
































山分七第　163901号

平成　24　年　3　月　26　日

放射性物質測定結果書

厚生労働大臣登録検査磯野r?
i

一般財団法人山形県理化J*分析センター

理事長　　渡辺　康

山形県山形市松栄一T
TEL 023-645-5308

三和油脂株式会社 様

平成24年3月26月にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたします｡

試験品名 ��駅�+�-�ｲ亥(ﾆ�ﾊy5i;h�2��

採取日時 兌ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�#i?｢�剄ﾌ敬者 辻�

測定場所 伜(ﾆ�ﾊx�(ﾆ��8鉙毎自)ｩm｣iMCc畏h自Lｨﾞ�&9d��ﾈ�(ﾆ�ﾊyyﾘ嶌ｧyZｩ�ﾘ5ｨ985��ｲ�

測定器 備%DT8���ｸ5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾔtTﾓ#U�Bﾓs��

測定方法 �5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ｸﾞﾘ+�.h.�4ｸ987ﾙ�ﾈ5�7�4�6x8ﾘ8�6x8ｨ�ｲ閏ﾙ�ﾃID饉iYH怦ｧx���

測定日時 兌ﾙ�ﾃ#ID�8ﾈ�#i?｣�(鱚S瓜｢�刹ｨ定容器 �$ﾈ7ﾘ8ｨ6ﾈ8ｩvXｮﾒ�

測定時間(秒) �������供試量(g) ���3���測定者 佩9:�ﾖﾈ��

測定結果



山　分七第　161036　号

平成　24年　4　月10　日

放射性物質測定結果書

三和油脂株式会社　　　　様

I_ ; :-i: -::-_ _;-_-_-:-子三二三二
一一i

l

理事長　　渡辺　康労蕊

山形県山形市松栄一
TEL　023-645-5308

丁

平成24年4月9日にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたします｡

試験品名 ��駅�+�-�ｲ亥(ﾆ�ﾊy5i;h�2��

採取日時 兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ纖?｢�剄ﾌ敬者 辻�

測定場所 伜(ﾆ�ﾊx�(ﾆ��8鉙毎自)ｩm｣iMCc畏h自Lｨﾞ�&9d��ﾈ�(ﾆ�ﾊyyﾘ嶌ｧyZｩ�ﾘ5ｨ985��ｲ�

測定器 備%DT8���ｸ5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾔtTﾓ#U�Bﾓs��

測定方法 �5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾘ,�.h.�4ｸ987ﾙ�ﾈ5�7�4�6x8ﾘ8�6x8ｨ�ｲ�[ﾙ�ﾃID饉iYH怦ｧx���

測定日時 兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ纖?｣�x鱚�)Z｢�剔ｪ定容器 �$ﾈ7ﾘ8ｨ6ﾈ8ｩvXｮﾒ�

測定時間(秒) �������供試量(g) ���3���測定者 佩9:�ﾖﾈ��

測定結果

測定項目 ��ｩ.以ｸ悗�'��r��検出下限値(Bq/kg) 

放射性ヨウ素(ト131) 儻8ﾉ���0.94 

放射性セシウム(Cs-134) 儻9lﾘ��1.2 

放射性セシウム(Cs-137) 儻9lﾘ��1.1 

備考 



山分や第　161077　号

平　成　24年　4　月17　日

放射性物質測定結果書

厚生労働大臣登録検査
一般財団法人山形県理

理事長　　渡辺　康

三和油脂株式会社 様

山形県山形市松栄一丁目6番68号
TEL 023-645-5308

平成24年4月16日にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたします｡

試験品名 ��駅�+�-�ｲ亥(ﾆ�ﾊy5i;h�2��

採取日時 兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ��i?｢�剄ﾌ敬者 辻�

測定場所 伜(ﾆ�ﾊx�(ﾆ��8鉙毎自)ｩm｣iMCc畏h自Lｨﾞ�&9d��ﾈ�(ﾆ�ﾊyyﾘ嶌ｧyZｩ�ﾘ5ｨ985��ｲ�

測定器 備%DT8���ｸ5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾔtTﾓ#U�Bﾓs��

測定方法 �5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾘ,�.h.�4ｸ987ﾙ�ﾈ5�7�4�6x8ﾘ8�6x8ｨ�ｲ閏ﾙ�ﾃID饉iYH怦ｧx���

測定日時 兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ��i?｣�h鱚�iZｦ��ｩ.益Xｮﾒ�剴$ﾈ7ﾘ8ｨ6ﾈ8ｩvXｮﾒ�

測定時間(秒) �������供試量(g) ���#���測定者 佩9:�ﾖﾈ��

測定結果

測定項目 ��ｩ.以ｸ悗�'��r��検出下限値(Bq/kg) 

放射性ヨウ素(ト131) 儻8ﾉ���0.90 

放射性セシウム(Cs-134) 儻9lﾘ��1.1 

放射性セシウム(Cs-137) 儻9lﾘ��0.90 

備考 



山　分や第　161132　号

平成　24　年　4　月　25　日

放射性物質測定結果書

厚生労働大臣登録検査
一般財団法人山形県理

理事長　　渡辺　康

山形県山形市松栄一T
TEL 023-645-5308

三和油脂株式会社 様

平成24年4月24日にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたします｡

試験品名 ��駅�+�-�ｲ亥(ﾆ�ﾊy5i;h�2��

採取日時 兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ�#9?｢�剄ﾌ敬者 辻�

測定場所 伜(ﾆ�ﾊx�(ﾆ��8鉙毎自)ｩm｣iMCc畏h自Lｨﾞ�&9d��ﾈ�(ﾆ�ﾊyyﾘ嶌ｧyZｩ�ﾘ5ｨ985��ｲ�

測定器 備%DT8���ｸ5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾔtTﾓ#U�Bﾓs��

測定方法 �5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾘ,�.h.�4ｸ987ﾙ�ﾈ5�7�4�6x8ﾘ8�6x8ｨ�ｲ閏ﾙ�ﾃID饉iYH怦ｧx���

測定日時 兌ﾙ�ﾃ#ID紿ﾈ�#I?｣�8鱚#)Z｢�剔ｪ定容器 �$ﾈ7ﾘ8ｨ6ﾈ8ｩvXｮﾒ�

測定時間(秒) �������供試量(g) ��c����測定者 佩9:�ﾖﾈ��

測定結果

測定項目 ��ｩ.以ｸ悗�'��r��検出下限値(Bq/kg) 

放射性ヨウ素(ト131) 儻9lﾘ��0.85 

放射性セシウム(Cs-134) 儻9lﾘ��0.71 

放射性セシウム(Cs-137) 儻9lﾘ��0.96 

備考 



山　分や第　161197　号

平　成　24　年　5　月　8　日

放射性物質測定結果書

厚生労働大臣登録検査
一般財団法人山形県理イ

理事長　　渡辺　康弓

山形県山形市松栄一T
TEL 023-645-5308

三和油脂株式会社 様

平成24年5月テ日にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたしますo

天童市)

番68号　一般財団法人　山形県理化学分析センター

ム半導体検出器 GEM25P4- 70

によるガンマ線スペクトロメトリー

13時58分

霞■l■■■…1750.

(平成4年　文部科学省)

測定容器 2Lマリネリ容器

後藤　考秀

｢~一恵験品名 ��駅�+�-�ｲ亥(ﾆ�ﾊx6ｲ�
ド 【採取日時 兌ﾙ�ﾃ#ID綛ﾈ繦?｢�

測定場所 ����(ﾆ�ﾊx�(ﾆ��8鉙魔ﾙ)ｩm｣b�

測定器 備%DT8���ｸ5�8ｸ7ﾘ6ｨ4S��

F測定方法 �5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾒ�
L測定日時 兌ﾙ�ﾃ#ID綛ﾈ繦?｢�

測定時間(秒) �������供試量( 

測定結果



山　分七第　161259　号

平　成　24　年　5　月16　日

F

Jノー】l　【

■           ㌔

侶日成--星

放射性物質測定結果書

厚生労働大臣登録検
一般財団法人山形県

理事長　　渡辺

三和油脂株式会社 様

山形県山形市松栄一丁磁重義辿整B
TEL 023-645-5308

平成24年5月14日にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたします｡

試験品名 ��駅�+�-�ｲ亥(ﾆ�ﾊy5i;h�2��

採取日時 ��ｩ[ﾙ�ﾃ#ID綛ﾈ��I?｢�

測定場所 伜(ﾆ�ﾊx�(ﾆ��8鉙毎自)ｩm｣iMCc畏h自Lｨﾞ�&9i��

測定器 備%DT8���ｸ5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾔtUﾒ�

測定方法 �5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾘ,�.h.�4ｸ987ﾙ�ﾈ5�7�4��
r測定日時 帝[ﾙ�ﾃ#ID綛ﾈ��Y?｣�磯��兒｢�

測定時間(秒)
｣. _I__ー!

山形県理化学分析センター

M25P4-70

トロメトリー(平成4年

測定容器
空軍型学省)　∃

2Lマリネリ容器

後藤　考秀

測定結果

｣



山分七第　161309　号

平　成　24　年　5　月　23　日

-一一一一m一一一一1

放射性物質測定結果書

厚生労働大臣登録検査機彊
一般財団法人山形県理

理事長　　渡辺　康

山形県山形市松栄一T
TEL 023-645-5308

三和油脂株式会社 様

平成24年5月21日にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたします｡

試験品名 ��駅�+�-�ｲ亥(ﾆ�ﾊy5i;h�2��

採取日時 兌ﾙ�ﾃ#ID綛ﾈ�#�?｢�剄ﾌ敬者 稗ﾒ����ﾂ�

測定場所 伜(ﾆ�ﾊx�(ﾆ��8鉙毎自)ｩm｣iMCc畏h自Lｨﾞ�&9d��ﾈ�(ﾆ�ﾊyyﾘ嶌ｧyZｩ�ﾒﾒ�

測定器 備%DT8���ｸ5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾔtTﾓ#U�Bﾓs��
】測定方法 �5�8ｸ7ﾘ6ｨ4X8�Kﾉ;��ﾈﾉ��ﾘ,�.h.�4ｸ987ﾙ�ﾈ5�7�4�6x8ﾘ8�6x8ｨ�ｲ閏ﾙ�ﾃID饉h���

測定日時 兌ﾙ�ﾃ#ID綛ﾈ�#�?｣�H鱚#YZｨ���ｩ.益Xｮﾒ�剴$ﾈ7ﾒ�

⊇測定時間(秒) �������供試量(g) ���3���測定者∃後藤 

センター

測定結果



山　分や第　161441号

平　成　24　年　6　月　7　日

放射性物質測定結果書

三和油脂株式会社　　　　様

理事長　渡辺康郷
‡

1

山形県山形市松栄一丁穐
TEL 023-645-5308

平成24年6月6日にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたします｡
｢　~ー~　二一.二.二~"{~~~~~~一7

試験品名　】食用こめ油　　　(山形県天童市)
一m十

堅堅P_撃_｣｣成24年6月4日 二二転取者l-jI
測定場所　】　山形県山形市松栄一丁目6番68号　一般財団法人　山形県理化学分析センター

oRTEC社製　ゲルマニウム半導体検出器　GEM25P4-70

測定方法 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(平成4年　文部科学省)

測定日時 平成　24年6月　6日　　　17時06分　　　　　　測定容器

測定時間(秒) 供試量(g)

2Lマリネリ容器

後藤　考秀

測定結果

測定項目 ��ｩ.以ｸ悗�'��r��検出下限値(Bq/kg) 

放射性ヨウ素(Ⅰ-131) 儻9lﾘ��1.3 

放射性セシウム(Cs-134) 儻9lﾘ��1.2 

放射性セシウム(Cs-137) 儻9lﾘ��1.1 

備考 



山　分や第　161464　号

平　成　24　年　6　月12　日

放射性物質測定結果書

三和油脂株式会社　　　　様

理事長　渡辺康縦枠-
､

【

山形県山形市松栄一丁目､貞義麹髪ゴ
TEL　023-645-5308

平成24年6月12日にご依頼のありました放射性物質の測定結果を下記のとおり報告いたします｡

測定結果

測定項目 ��ｩ.以ｸ悗�'��r��検出下限値(Bq/kg) 

放射性ヨウ素(Ⅰ-131) 儻8ﾉ���1.1 

放射性セシウム(Cs-134) 儻8ﾉ���1.2 

放射性セシウム(Cs-137) 儻9lﾘ��1.2 

備考 
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