
※この検査はスクリーニング用として本会での自主検査となります。

№ 検査日時 品目 区分 主原料産地 セシウム-134 セシウム-137

1 30.4.23 粉状加工黒糖（沖縄） 常温 沖縄 検出せず 検出せず

2 30.4.23 生芋波型こんにゃく 常温 群馬・栃木 検出せず 検出せず

3 30.4.23 だしパックさば混合PD807 常温 熊本・静岡・鹿児島 検出せず 検出せず

4 30.4.23 煮干パック 常温 長崎 検出せず 検出せず

5 30.4.23 国内産かりんこ梅チップ 常温 群馬 検出せず 検出せず

6 30.4.23 きびなごカリカリフライ 冷凍 鹿児島・長崎 検出せず 検出せず

7 30.4.23 ベビーほたて貝L 冷凍 青森 検出せず 検出せず

8 30.4.23 中華風肉団子 冷凍 宮崎・鹿児島・大分・熊本・佐賀 検出せず 検出せず

9 30.4.23 ごぼうコロッケ 冷凍 北海道・茨城・群馬・青森 検出せず 検出せず

10 30.4.23 国産牛肉細切り 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

11 30.4.23 五目玉子焼 冷凍 群馬・埼玉 検出せず 検出せず

12 30.4.24 ツナ入り厚焼玉子 冷凍 群馬・埼玉 検出せず 検出せず

13 30.5.14 三陸産塩蔵茎わかめ チルド 三陸 検出せず 検出せず

14 30.5.14 彩りミックスゼリー 常温 青森 検出せず 検出せず

15 30.514 温州みかんカットゼリー 常温 神奈川・静岡 検出せず 検出せず

16 30.514 パンプキンペースト（POF7） 常温 北海道 検出せず 検出せず

17 30.514 結び昆布　小（徳）・500ｇ 常温 北海道 検出せず 検出せず

18 30.514 細切り昆布・500ｇ 常温 北海道 検出せず 検出せず

19 30.5.15 さばサラダ油漬缶 常温 岩手 検出せず 検出せず

20 30.5.14 国産鶏豚ハンバーグFeCa 冷凍 兵庫・京都・広島 検出せず 検出せず

21 30.5.14 巨峰ゼリー 冷凍 山梨・長野 検出せず 検出せず

22 30.5.14 国産牛肉角切り 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

23 30.5.14 NNチキンカツ 冷凍 香川・徳島 検出せず 検出せず

24 30.5.15 鶏そぼろ厚焼玉子 冷凍 群馬・埼玉 検出せず 検出せず

25 30.6.11 乾燥おから16M 常温 佐賀・福岡・滋賀 検出せず 検出せず

26 30.6.11 加圧加熱殺菌　北海道黒豆 常温 北海道 検出せず 検出せず

27 30.6.12 アップルソース（すりおろしりんご） 常温 長野 検出せず 検出せず

28 30.6.12 鮭の華 常温 岩手・北海道・岐阜 検出せず 検出せず

29 30.6.12 ミートップレトルト 常温 北海道・群馬・千葉・徳島 検出せず 検出せず

30 30.6.11 味付けおかかPU932 常温 千葉 検出せず 検出せず

31 30.6.11 乾燥ごぼう 常温 熊本 検出せず 検出せず

32 30.6.11 カミカミタコメンチ 冷凍 北海道・愛知 検出せず 検出せず

33 30.6.11 美ら海育ちもずく 冷凍 沖縄 検出せず 検出せず

34 30.6.11 星型ポテト 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

35 30.6.11 冷凍細切りめかぶ 冷凍 宮城・岩手・青森 検出せず 検出せず

36 30.6.11 冷凍生タイプもずく 冷凍 沖縄 検出せず 検出せず

37 30.7.17 国産原料使用　福神漬け（JAS） 常温 新潟・千葉 検出せず 検出せず

38 30.7.17 蒸し手亡豆ドライパック 常温 北海道 検出せず 検出せず

39 30.7.18 あずきドライパック 常温 北海道 検出せず 検出せず

40 30.7.18 まめによろこぶ 常温 新潟・北海道 検出せず 検出せず

41 30.7.17 柑橘味巡り 冷蔵 高知・徳島 検出せず 検出せず

42 30.7.17 野沢菜漬2cmカット 冷蔵 長野・新潟・徳島・山梨 検出せず 検出せず

43 30.7.17 茨城県産ごぼうサラダ 冷蔵 茨城 検出せず 検出せず

44 30.7.18 煮たまご 冷蔵 新潟・青森・宮崎 検出せず 検出せず

45 30.7.18 クリームチーズロイヤル 冷蔵 北海道 検出せず 検出せず

46 30.7.17 しずく型鶏肉団子　鉄分強化 冷凍 宮崎・鹿児島・兵庫・北海道 検出せず 検出せず

47 30.7.18 ローズポークと茨城県産レンコンの餃子 冷凍 群馬・愛知・茨城 検出せず 検出せず

48 30.7.18 国産鶏の豆腐入ハンバーグ 冷凍 兵庫・京都・京都・愛知 検出せず 検出せず

49 30.8.20 国産いちご使用 いちごジャム15ｇ 常温 静岡・佐賀・熊本・長崎 検出せず 検出せず

50 30.8.20 だしパックさば混合PD821 常温 静岡・熊本・鹿児島 検出せず 検出せず

51 30.8.20 学給中羽いわし（煮干し） 常温 瀬戸内海 検出せず 検出せず
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52 30.8.20 チルドポテト（男爵）1／4カット チルド 北海道 検出せず 検出せず

53 30.8.20 チルドポテト（男爵）ダイスカット チルド 北海道 検出せず 検出せず

54 30.8.20 レバー入りロングミンチカツ 冷凍 鹿児島・熊本・愛知・岐阜 検出せず 検出せず

55 30.8.20 サンマオレンジ煮 冷凍 宮城 検出せず 検出せず

56 30.8.20 あじのふわとろ焼き 冷凍 鳥取 検出せず 検出せず

57 30.8.20 茨城県産厚焼玉子 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

58 30.8.20 茨城県産豚ニラメンチカツ（Fe強化・ニンニク入） 冷凍 茨城・青森・岩手 検出せず 検出せず

59 30.8.20 県産里芋 お肉屋さんの里芋コロッケ Fe強化 冷凍 茨城・北海道 検出せず 検出せず

60 30.8.20 Ca強化ほうれん草玉子巻 冷凍 群馬･埼玉 検出せず 検出せず

61 30.9.19 冷凍あおさのり 冷凍 愛知 検出せず 検出せず

62 30.9.20 茨城県産にんじんピューレ 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

63 30.9.19 冷凍殺菌全卵（茨城県産） 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

64 30.9.20 ほうれん草ブロック 冷凍 長崎・宮城・大分 検出せず 検出せず

65 30.9.20 チビッコがんも（県産大豆使用） 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

66 30.9.20 枝豆・ひじき入り玉子焼 冷凍 群馬・埼玉 検出せず 検出せず

67 30.9.19 埼玉県産ブルーゼリー 常温 埼玉 検出せず 検出せず

68 30.9.19 まいたけ水煮（国産） 常温 新潟 検出せず 検出せず

69 30.9.19 国産大豆水煮 常温 北海道・富山 検出せず 検出せず

70 30.9.19 きのこご飯の素2（国産） 常温 北海道・新潟・宮城・静岡・福岡 検出せず 検出せず

71 30.9.19 紫いもチップス 常温 鹿児島 検出せず 検出せず

72 30.9.19 ブロックゼリー・ピーチ（食物繊維たっぷり） 常温 青森・山梨 検出せず 検出せず

73 30.10.15 国産ゆで干し大根 常温 九州 検出せず 検出せず

74 30.10.16 ハート型米粉マカロニ 常温 群馬 検出せず 検出せず

75 30.10.15 なめ茸　うす塩味 常温 長野 検出せず 検出せず

76 30.10.15 だしパック昆布949 常温 北海道 検出せず 検出せず

77 30.10.15 だしこれが一番 常温 静岡・宮崎・長崎・熊本 検出せず 検出せず

78 30.10.15 国産タコボール 冷凍 北海道・岩手 検出せず 検出せず

79 30.10.15 じゃこつみれ　7g 冷凍 愛媛 検出せず 検出せず

80 30.10.15 羊蹄山男爵コロッケ牛肉 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

81 30.10.15 韓国風お好み焼き　海鮮チヂミ 冷凍 愛媛・群馬・栃木 検出せず 検出せず

82 30.10.15 にら饅頭（R） 冷凍 群馬 検出せず 検出せず

83 30.10.15 茨城県産冷凍さといも乱切り 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

84 30.10.15 丸餃子 冷凍 北海道・青森・愛知・長野 検出せず 検出せず

85 30.11.12 まるごとわかめミックス（三陸産） 常温 三陸産 検出せず 検出せず

86 30.11.12 給食用山菜おこわ（国産具材） 常温 北海道・福岡・佐賀・島根・秋田・青森 検出せず 検出せず

87 30.11.12 にらがわおきりこみうどん 常温 群馬・埼玉・栃木 検出せず 検出せず

88 30.11.12 かつおでんぶA　OX014 常温 千葉 検出せず 検出せず

89 30.11.12 水煮国産山菜ミックス（2） 常温 秋田・青森 検出せず 検出せず

90 30.11.12 業務用　北海道大豆水煮500ｇ チルド 北海道 検出せず 検出せず

91 30.11.12 国産むき枝豆 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

92 30.11.12 国産インゲン　約3cmカット 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

93 30.11.12 冷凍クリームコーン 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

94 30.11.12 白花豆コロッケ 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

95 30.11.12 さつま芋　ストレートカット 冷凍 鹿児島 検出せず 検出せず

96 30.11.12 いわしのつみれ団子 冷凍 鹿児島 検出せず 検出せず

97 30.12.3 だしパックさば・カツオ・昆布PD647 常温 熊本・鹿児島・静岡 検出せず 検出せず

98 30.12.3 ブロックゼリー・甘夏みかん（食物繊維たっぷり） 常温 福岡 検出せず 検出せず

99 30.12.3 国産芽ひじき（乾燥） 常温 長崎・熊本 検出せず 検出せず

100 30.12.3 （国産）たかえびムキミ 冷凍 鹿児島 検出せず 検出せず

101 30.12.3 冷凍茹ほうとう麺 冷凍 埼玉 検出せず 検出せず

102 30.12.3 冷凍うどん（麺伝内麦うどん） 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

103 30.12.3 若鶏のから揚げ　1kg 冷凍 鹿児島 検出せず 検出せず

104 30.12.5 白花豆＆白いんげん豆ペースト 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

105 30.12.3 茨城県産パラパラミート 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

106 30.12.3 茨城県産白菜餃子 冷凍 茨城・栃木 検出せず 検出せず

107 30.12.3 Feポパイ餃子 冷凍 栃木・群馬・愛知 検出せず 検出せず

108 30.12.3 国産野菜餃子　鉄分強化 冷凍 群馬 検出せず 検出せず

109 31.1.7 国産ぶどうゼリー50ｇ チルド 長野 検出せず 検出せず



110 31.1.7 クリスタルキャロット 常温 北海道 検出せず 検出せず

111 31.1.7 金芽ロウカット玄米長野県産 常温 長野 検出せず 検出せず

112 31.1.8 みらいの十五雑穀米 常温 山形 検出せず 検出せず

113 31.1.8 スイートポテト（ＩＡ40）1ｋｇ 常温 茨城・千葉 検出せず 検出せず

114 31.1.7 けずり昆布ＰＯ913 常温 北海道 検出せず 検出せず

115 31.1.7 レバー入りチキンメンチカツ 冷凍 鹿児島 検出せず 検出せず

116 31.1.7 カレーコロッケクノーデル 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

117 31.1.7 国産小いわし梅の香揚げ 冷凍 広島・山口 検出せず 検出せず

118 31.1.7 国産豚ひれかつ 冷凍 鹿児島・宮崎 検出せず 検出せず

119 31.1.7 サンマ丸干し 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

120 31.1.8 Fe きんぴら入り厚焼玉子 冷凍 群馬・埼玉 検出せず 検出せず

121 31.2.13 ゆで干し大根（藤和乾物） 常温 長崎 検出せず 検出せず

122 31.2.13 乾椎茸日本産香信足切（菌床）小 常温 宮崎 検出せず 検出せず

123 31.2.13 切干大根（銀杏切り）日本産 常温 山形 検出せず 検出せず

124 31.2.13 おいしい国産豆乳（成分無調整） チルド 秋田 検出せず 検出せず

125 31.2.12 あんコール　約10ｇ 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

126 31.2.12 九州産チンゲン菜カットBQF 冷凍 宮崎・鹿児島 検出せず 検出せず

127 31.2.12 大豆ペースト（国産大豆使用） 冷凍 富山 検出せず 検出せず

128 31.2.12 めひかりフライ 冷凍 愛知・宮崎 検出せず 検出せず

129 31.2.12 ミニミートボール 冷凍 茨城・宮城 検出せず 検出せず

130 31.2.12 レンコン入り肉団子たれ付き 冷凍 茨城・宮城 検出せず 検出せず

131 31.2.12 たれ付Gミートボール 冷凍 岩手・宮崎・鹿児島・北海道 検出せず 検出せず

132 31.2.13 冷凍宮城県産わかめカット 冷凍 宮城 検出せず 検出せず

133 31.3.18 ポンと昆布パック 常温 北海道 検出せず 検出せず

134 31.3.18 白花豆ドライパック 常温 北海道 検出せず 検出せず

135 31.3.18 お茶目な大豆 常温 佐賀 検出せず 検出せず

136 31.3.18 国産皮付きカリカリスティックポテト 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

137 31.3.19 紅天使冷凍焼芋ペースト 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

138 31.3.18 すじえびボイルIQF 冷凍 滋賀 検出せず 検出せず

139 31.3.19 マンナン入りお好み焼き豚玉（乳・卵抜き） 冷凍 愛知 検出せず 検出せず

140 31.3.19 タレ付フヨーハイ（真空） 冷凍 新潟・富山 検出せず 検出せず

141 31.3.19 サンビサクッとこんなにコーン40ｇ 冷凍 茨城・宮城 検出せず 検出せず

142 31.3.19 細切り玉子焼き 冷凍 北海道 検出せず 検出せず

143 31.3.20 かえり煮干（冷凍） 冷凍 香川 検出せず 検出せず

144 31.3.18 ちりめん・1kg 冷凍 茨城 検出せず 検出せず

145 31.3.19 宮崎県産カットケール 冷凍 宮崎 検出せず 検出せず

 
        ○検査機器 ： Nal（TI）シンチレーションスペクトロメーター（ＴＮ３００Ｂベクレルモニター） 
        ○検査項目 ： 放射性核種（セシウム134、セシウム137） 
        ○測定下限値： 品目及び条件により差が生じます（セシウム134、セシウム137の合算値） 
        ○「検出せず」＝測定下限値未満  
        ○スクリーニング用として本会における自主検査となります 
         （検査機器は、文部科学省補助事業により茨城県が購入） 

                       食品中の放射性セシウム基準値（平成24年4月1日施行） 

                                一般食品   １００ ㏃/kg 

                                牛   乳    ５０ ㏃/kg 

                                  飲料水      １０   ㏃/kg 
 
 


