
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 H25.6.28 検出せず（＜3.29） 検出せず（＜3.67）

佐賀県 － たまねぎ H25.6.28 検出せず（＜3.61） 検出せず（＜4.03）

千葉県 － 人参 H25.7.1 検出せず（＜2.91） 検出せず（＜3.23）

福島県 会津産 きゅうり H25.7.1 検出せず（＜3.32） 検出せず（＜3.69）

千葉県 － キャベツ H25.7.2 検出せず（＜2.93） 検出せず（＜3.25）

千葉県 － 人参 H25.7.2 検出せず（＜3.20） 検出せず（＜3.57）

茨城県 － 小松菜 H25.7.3 検出せず（＜3.66） 検出せず（＜4.08）

茨城県 － さつまいも H25.7.3 検出せず（＜2.84） 検出せず（＜3.16）

群馬県 － たまねぎ H25.7.4 検出せず（＜3.71） 検出せず（＜4.14）

千葉県 － 人参 H25.7.4 検出せず（＜2.88） 検出せず（＜3.20）

群馬県 － なす H25.7.5 検出せず（＜3.10） 検出せず（＜3.44）

茨城県 － じゃがいも H25.7.5 検出せず（＜2.91） 検出せず（＜3.23）

茨城県 － 小松菜 H25.7.8 検出せず（＜3.02） 検出せず（＜3.36）

新潟県 － えのき H25.7.8 検出せず（＜3.00） 検出せず（＜3.34）

千葉県 － 人参 H25.7.9 検出せず（＜3.18） 検出せず（＜3.54）

福島県 会津産 きゅうり H25.7.9 検出せず（＜3.31） 検出せず（＜3.69）

群馬県 － キャベツ H25.7.10 検出せず（＜3.07） 検出せず（＜3.42）

群馬県 － かぼちゃ H25.7.10 検出せず（＜3.64） 検出せず（＜4.06）

千葉県 － 大根 H25.7.11 検出せず（＜3.02） 検出せず（＜3.36）

千葉県 － 人参 H25.7.11 検出せず（＜3.09） 検出せず（＜3.44）

茨城県 － チンゲン菜 H25.7.12 検出せず（＜3.10） 検出せず（＜3.45）

新潟県 － えのき H25.7.12 検出せず（＜3.08） 検出せず（＜3.43）

佐賀県 － たまねぎ H25.7.16 検出せず（＜3.29） 検出せず（＜3.67）

福島県 会津産 トマト H25.7.16 検出せず（＜3.13） 検出せず（＜3.48）

青森県 － 鶏肉 H25.7.17 検出せず（＜2.73） 検出せず（＜3.02）

茨城県 － さつまいも H25.7.17 検出せず（＜3.13） 検出せず（＜3.49）

福島県 会津産 大根 H25.7.17 検出せず（＜3.15） 検出せず（＜3.50）

千葉県 － 人参 H25.7.18 検出せず（＜3.29） 検出せず（＜3.67）

佐賀県 － たまねぎ H25.7.18 検出せず（＜3.10） 検出せず（＜3.44）

佐賀県 － たまねぎ H25.7.19 検出せず（＜3.68） 検出せず（＜4.11）

福島県 会津産 トマト H25.7.19 検出せず（＜3.23） 検出せず（＜3.60）

北海道 － ブロッコリー H25.7.22 検出せず（＜3.66） 検出せず（＜4.08）

茨城県 － 小松菜 H25.7.22 検出せず（＜3.59） 検出せず（＜4.00）

福島県 会津産 ゆうがお H25.7.23 検出せず（＜2.76） 検出せず（＜3.06）

北海道 － 人参 H25.7.23 検出せず（＜3.69） 検出せず（＜4.12）

佐賀県 － たまねぎ H25.7.24 検出せず（＜3.58） 検出せず（＜3.99）

茨城県 － ねぎ H25.7.24 検出せず（＜2.83） 検出せず（＜3.14）

福島県 会津産 トマト H25.7.25 検出せず（＜3.50） 検出せず（＜3.91）

福島県 会津産 きゅうり H25.7.25 検出せず（＜3.45） 検出せず（＜3.84）

佐賀県 － たまねぎ H25.7.26 検出せず（＜3.69） 検出せず（＜4.12）

栃木県 － もやし H25.7.26 検出せず（＜3.27） 検出せず（＜3.64）

北海道 － 人参 H25.7.29 検出せず（＜3.28） 検出せず（＜3.66）

新潟県 － しめじ H25.7.29 検出せず（＜3.46） 検出せず（＜3.85）

福島県 会津産 かぼちゃ H25.7.30 検出せず（＜3.01） 検出せず（＜3.35）

新潟県 － えのき H25.7.30 検出せず（＜3.71） 検出せず（＜4.14）
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