
 

平成 30年度輸入農産物等の残留農薬検査結果 

 

 

 

海外からの野菜、果実等の農産物の輸入量が増加している一方、消費者は輸入農産物に対して不安

を感じており、これらに対する検査の充実が求められている。 

東京都では、昭和 63 年度から、市場に入荷、あるいは都内に流通する輸入農産物等の残留農薬検査

を実施してきたが、平成 30 年度の検査結果は以下のとおりである。 

なお、本集計は各事業所の実施事業のうち、輸入食品対策事業として実施した分を集計したものであ

る。 

 

1 実施期間 

平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月まで 

2 実施機関 

健康安全研究センター及び市場衛生検査所 

3 検査機関 

健康安全研究センター及び市場衛生検査所 

4 検査対象品目（表 1） 

野菜、果実、穀類、豆類及びこれらの加工品等について 494 検体 96 品目について検査した。 

生産国の地域別では、アジアが 179 検体(36.2%)と最も多く、以下、北米 98 検体（19.8%）、中南米

78 検体（15.8%）、大洋州 60 検体（12.1%）、欧州 57 検体（11.5%）、中東 14 検体（2.8%）、アフリ

カ 8 検体（1.6%）であった。 

 また、生産国の上位 5 か国は、アメリカ（89 検体）、中国（84 検体）、フィリピン（42 検体）、ニ

ュージーランド（38 検体）、メキシコ（33 検体）であった。 

5 検査対象農薬（表 2） 

食品衛生法で定められた残留基準、生産国における使用状況及び残留基準等を勘案し、136 種類の

農薬から、生産国及び農作物の種類に応じて選択した。 

6 検査結果（表 3、表 4及び表 5） 

151 検体（41 品目）から 34 種類の農薬を検出した。検出した農薬及び農産物は、表 3及び表 4の

とおりであった。そのうち、｢チアメトキサムを 0.02ppm 検出したショウガ｣等 2 検体（2 品目）か

ら基準を超える農薬を検出した。基準値を超過した農産物は表 5のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表 1 検体数及び品目数

分類 検体数 品目数 内訳（カッコ内は検体数） 

野

菜 

生鮮 170 30 

アスパラガス(14)、エシャロット(1)、エリンギ(2)、オクラ(6)、カボチャ(16)、
クワイ(1)、コウシンダイコン(1)、コールラビ(1)、ゴボウ(2)、サトイモ(1)、
シイタケ(4)、ショウガ(13)、ズッキーニ(1)、セロリ(1)、タケノコ(2)、タマ
ネギ(11)、チコリ(7)、トマト(1)、トレビス(10)、ニンジン(13)、ネギ(2)、パ
プリカ(29)、ブロッコリー(8)、マコモタケ(1)、マツタケ(1)、芽キャベツ(1)、
ヤングコーン(9)、リーキ(5)、未成熟インゲン(3)、未成熟エンドウ(3) 

冷凍 35 14 
アスパラガス(5)、オクラ(3)、カリフラワー(3)、ゴボウ(1)、サトイモ(3)、タ
マネギ(1)、チンゲンサイ（2)、トウモロコシ(1)、ブロッコリー(4)、ホウレン
ソウ(3)、芽キャベツ(2)、菜の花(3)、未成熟インゲン(3)、未成熟ソラマメ(1) 

計 205 44   

果

実 

生鮮 169 19 

イチゴ(2)、オレンジ(17)、キウィー(23)、グレープフルーツ(19)、ザクロ(1)、
チェリー(2)、ドラゴンフルーツ(1)、パイナップル(19)、バナナ(21)、パパイ
ヤ(5)、ブドウ(17)、ブルーベリー(5)、マンゴー(9)、マンダリン(2)、メロゴ
ールド(1)、メロン(10)、ラズベリー(1)、リンゴ(1)、レモン(13) 

冷凍 30 10 
イチゴ(5)、チェリー(2)、パイナップル(2)、ブドウ(2)、ブルーベリー（7)、
マンゴー(6)、ミカン(1)、ライチ(1)、ラズベリー(3)、レモン(1) 

乾燥 12 7 
アンズ(3)、イチジク(1)、クランベリー(1)、デーツ(1)、パイナップル(1)、バ
ナナ(1)、プルーン(4) 

計 211 36   

穀類及び 
その加工品 20 8 

アマランサス(1)、キヌア(3)、ソバの実(1)、トウモロコシ(3）、ホワイトソル
ガム(1)、大麦(1)、麦芽(3)、穀類加工品(7) 

豆類及び 
その加工品 30 6 

インゲンマメ(5)、ヒヨコマメ(5)、レンズマメ(5)、緑豆(1)、ダイズ(3)、豆類
加工品(11) 

その他 28 2 野菜加工品(15)、果実加工品（13） 

合計 494 96   





 

 

表 2 検査対象農薬 

分類 用途 農薬 

カーバメート系農薬 
（13種類） 

殺虫剤（11種類） 

アミノカルブ、イソプロカルブ、オキサミル、カルバリ
ル、チオジカルブ及びメソミル、ピリミカーブ、フェノキ
シカルブ、フェノブカルブ、プロポキスル、ベンダイオカ
ルブ、メチオカルブ 

殺菌剤（1種類） ジエトフェンカルブ 

除草剤（1種類） クロルプロファム 

含窒素系農薬 
（56種類） 

殺菌剤（28種類） 

アゾキシストロビン、イマザリル、オキサジキシル、クレ
ソキシムメチル、ジフェノコナゾール、シプロコナゾー
ル、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、
トリアジメノール、トリアジメホン、ビテルタノール、ピ
ラクロストロビン、ピリメタニル、フェナリモル、フェン
ブコナゾール、フルジオキソニル、フルシラゾール、フル
トラニル、フルトリアホール、プロピコナゾール、ヘキサ
コナゾール、ベナラキシル、ペンコナゾール、ボスカリ
ド、ミクロブタニル、メタラキシル及びメフェノキサム、
メプロニル、 

除草剤（16種類） 

アラクロール、エスプロカルブ、シマジン、シメトリン、
チオベンカルブ、テニルクロール、トリフルラリン、ピリ
ブチカルブ、ピリミノバックメチル、ブタクロール、プレ
チラクロール、プロメトリン、ペンディメタリン、メトラ
クロール、メフェナセット、レナシル 

殺虫剤（11種類） 

アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジ
ノテフラン、チアクロプリド、チアメトキサム、テブフェ
ンピラド、ピペロニルブトキシド、ピリダベン、ピリプロ
キシフェン、ブプロフェジン 

植物成長調整剤（1種
類） パクロブトラゾール 

ピレスロイド系農薬 
（11種類） 

殺虫剤（11種類） 

アクリナトリン、シハロトリン、シペルメトリン、テフル
トリン、ハルフェンプロックス、ビフェントリン、フェン
バレレート、フェンプロパトリン、フルシトリネート、フ
ルバリネート、ペルメトリン 

有機リン系農薬 
（33種類） 

殺虫剤（28種類） 

ＥＰＮ、アセフェート、イソカルボホス、イソキサチオ
ン、エチオン、エトプロホス、オメトエート、カズサホ
ス、キナルホス、クロルピリホス、クロルフェンビンホ
ス、ジメトエート、ダイアジノン、トリアゾホス、パラチ
オン、パラチオンメチル、ピラクロホス、ピリミホスメチ
ル、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェントエ
ート、プロチオホス、プロフェノホス、ホサロン、ホスチ
アゼート、マラチオン、メタミドホス、メチダチオン 

除草剤（3種類） アニロホス、ピペロホス、ブタミホス 

殺菌剤（2種類） エディフェンホス、トルクロホスメチル 

有機塩素系農薬 
（2種類） 

殺菌剤（1種類） プロシミドン 

殺虫剤（1種類） クロロベンジレート 

その他の農薬 
（20種類） 

殺菌剤（4種類） ジクロシメット、ピロキロン、フェノキサニル、フルキン
コナゾール 

除草剤（9種類） 
シハロホップブチル、ジフルフェニカン、ジメテナミド、
ターバシル、テルブトリン、ピコリナフェン、ピラフルフ
ェンエチル、プロパジン、ベンフレセート 

殺虫剤（5種類） 
エトキサゾール、エトフェンプロックス、ジクロフェンチ
オン、シラフルオフェン、フィプロニル 

植物成長調整剤（1種
類） ウニコナゾールＰ 

薬害軽減剤（1種類） メフェンピルジエチル 

その他（1種類） その他（1種類） 臭素 



 

 

表 3 検出農薬別検査結果(その 1) 

分類 農薬 農産物 
検出 
検体数 

検出範囲 
(ppm) 

残留基準* 
(ppm) 

食品分類 

カーバ 
メート系 

チオジカルブ及びメソミル 
ブドウ 1 0.07 5 ぶどう 

ブルーベリー 2 0.01 1 ブルーベリー 

含
窒
素
系 

アセタミプリド 

イチゴ 1 0.03 3 いちご 

オクラ 1 0.02 1 オクラ 

チェリー 2 0.02-0.03 5 おうとう 

チンゲンサイ 1 0.1 5 チンゲンサイ 

ブドウ 4 0.02-0.09 5 ぶどう 

ホウレンソウ 1 0.02 3 ほうれんそう 

メロン 1 0.02 0.5 メロン類果実 

レモン 1 0.01 2 レモン 

アゾキシストロビン 

パプリカ 3 0.01-0.04 3 ピーマン 

ブルーベリー 4 0.02-0.14 5 ブルーベリー 

ホウレンソウ 1 0.06 30 ほうれんそう 

マンゴー 2 0.06-0.17 1 マンゴー 

未成熟インゲン 1 0.02 3 未成熟インゲン 

イマザリル 

グレープフルーツ 1 0.01 5 グレープフルーツ 

マンダリン 1 0.02 5 その他のかんきつ類果実 

レモン 3 0.02-0.05 5 レモン 

イミダクロプリド 

オクラ 1 0.04 0.7 オクラ 

オレンジ 1 0.03 0.7 オレンジ 

カボチャ 5 0.01-0.05 1 かぼちゃ 

グレープフルーツ 1 0.07 0.7 グレープフルーツ 

トレビス 3 0.02-0.08 3 チコリ 

パプリカ 1 0.01 3 ピーマン 

ブドウ 1 0.03 3 ぶどう 

ブルーベリー 2 0.01 4 ブルーベリー 

ホウレンソウ 2 0.02-0.12 15 ほうれんそう 

マンゴー 3 0.02-0.12 1 マンゴー 

メロン 5 0.02-0.07 0.2 メロン類果実 

クレソキシムメチル パプリカ 1 0.02 2 ピーマン 

クロチアニジン 
 

オレンジ 1 0.02 2 オレンジ 

ショウガ 1 0.02 0.02 しょうが 

パプリカ 1 0.03 3 ピーマン 

ブドウ 1 0.37 5 ぶどう 

ブルーベリー 1 0.01 0.2 ブルーベリー 

ホウレンソウ 1 0.02 40 ほうれんそう 

ジノテフラン 
オクラ 1 0.03 2 オクラ 

パプリカ 5 0.03-0.11 3 ピーマン 

ジフェノコナゾール 

リーキ 1 0.01 6 ねぎ 

未成熟エンドウ 1 0.02 0.7 未成熟エンドウ 

芽キャベツ 1 0.01 2 芽キャベツ 

チアクロプリド パプリカ 1 0.03 5 ピーマン 

チアメトキサム 

オクラ 1 0.01 0.7 オクラ 

ショウガ 2 0.01-0.02 0.01 しょうが 

トレビス 1 0.01 3 チコリ 

ネギ 1 0.07 2 ねぎ 

パプリカ 1 0.03 1 ピーマン 

ブドウ 1 0.03 2 ぶどう 

テトラコナゾール 
パプリカ 2 0.02-0.08 1 ピーマン 

ブドウ 6 0.01-0.03 0.5 ぶどう 

テブコナゾール 
チェリー 3 0.01-0.37 5 おうとう 

ブドウ 4 0.04-0.43 10 ぶどう 

ピペロニルブトキシド  パプリカ 2 0.01-0.04 2 ピーマン 

*平成 31年 3月時点 
  



 

 

表 3 検出農薬別検査結果(その 2） 

分類 農薬 農産物 
検出 
検体数 

検出範囲
(ppm) 

残留基準
(ppm) 

食品分類 

含
窒
素
系 

ピラクロストロビン 

グレープフルーツ 6 0.01-0.07 2 グレープフルーツ 

パプリカ 2 0.02-0.06 1 ピーマン 

ブドウ 6 0.01-0.20 2 ぶどう 

ブルーベリー 1 0.02 4 ブルーベリー 

マンゴー 1 0.19 0.05 マンゴー 

ピリダベン 

グレープフルーツ 1 0.02 1 グレープフルーツ 

パプリカ 1 0.07 3 ピーマン 

レモン 1 0.01 1 レモン 

ピリプロキシフェン 
グレープフルーツ 2 0.01-0.02 0.5 グレープフルーツ 

レモン 1 0.01 0.5 レモン 

ピリメタニル 

イチゴ 1 0.05 10 いちご 

チェリー 2 0.26-0.36 10 おうとう 

ブドウ 5 0.01-1.24 10 ぶどう 

ブルーベリー 2 0.01-0.03 5 ブルーベリー 

ブプロフェジン 
グレープフルーツ 1 0.1 3 グレープフルーツ 

マンゴー 1 0.02 0.9 マンゴー 

フルジオキソニル 
チェリー 1 0.05 5 おうとう 

ブドウ 1 0.61 5 ぶどう 

プロピコナゾール セロリ 1 0.02 5 セロリ 

ボスカリド 

トレビス 2 0.01-0.03 40 チコリ 

パプリカ 3 0.05-0.11 10 ピーマン 

ブドウ 10 0.02-0.49 10 ぶどう 

ブルーベリー 8 0.02-0.47 10 ブルーベリー 

インゲンマメ 1 0.01 3 その他の豆類 

ミクロブタニル 
ニンジン 1 0.03 1 にんじん 

ブドウ 3 0.01-0.02 1 ぶどう 

メタラキシル及び 
メフェノキサム 

ショウガ 1 0.03 1 しょうが 

ニンジン 1 0.04 0.4 にんじん 

ピ
レ
ス
ロ
イ
ド
系 

シハロトリン 
チェリー 1 0.08 0.5 おうとう 

マンゴー 1 1.1 0.5 マンゴー 

ビフェントリン 
バナナ 1 0.01 0.1 バナナ 

ブルーベリー 1 0.02 2 ブルーベリー 

フェンプロパトリン 

グレープフルーツ 1 0.05 5 グレープフルーツ 

チェリー 1 0.3 5 おうとう 

ブドウ 1 0.01 5 ぶどう 

有
機
リ
ン
系 

アセフェート 
オクラ 1 0.01 3 オクラ 

野菜加工品 1 0.01 ― ― 

クロルピリホス 

オレンジ 2 0.01 1 オレンジ 

キヌア 1 0.01 0.75 その他の穀類 

グレープフルーツ 6 0.02-0.27 1 グレープフルーツ 

バナナ 6 0.01-0.05 3 バナナ 

ブドウ 2 0.02-0.16 1 ぶどう 

レモン 4 0.01-0.10 1 レモン 

レンズマメ 1 0.02 0.05 その他の豆類 

ジメトエート 果実加工品 1 0.02 ― ― 

ピリミホスメチル トウモロコシ 1 0.02 1 トウモロコシ 

マラチオン ブルーベリー 5 0.02-0.05 10 ブルーベリー 

メチダチオン グレープフルーツ 1 0.01 5 グレープフルーツ 

*平成 31年 3月時点 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

表 3 検出農薬別検査結果(その 3） 

分類 農薬 農産物 
検出 
検体数 

検出範囲
(ppm) 

残留基準
(ppm) 

食品分類 

そ
の
他 

臭素 

アンズ 2 3-8 30 果実（乾燥させたもの） 

イチジク 1 10 250 いちじく（乾燥させたも
の） 

オレンジ 1 1 30 オレンジ 

キウィー 2 1 30 キウィー 

キヌア 2 1-2 50 その他の穀類 

グレープフルーツ 2 1 30 グレープフルーツ 

ザクロ 1 1 60 その他の果実 

デーツ 1 7 100 ナツメヤシ（乾燥させた
もの） 

トウモロコシ 2 2-5 80 とうもろこし 

バナナ 4 1-2 20 バナナ 

ブルーベリー 1 1 20 ブルーベリー 

ホワイトソルガム 1 4 50 その他の穀類 

メロン 1 1 230 メロン類果実 

穀類加工品 3 1-4 ― ― 

大麦 1 6 50 大麦 

豆類加工品 7 1-2 ― ― 

麦芽 3 1-4 50 大麦 

*平成 31年 3月時点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

表 4 農産物別検出農薬(その 1） 

分類 農産物 原産国 検出農薬 
検出値 
（ppm） 

実施機関 

野菜 生鮮 オクラ タイ イミダクロプリド 0.04 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 オクラ フィリピン ジノテフラン 0.03 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 カボチャ メキシコ イミダクロプリド 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 カボチャ メキシコ イミダクロプリド 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 カボチャ メキシコ イミダクロプリド 0.04 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 カボチャ メキシコ イミダクロプリド 0.05 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 カボチャ メキシコ イミダクロプリド 0.05 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 ショウガ 中国 クロチアニジン 0.02 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 ショウガ 中国 チアメトキサム 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 ショウガ 中国 チアメトキサム 0.02 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 ショウガ 中国 メタラキシル及びメフェノキサム 0.03 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 セロリ アメリカ プロピコナゾール 0.02 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 トレビス アメリカ イミダクロプリド 0.02 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 トレビス アメリカ イミダクロプリド 0.04 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 トレビス アメリカ イミダクロプリド 0.08 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 トレビス アメリカ チアメトキサム 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 トレビス アメリカ ボスカリド 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 トレビス アメリカ ボスカリド 0.03 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 ニンジン 韓国 メタラキシル及びメフェノキサム 0.04 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 ニンジン 中国 ミクロブタニル 0.03 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 ネギ 中国 チアメトキサム 0.07 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ ニュージーランド イミダクロプリド 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ ニュージーランド ピペロニルブトキシド 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ ニュージーランド ピペロニルブトキシド 0.04 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 アゾキシストロビン 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 アゾキシストロビン 0.04 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 アゾキシストロビン 0.04 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 クレソキシムメチル 0.02 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 クロチアニジン 0.03 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ジノテフラン 0.03 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ジノテフラン 0.04 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ジノテフラン 0.05 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ジノテフラン 0.08 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ジノテフラン 0.11 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 チアクロプリド 0.03 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 チアメトキサム 0.03 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 テトラコナゾール 0.02 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 テトラコナゾール 0.08 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ピラクロストロビン 0.02 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ピラクロストロビン 0.06 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ピリダベン 0.07 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ボスカリド 0.05 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ボスカリド 0.05 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 パプリカ 韓国 ボスカリド 0.11 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 リーキ オランダ ジフェノコナゾール 0.01 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 未成熟インゲン オマーン アゾキシストロビン 0.02 健康安全研究センター 

野菜 生鮮 未成熟エンドウ 中国 ジフェノコナゾール 0.02 市場衛生検査所 

野菜 冷凍 オクラ ベトナム アセフェート 0.01 健康安全研究センター 

野菜 冷凍 オクラ 中国 アセタミプリド 0.02 健康安全研究センター 

野菜 冷凍 オクラ 中国 チアメトキサム 0.01 健康安全研究センター 

野菜 冷凍 チンゲンサイ 中国 アセタミプリド 0.1 健康安全研究センター 

野菜 冷凍 ホウレンソウ 台湾 アセタミプリド 0.02 健康安全研究センター 

野菜 冷凍 ホウレンソウ 台湾 アゾキシストロビン 0.06 健康安全研究センター 

 
 

 
 
 



 

 

表 4 農産物別検出農薬(その 2） 

分類 農産物 原産国 検出農薬 
検出値 
（ppm） 

実施機関 

野菜 冷凍 ホウレンソウ 台湾 イミダクロプリド 0.12 健康安全研究センター 

野菜 冷凍 ホウレンソウ 中国 イミダクロプリド 0.02 健康安全研究センター 

野菜 冷凍 ホウレンソウ 中国 クロチアニジン 0.02 健康安全研究センター 

野菜 冷凍 芽キャベツ ベルギー ジフェノコナゾール 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 オレンジ オーストラリア クロチアニジン 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 オレンジ オーストラリア クロルピリホス 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 オレンジ オーストラリア クロルピリホス 0.01 市場衛生検査所 

果実 生鮮 オレンジ オーストラリア 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 オレンジ 南アフリカ イミダクロプリド 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 キウィー ニュージーランド 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 キウィー ニュージーランド 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ アメリカ クロルピリホス 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ アメリカ ピラクロストロビン 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ オーストラリア イミダクロプリド 0.07 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ オーストラリア クロルピリホス 0.06 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ オーストラリア クロルピリホス 0.17 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ トルコ クロルピリホス 0.13 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ トルコ クロルピリホス 0.27 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ イスラエル クロルピリホス 0.11 市場衛生検査所 

果実 生鮮 グレープフルーツ トルコ ピリダベン 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ トルコ ピリプロキシフェン 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ トルコ ブプロフェジン 0.1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ イマザリル 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ ピラクロストロビン 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ ピラクロストロビン 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ ピラクロストロビン 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ ピラクロストロビン 0.06 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ ピラクロストロビン 0.07 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ ピリプロキシフェン 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ メチダチオン 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 グレープフルーツ アメリカ フェンプロパトリン 0.05 市場衛生検査所 

果実 生鮮 グレープフルーツ 南アフリカ 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ザクロ アメリカ 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ エクアドル クロルピリホス 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ エクアドル 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ フィリピン クロルピリホス 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ フィリピン クロルピリホス 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ フィリピン クロルピリホス 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ フィリピン クロルピリホス 0.04 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ フィリピン クロルピリホス 0.05 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ フィリピン 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ フィリピン 臭素 2 健康安全研究センター 

果実 生鮮 バナナ エクアドル ビフェントリン 0.01 市場衛生検査所 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ アセタミプリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ アセタミプリド 0.06 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ テトラコナゾール 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ テトラコナゾール 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ テトラコナゾール 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ テトラコナゾール 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ テトラコナゾール 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ テブコナゾール 0.04 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ テブコナゾール 0.05 健康安全研究センター 

 
 
 
 

 



 

 

表 4 農産物別検出農薬(その 3） 

分類 農産物 原産国 検出農薬 
検出値 
（ppm） 

実施機関 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ テブコナゾール 0.1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ピラクロストロビン 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ピラクロストロビン 0.08 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ピラクロストロビン 0.11 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ピラクロストロビン 0.12 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ピラクロストロビン 0.2 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ピリメタニル 0.45 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ボスカリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ボスカリド 0.04 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ボスカリド 0.36 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ボスカリド 0.36 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ボスカリド 0.39 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ボスカリド 0.49 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ アメリカ ミクロブタニル 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ オーストラリア クロチアニジン 0.37 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ オーストラリア クロルピリホス 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ オーストラリア クロルピリホス 0.16 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ オーストラリア チオジカルフﾞ及びメソミル 0.07 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ オーストラリア テトラコナゾール 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ オーストラリア ピリメタニル 0.11 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ オーストラリア ピリメタニル 0.14 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ チリ アセタミプリド 0.09 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ チリ イミダクロプリド 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ チリ チアメトキサム 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ チリ ピラクロストロビン 0.04 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ チリ ボスカリド 0.25 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ チリ ボスカリド 0.28 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブドウ チリ ミクロブタニル 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー アメリカ アゾキシストロビン 0.14 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー アメリカ クロチアニジン 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー アメリカ ピリメタニル 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー アメリカ ボスカリド 0.23 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー アメリカ マラチオン 0.05 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー チリ アゾキシストロビン 0.07 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー チリ ピラクロストロビン 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー チリ ボスカリド 0.25 健康安全研究センター 

果実 生鮮 ブルーベリー チリ 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンゴー タイ アゾキシストロビン 0.06 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンゴー タイ アゾキシストロビン 0.17 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンゴー タイ イミダクロプリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンゴー タイ ブプロフェジン 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンゴー メキシコ イミダクロプリド 0.12 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンゴー メキシコ シハロトリン 1.1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンゴー メキシコ ピラクロストロビン 0.19 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンダリン オーストラリア イマザリル 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 メロン メキシコ アセタミプリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 メロン メキシコ イミダクロプリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 メロン メキシコ イミダクロプリド 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 メロン メキシコ イミダクロプリド 0.03 健康安全研究センター 

果実 生鮮 メロン メキシコ イミダクロプリド 0.07 健康安全研究センター 

果実 生鮮 メロン メキシコ イミダクロプリド 0.07 健康安全研究センター 

果実 生鮮 メロン メキシコ 臭素 1 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン アメリカ クロルピリホス 0.1 健康安全研究センター 

 
 
 
 
 



 

 

表 4 農産物別検出農薬（その 4） 

分類 農産物 原産国 検出農薬 
検出値 
（ppm） 

実施機関 

果実 生鮮 レモン アメリカ ピリプロキシフェン 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン チリ アセタミプリド 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン チリ イマザリル 0.02 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン チリ イマザリル 0.04 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン チリ イマザリル 0.05 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン チリ クロルピリホス 0.01 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン チリ クロルピリホス 0.07 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン チリ クロルピリホス 0.09 健康安全研究センター 

果実 生鮮 レモン チリ ピリダベン 0.01 健康安全研究センター 

果実 冷凍 イチゴ アメリカ アセタミプリド 0.03 健康安全研究センター 

果実 冷凍 イチゴ アメリカ ピリメタニル 0.05 健康安全研究センター 

果実 冷凍 チェリー チリ アセタミプリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 冷凍 チェリー チリ アセタミプリド 0.03 健康安全研究センター 

果実 冷凍 チェリー アメリカ シハロトリン 0.08 市場衛生検査所 

果実 冷凍 チェリー アメリカ テブコナゾール 0.12 市場衛生検査所 

果実 冷凍 チェリー チリ テブコナゾール 0.11 健康安全研究センター 

果実 冷凍 チェリー チリ テブコナゾール 0.37 健康安全研究センター 

果実 冷凍 チェリー チリ ピリメタニル 0.26 健康安全研究センター 

果実 冷凍 チェリー チリ ピリメタニル 0.36 健康安全研究センター 

果実 冷凍 チェリー アメリカ フェンプロパトリン 0.3 市場衛生検査所 

果実 冷凍 チェリー アメリカ フルジオキソニル 0.05 市場衛生検査所 

果実 冷凍 ブドウ チリ アセタミプリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブドウ チリ ボスカリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブドウ チリ ボスカリド 0.13 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブドウ チリ テブコナゾール 0.43 市場衛生検査所 

果実 冷凍 ブドウ チリ ピリメタニル 1.24 市場衛生検査所 

果実 冷凍 ブドウ チリ フルジオキソニル 0.61 市場衛生検査所 

果実 冷凍 ブドウ アメリカ ピリメタニル 0.01 市場衛生検査所 

果実 冷凍 ブドウ アメリカ ミクロブタニル 0.02 市場衛生検査所 

果実 冷凍 ブドウ チリ フェンプロパトリン 0.01 市場衛生検査所 

果実 冷凍 ブルーベリー アメリカ アゾキシストロビン 0.02 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー アメリカ アゾキシストロビン 0.03 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー アメリカ チオジカルブ及びメソミル 0.01 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー アメリカ チオジカルブ及びメソミル 0.01 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー アメリカ ボスカリド 0.07 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー アメリカ ボスカリド 0.09 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー アメリカ マラチオン 0.05 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー アメリカ マラチオン 0.05 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー カナダ イミダクロプリド 0.01 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー カナダ ピリメタニル 0.03 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー カナダ ボスカリド 0.02 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー カナダ ボスカリド 0.09 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー カナダ ボスカリド 0.19 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー カナダ ボスカリド 0.47 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー カナダ マラチオン 0.02 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー カナダ マラチオン 0.03 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー チリ イミダクロプリド 0.01 健康安全研究センター 

果実 冷凍 ブルーベリー メキシコ ビフェントリン 0.02 健康安全研究センター 

果実 冷凍 マンゴー 台湾 イミダクロプリド 0.03 健康安全研究センター 

果実 乾燥 アンズ トルコ 臭素 3 健康安全研究センター 

果実 乾燥 アンズ トルコ 臭素 8 健康安全研究センター 

果実 乾燥 イチジク トルコ 臭素 10 健康安全研究センター 

果実 乾燥 デーツ イラン 臭素 7 健康安全研究センター 

 
 
 
 
 



 

 

表 4 農産物別検出農薬（その 5） 

分類 農産物 原産国 検出農薬 
検出値 
（ppm） 

実施機関 

果実 乾燥 バナナ タイ 臭素 2 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 インゲンマメ アメリカ ボスカリド 0.01 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 レンズマメ インド クロルピリホス 0.02 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 豆類加工品 イタリア 臭素 1 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 豆類加工品 イタリア 臭素 1 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 豆類加工品 イタリア 臭素 1 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 豆類加工品 イタリア 臭素 1 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 豆類加工品 イタリア 臭素 1 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 豆類加工品 イタリア 臭素 2 健康安全研究センター 

豆類及びその加工品 豆類加工品 イタリア 臭素 2 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 キヌア ペルー クロルピリホス 0.01 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 キヌア ペルー 臭素 1 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 キヌア ペルー 臭素 2 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 トウモロコシ アメリカ ピリミホスメチル 0.02 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 トウモロコシ アメリカ 臭素 5 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 トウモロコシ フランス 臭素 2 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 ホワイトソルガム アメリカ 臭素 4 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 穀類加工品 アメリカ 臭素 1 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 穀類加工品 イギリス 臭素 4 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 穀類加工品 ドイツ 臭素 3 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 大麦 オーストラリア 臭素 6 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 麦芽 イギリス 臭素 4 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 麦芽 カナダ 臭素 1 健康安全研究センター 

穀類及びその加工品 麦芽 カナダ 臭素 3 健康安全研究センター 

その他 果実加工品 コロンビア ジメトエート 0.02 健康安全研究センター 

その他 野菜加工品 ベトナム アセフェート 0.01 健康安全研究センター 

 

 

表 5 基準値を超過した農作物 

分類 農産物 原産国 検出農薬及び検出値 （ppm） 
残留基準＊ 
（ppm） 

実施機関 

野菜 生鮮 ショウガ 中国 チアメトキサム 0.02 0.01 (一律基準) 健康安全研究センター 

果実 生鮮 マンゴー メキシコ 
ピラクロストロビン 0.19 0.05 

健康安全研究センター 
シハロトリン 1.1 0.5 

 

 *平成 31年 3月時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


