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国内大手スーパーマーケットにおける 
絶滅危惧種および乱獲されているウナギの 
調達方針について 
 
日本は世界の 2％足らずの人口で世界生産量の 70％を超えるウナギを消費す

る、世界一大ウナギ市場国である。中でも年を通じて特にその消費量が跳ね上

がるのが、夏の土用の丑の日だ。その莫大な需要を満たそうとこれまで世界各

地でウナギの乱獲が続けられてきた結果、現在、日本で消費されているウナギ

の実に 99％以上が、絶滅危惧種に指定される状態に陥っている。土用の丑の日

は、日本の食文化において重要な位置付けにあると同時に、いまや絶滅危惧種

を国を挙げて消費する日という側面を持ち、漁業及びウナギ食の持続可能性を

脅かしている。今年は 7月 22 に一の丑、8 月 3日に二の丑と、二度その日が

訪れる。 

 

現在、日本における主なウナギ食はパック詰めされた加工商品である。価格高

騰などにより老舗専門店の閉店が相次ぐ一方で、全国展開する大手スーパーマ

ーケットは今年も夏の土用の丑の日を前にウナギ蒲焼商品の価格競争を激化、

コンビニエンスストアも予約受付を相次いで開始、牛丼チェーンまでもウナギ

商品を販売している。 

 

絶滅危惧種及び乱獲されている魚介類の薄利多売を問題視するグリーンピース

は、小売及び飲食業界にとってウナギ商品の年内最大の商機である土用の丑の

日を前に、国内大手スーパーマーケット 5社（イオン、西友、ダイエー、ユニ

ー、イトーヨーカドー）を対象にアンケート調査を実施し、絶滅危惧種及び乱

獲されているウナギの「取扱いの有無」、「取扱量」、「取扱いに関する考え」、「調

達方針」について質問した。各社とも絶滅危惧種や乱獲されているウナギの資

源状態の回復に向けた積極的かつ効果的な取り組みを行っておらず、持続可能

性を優先した調達方針を策定していない実態が明らかとなり、自然界のウナギ

資源や食文化の持続性よりも短期的利益を優先している姿勢が浮き彫りとなっ

た。 

 

世界有数の魚介類消費国である日本において、スーパーマーケットは家庭で消

費される魚介類のおよそ 70%を販売する、漁業や消費の持続可能性の確保に大

きな影響力を持つチャネルである。政府や国際機関による資源管理が十分に機

能していない中、消費者に魚介類商品を直接提供するスーパーマーケットに対

してグリーンピースは、豊かな生態系と恵みを次の世代の海と食卓に確実に残

すため、絶滅危惧種や乱獲されている種の取扱いを中止し、持続可能性が確保

されている魚介類を積極的に取扱う、魚介類の調達方針の策定・実施を求めて

いる。  
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1．ウナギ世界生産量の 70%以上が日本で消費される  
 

日本で消費されるウナギの量について、政府及び

業界団体が発表する正確なデータは存在しないが、

国内生産量と輸入量の合計を国内消費量と考える

ことができ、日本養鰻漁業協同組合連合会がその

データを公表している。2000年に過去最高となる

16万トン近くに達した後、資源状態の悪化やそれ

に伴う価格高騰などの影響を受けその量は激減。

2012年は 4万トン弱にまで落ち込んだi。 

 

これまで日本で消費されてきたウナギのほぼ全ては、ニホンウナギとヨーロッパウナギの 2 種で占めら

れている。上記の日本養鰻漁業協同組合連合会のデータではその区別はされていないが、FAO によると

ヨーロッパウナギは 2011年に 10,824トンの生産量（4,033トンの漁獲量と 6,791トンの養殖生産量）

がありii、財務省貿易統計によると現在日本はフランス、チュニジア、モロッコなどから同種を若干量

（2011年で 0トンiii、2012年で 27.380トンiv、2013年で 18.545トンv）輸入している。日本に輸入

されるもの以外のヨーロッパウナギが全て国外で消費されていると想定し、その他のウナギ種のある程度

の国内外消費量を考慮しても、現在世界のウナギ生産量の 70%以上が、世界人口の 2%弱が暮らす日本

で消費されていると考えられる。日本は世界一大ウナギ市場国である。 

 

その世界最大の消費国である日本でウナギが最も食べられるのが、古くから暑い時期を乗り切る栄養をつ

けるためとしてウナギを食べる習慣のある、夏の土用の丑の日だ。総務省統計局の家計調査（2人以上の

世代）にあるウナギの蒲焼の月別支出金額によると、夏の土用の丑の日がある 7 月の 1 世帯あたりの支

出金額は、年間月平均の 4倍強（2010年：414％、2011年：444％、2012年：488％）、年間支出金

額の 35%（2010年：35％、2011年：37％、2012年：41％）を超えているvi（図 1）。 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成22年 ¥126 ¥122 ¥157 ¥148 ¥195 ¥286 ¥1,053 ¥380 ¥213 ¥147 ¥102 ¥123

平成23年 ¥101 ¥116 ¥130 ¥173 ¥184 ¥246 ¥1,052 ¥366 ¥159 ¥104 ¥103 ¥112

平成24年 ¥83 ¥88 ¥104 ¥98 ¥94 ¥157 ¥846 ¥273 ¥110 ¥71 ¥60 ¥98
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図1： 1世帯当たり月別支出金額（円） 
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2． 日本で消費されるウナギの 99%以上が絶滅危惧種 
 

自然界で生まれるウナギは他の種と同様に、成長

して次の世代を生み命を連鎖させる。この「再生

産」のペースを超えない限り、私たちは持続的に

ウナギを漁獲・消費してくことができる。しかし

自然界への影響を無視した乱獲などの影響により、

これまで日本の莫大な需要を満たしてきたニホン

ウナギとヨーロッパウナギは現在、共に絶滅危惧

種に指定されている。 

 

ヨーロッパウナギは、1990年代に中国などを経由して日本へ輸出される販路が定着すると、輸出量の激

増に伴って資源状態が激減した。  国際海洋探査委員会（ICES）によると、ヨーロッパ 12 カ国にある

19の河川で漁獲されたウナギの稚魚（シラスウナギ）の量は、1980年から 2005年までに、平均で 95％

から 99％も減少しているvii。2007年に開催された第 14回ワシントン条約締約国会議で国際取引の規制

が決まり、2008 年には国際自然保護連合（IUCN）の絶滅危惧種リスト（レッドリスト）で「近い将来

の絶滅の危険が極めて高い種」に指定viii。2009年に実際に国際取引が規制されることとなった。 

 

ニホンウナギは、農林水産省によると稚魚（シラスウナギ）の池入れ量（採捕量と輸入量の合計）は 2009

年の 28.9トンから 2013年では 12.6トンとなっており、その量は激減しているix。環境省は 2013年 2

月 1 日に同種を「近い将来に野生での絶滅の危険性が高い」として絶滅危惧種に指定したx。また同年、

国際自然保護連合（IUCN）も絶滅危惧種に指定することを検討しているxi。 

 

絶滅危惧種に指定されているニホンウナギとヨー

ロッパウナギの国内市場割合は、世界一大市場国・

日本で消費される全てのウナギの 99%以上を占め

る。古くから暑い時期を乗り切る栄養をつけるため

にウナギを食べる習慣のある土用の丑の日は今や、

日本の食文化において重要な位置付けにあると同

時に、絶滅危惧種を国を挙げて消費する日という側

面を持ち、ウナギ食の持続可能性を脅かしている。

絶滅の危惧にまで追い込んできた乱獲は莫大な需

要に後押しされており、世界最大のウナギ消費国で

ある日本の責任は重い。 

 

国内のウナギ流通業界は、ニホンウナギやヨーロッ

パウナギの減少を受け、アメリカ、オーストラリア、タスマニア、マダガスカル、フィリピン、インドネ

シアなど世界各地で代替となるウナギを探しており、総務省貿易統計によると、既にこれらの国々からの

ウナギ輸入は行われている。「代替ウナギにより今後も安くウナギが食べられる」旨の報道が目立つが、

そこには大きな落とし穴がある。これらのウナギのほとんどは持続可能性を担保する資源管理が行われて

いないため、特定の種を獲り尽くしたら次の種に手をつけ乱獲を繰り返すという焼畑的な漁業・流通・消

費を今後も続けていけば、代替のウナギも次々とニホンウナギやヨーロッパウナギと同じ道を辿ってしま

うであろう。 
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3． 薄利多売を続ける国内ウナギ流通 
 

現在のウナギ食の主流は、スーパーマーケットや

コンビニエンスストアなどにおいて比較的安価

で売られているパック詰めにされた加工商品で

ある。年内最大のウナギ商機である土用の丑の日

を前に、全国展開する大手スーパーマーケットは

ウナギ蒲焼商品の価格競争を激化、コンビニエン

スストアも予約受付を相次いで開始、牛丼チェー

ンまでもウナギ商品を販売している。薄利多売型

のビジネスモデルによりウナギは晴れの日のご

馳走から安価で手軽に消費できる食材へと姿を

変えたが、これにより肥大した需要を賄おうと各

地で乱獲が進んだ結果、前述の通り、現在、世界

最大のウナギ市場である日本で消費されるウナ

ギの 99%が絶滅危惧種、という事態に陥ってい

る。 

 

グリーンピースは 2013年 6月 25日から 7月 6日にかけて、国内スーパーマーケット大手 5社（イオ

ン、西友、ダイエー、ユニー、イトーヨーカドー）に対してアンケート調査を実施し、絶滅危惧種及び

乱獲されているウナギの「取扱いの有無」、「取扱量」、「取扱いに関する考え」、「調達方針」について質

問した。このうち「取扱いの有無」「取扱いに関する考え」「調達方針」については全社から回答があっ

たが、表 1：絶滅危惧種及び乱獲されているウナギの取扱いにおけるアンケート調査――国内大手スー

パーマーケットからの回答一覧――にある通り、各社とも絶滅危惧種や乱獲されているウナギの資源状

態の回復に向けた積極的かつ効果的な取り組みを行っておらず、持続可能性を優先した調達方針を策定

していない実態が明らかとなり、自然界のウナギ資源や食文化の持続性よりも短期的利益を優先してい

る姿勢が浮き彫りとなった。ウナギの「取扱量」については、5社中 4社が非公開とした。 

 

 

 イオン・ダイエー：「トレーサビリティの実施の徹底」 
 

国内小売業界最大手のイオン及びその子会社のダイエーは、トレーサビリティの実施の徹

底を調達方針としている。トレーサビリティの実施の徹底は、密漁ウナギの流通・消費を

避けることにおいて有効であり、資源管理に欠かせない流通業界の取り組みの一つだが、

それだけでは漁業や食文化の持続可能性の確保には届かない。「日本食文化が永続的に伝

えられるよう努力して参りたい」とするイオンは消費者への魚介類商品の持続的供給に重

きを置き、国内最大手として他社に先駆け、絶滅危惧種、乱獲されている種、持続可能性

が確保されていない魚介類を調達しないとする調達方針を策定・実施することが求められ

る。またその影響力を持って業界を束ね、行政に対し持続可能性を最優先した魚介類の資

源管理を実施するよう働きかけることが急務である。 

 

同 2 社のウナギの取扱いの有無については、イオンはニホンウナギとアメリカウナギの取扱いは「有」

（アメリカウナギは試験的に仕入販売）、ヨーロッパウナギとその他のウナギの取扱いは「無」と回答。

ダイエーはニホンウナギとヨーロッパウナギの取扱いは「有」、アメリカウナギとその他のウナギの取

扱いは「無」と回答した。取扱量は両社とも非公開とした。 
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 西友：「ワシントン条約の尊守」 
 

世界最大の流通企業であるウォルマートの傘下にある西友は、ウナギにおける調達方針に

「ワシントン条約の尊守」と「その他機関が発表する情報の注視」を挙げている。しかし

環境省がニホンウナギを絶滅危惧種に指定し IUCN も同種の絶滅危惧種リスト入りを検討

している現在も西友は同種の取扱いを続けていることから、「その他機関が発表する情報の

注視」は同社の調達基準とはなっていないと考えられる。国際取引によって生存を脅かさ

れている、または絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とするワシントン条約の

尊守を事実上唯一の調達基準として回答した西友の方針は、絶滅危惧種に認定され貿易規制が行われな

い限りは種の資源状態に関わらず取り扱いを続けるものだと解釈される。世界最大の流通企業ブランド

の傘下にある西友に求められるものは、絶滅危惧種の取扱いをしないだけでなく、取扱商品の原料を絶

滅危惧種にさせず持続的に利用できるための予防原則に基づいた取組みである。ワシントン条約の尊守

のみでは、持続可能性を最優先とした調達方針の策定に遠く及ばない。 

 

ワシントン条約の尊守のみを調達方針に挙げることにはもう一つの穴がある。同条約は指定対象種の国

際取引を規制するが、国内流通や消費を規制する力は持たない。つまり、ワシントン条約は現在ヨーロ

ッパウナギを規制対象種と定めているため同種の輸入を規制しているが、たとえ同条約がニホンウナギ

を規制対象種と定めたとしても、国内生産されるニホンウナギの流通においては直接的効力を持たない。

現在、国際取引の規制によりヨーロッパウナギの国内流通量は若干量しかなく、いまはニホンウナギの

保護が最大の焦点となっているが、ニホンウナギのみを取り扱う西友からの回答には、同種を保護する

取り組みについての記載はない。 

 

 

 ユニー：「養殖ウナギの取扱い」 
 

国内で業界第 3位のユニーは「ウナギの資源状態の悪化を理解している」とした上で、絶

滅危惧種に指定されているニホンウナギとヨーロッパウナギを販売し、その調達方針に

「養殖ウナギの取扱い」を挙げている。現在、日本で消費されるウナギの約 99%以上が

「養殖」のものだが、紛らわしいことにウナギにおける「養殖」は、天然の稚魚（シラス

ウナギ）を自然界から獲りいけすで成長させたものを指すのが現状である（人工採卵孵化

し成長した親魚から更に人工採卵孵化をする「完全養殖」は、まだ実験段階で商業ベースになっていな

い）。つまりウナギの「養殖」は、ウナギが成長し産卵する前の段階で大量に自然界から獲ってしまう

ため、むしろ再生産のサイクルを断ち切っており、資源状態の悪化に大きな直接的影響を与えている。

「養殖」ウナギの取扱いは、持続可能性を担保するための対策として全く的外れである。 

 

なお「養殖」ウナギにおいては、商品パッケージ

上に記載される産地表示にも大きな落とし穴が

ある。日本で消費されるウナギの約 55％は輸入

品xiiで、スーパーマーケットなどでは「中国産」

「台湾産」などと記載された蒲焼が販売されてい

る。一方で国内の地名が表示されたものは「国産」

扱いだが、この地名はウナギが養殖の過程で最も長い間生息した場所を指すもので、生息地や漁獲地を

示すものではない。例えば中国から稚魚（シラスウナギ）を輸入して国内の養殖施設で最も長い間育て

たら、そのウナギは「国産」として流通される。 

 



6 
 

更にスーパーマーケットなどで売られているウナギ商品は、ウナギの種類が記載されていない場合がほ

とんどで、消費者は選択購入することができない状態にある。小売だけでなく行政ですら、つい最近ま

でヨーロッパウナギとニホンウナギの区別をしてこなかった。2013年 5月に水産庁が業界に対してよ

うやく、ニホンウナギを「ウナギ」でなく「ニホンウナギ」と表示して販売するよう推奨し始めたが、

未だに多くのスーパーマーケットなどは対応していない。現在の流通システムや水産庁の示す商品表示

ガイドラインでは、持続可能性が確保されたものを選んで買うことはほぼ不可能な状態にある。 

 

 

 イトーヨーカドー：「国の資源管理に基づいた対応」 
 

国内の業界第 2位のイトーヨーカドーは、絶滅危惧種や乱獲されたウナギの取扱いについ

て「国の資源管理に基づいた対応などを尊守」するとしている。ニホンウナギが環境省に

より絶滅危惧種に指定され IUCNでもリスト入りが検討されているのは、これまで日本政

府が資源管理を怠ってきた結果であり、「国の資源管理に基づいた対応」では、ウナギ漁

業及び消費の持続可能性を担保することは現実的でない。更に国の資源管理に頼れないこ

とは、ウナギだけでなく多くの魚介類においても言えることである。水産庁が公表する平成 24 年度魚

種別系群別資源評価によると、日本周辺水域の漁業資源 52 魚種 84 系群のうち、資源水準が「高位」

の状態にあるのはわずか 16系群（19％）しかなく、残りは「中位」（34系群・40％）と「低位」（34

系群・40％）xiiiである。また同社は調達方針を「年間計画にもとづき、指定池・指定工場にて生産」す

るとしているが、これを調達方針とするのであればあまりにも思慮浅い。肝心なことは「何を考慮し」

「どのような対策を講じて」生産するかである。 

 

4．このままでは未来に残せない魚介類は、ウナギだけではない 
 

薄利多売が後押しする乱獲により資源状態が深刻な状態にあるのは、ウナギだけではない。例えば、日

本で世界総漁獲量の約 80％が漁獲・消費される太平洋クロマグロ（ホンマグロ）は、未開発時の 3.6％
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しか海に残っていないとされているxiv。一本釣りや市場での競りなど、巨大な魚の印象が強いこの魚、

実は日本総漁獲量の 90％以上が、サイズで言えばカツオ程度の、0～1歳の幼魚。太平洋クロマグロが

産卵するのは 4歳からなので、ウナギ同様、太平洋クロマグロは成長し産卵する前の段階で大量に自然

界から獲られており、再生産のサイクルは大きく断ち切られている。この 0～1 歳魚、市場では「ヨコ

ワ」「メジマグロ」などの名前で流通している場合が多いため、消費者にはこれが、資源状態が深刻な

太平洋クロマグロの幼魚であることが分からない。 

 

なお、夏にはスーパーマーケットなどにも太平洋クロマグロが安価で流通されるが、これは産卵に集う

群れを一網打尽にするまき網漁が盛んなため。一度に大量に漁獲するので魚の身に痛みも目立つ上、需

要と無関係に水揚げが先行するため、競りでも値がつかない場合もあり、これが安価でスーパーマーケ

ットなどに流れ、店頭で「天然のホンマグロ」としてプロモーションにかけられる。漁獲の 90％以上

が幼魚で、親魚も産卵直前に一網打尽にされるのだから、資源の減少が深刻な状態に陥るのも当然だ。 

 

ウナギやクロマグロだけではない。既に、世界の海洋漁業資源の内でまだ開発の余地のあるものは全体

の 13％しかなく、残りは既に過剰開発の状態あるいは十分に開発された状態にあるとされているxv。こ

のまま絶滅危惧種や乱獲された種の薄利多売が続くようでは、豊かな生態系と魚料理を次世代の海と食

卓に残せなくなる。私たちは今、そういう危機に直面している。 

 

 

5．いま必要なのは、持続可能な魚介類の調達方針 
 

世界有数の魚介類消費国である日本において、スーパーマ

ーケットは家庭で消費される魚介類のおよそ 70%を販売

する、漁業や消費の持続可能性の確保に大きな影響力を持

つチャネルである。政府や国際機関による資源管理が十分

に機能していない中、消費者に大量の魚介類商品を直接提

供するスーパーマーケットは、漁業及び食文化の持続可能

性の確保に一層の力を注ぐことが求められる。イオンが示

す「日本食文化を永続的に伝えられるよう努力」する必要

があり、そのためにまずは、イトーヨーカドーの「国の資

源管理に基づいた対応などを尊守」や西友の「ワシントン

条約の尊守」の枠を超えることが急務である。持続可能性

の確保に向けて自社が取扱う商品の資源状態や動向を正

しく把握し、ユニーの「養殖の取扱い」が的外れであり、

イオンやダイエーの「トレーサビリティの徹底」だけでは

事足らないことを理解しなくてはならない。 

 

グリーンピースは、豊かな生態系と恵みを次の世代の海と

食卓に確実に残すため、大手スーパーマーケット各社に対

して、絶滅危惧種や乱獲されている種の取扱いを中止し、

持続可能性が確保されている魚介類を積極的に取扱う、魚介類の調達方針の策定・実施を求めて働きか

けている。その取り組みの一環として、各社の魚介類の調達方針を調査しその持続可能性及び安全性を

評価する「お魚スーパーマーケットランキング（最新版：2013年 2月発表）」xviや、大手スーパーマー

ケットや業界団体に消費者の声を届けるオンライン署名「1週間、魚食べずに過ごせる？」xviiなどを展

開している。
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表 1： 絶滅危惧種及び乱獲されているウナギの取扱いにおけるアンケート調査 ――国内大手スーパーマーケットからの回答一覧―― 

 ニホンウナギ ヨーロッパウナギ アメリカウナギ その他のウナギ 

グリーンピースからの質問 2013年に環境省が絶滅危惧種に

指定するほど資源状態が悪化して

おり、このような種を流通させる

ことは持続可能性の追求に逆流し

ていると考えられますが、これに

ついて御社はどのようにお考えで

しょうか。 

2007年に絶滅の恐れがある野生

生物の国際取引を規制するワシン

トン条約の対象種となり、2008年

には国際自然保護連合（IUCN）に

よる絶滅危惧種の「レッドリスト」

で、危機が最も深刻な「極めて絶

滅の恐れが高い種」とされた種。

このような種を流通させることは

持続可能性の追求に逆流している

と考えられますが、これについて

御社はどのようにお考えでしょう

か。 

絶滅の危機に瀕している種とし

て、アメリカの「絶滅の危機に瀕

する種の保存に関する法律」でリ

ストアップされることが検討され

たり、2012年のワシントン条約締

約国会議で対象種となる案も浮上

した種。このような種を流通させ

ることは持続可能性の追求に逆流

していると考えられますが、これ

について御社はどのようにお考え

でしょうか。 

持続可能性を担保する資源管理や

漁業規制が行われていないこれら

の種でニホンウナギやヨーロッパ

ウナギなどを代替し今の日本市場

の莫大な需要に応えようとすれ

ば、乱獲が進みすぐに絶滅への道

を辿ってしまうのは目に見えてい

ます。これについて御社はどのよ

うにお考えでしょうか。 
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イオンからの回答 ニホンウナギ ヨーロッパウナギ アメリカウナギ その他のウナギ 

グリーンピースからの質問に対

する回答 

調達方針に基づき 日本食文化が

永続的に伝えられるよう努力して

参りたいと考えます 

調達方針に基づき 日本食文化が

永続的に伝えられるよう努力して

参りたいと考えます 

調達方針に基づき 日本食文化が

永続的に伝えられるよう努力して

参りたいと考えます 

調達方針に基づき 日本食文化が

永続的に伝えられるよう努力して

参りたいと考えます 

調達方針 稚魚の買付から養殖場の管理等 

トレーサビリティが確実に実施で

き、 加工施設における品質管理

のすぐれたメーカー様と取り組ん

でおります。絶滅が危惧されるジ

ャポニカ種の保護については、生

態系の解明の研究が進められてお

りますが、イオンとしてもそこに

関わっていきたいという思いはあ

ります。 

稚魚の買付から養殖場の管理等 

トレーサビリティが確実に実施で

き、 加工施設における品質管理

のすぐれたメーカー様と取り組ん

でおります。 

稚魚の買付から養殖場の管理等 

トレーサビリティが確実に実施で

き、 加工施設における品質管理

のすぐれたメーカー様と取り組ん

でおります。 

稚魚の買付から養殖場の管理等 

トレーサビリティが確実に実施で

き、 加工施設における品質管理

のすぐれたメーカー様と取り組ん

でおります。 

取扱の有無 有 無 有（試験的に仕入販売） 無 
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西友からの回答 ニホンウナギ ヨーロッパウナギ アメリカウナギ その他のウナギ 

グリーンピースからの質問に対

する回答 

ワシントン条約の対象種では無い

ため、現在は取り扱いを禁止して

いません。各機関からの情報も注

視し、慎重に判断する方針です。 

ワシントン条約の指定対象種とし

て取り扱いを禁止し、今後も対象

除外とならない限り、調達する予

定はありません。 

ワシントン条約の対象種では無い

ため、現在は取り扱いを禁止して

いません。各機関からの情報も注

視し、慎重に判断する方針です。 

ワシントン条約の対象種では無い

ため、現在は取り扱いを禁止して

いません。各機関からの情報も注

視し、慎重に判断する方針です。 

調達方針 ワシントン条約の対象種の取り扱

いを禁止し、その他機関が発表す

る情報を注視しています。 

ワシントン条約の対象種の取り扱

いを禁止し、その他機関が発表す

る情報を注視しています。 

ワシントン条約の対象種の取り扱

いを禁止し、その他機関が発表す

る情報を注視しています。 

ワシントン条約の対象種の取り扱

いを禁止し、その他機関が発表す

る情報を注視しています。 

取扱の有無 有 無 無 無 
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ダイエーからの回答 ニホンウナギ ヨーロッパウナギ アメリカウナギ その他のウナギ 

グリーンピースからの質問に対

する回答 

調達方針に基づき、努力していき

たいと考えます 

調達方針に基づき、努力していき

たいと考えます 

―― ―― 

調達方針 稚魚の買付から養殖、最終製品ま

でトレーサビリティーが確実に実

施でき、品質管理の行き届いたメ

ーカーと取り組みを実施していま

す 

稚魚の買付から養殖、最終製品ま

でトレーサビリティーが確実に実

施でき、品質管理の行き届いたメ

ーカーと取り組みを実施していま

す 

―― ―― 

取扱の有無 有 有 無 無 
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ユニーからの回答 ニホンウナギ ヨーロッパウナギ アメリカウナギ その他のウナギ 

グリーンピースからの質問に対

する回答 

うなぎの資源状態が悪化している

事は、理解している、注意しなけ

ればならない、一方でうなぎは、

日本の大切な食文化での有ります

ので、すぐに調達をやめることは

出来ない。 

なるべく調達をしないようにした

い。 

なるべく調達をしないようにした

い。 

―― 

調達方針 養殖したものを調達。 養殖したものを調達。 ―― ―― 

取扱の有無 有 有 無 無 
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イトーヨーカドーからの回答 ニホンウナギ ヨーロッパウナギ アメリカウナギ その他のウナギ 

グリーンピースからの質問に対

する回答 

国の資源管理に基づいた対応等を

遵守。 

国の資源管理に基づいた対応等を

遵守。 

現在のところ扱い予定はありませ

ん 

現在のところ扱い予定はありませ

ん 

調達方針 年間計画にもとづき、指定池・指

定工場にて生産（国内加工） 

年間計画にもとづき、指定池・指

定工場にて生産（中国加工） 

―― ―― 

取扱の有無 有 有 無 無 
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