
番号 調理日 都道府県 市町村 品名 購入日 セシウム-134 セシウム-137

千葉県 - 人参 H26.8.29 検出せず（＜2.91） 検出せず（＜3.23）

福島県 会津産 玉ねぎ H26.8.29 検出せず（＜3.05） 検出せず（＜3.39）

宮崎県 - ごぼう H26.9.1 検出せず（＜4.08） 検出せず（＜4.57）

新潟県 - エノキ茸 H26.9.1 検出せず（＜2.63） 検出せず（＜3.14）

福島県 相馬産 もやし H26.9.2 検出せず（＜3.33） 検出せず（＜3.71）

福島県 会津産 カボチャ H26.9.2 検出せず（＜2.54） 検出せず（＜2.83）

千葉県 - 人参 H26.9.3 検出せず（＜2.98） 検出せず（＜3.31）

北海道 - 玉ねぎ H26.9.3 検出せず（＜3.20） 検出せず（＜3.57）

福岡県 - シメジ H26.9.4 検出せず（＜3.34） 検出せず（＜3.72）

新潟県 - エノキ茸 H26.9.4 検出せず（＜3.50） 検出せず（＜3.91）

福島県 会津産 きゅうり H26.9.5 検出せず（＜2.78） 検出せず（＜3.08）

青森県 - 鶏肉 H26.9.5 検出せず（＜2.72） 検出せず（＜3.01）

福島県 会津産 カボチャ H26.9.5 検出せず（＜3.10） 検出せず（＜3.45）

千葉県 - 人参 H26.9.8 検出せず（＜3.45） 検出せず（＜3.84）

北海道 - 玉ねぎ H26.9.8 検出せず（＜3.07） 検出せず（＜3.42）

青森県 - ごぼう H26.9.9 検出せず（＜3.50） 検出せず（＜3.91）

茨城県 - レンコン H26.9.9 検出せず（＜3.10） 検出せず（＜3.45）

群馬県 - キャベツ H26.9.10 検出せず（＜2.77） 検出せず（＜3.07）

青森県 - 豚肉 H26.9.10 検出せず（＜2.44） 検出せず（＜2.71）

福島県 会津産 きゅうり H26.9.10 検出せず（＜3.04） 検出せず（＜3.39）

千葉県 - サツマイモ H26.9.11 検出せず（＜2.60） 検出せず（＜2.88）

千葉県 - 人参 H26.9.11 検出せず（＜2.92） 検出せず（＜3.25）

新潟県 - エノキ茸 H26.9.12 検出せず（＜2.71） 検出せず（＜3.00）

岩手県 - 大根 H26.9.12 検出せず（＜2.81） 検出せず（＜3.12）

茨城県 - 小松菜 H26.9.16 検出せず（＜3.59） 検出せず（＜4.00）

北海道 - ジャガイモ H26.9.16 検出せず（＜3.40） 検出せず（＜3.79）

千葉県 - 人参 H26.9.17 検出せず（＜2.89） 検出せず（＜3.21）

茨城県 - 長ねぎ H26.9.17 検出せず（＜2.89） 検出せず（＜3.21）

福島県 会津産 きゅうり H26.9.18 検出せず（＜3.30） 検出せず（＜3.68）

福島県 相馬産 もやし H26.9.18 検出せず（＜3.20） 検出せず（＜3.57）

千葉県 - サツマイモ H26.9.19 検出せず（＜2.49） 検出せず（＜2.77）

群馬県 - キャベツ H26.9.19 検出せず（＜2.69） 検出せず（＜2.98）

長野県 - 舞茸 H26.9.22 検出せず（＜2.58） 検出せず（＜2.86）

新潟県 - シメジ H26.9.22 検出せず（＜2.66） 検出せず（＜2.95）

福島県 - トマト H26.9.24 検出せず（＜2.89） 検出せず（＜3.22）

福島県 会津産 ピーマン H26.9.24 検出せず（＜3.06） 検出せず（＜3.40）

千葉県 - 人参 H26.9.25 検出せず（＜2.88） 検出せず（＜3.20）

福島県 - 長ねぎ H26.9.25 検出せず（＜2.89） 検出せず（＜3.22）

福島県 長野県 セロリ H26.9.26 検出せず（＜3.68） 検出せず（＜4.11）

福島県 会津産 なす H26.9.26 検出せず（＜3.43） 検出せず（＜3.62）

群馬県 - キャベツ H26.9.29 検出せず（＜3.13） 検出せず（＜3.48）

福島県 会津産 きゅうり H26.9.29 検出せず（＜3.57） 検出せず（＜3.98）
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