
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質測定結果 2017年 10月 ※検知せず：当社の基準値 30Bq/kg以下の場合 

分析方法：シンチレーション検出器 単位：Bq/kg 尚、食鳥処理日程の都合により検査結果を更新できない日もございますので、予めご了承願います。 

アマタケでは皆さまにご安心していただけますよう、毎日放射性物質の測定結果を掲載してまいります。 

お問い合わせ先 ｜ 株式会社アマタケ 岩手本社 品質管理部 電話：0192-26-5205 

セシウム137 セシウム134 ヨウ素131

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 日頃市第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 日頃市第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第七農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 猪川第一農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 猪川第一農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 猪川第一農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 猪川第一農場 検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

検査項目

2017/10/31

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/30

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/27

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

測定日 検査品目

2017/10/24

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/23

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/26

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/25

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/18

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/17

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/20

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/19

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/16

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/13

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

セシウム137 セシウム134 ヨウ素131

測定日 検査品目
検査項目

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第五農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第八農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第二農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第二農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

 大東第六農場 検出せず 検出せず 検出せず

 大東第二農場 検出せず 検出せず 検出せず

 荒川農場 検出せず 検出せず 検出せず

 　　　― ― ― ―

 　　　― ― ― ―

検出せず 検出せず 検出せず

検出せず 検出せず 検出せず

2017/10/12

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/11

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/6

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/5

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/10

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/9

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/2

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/4

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵

2017/10/3

 鶏肉

 あい鴨

 鶏卵


