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表 9-1-8 食品別残留農薬検査結果 

種別 食品名 産地 検出農薬
検出値
（ppm）

種別 食品名 産地 検出農薬
検出値
（ppm）

キュウリ 福島県 プロシミドン 0.01 玄米 栃木県 臭素　 1
キュウリ 福島県 アゾキシストロビン 0.04 玄米 茨城県 イソプロチオラン 0.15
キュウリ 茨城県 プロシミドン 0.21 生菓子 東京都 ジノテフラン 0.01
キュウリ 群馬県 ジノテフラン 0.02 生菓子 東京都 アセタミプリド 0.01
キュウリ 群馬県 ブプロフェジン 0.03 清涼飲料水 東京都 アセタミプリド 0.01

ボスカリド 0.07 クロルデン 0.003
メタラキシル及びメフェノキサム 0.02 ｔ－ノナクロル 0.004

キュウリ 千葉県 ジノテフラン 0.31 ｃ－ノナクロル 0.002
キュウリ 千葉県 ジノテフラン 0.03 キンメダイ 静岡県 ｔ－ノナクロル 0.001
キュウリ 千葉県 ジノテフラン 0.03 ハマチ 愛媛県 ｔ－ノナクロル 0.001

ジノテフラン 0.11 クロルデン 0.002
ボスカリド 0.02 ｔ－ノナクロル 0.004

トマト 群馬県 ボスカリド 0.08 ｃ－ノナクロル 0.002
ジフェノコナゾール 0.05
プロシミドン 0.03
ジェトフェンカルブ 0.02
ジノテフラン 0.04
ボスカリド 0.04

ナス 群馬県 クロチアニジン 0.04
ナス 群馬県 ジノテフラン 0.04
ピーマン 岩手県 アセタミプリド 0.06
ピーマン 茨城県 ミクロブタニル 0.03
ホウレンソウ 茨城県 ジノテフラン 0.05
ホウレンソウ 群馬県 イミダクロプリド 0.13
ホウレンソウ 群馬県 イミダクロプリド 0.01
ホウレンソウ 群馬県 イミダクロプリド 0.02

イミダクロプリド 0.02
クロチアニジン 0.07
ジノテフラン 0.03

モロヘイヤ 佐賀県 プロシミドン 0.03
イチゴ 栃木県 ジフェノコナゾール 0.04
イチゴ 佐賀県 フルバリネート 0.21
イヨカン 愛媛県 フェンプロパトリン 0.02
カキ 愛知県 ジフェノコナゾール 0.02
カキ 新潟県 シラフルオフェン 0.01
カキ 和歌山県 シペルメトリン 0.02

シペルメトリン 0.02
シラフルオフェン 0.01
アクリナトリン 0.02
ビフェントリン 0.03

デコポン 熊本県 フェントエート 0.25
デコポン 熊本県 クレソキシムメチル 0.03
デコポン 熊本県 テブコナゾール 0.03
デコポン 佐賀県 クロルピリホス 0.05

シペルメトリン 0.17
シラフルオフェン 0.03
ビフェントリン 0.03
フェンプロパトリン 0.13

ニホンナシ 栃木県 クレソキシムメチル 0.09
ニホンナシ 栃木県 クレソキシムメチル 0.17
ニホンナシ 栃木県 ジノテフラン 0.08
ニホンナシ 福島県 クレソキシムメチル 0.09
ニホンナシ 福島県 クレソキシムメチル 0.03
ニホンナシ 福島県 アセタミプリド 0.02

ピラクロストロビン 0.04
ボスカリド 0.07

ブドウ 山形県 テブコナゾール 0.09
ブドウ 山形県 フルジオキソニル 0.1

テブコナゾール 0.05
ビフェントリン 0.01
イミダクロプリド 0.04
テブコナゾール 0.02
フェンブコナゾール 0.04

メロン 茨城県 プロシミドン 0.03
リンゴ 青森県 シペルメトリン 0.02

シペルメトリン 0.03
フェンプロパトリン 0.01

リンゴ 山形県 シペルメトリン 0.03
リンゴ 福島県 クレソキシムメチル 0.03

チアクロプリド 0.06
ボスカリド 0.04

米

カキ

加工食品

ブドウ 山梨県

ニホンナシ 茨城県

ブドウ 長野県

生鮮果実

生鮮野菜

リンゴ 青森県

リンゴ 長野県

ニホンナシ

キュウリ

栃木県

千葉県

トマト 千葉県

群馬県ホウレンソウ

奈良県

カキ 奈良県

トマト

トマト 千葉県

神奈川県

ブリ 神奈川県

魚介類群馬県 カマス
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