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１　検体採取地　伊賀市
２　品目名　　　　　鹿肉
３　検査項目　残留農薬
４　検査結果

（単位：ｐｐｍ）
番号検査項目 検査結果 番号検査項目 検査結果 番号検査項目 検査結果
1 γ ｰBHC 検出限界未満 36 ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ 検出限界未満 70 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ 除外
2 EPN 検出限界未満 37 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 検出限界未満 71 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ 検出限界未満
3 ｱｾﾌｪｰﾄ 検出限界未満 38 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 検出限界未満 72 ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 検出限界未満
4 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 検出限界未満 39 ｼﾏｼﾞﾝ 検出限界未満 73 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ 検出限界未満
5 ｱﾄﾗｼﾞﾝ 検出限界未満 40 ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ 検出限界未満 74 ﾌﾞﾀﾌｪﾅｼﾙ 検出限界未満
6 ｱﾗｸﾛｰﾙ 検出限界未満 41 ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ 検出限界未満 75 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 検出限界未満
7 ｲｿｷｻﾌﾙﾄｰﾙ 除外 42 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ 検出限界未満 76 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ 検出限界未満
8 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 検出限界未満 43 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 検出限界未満 77 ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ 検出限界未満
9 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 検出限界未満 44 ｽﾙﾌﾟﾛﾎｽ 検出限界未満 78 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ 検出限界未満
10 ｲﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾎｽ 検出限界未満 45 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 検出限界未満 79 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ 検出限界未満
11 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 検出限界未満 46 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 検出限界未満 80 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ 検出限界未満
12 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ 検出限界未満 47 ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾟ 検出限界未満 81 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 検出限界未満
13 ｴﾁｵﾝ 検出限界未満 48 ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 検出限界未満 82 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 検出限界未満
14 ｴﾁﾞｨﾌｪﾝﾎｽ 検出限界未満 49 ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ 検出限界未満 83 ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ 検出限界未満
15 ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ 検出限界未満 50 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ 検出限界未満 84 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 検出限界未満
16 ｴﾄﾘﾑﾎｽ 検出限界未満 51 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ 検出限界未満 85 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 検出限界未満
17 ｵｷｼｶﾙﾎﾞｷｼﾝ 検出限界未満 52 ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ 検出限界未満 86 ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ 検出限界未満
18 ｵﾘｻﾞﾘﾝ 検出限界未満 53 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 検出限界未満 87 ﾌﾟﾛﾎﾟｷｽﾙ 検出限界未満
19 ｶｽﾞｻﾎｽ 検出限界未満 54 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 検出限界未満 88 ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ 検出限界未満
20 ｷﾅﾙﾎｽ 検出限界未満 55 ﾊﾟﾗﾁｵﾝ 検出限界未満 89 ﾍｷｻﾌﾙﾑﾛﾝ 検出限界未満
21 ｷﾉｷｼﾌｪﾝ 除外 56 ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ 検出限界未満 90 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 検出限界未満
22 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ 検出限界未満 57 ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ 検出限界未満 91 ﾍﾞﾝﾀﾞｲｵｶﾙﾌﾞ 検出限界未満
23 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ 検出限界未満 58 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 検出限界未満 92 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 検出限界未満
24 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 検出限界未満 59 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ 検出限界未満 93 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 検出限界未満
25 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 検出限界未満 60 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 検出限界未満 94 ﾎｻﾛﾝ 検出限界未満
26 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 検出限界未満 61 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ 検出限界未満 95 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 検出限界未満
27 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 検出限界未満 62 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ 検出限界未満 96 ﾎｽﾒｯﾄ 検出限界未満
28 ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ 検出限界未満 63 ﾋﾟﾘﾐｶｰﾌﾞ 検出限界未満 97 ﾏﾗﾁｵﾝ 検出限界未満
29 ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ 検出限界未満 64 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ 検出限界未満 98 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ 検出限界未満
30 ｼｱﾉﾎｽ 検出限界未満 65 ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ 検出限界未満 99 ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ 検出限界未満
31 ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ 検出限界未満 66 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ 検出限界未満 100 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ 検出限界未満
32 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 検出限界未満 67 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 検出限界未満 101 ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 検出限界未満
33 ｼﾊﾛﾄﾘﾝ 検出限界未満 68 ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ 検出限界未満 102 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ 検出限界未満
34 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ 検出限界未満 69 ﾌｪﾝﾁｵﾝ 検出限界未満 103 ﾓﾉｸﾛﾄﾎｽ 検出限界未満
35 ｼﾌﾙﾄﾘﾝ 検出限界未満

注）　検出限界：０．０１ｐｐｍ
番号８のイソフェンホス：イソフェンホス及びイソフェンホスオキソン体をイソフェンホス含量に
換算したものの和を意味する。
番号１２のインドキサカルブ：Ｓ体とＲ体の和を意味する。
番号２８のクロルフェンビンホス：Ｅ体とＺ体の和を意味する。
番号４１のジメチルビンホス：Ｅ体とＺ体の和を意味する。
番号６５のピレトリン：ピレトリンⅠ及びピレトリンⅡの和を意味する。
番号９０のペルメトリン：各異性体の和を意味する。
番号１０２のメトラクロール：Ｓ体とＲ体の和を意味する。

鹿肉の残留農薬検査結果


