
～ 商品別　データ～　2012年4月2日発表

商品名 種類別 産地 製造者　販売者 原材料（上位3つ） 内容量 賞味期限
製造所固有番号 購入店 支店 所在地 購入日 計測日

MEGMILK
メグミルク牛乳 牛乳 製：雪印メグミルク(株) 生乳100％ 1000ml 2012．02．26

CO7 ｴﾋﾞﾅ Lot.GHX イオン ザ・ビッグ
昭島店 東京都　昭島市 2012.2.18 2012.3.3

毎日骨太 乳飲料 製：雪印メグミルク(株)
生乳(50％未満)、乳製
品、乳タンパク質　な

ど
1000ml 2012．02．28

CO7 ｴﾋﾞﾅ Lot.EMA イオン ザ・ビッグ
昭島店 東京都　昭島市 2012.2.18 2012.3.3

すっきりCa鉄 乳飲料 製：雪印メグミルク(株) 乳製品、生乳(50％未
満)、ホエーチーズ など 1000ml 2012．02．29

CO4 ﾉﾀﾞ Lot. COS
エスパ

（イトーヨーカドー） 昭島店 東京都　昭島市 2012.2.18 2012.3.3

明治おいしい牛乳 牛乳 製：株式会社　明治 生乳100％ 500ml 2012．02．28
 / KT　LOT. ML3 ピボット 会津若松店 福島県　会津若松市 2012.2.20 2012.3.2

明治　牧場めぐり 乳飲料 製：株式会社　明治 乳製品、
生乳50％（未満） 1000ml 2012．03．02

KA Lot.HQ 西友 下井草店 東京都　杉並区 2012.2.19 2012.3.2

森永のおいしい牛乳 牛乳 製：森永乳業株式会社 生乳100% 500ml 2012．03．05
CI　KDHC ハローデイ 綾羅木店 山口県　下関市 2012.2.24 2012.3.5

森永牛乳 牛乳 製：森永乳業株式会社　中京工場 生乳100% 200ml 2012．03．29 ダイエー GCリバー
ウォーク店 福岡県　北九州市 2012.2.24 2012.3.5

小岩井　農場
3.7牛乳[特選] 牛乳 岩手県　小岩

井農場ほか 製：小岩井乳業（株）小岩井工場 生乳100％ 1000ml 2012．02．23
KM BI24 オリンピック 港北ニュー

タウン店 神奈川県　横浜市 2012.2.20 2012.3.2

小岩井牛乳 牛乳 4.3 ± 1.3 製：小岩井乳業（株）小岩井工場 生乳100% 200ml 2012.3.11 ファミリーマート 西新宿8丁目店 東京都　新宿区 2012.3.1 2012.3.6

小岩井まきば 加工乳 製：小岩井乳業（株）小岩井工場 生乳（50%以上）、
クリーム、脱脂粉乳 500ml 2012．03．04

KM AH00 ヨークベニマル 南吉成店 宮城県　仙台市 2012.2.24 2012.3.6

タカナシ
低温殺菌牛乳 牛乳 製：高梨乳業株式会社　岩手工場 生乳100％ 1000ml 2012．02．24

TMS Lot. 051 マルエツ 国分寺南口 東京都　国分寺市 2012.2.20 2012.3.2

釧路・根室 牛乳 北海道
釧路・根室

製：足柄乳業株式会社
販：高梨乳業株式会社 生乳100％ 1000ml 2012．02．25 西友 国分寺店 東京都　国分寺市 2012.2.20 2012.3.3

特選十勝牛乳 牛乳 北海道
十勝 製：よつ葉乳業株式会社　十勝主管工場 生乳100% 500ml 2012．03．05

/ HHCE ヨークベニマル 南吉成店 宮城県　仙台市 2012.2.24 2012.3.6

北海道十勝
軽やかしぼり

成分調整
牛乳

北海道
十勝 製：よつ葉乳業株式会社　十勝主管工場 生乳　100% 1000ml 2012．03．05

/F1BF ヨークベニマル 南吉成店 宮城県　仙台市 2012.2.24 2012.3.6

そ
の
他

酪王牛乳 牛乳 福島県 製：酪王乳業株式会社　本社工場 生乳100％ 300ml 2012．02．26
AE アピタ 会津若松店 福島県　会津若松市 2012.2.20 2012.3.2

調査期間：2012年 2月16日～3月6日。 測定値の単位はベクレル／キログラム

ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトル測定によりセシウム134、セシウム137、ヨウ素131を計測。
ヨウ素131の計測値はすべて検出限界値（5ベクレル/kg）未満。
セシウム134と137の数値は測定値（測定値は測定日時点のもので減衰補整はしていません）。測定値が検出限界値未満の場合は不等号＜で表示。
セシウム134の半減期は2.1年、セシウム137の半減期は30年。 グリーンピース・ジャパン　www.greenpeace.org/japan
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会津のべこの乳 牛乳 福島県
会津 製：会津中央乳業　（株） 生乳100％ 1000ml 2012．02．25 アピタ 会津若松店 福島県　会津若松市 2012.2.20 2012.3.2

蔵王の四季　春の牛乳 牛乳 宮城県
蔵王 製：株式会社　ミルクファーム蔵王 生乳100% 1000ml 2012．03．01 ヨークベニマル 南吉成店 宮城県　仙台市 2012.2.24 2012.3.5

特濃4.5 乳飲料 製：東北協同乳業（株）　本宮工場 乳、乳製品 500ml 2012．03．01
ABNK15 ヨークベニマル 南吉成店 宮城県　仙台市 2012.2.24 2012.3.6

北海道石狩牛乳 牛乳 北海道
石狩

製：株式会社ミルクの郷　本社工場
販：イオン株式会社 生乳100% 500ml 2012．03．03

/ ICI イオン 仙台中山店 宮城県　仙台市 2012.2.24 2012.3.5

3.6牛乳 牛乳
製：榛名酪農業協同組合連合会
牛乳工場　　販：合同会社　西友 生乳100％ 1000ml 2012．02．28 西友 国分寺店 東京都　国分寺市 2012.2.20 2012.3.3

北海道牛乳 牛乳 北海道
根室・釧路

製：やまぐち県酪農乳業株式会社
販：株式会社ダイエー 生乳100% 1000ml 2012．03．01

TOC ダイエー GCリバー
ウォーク店 福岡県　北九州市 2012.2.24 2012.3.5

低脂肪牛乳 低脂肪牛
乳

製：足柄乳業株式会社
販：高梨乳業株式会社 生乳100％ 1000ml 2012．02．24

Lot. T21 T3 イトーヨーカドー 高井戸店 東京都　杉並区 2012.2.19 2012.3.1

酪農家牛乳 牛乳
製：東北森永乳業株式会社　仙台工場
販：株式会社ヨークベニマル 生乳100% 1000ml 2012．03．07

OFHD ヨークベニマル 南吉成店 宮城県　仙台市 2012.2.24 2012.3.6

酪農牛乳 牛乳
製：足柄乳業株式会社
販：株式会社ピーコックストア 生乳100％ 1000ml 2012．02．27

Lot. N59 T3 ピーコック 下北沢店 東京都　世田谷区 2012.2.18 2012.3.1

ハローデイ
阿蘇草原牛乳 牛乳 熊本県

阿蘇
製：熊本県酪農業協同組合連合会
熊本工場　　販：株式会社ハローデイ 生乳100% 1000ml 2012．03．03

Lot. KF-4 ハローデイ 綾羅木店 山口県　下関市 2012.2.24 2012.3.5

ミニストップ牛乳 牛乳
製：古谷乳業（株）成田工場
販：ミニストップ株式会社 生乳100％ 1000ml 2012．02．28

Ａ-10ＦＣ ミニストップ 茗荷谷店 東京都　文京区 2012.2.17 2012.3.1

3.6牛乳 牛乳
製：群馬牛乳協同組合
販：株式会社デイリーヤマザキ 生乳100％ 500ml 2012．02．24

LOT. FH デイリーヤマザキ 東北沢店 東京都　世田谷区 2012.2.19 2012.3.1

那須山麗牛乳 牛乳 栃木県
製：小岩井乳業株式会社　東京工場
販：株式会社ファミリーマート 生乳100％ 1000ml 2012．02．28

KIW　A134 ファミリーマート 国分寺南町店 東京都　国分寺市 2012.2.20 2012.3.2

牛乳 牛乳
製：株式会社　明治
販：株式会社ローソン 生乳100% 500ml 2012．03．06

/KA LOT. HV ローソン 北沢5丁目店 東京都　世田谷区 2012.2.26 2012.3.5

毎日の食卓3.6牛乳 牛乳 製：雪印メグミルク（株）富里工場 生乳100％ 500ml 2012．02．29
CO5 ﾄﾐｻﾄ Lot. JHG セブンイレブン 井萩駅北口店 東京都　杉並区 2012.2.20 2012.3.1

調査期間：2012年 2月16日～3月6日。 測定値の単位はベクレル／キログラム

ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトル測定によりセシウム134、セシウム137、ヨウ素131を計測。
ヨウ素131の計測値はすべて検出限界値（5ベクレル/kg）未満。
セシウム134と137の数値は測定値（測定値は測定日時点のもので減衰補整はしていません）。測定値が検出限界値未満の場合は不等号＜で表示。
セシウム134の半減期は2.1年、セシウム137の半減期は30年。 グリーンピース・ジャパン　www.greenpeace.org/japan
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市民の立場で情報を提供します
国際環境NGOグリーンピースは、「放射能から身を守りたい」という方々に少しでも
お役にたてるよう、市民の立場から必要な情報を「広く、わかりやすく、無料」で公開
することにこだわります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前回までのお魚調査についても、発表当初から「わかりやすい」「無料で公開してい
ただいて感謝します」というメッセージをいただきました。　　　　　　　　　　　　　放射
能から自らの健康を守るためにこの情報を活用し、ご友人にも広めて下さい。

私たちが無料で情報を公開できるのは、グリーンピースの活動理念を寄付という形
で支えてくださるサポーターの皆様の継続的な支援のおかげです。　　　　　　　　　
私たちスタッフはそれを実行しているにすぎません。

グリーンピースは企業や政府から寄付を受け取らず、市民からの寄付によって支え
られています。この活動基盤があるからこそ、スーパーの実名を出すなど、必要とさ
れる情報をそのまま提供することができます。

このような調査・情報提供を継続するために、より多くの方々のご支援が必要です。
今後も調査を続けるために、是非皆様からの温かい支援を頂けますよう、宜しくお
願いいたします。　　 　　　　　　

「月々の寄付」に申し込む
あなたの継続的なご支援がより計画的な活動を可能にします。
月々1000円からご支援いただけます。　寄付金額の変更や停止はいつでも可能です。

寄付金額に□をお入れ下さい
□月1,000円 □月2,000円
□月　　　　　　　円（任意）

※Faxの無い方、銀行、　ゆうちょからの申し込みの方はお電話にて承っております。

サポーターサービス
℡：03-5338-9810　
Fax:03-5338-9817

サポーターの申し込みは、以下を記入後、Faxをお願いいたします。
またご質問等ございましたらご気軽にご連絡下さい。

カード会社

カード番号
有効期限

　カード会員名
ご住所

□ VISA　□ Master年 月２　０ ※VISA 、Master以外では
お取り扱いしておりません。

〒

―

℡

メールアドレス ＠※最新の調査結果等を
メルマガでお送り致します。

― ―


