2.3 検出せず 3.0 ○

4月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  きゅうり 千葉県 検出せず 1.7 検出せず 2.0 ○

4月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  にんじん 千葉県 検出せず 2.1 検出せず 2.5 ○

4月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  ほうれん草 千葉県 検出せず 4.4 検出せず 4.0 ○

4月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  みず菜 茨城県 検出せず 2.6 検出せず 2.5 ○

4月 一般食品 産直品グリーン･ボックス  ミニトマト 千葉県 検出せず 2.1 検出せず 2.7 ○

4月 一般食品 トマト 神奈川県 検出せず 2.1 検出せず 1.6 ○

4月 一般食品 野菜しょうゆ漬 国産 検出せず 10 検出せず 10 ○

4月 一般食品 グリーン・プログラム玉ねぎ 北海道 検出せず 4.0 検出せず 3.6 ○

4月 一般食品 グリーン・プログラムじゃがいも（男爵） 北海道 検出せず 3.4 検出せず 3.6 ○

4月 一般食品 産直品ごぼう 千葉県 検出せず 2.6 検出せず 3.8 ○

4月 一般食品 レタス 兵庫県 検出せず 8.7 検出せず 8.6 ○

4月 一般食品 大根（根） 神奈川県 検出せず 3.6 検出せず 3.6 ○

4月 一般食品 リーフレタス 茨城県 検出せず 9.1 検出せず 7.3 ○

4月 一般食品 リーフレタス 茨城県 検出せず 6.1 検出せず 6.6 ○

4月 一般食品 ほうれんそう 千葉県 検出せず 4.3 検出せず 3.9 ○

4月 一般食品 れんこん 茨城県 検出せず 3.0 検出せず 4.5 ○

4月 一般食品 きゅうり 群馬県 検出せず 3.3 検出せず 3.0 ○

4月 一般食品 長ねぎ 千葉県 検出せず 2.0 検出せず 2.0 ○

4月 一般食品 アスパラ 栃木県 検出せず 2.4 検出せず 2.1 ○

4月 一般食品 野菜ジュース 加工地／長野県 検出せず 2.2 検出せず 2.3 ○

4月 一般食品 らっきょう漬 国産 検出せず 7.6 検出せず 7.5 ○

4月 一般食品 干しいも 茨城県 検出せず 8.1 検出せず 8.8 ○

4月 一般食品 ほうれんそう 群馬県 検出せず 2.1 検出せず 2.3 ○

4月 一般食品 小松菜 神奈川県 検出せず 2.4 検出せず 2.3 ○

4月 一般食品 きゅうり 群馬県 検出せず 1.5 検出せず 2.0 ○

4月 一般食品 里芋 千葉県 検出せず 2.2 検出せず 1.7 ○

4月 一般食品 トマト 群馬県 検出せず 2.7 検出せず 2.8 ○

4月 一般食品 野菜ジュース（含む果実） 加工地／長野県 検出せず 0.9 検出せず 1.0 ○

4月 一般食品 大学いも 国産 検出せず 1.1 検出せず 0.9 ○

4月 一般食品 野菜ジュース 加工地／山梨県 検出せず 3.1 検出せず 3.3 ○

4月 一般食品 野菜浅漬 野菜／国産 検出せず 7.2 検出せず 6.1 ○

4月 一般食品 野菜ジュース 加工地／長野県 検出せず 7.6 検出せず 7.0 ○

4月 一般食品 トマトジュース トマト／国産 検出せず 3.2 検出せず 2.9 ○

4月 一般食品 野菜ジュース 加工地／栃木県 検出せず 3.4 検出せず 2.8 ○


