
◎測定結果

セシウム134 セシウム137

H24.10.3 H24.10.4 りんご 青森県 不検出 不検出(＜3.072) 不検出(＜2.670)

H24.10.3 H24.10.4 鮭 北海道 不検出 不検出(＜2.739) 不検出(＜2.344)

H24.10.24 H24.10.25 さば 北海道 不検出 不検出(＜1.911) 不検出(＜1.623)

2.36±1.577【参考値】

(1.672)

H24.11.22 H24.11.26 大根 青森県 不検出 不検出(＜5.730) 不検出(＜5.182)

H24.11.22 H24.11.26 きゃべつ 茨城県 不検出 不検出(＜3.368) 不検出(＜2.863)

H24.11.30 H24.12.3 きゅうり 埼玉県 不検出 不検出(＜3.246) 不検出(＜2.775)

H24.12.17 H24.12.18 白菜 茨城県 不検出 不検出(＜2.943) 不検出(＜2.507)

4.49±2.546【参考値】

(3.125)

H25.1.16 H25.1.17 ほうれん草 群馬県 不検出 不検出(＜2.478) 不検出(＜2.126)

3.83±1.991【参考値】

(1.949)

3.37±2.424【参考値】

(3.030)

H25.3.6 H25.3.7 にんじん 千葉県 不検出 不検出(＜3.738) 不検出(＜3.241)

H25.3.6 H25.3.7 セロリ 静岡県 不検出 不検出(＜2.917) 不検出(＜2.488)

2.54±1.36【参考値】

(1.50)

H25.3.15 H25.3.18 白菜 茨城県 不検出 不検出(＜2.61) 不検出(＜2.19)

H25.4.23 H25.4.24 きゅうり 群馬県 不検出 不検出(＜3.14) 不検出(＜2.71)

H25.5.13 H25.5.14 きゅうり 群馬県 不検出 不検出(＜3.20) 不検出(＜2.72)

4.14±2.37【参考値】

(3.25)

H25.5.27 H25.5.28 きゃべつ 茨城県 不検出 不検出(＜2.79) 不検出(＜2.37)

H25.6.6 H25.6.7 にんじん 茨城県 不検出 不検出(＜2.85) 不検出(＜2.46)

H25.6.6 H25.6.7 きゃべつ 茨城県 不検出 不検出(＜3.01) 不検出(＜2.55)

H25.6.14 H25.6.17 にんじん 茨城県 不検出 不検出(＜3.22) 不検出(＜2.78)

H25.6.14 H25.6.17 たまねぎ 茨城県 不検出 不検出(＜2.83) 不検出(＜2.40)

H25.7.5 H25.7.8 なす 茨城県 不検出 不検出(＜3.14) 不検出(＜2.67)

H25.7.5 H25.7.8 たまねぎ 栃木県 不検出 不検出(＜2.60) 不検出(＜2.22)

H25.7.16 H25.7.17 さつまいも 茨城県 不検出 不検出(＜3.57) 不検出(＜3.08)

H25.11.28 H25.11.29 にんじん 千葉県 不検出 不検出(＜3.43) 不検出(＜2.94)

3.16±2.30【参考値】

(2.57)

H25.12.13 H25.12.16 大根 茨城県 不検出 不検出(＜3.27) 不検出(＜2.78)

H25.12.13 H25.12.16 にんじん 千葉県 不検出 不検出(＜3.54) 不検出(＜3.06)

H25.12.19 H25.12.20 きゃべつ 茨城県 不検出 不検出(＜2.88) 不検出(＜2.45)

4.21±2.14【参考値】

(3.04)

不検出(＜3.05)

H26.1.28 H26.1.29 にんじん 千葉県 不検出 不検出(＜3.52)

H25.11.28 H25.11.29 きゃべつ 茨城県 不検出

不検出(＜1.75)

H25.5.13 H25.5.14 きゃべつ 茨城県 不検出 不検出(＜3.83)

H25.3.15 H25.3.18 大根 神奈川県 不検出

不検出(＜1.949)

H25.2.6 H25.2.7 にんじん 千葉県 不検出 不検出(＜3.669)

H25.1.16 H25.1.17 長ネギ 群馬県 不検出

不検出(＜2.347)

H24.12.17 H24.12.18 にんじん 千葉県 不検出 不検出(＜3.539)

H24.10.24 H24.10.25 さつまいも 茨城県 不検出
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H26.1.28 H26.1.29 白菜 茨城県 不検出 不検出(＜3.10) 不検出(＜2.62)

H26.2.21 H26.2.24 白菜 茨城県 不検出 不検出(＜1.97) 不検出(＜1.70)

H26.4.23 H26.4.24 大根 茨城県 不検出 不検出(＜6.35) 不検出(＜5.70)

H26.4.23 H26.4.24 長ねぎ 茨城県 不検出 不検出(＜6.36) 不検出(＜5.71)

H26.5.21 H26.5.22 きゃべつ 埼玉県 不検出 不検出(＜6.04) 不検出(＜5.25)

H26.5.21 H26.5.22 大根 千葉県 不検出 不検出(＜6.32) 不検出(＜5.49)

H26.6.24 H26.6.25 りんご 青森 不検出 不検出(＜5.75) 不検出(＜6.62)

H26.6.24 H26.6.25 にんじん 千葉県 不検出 不検出(＜5.70) 不検出(＜6.56)

H26.9.19 H26.9.22 りんご 青森県 不検出 不検出(＜6.11) 不検出(＜5.47)

H26.11.27 H26.11.28 きゃべつ 茨城県 不検出 不検出(＜6.18) 不検出(＜5.35)

H26.11.27 H26.11.28 さつまいも 茨城県 不検出 不検出(＜6.32) 不検出(＜5.47)

H27.2.25 H27.2.26 大根 神奈川県 不検出 不検出(＜6.17) 不検出(＜5.51)

H27.2.25 H27.2.26 人参 千葉県 不検出 不検出(＜6.23) 不検出(＜5.41)

H27.6.25 H27.6.26 人参 千葉県 不検出 不検出(＜6.39) 不検出(＜5.79)

H27.11.10 H27.11.11 さつまいも 茨城県 不検出 不検出(＜6.81） 不検出(＜5.95)

H27.11.18 H27.11.19 きゅうり 埼玉県 不検出 不検出(＜6.27) 不検出(＜5.66)

H28.2.19 H28.2.22 人参 千葉県 不検出 不検出(＜6.07) 不検出(＜5.23)

H28.2.19 H28.2.22 白菜 茨城県 不検出 不検出＜(6.49) 不検出(＜5.75)

H28.3.23 H28.3.24 大根 神奈川県産 不検出 不検出＜(6.59) 不検出(＜5.84)

H28.3.23 H28.3.24 人参 千葉県産 不検出 不検出＜(6.60) 不検出(＜5.85)

H28.9.26 H28.9.27 りんご 青森県 不検出 不検出(＜6.23) 不検出＜(5.49)

H28.11.28 H28.11.29 キャベツ 茨城県 不検出 不検出(＜6.69) 不検出(＜6.01)

H28.11.28 H28.11.29 きゅうり 埼玉県 不検出 不検出(＜6.12) 不検出(＜5.49)

H29.1.27 H29.1.30 人参 茨城県産 不検出 不検出＜(6.46) 不検出(＜5.80)

(　　　)の数値は、測定機器の測定下限値
※「不検出」は、測定機器の測定下限値未満であることを意味します。
※検査品目全て使用基準以下です。


