
山予保 第44-4111-6号  別表-1

検 査 項 日        単イい
試験結果 残留基準 協会 ド限値

112-(]― ナフチル)ア セタミド         :ppln 不検出 0.01

2:BHc                        :ppin 不検出 0.01

3:DDT                        : pplTl 不検出 0.01

4:EPヽ」                                i pplll 不検出 0.01

5!EPTC                         i ppΠ】 不検出 0.01
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6ixMc                       :ppm 不検出 001
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7:ア クリナ トリン                i ppm 不検出 0.01

8:ア ジンホスエチリレ             :ppln 不検出 0.01

9:ア ジンホスメチル             :ppm 不検出 0.01

101ア セ トクロール              :ppm 不検出 0.01
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   :ppm ※測定不能 0.01

Iジ :タジ革リズボ百[・り
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`嘉

i 不検出 001
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1:デ「ち多り
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3ふ 不検出 0.01

iオ:グリリ堪
・三;J…

……………………――――一――
:33高 不検出 0.01

1まキリ革与チ茅ジ
……………………………̈――――

:p品 不検出 0.01

16:ィ ソフェンホス             :ppin 不検出 0.01

17:ィ ソプロカルプ ppin 不検出 00

18:イ ソプロチオラン             :ppm 不検出 0.01
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19:イ プロジオン               三
ppn、 不検出 0.0

20:ィ プロベンホス : ppnl 不検出 0.0

21:ィ ミベンコナゾール :ppm ※測定不能 0.0

22:ィ ンドキサカルブ : ppm 不検出 0,0

: ppm23:ウ ェコナゾールP 不検出 0.0

24:エスプロカルプ 不検出 0.0

25:ェチォフェンカルプ : pplll 不検出 0.0

26:ェチオン ppm 不検出 0.0

27:ェディフェンホス ppm 不検出 00

28:ェ トキサゾール              : ppin 不検出 0.0

291ェ トフェンプロックス          :ppln 不検出 0,0

j“IIり占某芸
……………………………………………

:¨
昴語 不検出 0.005

31:ェ トリジアゾール             :ppm 不検出 00

32:ェ トリムホス               :ppm 不検出 0.0
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リメリ
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:Б轟 不検出 0.0

34!ェ ンドリン                :ppnl 不検出 0.005

35:オメ トエー ト               :ppm 不検出 00

36:ォル トフェニルフェノール        : ppm 不検出 00

37:カ ズサホス                : ppm 不検出 0.0

38:カ フェンストロール            : ppl■ l 不検出 0.0

39:ヵ リレバリル                 : pprrl 不検出 0.0

40:カ ルプロパミド                :ppll・ 不検出 0.0

○残留基準については別紙 「加工食品の取り扱いについて」をご覧ください。

○試験結果において 「不検出Jと は、協会下限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添 ご説明をご覧 ドさい。



山予保 第44-4111-6号  別表-2

検 査 項 目  ~~~              単位`
試験結果 残留基準 llJ会下限値

41 キザロホップエチル pplll 不検出 001

42 キナルホス lDpm 不検出 001

43 キノキシフェン ppm 不検出 001

44 クマホス ppm ※測定不能 001

45 クレツキシムメチル ppm 不検出 0.01

46 クロルピリホス ppm 不検出 0.01

47 クロルピリホスメチル ppln 不検出 0.01

48 クロルフェナピル ppll〕 不検出 001

49 クロリレフェンソン pplll 不検出 001

50:ク ロルフェンビンホス ppin 不検出 0.01

51 クロルプファム ppm 不検出 0.01

，

″ クロルプロファム pplTl 不検出 0.01

53 クロロネブ ppΠ l 不検出 0.01

54 クロロベンジレー ト pplll 不検出 0.01

サリチオン ppm 不検出 0.01

56 シアナジン ppin 不検出 0.01

57 シアノフェンホス plDnl 不検出 0.01

58 シアノホス ppm 不検出 0.01

59 ジエ トフェンカルブ ppm 不検出 0.01

60 ジクロシメット ppm 不検出 0_01

6 ジクロフェンチオン ppm 不検出 0.01

ジクロルボス及びナレド pェ)II】 不検出 0,01

63 ジヨホール ppnュ 不検出 0.01

64 ジスルホ トン ppnl 不検出 0.01

65 シニ ドンエチル ppr11 ※測定不能 0,01

66 シハロトリン ppln 不検出 0.01

67 シハロホッププチル ppm 不検出 0.01

68 ジフェノコナゾール ppm 不検出 0.01

69 シフル トリン ppl■ l 不検出 0.01

70 ジフルフェニカン ppm ※測定不能 0.002

7 ジフルベンズロン ppnl 不検出 0.01

72 シプロヨナゾール ppin 不検出 0.0

73 シプロジエル IDpin ※測定不能 0.01

74 シベルメトリン ppm 不検出 0.01

75 シメヨナゾール ppln 不検出 0.01

ジメチルビンホス ppin 不検比 0.01

ジメテナミド ppn、 不検出 0.0

78 ジメ トエー ト ppm 不検出 0.01

ジメトモルフ ppin 不検出 0.0

80 シメ トリン ppπ〕 不検出 001

○残留基準については別紙 「加工食岸Iの 取り扱いについて」をご覧ください。

○試験結果において 「不検出」とは、協会下限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添ご説明をご覧下さい。



山予保 第44-41]、 1-6号  別矛k-3

検 査 項 目       ~~稀
lilt験結果 残留基準 協会 ド限値

81 シラフルオフェン ppm 不検出 0.01

82 シンメチリン ppm 不検出 0.01

83 スピロジクロフェン pDm 不検出 001

84 スルプロホス ppln 不検出 0.01

スルホテップ ppm 不検出 0.01

86 ターバンル ppm ※測定不能 0.01

87 ダイアジノン ppm 不検出 0.01

88 ダイムロン ppm 不検出 0,01

89 チオベンカルブ ppnl 不検出 0,01

90 チオメトン ppln 不検出 0.01

91 チフルザミド ppnl 不検出 001

92 ディリレドリン及びアル ドリン ppm 不検出 0.005

93 テトラコナゾール pllm 不検」1 0.01

94 テニルクロール ppin 不検出 0.01

95 テブコナゾール ppm 不検出 0.0

96 テプチウロン pplll 不検出 0.01

97 テプフェンピラド FDpnl 不検出 0_0

98 テフルトリン pplll 不検出 0.0

99 デルタメ トリン及び トラロメトリン pp,1 不検出 0.01

100 テルブホス ppm 不検出 0.005

10 トリアジメノール plDln 不検出 0.0

102 トリアゾホス pplll 不検出 0,0

103 トリフルミゾール pplll 不検出 0.0

lCン4 トリフルムロン ppm 不検出 00

105 トリフルラリン ppnl 不検出 0.0

106 トルクロホスメチル ppll】 不検出 0.0

107 パクロプトラゾール ppm 不検出 00

108 パラチオン ppnl 不検出 00

109 パラチオンメチル pprn 不検出 0.0

ハルフェンプロックス ppin 不検出 001

11 ビオレスメトリン ppnl 不検出 001

ピコリナフェン ppm 不検出 0.01

ビテルタノール pplll 不検出 001

114 ピフェノックス pplll 不検出 0.01

11 ビフェントリン lDplll 不検出 0.0

ビラクロホス ppn】 不検出 0.0

ピラゾキシフェン ppm 不検出 00

ピラフルフェンエチル pplll 不検出 0.0

ピリダフェンチオン ppm 不検出 0.0

120 ビリダベン ppln 不検出 0.0

○残留基準については別紙 1加工食品の取り扱いについてJを ご覧ください。

○試験結果において「不検出 |とは、協会 ド限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添ご説明をご覧下さい。



山予保 第44-4111-6f十  月Jラ長-4

検蒜

~~~~―
珈

試験結果 残留基準 協会下限値

121 ピリフェノックス pDin 不検出 0,01

122 ピリブチカルプ pl)lll 不検出 001

123 ビリプロキシフェン lDIDm 不検出 0.0

124 ビリミカルブ ppnl 不検出 00

125 ピリミノバックメテル ppnl 不検出 0.0

126 ピリミホスメチル pp■ 1 不検出 00

ピリメタニル pplll 不検出 0.0

ピレトリン ppm 不検出 0.0

129 フィプロニル IDplll 不検出 0.002

130 フェナミホス pIDln 不検出 00

フェナリモル ppm 不検出 001
つ
４

つ
０ フェニ トロチオン Dpm 不検出 0.0

133 フェノキサエル ppm 不検出 00

134 フェノキサプロップェチル pplll 不検出 0.0

135 フェノブカルプ ppnl 不検出 0.0

136 フェンスルホチオン pplm 不検出 0.0

137 フェンチオン pplll 不検出 0.0

138 フェントエー ト pplll 不検出 00

139 フェンバレレー ト pplal 不検出 00

140 フェンプロパ トリン ppln 不検出 00

14 フサライ ド ppm 不検出 0.0

０
４

´
仕 プタクロール ppln 不検出 00

143 ブタミホス pplll 不検出 00

144 プチレー ト ppm 不検出 0.0

145 ブプロフェジン pplll 不検出 0.0

146 フリレオメツロン pplll 不検出 0.0

フルキンコナゾール Tlpn】 不検出 00

148 フルジオキソニル ppm 不検出 00

149 フルシトリネート 不検出 0.0

フルシラゾール pplll 不検出 0.0

フル トラエル pplll 不検出 00

152 フルバリネー ト ppm 不検出 0.0

フルフェノクスロン ppln 不検出 0.0

154 フル ミオキサジン pprrl 不検出 0.0

155 プレチラクロール ppnl 不検出 0.0

プロクロラズ prDnl 不検出 0.0

（
０ プロシミドン pplll 不検出 00

プロチオホス ppm 不検出 0.0

プロパニル ppin 不検出 00

160 プロパホス ppm 不検出 0.0

○残留基準については別紙 「加工食品の取り扱いについて |を ご覧ください。

○試験結果において 1不検出lと は、協会 ド限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添 ご説り1を ご覧下さい。



山予保 第44-4111-6号  別表-5

検 査 項 日       単ご
試験結果 残留基準 協会下限値

161 プロパルギット ppΠ l 不検出 0.0

162 プロビヨナゾール ppm 不検出 0.01

163 プロビザミ 1
ppin 不検出 001

164 プロヒドロジャスモン ppm 不検出 00

165 ブ L7フ ァム ppm 不検出 0.01

166 プロフェノホス ppm 不検出 0.0

167 プロポキスル (プ ロポクスル) pplll 不検出 00

168 プロメトリン ppin 不検出 0.0

169 プロモプロピレー ト pplll 不検出 0.0

170 ブロモホスエチル ppin 不検出 0.0

ヘキサコナヅール ppnl 不検出 00
つ
ろ

ワ
ー ヘプタクロル ppm 不検出 0.0

173 ベルメトリン ppnl 不検出 0.0

174 ペンコナゾール pplll 不検出 0.01

175 ペンシクロン ppin 不検出 00

176 ベンダイオカルブ pprrl 不検出 0.0

177 ベンディメタリン pplll 不検出 0.0

ワ
ー ベンフレセー ト ppm 不検出 0,01

179 ホサロン pp■ 1 不検出 00

180 ボスカリド pp■1 不検出 0.0

ホスチアゼー ト ppm 不検出 00

182 ホスフアミドン ppm 不検出 00

183 ホスメット ppin 不検出 0.0

184 ホルモチオン pp■ 1 不検出 0.0

185 ホレー ト ppm 不検出 0.0

186 マラチオン pplll 不検出 0.0

187 ミクロプタニル ppm 不検出 0.0

188 メタベンズチアズロン ppm 不検出 0.0

189 メタミドホス pplll 不検出 0.0

190 メタラキシル及びメフェノキサム ppΠ、 不検出 0.0

191 メチオカルプ ppm 不検出 0.0

192 メチダチオン pp■ 1 不検出 0.01

193 メトプレン pprn 不検出 0.01

194 メトラクロール ppin 不検出 0.01

メトリブジン DD■ 1 不検出 0.01

196 メフェナセット ppln 不検出 0.0

197 メプロニル ppm 不検出 0.0

198 モリネート pplll 不検出 0.0

199 リニュロン pp■ 1 不検出 00

200 レナシリレ ppm 不検出 0.0

○残留基準については別紙 1加工食品の取り扱いについて」をご覧ください。

○試験結果において 1不検出 |とは、協会 ド限値未満であることを意味します。

※測定不能については別添ご説明をご覧下さい。


