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三金l夜業株式会社街中� 2008生存� 7月� 1 6 日

証明書
 

品名 :EVE大豆

生誕地 ;カナダ蓮 

収穫年度 :07年度産

供給者 ; QUAL百'YTECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. ノ� 

数最 : 180.000MT (20FT Containersl0本� 6，000袋� X 30kg) 

禅外輸出器 司 V幻~COUVER

開内輪入議 ;イ出合議 ， 

船名� :MNHANJIN BERLI詩V.0080W 

B/L DATE : 2008年� 6.A2 8日

コンテナ� NO. : CAXU3181776，CBHU3343685，CBHU3525870，CBHU3704263 

CBHU3783616，CBHU5508059，CB読む5512296，GESU3138087 

TGHU3815344，TTNU3372355 

上記農建物は非論信子組換品葎を集荷し、也の農声産物と混入しないよう保管・輪送されて

いるものであることを証明しますc

{注意事項)

弊社はよ記農産物全般事、な管理の下、最善を尽くして分別管理しておりますが、分 ~IJ生運

流通管理のf生震よ笠間せざる混入が避けられないため、� 100弘非遺信子組換であるこ左

を保証ずるものではありません。
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平成� 20年� 10jj9日

ェ倉産業株式会社御中

依頼分析結果報告の件

首題の件、下記の通り報告いたします。

記

試料� 2007年産カナダ産自問大豆� 

rEVEJ 

乾物換算笹 分析方法

水 分� 8.6 g% 葬外線 ンプ加熱乾燥法

総 窒 素 日‘� 6 g% 6.1 g% ケノレダ…/レ法

粗たんぱく 質�  35.0 g% 38.3 g%総窒素分x6. 25 

ちもg26.3 28.8 g%塩酸加水分解法・ベルトラン法i全 糖� 

粗� 2長 妨� 18.7 g% 20.5 g%ここーテル抽出法
 

p 日
 6.52 査乳について凶メーター法

216 % ---------吸 水 率� 30t一晩水浸潰後の重量増加

i 芽 率� ---------25t7日間以内の発芽粒発

l

84 % ~\一一一 正タノ…ノレカリウム中華日法O..91 KOHmg酸 傭� 



平成  21部 4月 6S 

(有)元祖白糸本舗御中

f出台高若林区卸国T1Ĵ日4番 7号

三倉産業株式会社 

TEL 022 232-6151 

FAX 022-284-2027 

く非遺伝子組み換え大豆出荷について

持寄昨下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

は格別のご高配を賜り、 j草く僻礼申し上げます。

さて、カナダ産自程大豆(非遺伝子組み換え大立)が下記の数量及び期日に間違い

なく、御社に納品させて頂いていることを、ご報告申し上げます。

敬具

鞘品名 カナダ産納豆 A
 

納品 30Kg X 


納品百 平成 21年 4月 1日 30Kg 


以




