
  創健社ブランド商品　放射性物質　自主検査結果一覧 (ご参考)  

1 検査方法　：　Ge =　ゲルマニウム半導体検出器

　 　　　　　　　　 NaI　=　ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器

2 検査結果(　 )内数字　=　検出限界値（Bq/㎏）。　不検出　＝　検出限界値未満。

ヨウ素131については検査結果があるものは参考に表示します。

3 商品の詳細（原材料・産地・収穫時期・製造所在地等）については、弊社ホームページ商品情報をご参照、

並びに弊社お客様相談室にお問い合わせ下さい。

2012年 6月18日現在（左端＊は追加・更新） 株式会社　創健社　品質管理課

商品コード 商品名 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 検査方法 備考

【　油脂類・乳製品　】

1 100061 えごま一番　270ｇ 不検出(1.1) 不検出(1.4) 不検出(1.0) Ge

2 100025 えごま一番　100  110g

3 101029 べに花ハイプラスマーガリン 180g

4 101027 べに花ハイプラスマーガリン 370g

5 101023 コレステロール1/8（バタータイプ） 不検出(1.6) 不検出(2.4) 不検出(1.5) Ge

6 101030 発酵豆乳入りマーガリン 不検出(1.6) 不検出(1.9) 不検出(1.9) Ge

7 120007 生チョコレートペースト 不検出(1.1) 不検出(1.5) 不検出(1.3) Ge

【　調味料　】

1 110006 樽みそ一番（減塩） 不検出(0.9) 不検出(1.4) 不検出(1.5) Ge

2 110007 みちのく味噌 不検出(0.8) 不検出(1.0) 不検出(1.3) Ge

3 110200 つゆの素ストレート 不検出(0.9) 不検出(1.3) 不検出(1.2) Ge

* 4 110228 中濃ソース 不検出(1.0) 不検出(1.2) 不検出(1.0) Ge

* 5 110231 濃厚ソース

* 6 110232 ウスターソース 不検出(0.9) 不検出(1.3) 不検出(1.4) Ge

* 7 110382 越前小京都の有機純米酢 不検出(0.9) 不検出(1.4) 不検出(1.0) Ge

8 110501 トマトケチャップ 不検出(1.1) 不検出(1.4) 不検出(1.4) Ge

9 110506 有機栽培完熟トマト使用トマトケチャップ 不検出(0.9) 不検出(1.3) 不検出(1.2) Ge

10 110562 べに花マヨネーズ　300g

11 110565 べに花マヨネーズ　500g

12 110566 有精卵マヨネーズ　300g

13 110567 有精卵マヨネーズ　310g

14 110696 チキンコンソメ 不検出(1.5) 不検出(2.2) 不検出(1.7) Ge

15 110736 ハヤシライスルウ 不検出(1.2) 不検出(1.5) 不検出(1.7) Ge

16 110737 マイルドカレー 不検出(1.1) 不検出(1.3) 不検出(1.6) Ge

17 110738 インドカレー 不検出(1.1) 不検出(1.6) 不検出(1.6) Ge

18 110739 グルメカレー 不検出(1.4) 不検出(1.6) 不検出(1.5) Ge

19 110740 コーンクリームシチュー 不検出(1.5) 不検出(2.5) 不検出(2.2) Ge

20 110745 お米と大豆のコーンシチュールウ 不検出(1.4) 不検出(1.6) 不検出(1.5) Ge

21 110865 だし一番 不検出(2.2) 不検出(2.9) 不検出(3.1) Ge

22 110866 和風だし一番　 不検出(2.3) 不検出(3.5) 不検出(2.6) Ge

23 110867 中華風だし一番 不検出(2.2) 不検出(2.6) 不検出(2.3) Ge

24 110868 洋風だし一番 不検出(2.0) 不検出(2.7) 不検出(2.6) Ge

25 110898 地中海の天日塩 不検出(0.6) 不検出(1.0) 不検出(0.8) Ge

26 111120 コーンクリームシチューフレーク 不検出(1.5) 不検出(1.5) 不検出(1.8) Ge

27 111125 植物素材の本格カレー　甘口 不検出(1.4) 不検出(1.9) 不検出(2.1) Ge

28 111126 植物素材の本格カレー　中辛 不検出(1.2) 不検出(1.7) 不検出(1.4) Ge

29 111127 植物素材の本格カレー　辛口 不検出(1.3) 不検出(1.8) 不検出(2.2) Ge

30 111128 お米で作った本格カレールウ 不検出(1.5) 不検出(2.1) 不検出(1.8) Ge

31 111129 植物素材のデミグラス風ソース 不検出(2.4) 不検出(4.5) 不検出(2.8) Ge

【　副食品　】

1 040178 国内産特別栽培　南高梅梅干 しそ漬 不検出(0.9) 不検出(1.4) 不検出(1.3) Ge

2 040179 国内産特別栽培　南高梅梅干 白干

3 040700 しそもみじ 不検出(1.5) 不検出(2.4) 不検出(1.3) Ge

 4 110643 五穀大黒スープ 不検出(4.0) 不検出(4.2) 不検出(5.0) Ge

5 110713 麻婆豆腐の素（レトルト） 不検出(1.6) 不検出(1.8) 不検出(1.5) Ge

6 120033 ベジタブルカレー中辛（レトルト） 不検出(1.5) 不検出(2.1) 不検出(1.4) Ge

7 120032 ベジタブルカレー甘口（レトルト） ◎上記「中辛」の結果参照。 共通原料（上記「中辛」のみ使用の香辛料以外共通）　　　　

検査結果

不検出(1.2) 不検出(1.8) 不検出(2.1)

◎上記「えごま一番270ｇ」の結果参照。　共通原料（えごま油・ビタミンC・E）　　　　　　　　　　　　

不検出(1.6)

◎上記「中濃ソース」の結果参照。 共通原料。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不検出(1.7)不検出(2.1)

不検出(2.3)

Ge

不検出(1.6) Ge

Ge

◎上記「梅干しそ漬」の結果参照。 共通原料（梅・食塩）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

不検出(1.0)
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2012年 6月18日現在（左端＊は追加・更新） 株式会社　創健社　品質管理課

商品コード 商品名 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 検査方法 備考

検査結果

* 8 120112 のり佃煮（岩のり入） 不検出(1.0) 不検出(1.2) 不検出(1.0) Ge

9 120246 ふりかけ４５ 不検出(1.8) 不検出(2.6) 不検出(2.7) Ge

10 120448 福神漬 不検出(1.6) 不検出(1.8) 不検出(1.7) Ge

11 120526 有機生芋こんにゃく

12 120527 有機生芋糸こんにゃく

13 120528 有機しらたき 不検出(1.9) 不検出(2.5) 不検出(1.5) Ge

14 120669 国産野菜の五目ちらし寿司 不検出(4.7) 不検出(7.2) 不検出(6.1) Ge

15 120680 国産野菜の五目炊込み御飯の素 不検出(1.2) 不検出(1.6) 不検出(1.2) Ge

16 121268 いちごジャム 不検出(0.9) 不検出(1.0) 不検出(1.4) Ge

17 121269 マーマレード 不検出(1.2) 不検出(1.9) 不検出(1.9) Ge

18 121270 あんずジャム 不検出(1.6) 不検出(2.4) 不検出(1.7) Ge

19 121272 ブルーベリージャム 不検出(1.7) 不検出(2.0) 不検出(1.8) Ge

20 121406 さば味付 不検出(5.0) 不検出(8.1) 不検出(6.3) Ge

21 121407 さば水煮

 22 121445 けんちん汁みそ仕立て 不検出(4.1) 不検出(5.0) 不検出(4.6) Ge

 23 121446 オニオンスープ 不検出(4.2) 不検出(5.0) 不検出(4.9) Ge

 24 121451 わかめみそ汁 不検出(1.4) 不検出(2.1) 不検出(1.7) Ge

 25 121453 ミネストローネ 不検出(3.9) 不検出(4.9) 不検出(4.8) Ge

 26 121456 おこげと野菜のスープ 中華海鮮しお味 不検出(4.1) 不検出(4.9) 不検出(4.7) Ge

27 121771 愛媛の無塩せきコンビーフ 不検出(0.9) 不検出(1.4) 不検出(1.3) Ge

28 121800 ハヤシビーフ（レトルト） 不検出(1.4) 不検出(1.8) 不検出(1.5) Ge

29 121802 チキンカレー（レトルト） 不検出(1.5) 不検出(2.4) 不検出(2.3) Ge

30 125177 杵つき切り餅（白）　 不検出(1.5) 不検出(2.5) 不検出(2.7) Ge 冬季限定商品

31 平成23年予約 吉野の里の南高梅梅干 しそ漬中粒・大粒 不検出（10） 不検出（10） 不検出（10） NaI 予約限定商品

32 平成23年予約 吉野の里の南高梅梅干 白干し中粒・大粒 予約限定商品

【　麺類　】

1 140007 四川風らーめん 不検出(1.7) 不検出(2.5) 不検出(2.4) Ge 　

2 140008 海鮮らーめん 不検出(2.0) 不検出(2.5) 不検出(2.6) Ge 　

3 140017 中華冷麺　しょうゆ 不検出(1.5) 不検出(1.9) 不検出(1.8) Ge 夏季限定商品

4 140057 長崎皿うどん 不検出(1.0) 不検出(1.2) 不検出(1.2) Ge 　

5 140060 発芽玄米らーめん 不検出(1.9) 不検出(3.4) 不検出(2.4) Ge 　

6 140118 とろろうどん 不検出(1.7) 不検出(2.3) 不検出(1.6) Ge 　

7 140171 熟成ひやむぎ

8 140172 熟成そうめん

9 140301 国内産小麦粉100％マカロニ

10 140305 国内産小麦粉100％スパゲッティ

11 140385 ソース焼そば 不検出(2.0) 不検出(2.8) 不検出(1.5) Ge 　

12 140710 中華冷麺　ごまだれ 不検出(1.2) 不検出(1.9) 不検出(1.4) Ge 夏季限定商品

13 140750 お湯かけ麺　チキンしょうゆラーメン 不検出(2.7) 不検出(3.7) 不検出(2.7) Ge 　

14 140751 お湯かけ麺　シーフードしおラーメン 不検出(2.5) 不検出(2.6) 不検出(2.5) Ge 　

15 140752 お湯かけ麺　豆乳カレーラーメン 不検出(2.0) 不検出(2.5) 不検出(2.2) Ge 　

16 140753 ノンフライ醤油らーめん 不検出(1.4) 不検出(1.7) 不検出(1.5) Ge 　

17 140754 ノンフライ味噌らーめん 不検出(1.4) 不検出(1.9) 不検出(1.5) Ge 　

18 140756 お湯かけ麺　コラーゲン味噌ラーメン 不検出(1.8) 不検出(2.6) 不検出(2.7) Ge 　

19 140757 お湯かけ麺　わかめそば 不検出(2.1) 不検出(2.7) 不検出(3.0) Ge 　

20 140758 お湯かけ麺　植物素材カレーうどん 不検出(2.4) 不検出(3.7) 不検出(2.4) Ge 　

21 140759 お湯かけ麺　わかめうどん 不検出(1.9) 不検出(2.9) 不検出(2.7) Ge 　

22 148020 醤油らーめん 不検出(1.6) 不検出(2.7) 不検出(2.2) Ge 　

23 148021 味噌らーめん 不検出(1.8) 不検出(2.9) 不検出(2.6) Ge 　

24 148022 塩らーめん 不検出(2.4) 不検出(2.5) 不検出(2.4) Ge 　

25 148023 博多風らーめん 不検出(2.1) 不検出(2.4) 不検出(2.4) Ge 　

 26 450167 ひえめん 不検出(2.3) 不検出(3.5) 不検出(2.9) Ge

 27 450168 きびめん 不検出(2.2) 不検出(4.0) 不検出(2.8) Ge

 28 450169 あわめん 不検出(2.1) 不検出(3.7) 不検出(3.7) Ge

検査は「生芋こんにゃく」で実施
共通原料

検査は「ひやむぎ」で実施
共通原料

◎上記「さば味付」「調味料110898 地中海の天日塩」の結果参照。　共通原料（さば・食塩）

◎上記「梅干しそ漬」の結果参照。　共通原料（梅・食塩）　　　　

不検出(3.3)

不検出(2.1) Ge

検査は「マカロニ」で実施
共通原料

不検出(1.4)

不検出(3.1) 不検出(3.5)

不検出(2.1) Ge不検出(2.0)

Ge

不検出(2.2)

不検出(2.5)
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2012年 6月18日現在（左端＊は追加・更新） 株式会社　創健社　品質管理課

商品コード 商品名 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 検査方法 備考

検査結果

【　ジロロモーニ　】

1 140511 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ　ﾃﾞｭﾗﾑ小麦有機ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ

2 140514 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ　ﾃﾞｭﾗﾑ小麦有機ﾍﾟﾝﾈ

3 140516 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ　ﾃﾞｭﾗﾑ小麦有機ﾌｼﾞｯﾘ

4 140517 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ　ﾃﾞｭﾗﾑ小麦有機ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ

5 140518 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ　ﾃﾞｭﾗﾑ小麦有機ﾘﾝｸﾞｲﾈ

6 140512 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ　全粒粉ﾃﾞｭﾗﾑ小麦有機ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ

7 140515 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ　全粒粉ﾃﾞｭﾗﾑ小麦有機ﾍﾟﾝﾈ

【　粉・雑穀類　】

1 120831 国内産小麦粉100％使用パン粉 不検出(2.2) 不検出(4.3) 不検出(2.9) Ge

2 120829 有機栽培小麦＆国内産小麦粉使用パン粉

3 120833 有機栽培小麦粉100％使用生パン粉

4 130001 ネオハイミックス（加糖） 不検出(1.2) 不検出(2.2) 不検出(1.3) Ge

5 130002 ネオハイミックス（砂糖不使用）

 6 130122 国産はと麦（ひき割） 不検出(1.1) 不検出(1.3) 不検出(1.2) Ge

* 7 130210 押麦（七分づき） 不検出(1.2) 不検出(2.0) 不検出(1.5) Ge

8 130295 岩手県　もちあわ 不検出（10） 不検出（10） 不検出（10） NaI

9 130296 岩手県　もちきび 不検出（10） 不検出（10） 不検出（10） NaI

10 130297 岩手県　うるちひえ 不検出（10） 不検出（10） 不検出（10） NaI

11 130298 国産八穀 不検出（10） 不検出（10） 不検出（10） NaI

12 131001 メイシーホットケーキミックス 不検出(1.5) 不検出(2.8) 不検出(1.9) Ge

 13 131002 お好み焼粉 不検出(1.7) 不検出(2.6) 不検出(2.3) Ge

　

【　乾物・海藻類　】

 1 120080 生しぼり凍み豆腐 不検出(4.0) 不検出(5.0) 不検出(4.4) Ge 乾燥状態で検査

2 150025 長ひじき　　　 不検出(2.3) 不検出(4.5) 不検出(3.8) Ge 乾燥状態で検査

3 150030 刻みだし昆布 不検出(4.4) 不検出(4.4) 不検出(4.4) Ge 乾燥状態で検査

 4 150100 国産五彩ひじき 不検出(3.4) 不検出(5.0) 不検出(4.2) Ge 乾燥状態で検査

5 150101 花かつお 不検出(3.9) 不検出(4.9) 不検出(5.0) Ge  

 6 150107 いわだれの花削りかつお 不検出(3.4) 不検出(5.0) 不検出(4.0) Ge  

7 150120 本枯れかつお節 不検出(3.2) 不検出(3.9) 不検出(3.6) Ge  

8 150160 無漂白かんぴょう 不検出(5.1) 不検出(7.4) 不検出(5.0) Ge 乾燥状態で検査

9 150701 天日干し桜えび 不検出(3.5) 不検出(4.9) 不検出(4.5) Ge 乾燥状態で検査

　

【　飲料・茶類　】

 1 080306 国内産六条大麦100％使用 麦茶 不検出(4.3) 不検出(4.5) 不検出(4.9) Ge 乾燥状態で検査

2 080731 有機ほうじ茶 不検出(1.0) 不検出(1.0) 不検出(1.0) Ge 乾燥状態で検査

 3 080734 黒米入り 五穀茶（ティーバッグ） 不検出(3.2) 不検出(5.0) 不検出(4.4) Ge 乾燥状態で検査

4 080914 有機栽培ココア使用ミルクココア 不検出(1.7) 不検出(2.2) 不検出(2.0) Ge

5 080920 有機栽培カカオ豆100％使用ココア

6 081071 キダチアロエ茶　乾燥葉 - 不検出(3.9) 不検出(4.1) Ge 乾燥状態で検査

7 090261 ローヤルゼリードリンク 不検出(1.1) 不検出(1.3) 不検出(1.3) Ge

8 090088 菜食元気 不検出(1.1) 不検出(1.1) 不検出(1.4) Ge

9 090205 コロンビアコーヒー 不検出(0.9) 不検出(1.2) 不検出(1.3) Ge

10 090290 北アルプスの天然水サイダー 不検出(1.0) 不検出(1.2) 不検出(1.2) Ge

11 090303 丹沢サイダー 不検出(1.3) 不検出(1.9) 不検出(2.0) Ge

12 090333 国産野菜　　　 不検出(1.8) 不検出(3.1) 不検出(2.0) Ge

13 090951 五穀大黒茶（ペットボトル） 不検出(1.6) 不検出(2.1) 不検出(1.8) Ge

14 090952 まりこの紅茶（ペットボトル） 不検出(1.6) 不検出(2.4) 不検出(2.0) Ge

15 090953 有機栽培茶葉使用 緑茶（ペットボトル） 不検出(0.9) 不検出(1.0) 不検出(0.8) Ge 　

Ge

不検出(1.8) 不検出(2.8) 不検出(2.6)

不検出(1.9) 不検出(3.2) 不検出(2.2)

◎上記「国内産小麦パン粉」の結果参照。　共通原料（植物油脂・パン酵母・砂糖・食塩・果汁粉末）　　　　

◎上記「ネオハイミックス（加糖）」の結果参照。　共通原料（上記「加糖」で使用の砂糖以外共通）　　　　

◎上記「国内産小麦パン粉」の結果参照。　共通原料（国内産小麦粉・植物油脂・パン酵母・砂糖・食塩・果
汁粉末）

Ge
(比較参考)イタリア直輸入商品
検査は「ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ」で実施。共通原料

(比較参考)イタリア直輸入商品
検査は「ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ」で実施。共通原料

◎上記「ミルクココア」の結果参照。　共通原料（有機栽培ココア）　　　　
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2012年 6月18日現在（左端＊は追加・更新） 株式会社　創健社　品質管理課

商品コード 商品名 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 検査方法 備考

検査結果

【　菓子　】

1 160029 フルーツラムネの森 不検出(2.1) 不検出(2.0) 不検出(2.2) Ge 　

2 160077 黒米入り ごまふりかりんとう 不検出(2.4) 不検出(3.5) 不検出(2.6) Ge 　

* 3 160149 国内産青梅使用　梅エキスキャンディー 不検出(1.8) 不検出(2.3) 不検出(3.1) Ge 　

* 4 160186 きなこねじり菓子 不検出(1.1) 不検出(1.9) 不検出(1.8) Ge 　

5 160220 マヨネーズおかき 不検出(4.3) 不検出(5.7) 不検出(4.4) Ge 　

 6 160238 揚げ小丸 不検出(3.1) 不検出(4.7) 不検出(4.8) Ge 　

7 160299 ポテトチップス  うす塩味 ◎下記「バター醤油味」「野菜コンソメ味」の結果参照。　共通原料（馬鈴薯・植物油脂・食塩）

8 160300 ポテトチップス  バター醤油味 不検出(3.3) 不検出(3.2) 不検出(3.9) Ge

 9 160301 ポテトチップス  野菜コンソメ味 不検出(3.3) 不検出(5.2) 不検出(4.7) Ge

* 10 160312 翁豆（おきな豆） 不検出(2.3) 不検出(3.1) 不検出(2.1) Ge

 11 160349 手造り農場　玄米せんべい白胡麻

 12 160350 手造り農場　玄米せんべい黒胡麻 不検出(2.7) 不検出(4.1) 不検出(2.7) Ge 　

13 160412 五穀ウエハース 不検出(4.5) 不検出(5.5) 不検出(7.1) Ge

14 160415 五穀ドライワッフル 不検出(3.7) 不検出(5.4) 不検出(4.2) Ge

15 160435 五穀せんべい　しょうゆ味 不検出(3.1) 不検出(4.1) 不検出(4.6) Ge 　

16 160434 五穀せんべい　しお味

17 160618 黒米入り五穀クッキー 不検出(3.6) 不検出(4.2) 不検出(4.1) Ge

18 160681 ビッグアーモンドチョコ 不検出(1.5) 不検出(1.8) 不検出(1.8) Ge 秋冬限定商品

19 160684 ミルクチョコレート - 不検出（10） 不検出（10） NaI 秋冬限定商品

 20 160902 花まめクラッカー 不検出(2.6) 不検出(4.8) 不検出(3.8) Ge

* 21 160963 サラダせんべい ほんのりあまい塩あじ 不検出(4.4) 不検出(4.8) 不検出(4.8) Ge

22 161501 メイシーいちごとぶどうのラムネ 不検出(2.1) 不検出(4.1) 不検出(3.5) Ge 　

23 161502 メイシーアップルとグレープのグミ 不検出(1.5) 不検出(2.3) 不検出(2.2) Ge 　

 24 161503 メイシー野菜のせんべい 不検出(3.8) 不検出(4.5) 不検出(5.0) Ge

 25 161504 メイシー海藻のせんべい 不検出(3.4) 不検出(5.0) 不検出(3.8) Ge

 26 161505 メイシーＡＢＣビスケット 不検出(3.4) 不検出(3.7) 不検出(3.5) Ge

 27 161506 メイシーどうぶつ園のビスケット 不検出(2.2) 不検出(4.1) 不検出(2.9) Ge

 28 161507 メイシーきらきら星のおせんべい 不検出(4.0) 不検出(5.1) 不検出(4.7) Ge

29 161508 メイシーかぼちゃのスティックボーロ 不検出(3.6) 不検出(4.4) 不検出(4.4) Ge

 30 161509 メイシーたまごのボーロ 不検出(2.4) 不検出(4.3) 不検出(3.6) Ge

 31 161510 メイシーいちごミルクのボーロ 不検出(3.1) 不検出(3.7) 不検出(4.8) Ge

 32 161511 メイシーサクサクのドライワッフル 不検出(2.4) 不検出(2.6) 不検出(2.5) Ge

 33 161512 メイシー黒糖のウエハース 不検出(3.0) 不検出(4.0) 不検出(3.5) Ge

 34 161513 メイシーいちごヨーグルトのウエハース 不検出(3.2) 不検出(5.0) 不検出(4.6) Ge

35 161514 メイシーふわふわソフトせんべい 不検出(1.3) 不検出(4.5) 不検出(4.7) Ge

36 161515 メイシーみかんのゼリー 不検出(1.7) 不検出(1.8) 不検出(1.7) Ge 　

37 161516 メイシーぶどうのゼリー 不検出(1.3) 不検出(2.4) 不検出(1.3) Ge 　

 38 161518 メイシーメープルスナック 不検出(4.0) 不検出(4.9) 不検出(4.8) Ge

 39 161520 メイシーハートのチョコ - 不検出（10） 不検出（10） NaI 秋冬限定商品

 40 161523 メイシー大豆のスナック 不検出(3.5) 不検出(4.9) 不検出(3.8) Ge

 41 161524 メイシーまぁるいコーン 不検出(3.1) 不検出(4.9) 不検出(3.6) Ge 　

42 161525 メイシーりんごとぶどうのマシュマロ 不検出(3.6) 不検出(4.8) 不検出(3.6) Ge 　

 43 161526 メイシーさんかくおむすびのおせんべい 不検出(3.3) 不検出(5.0) 不検出(3.2) Ge

44 161527 メイシーしおあじのポップコーン 不検出(4.3) 不検出(4.9) 不検出(4.8) Ge 　

 45 161528 メイシーしおあじのポテトチップス 不検出(3.5) 不検出(4.5) 不検出(3.9) Ge

* 46 161640 くるみ黒糖 不検出(1.7) 不検出(1.9) 不検出(2.3) Ge

47 450015 ひえコロコロ 不検出(1.9) 不検出(2.0) 不検出(2.4) Ge

【　健康補助食品　】

1 000030 玄米胚芽　　　 不検出(2.6) 不検出(3.0) 不検出(2.7) Ge 製造休止中

2 000040 小麦胚芽 不検出(1.4) 不検出(2.1) 不検出(2.3) Ge

3 010111 国内産有機栽培ケールの青汁（小）

4 010115 国内産有機栽培ケールの青汁（大）

5 090248 有機栽培キダチアロエエキス　500ｍｌ

6 090249 有機栽培キダチアロエエキス　720ｍｌ
不検出（0.8） 不検出（1.3） Ge不検出（0.7）

◎上記「しょうゆ味」の結果参照。　共通原料（うるち玄米・雑穀）　　　　

不検出（2.4） 不検出（3.8） 不検出（2.9） Ge

◎下記「玄米せんべい黒胡麻」の結果参照。　共通原料（白・黒ゴマ以外共通）　　　　
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2012年 6月18日現在（左端＊は追加・更新） 株式会社　創健社　品質管理課

商品コード 商品名 ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 検査方法 備考

検査結果

【　髙橋製麺（株）製品　】

1 140047 鴻巣ラーメン　醤油味 不検出(2.5) 不検出(2.8) 不検出(2.9) Ge 　

2 140048 鴻巣ラーメン　キムチ味 不検出(2.1) 不検出(3.7) 不検出(2.2) Ge

3 140050 鴻巣ラーメン　しお味 不検出(2.3) 不検出(2.8) 不検出(2.7) Ge

【 （株）おいしい 製品　】

 1 140376 しょうがらーめん　しおしょうが味 不検出(1.9) 不検出(2.7) 不検出(2.1) Ge 　
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