
平成 21年 4月 8日

イース トワン株式会社

福岡市中央区天神 5‐5・197F

TEL:092‐725‐5397

チヤンユーカベルネの食品検査結果について

当社が取り扱いを行 う、「張裕フイン」各銘柄のうち、フランスの 「カステルグループ」

との提携で厳しい管理の下生み出される 「ch.チャンユー ・カステル」、または、カナダのア

イスフインメーカーとの提携により、カナダの 「VQA」 及びフインの国際機関 「OⅣ (葡

葡 。フイン国際機構)」の厳しい基準に基づき造られる 「ゴールデンアイスフインバレー」

の安全性については既に多くのお客様より信頼をいただいております。

さらにこの度、「チャンユーカベルネ」が2CXl項目に上る残留農薬検査に全て合格したこ

とにより、張裕ワインの高い安全性が証明されたものと確信いたしております。

今後とも引き続き、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

記

試験品名称

検査方法

検査期 日

検査機関

検査結果

チャンユーカベルネ

超臨界抽出―ガスクロマ トグラフ質量分析法

平成 21年 2月 13日 -2月 16日

厚生労働省 食品衛生法登録検査機関

次ページ以降参照のこと



別表 1

~   ~  
――――____、

検 査 項 ‖                 嫌位｀
試験結果 残留基準 1/t会ド限硝

1 2-(1,フ チル)アセタミド や,Il 不検出 0()1

P.,IC pr,Il 不検機 001

1)tFF 12pIIl 不検出 001

お,N |lpm 不検織: 101

FIr餞: p●ln 不検出
`,`,1

不検ll 001

アクリナトリン 0,`1' 不検出

アジンホスエチル p:,“、 不検出 リ^

アジンホスメチル pll m 不検出

10 ytト ク聯―ル ゆゆlll 不検出

アセフェ‐‐ト :II I:l 不検識; ('ll l

,ブ キシストtllビン 0,nl 不検 ll 001

13 ア トラジン ppm 不検出 001

14 アラクr,…ル nIIIB 不検場 001

イツキサチオ,
""in

不検■1 001

イツフェンホス Flpr, 不検出

イツプLlカルプ ,pnl 本検錫 ()01

吾

一
イツプロチオ‐/ン 0●n 不検lll

不検lll

0 0 1

0 0 1イツ類ジオン ,pm

イプrIベンホス ||●●1 不検出 0()1

潤 イ ベヽン麟ナゾ…ル lll):n 不検l14 ，́

`Z

インドキサカルプ 蜘 ぶ検■l 0.01

ウニヨナプール,) 中 lll 不検IL 001

エスプt,カルプ ppm 不検出 l101

2争 Jtチオツェンカルプ ●ll'll 不検Hl 001

26 滋チオン ,'In 不検llu 001

27 エディツェンホス 仲 m 不検出 001

28 ストキサゾール 瑯 n 不検.t ()0,

エトフェツプロックス ll脚 不検出 001

ェトブrlぶス pゅm

`検
出 0(X)ち

エトリジアプール llllltヽ 4・検II t,01

エ トリムホス ,p" 不検tL ()`01

エンドスルファン
""

ぶ検出

34 エンドリン pplll 不検出 0001

オメトエヽト p。口l 卜検li 001

オllトフェ=ル フェ′―ル 不検出 ()01

37 カズサホス pp:,1 不検出 001

38 カウェ)ス トrl―ル ppm 不検出 001

カル′ヽ
',レ

不検出 001

40 力,レブ●|バミ1( l・!川■ ぶ検出

○残留基準については別紙
`加

■食品の取り授いについて1を ご覧ください。

r‐就 験結果:こおいて 「不検ll,とは、協会 ド銀値未満であることを意味t′ます、



2

検 査 項 書        単
試験結果 残留基準 協会 ド限確

41 キザ●ホップエチル 口01'1 不検出 001

つ
´ キナルホス 口 )::) 不検出

キ ノキシフェ, pp● 不検出

44 クマホス ppm 下検出 ()()'

43 クレッキシムメチル pp:〕l 不検tlj

`)01
46 クロルビリホス レpin 不検l「 00,

クロルビリホスメチル l lll 不検出 O lli

48 クEIルッ=ナ ビル pllln 不検出 t101

49 クロルフェンフレ ,nm 不検意
`

クロル,■ ンピンホス llpnl 不検出 0()1

ク慟ルソファム
`),1■

不検ll 001

52 クロルプロッγム ぃpm 不検出 001

鑢 クrl tlネツ ppin 不検出 001

騒 ク●l lll′くンジレー ト Opnl 不検i‖ 0()1

F.6サリチオン ppll 不検出

56 シアナジン 呻 In 不検1‖

、57 シア′フ」tンホス ppn 不検鵜

′ |《 58

39

シアノホス pp:m 不検務 ()01

ジエトツェンカルソ rlpt:1 不検機 0● 1

Ｆ

一

″
　
　
一

60 ジクr」シメット 不検鶴 01)1

61 ジク●フェンチオン ,"in : 検ヽ出 001

′
鶴 ジクrIルぷス及びナレド lpp:II 不検出 001

０^ ジ_nホー,, ppゎ 不検11 001

64 ジスルホ トン
"m

不検出 ()01

6r・シニ ドシエチル :ルl ll 不検出 001

“

シハIIIトリン prlin 不検出 00,

０^ シハ|●ホッププチル ppm 挙検出 001

ジフェノコナプ…ル
"lll

不検出 001

シフルトリン prm 不検出 001

70 ジフルフ風ニカン 0,11 不検ll・ l100理

71 ジツルベンズロン pllm 不検出 001

ンプlllコナブール
',m

“

検Bl 001

ンプロジエlt 下検出 00:

シベルメト,ン llp:n 不検出

ンメ0ナ ブーメI ●l lll 不検出 001

76 ジメナルピンホス 不検出 001

77 ジメチナミI( pplll 4・検‖
`

ジスト■― ト p,鋤 不検IIP 001

ジメトモ′|フ 不検出 001

シメ トリン ppln 不検:1,

Φ残留基準についてはツ1紙イ加工食轟の取り扱いについて|をご覧ください。

OIt燎難果において 「不検出Jと は、協会T銀 饉来滅であることを意味します.



り|:表-3

検 査 項 日  ~~~~~_____― 聯
試験結果 残獄基準 協会 ド限lFl

81 ン

'7ル

オフェン
'卜
検出 001

つ
″ シンメチリン ゆやヽ : 不検出

スピrlジク孵フェン ,p"〕 不検蟻1 001

84 スルプ0ホ ス pr m 不検ttj 0,1

スルホチップ 0,詢 不検11 001

86 ターバシル pprn 不戦lll
`)01

ダイアジノン ,pm 不検機 001

88 ダイ_7A IIレ pp働 不検出

チオペシカルプ ppm 不検出 0.01

lヽtlチオメトン ,pi:' 不検,,1 0()'

91 チツルずミド 0,濶 不検島 001

92 ディルドリン及びアルドリン p●lll 不検出 ()005

ハ
υ チ ト

'ヨ
ナツール 不検I; 001

r14チ=ル クロール plln 下検lll 001

96 チブヨナツール pprFl 不検出 001

96 テブチウロン ,Nl lll 不検出 O lll

1,

Rヽ  _

チ
‐7ソェンピウト ll●III 不検出 001

チッルトリン
"in

本検出 001

デルタメトリン及びトウ働メトリン
":詢

不検出 ()01

テルプホス ppm 不検議1 (,0()も

01 トリアジメノール pplt, 不検出 001

102 トリアプホス ,Ilil' 不検欄 00:

103 トリツルミプール ppm 不検l17 001

104 トリフルムコン p"n, 不検出 001

105 トリツルクリン ppllt 不検出
`,01

106 トルクロホスメチル pp61 不検出 001

107 バクrlソトラブール ppm 下検出 001

108 バラチオン ppln 不検出 001

100 バラチオンメチル ppll 不検餞1 00,

110 ハルフェンプllックス tlprn 不検11 0.01

111 イオレスメトリン ppln ・I・検lll 001

ビコリナフェ, rDp,.` 不検JI 0(,1

ビテルタ′…ル ll19m 不検:H

ピフェンックス ゆ:‖1) 卜検出

113 ピフェントリン llpll: 不検出 001

０^ ピラクtlホス pp〕 不検出 ()01

117 ピラツキンフェン prJm 不検出 リヽ

1181ピラフルフェンエチル ,pn 不検出 001

ピリダフェンチオン 11plll 不撻 , 001

1201 ピリダベン pplll 不検出 001

○餞響基割 |ついては,1紙『加工食品の取り扱い
'こ
ついて,を ご覧ください,

0試 験結果において
'不

検出,と は、協会下限籠未満であることを意味します。



方り燃2-4

検査項:~~~~~~_…
… __―

魏
試験結果 残留基準 協会 ド眼摘

ビリフェノックス 1)●I'I 不検出 001

ピリブチカルブ
"m

不検出 001

123 ごリプリキシ:夕Ir, prln 不検出

ピリミカルγ ,μ 〕 不検出 0(,1

つ
０ ピリミノバックスチ,レ 不検出 001

126 ビリミホスメチル ,pm 不検t12
O tll

り
０ tFリスタニツ, 0,1■ 不検11,

1,熔 ピレトリン pptl 本検出

1_●9 フィプロニル 1)●n 不検出 00()タ

130 フェナミホス レ
'Il

不検出 001

フェナリモル r・pnt 不検餞1 001

フェ=ト ロチオン Op・ll 不検・tl 001

133 ツェノキサニル ,獅 下検出 001

134 ツ機ノキサプrlップェ‐/ル ●om 不検出 001

フェノブカルプ ppnt 不検出 ()01

lRA フェンスルホチオン ,plll 不検lllJ 001

,7 フェンチオン ppm 不検llll ('ll:

フェント■― ト
"m

不横:H

フェンバレレー ト P,In 不検褐 l101

フェンプ|●バトリン :卜検出 0,01

1421 ツサライド ,pnI 本検tu 001

142 ソタクtl―ル
',m

不検:" 001

プタミホス ,pm 不検出 001

144 ブチレート pllln 不検出

146 ブプロフェジン pp:■ 不検出 001

146 フルオメツtlン 口
'"

不検出 001

147 ン
'レ

キンコナ ア`ール ゅ,n、 不検出 001

148 ツルジオキソニル FJll口) 不検出 001

'49
ソルシトリネー ト ppm 下検出 001

1" ツルシウプール pl●in 不検繊} 001

ツルトウニル pllm 不検出

152 ソ,レ′ヽリネート ppnt 不検出 001

153 ,ル フェ ノクスoン p17■

'
不検出 001

lr●4 フルミオキサジン ppm 不検=1 001

ブレチウクロール Illllll 不検I‖ 001

t r16プロクロ,ズ 1',1'l 不検出 001

プロシミド) ●pm 不検lll 001

プ
"チ

ォホス ppm 不検出

109 プロパニル レl,口, 不検出 001

プロバホス ppm 不検lll 001

0残 留基準については,1紙「加J_食轟め取り較いについて,を ご覧ください。

()試験結共において 「本検出Jと は、協会下銀値未満であることを意味0ます.
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検査項1~~~~~―
――__聯 試験結果 残留基準 協会 ド限競

０^ プロパルギット p,っ 不検‖: 001

162 プtlピヨナツール Olln 不検出 001

163 プロピザヽド ,p::〕 不検出 001

:,1 ブtlヒドllジャスモン pplrl 不検出

165 プrlファム ppm 不検出 ()01

プロフェノホス ,p子:: 不検出 01)1

167 プロポキスル (プCtポクスlt) ,p:ロ 不検:‖

168 プロメトリン 不検出 101

169 プロモプIIピレート ,"!サヽ 4・検出

ブ,モ ホスエチル ●●lll 不検:む ()01

ヘキサ,ナ ゾール い01'' 不検HI 001

ヘプタクロル 。plll 不検出 001

ベルメトリン ppl■ 不検出 ●01

ベンロナゾール pp" 不検討1

ベシンクllン pplll 不検出

ベンダイオカル1/ ル,m な検出 001

壼'
ベンディメタリン つ●tll 不検出 0.01

一
燻

Ｉ
ベンフレセ″ト

"m

不検出 001

ホサ瀬ン 111)m 不検Illl 001

f i
ポスカリド

"lll

不機構

`

001

ゼ8: ホスチアセ・―ト 輌 い 不検llt 0()1

182 ホスツγミドン ゆ," 不検=| 001

ホスメット pp"ぅ ボ検Hl

０
０ ホ,レモチオン ppm 不検出 l101

185

186

ホレー ト ppm 不検出 001

マツチオン p"11 4・検出

187 ミクtlプタ嘉ル ,い 1本検出

188 メタベンズチアズClン FI●in 不検‖: 001

スタミドホス 不検出 001

:無) メタラキンル及びメフェノキサム pp『l! 不検lll 001

191 メチオカルプ ppm 不検 lll 001

192 メチダチオン いOm 不検lll 00:

193 メトプレン pp,n 不検Hl o rli

1(M メトラクヽ
'一'レ

prDlll 本検出 00:

195 メトリブジン pplll 不検III 00

196 メフェナセット ,plll 不検出 001

メプロニル ppnl 不検出 001

198 モリネ‐́ト Opln 琴検J: 001

199 リニュ,) ,"子:1 不検出

200 レナシル ,"'ヽ 不検出 (,01

○残艦基準についてはP/1紙1加工食島の取り扱い
'こ
ついて,をご覧ください。

O試 験結果において 「不検出1とは、協会 ド限値来溝であることを意味します.


