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イオン 

 

グリーンピース → スーパーマーケットへ問い合わせ 

2013年 2月に発表した「お魚スーパーマーケットランキング 2」以降で取り組みを強化した点 

問い合わせ：2013年 6月 25日 / 回答：2013年 7月 8日 

トレーサビリティー 変更ございません 

 

消費者への情報公開 変更ございません 

 

調達を避けるべき魚介類 変更ございません 

 

積極的に調達すべき魚介類 変更ございません 

 

調達方針 変更ございません 

 

放射能汚染問題 変更ございません 

 

消費者ボランティア → スーパーマーケットへ問い合わせ 

放射能汚染、絶滅危惧種・過剰漁業への取り組み 

問い合わせ：2013年 9月 5日 / 回答状況：2013年 9月 27日現在 

回答なし 

(9/5 と 9/13 2回問い合わせ) 

 

シルベク放射能調査結果 鮮魚検査数 76 

汚染検出数 16 

汚染検出率 21％ 

 

グリーンピースコメント 持続可能性の調達方針に関して比較的長けており、放射能汚染問題についても政府の

安全基準よりも厳しい数値をかなり早い段階から販売基準に掲げている。 

 

消費者ボランティアからの質問には対象企業中唯一無回答で、対応強化が求められる。 
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イトーヨーカドー 

 

グリーンピース → スーパーマーケットへ問い合わせ 

2013年 2月に発表した「お魚スーパーマーケットランキング 2」以降で取り組みを強化した点 

問い合わせ：2013年 6月 25日 / 回答：2013年 7月 8日 

トレーサビリティー 

 

履歴不明な魚介類の扱いはしない方針が有る。 

冷凍原料については商品履歴書にて漁獲海域、漁法等確認を取っており、船名まで分か

るものを優先して扱う。 

消費者への情報公開 商品履歴書や各市場の情報によりお客様の問合せに回答が可能。 

また市場を介さない直接買付けで、より正確な商品履歴情報を集めている。 

調達を避けるべき魚介類 違法に獲られた魚は扱わない方針がある。 

巻網漁については一部扱いがある。 

積極的に調達すべき魚介類 鮪・鰹については延縄・１本釣り漁のものを優先買い付け。 

調達方針 まぐろ・かつおについては基本的に延縄または１本釣りの魚を優先で使用。 

弊社プライベートブランド「顔が見えるお魚」では、第三者機関による管理の確認を毎年実

施。 

放射能汚染問題 弊社プライベートブランド「顔が見えるお魚」については、稚魚生産履歴、飼養水、餌の安

全性の担保を取っており、製品についても定期的に検査をし、HP上で公開している。 

天然魚については各行政や、市場、お取引先の検査等と連携しながら仕入を実施してい

る。 

消費者ボランティア → スーパーマーケットへ問い合わせ 

放射能汚染、絶滅危惧種・過剰漁業への取り組み 

問い合わせ：2013年 9月 5日 / 回答状況：2013年 9月 27日現在 

放射能汚染：販売基準 100ベクレル/Kg  検査方法取引先に安全性を確認。外部機関で抜き取り検査。 

絶滅危惧種・過剰漁業： 販売基準 取引先に漁獲方法を確認 検査方法 取引先に漁獲方法を確認。 

2013 年 6 月から実施中の、消費者ボランティアからイトーヨーカドーへの問い合わせと回答全文は「オンライン署名で卵を

かえしてみヨーカドー」に掲載しています。 

シルベク放射能調査結果 鮮魚検査数 76 

汚染検出数 20 

汚染検出率 26％（5社中最高） 

グリーンピースコメント 商品から放射能汚染の検出が相次いでいることについて「全く問題ない」としており、その

姿勢は改める必要がある。  

シルベク放射能調査で汚染検出率が対象企業中最高。  

 

2013 年 2 月に発表した「お魚スーパーマーケットランキング 2」では対象企業中唯一無回

答だったイトーヨーカドーが、今回は調達方針を開示。  

 

「商品履歴書や各市場の情報によりお客様の問合せに回答可能」としているものの、実際

の消費者の再三の問い合わせにはそのような回答はなく、非常に対応が冷たかったの

で、この方針が実際に実施されることを期待する。 

  

http://www.greenpeace.org/japan/tamago/
http://www.greenpeace.org/japan/tamago/
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西友 

 

グリーンピース → スーパーマーケットへ問い合わせ 

2013年 2月に発表した「お魚スーパーマーケットランキング 2」以降で取り組みを強化した点 

問い合わせ：2013年 6月 25日 / 回答：2013年 7月 8日 

トレーサビリティー 

 

従来同様、取引先には常時、全流通経路を特定して頂くよう要請しています。また加工品

については、当社所定の「商品カルテ」により、原料調達、製造、物流を通じて一括管理を

しています。これらを基にして、必要に応じて情報のトレースができる体制があります。 

消費者への情報公開 引き続き、生産方法・正しい一般名称・回遊性魚類の漁獲水域を表示しています。なお公

開はしておりませんが、漁獲時期・漁法漁具・資源状態・環境負荷については取引先と連

動し、適宜確認可能な体制をとっています。 

調達を避けるべき魚介類 これまで同様、ワシントン条約対象品目や IUU漁業などの問題のある漁業により獲られた

魚介類は取引の対象にしておらず、取引先にもその旨を確認して頂くようにしています。

また、地域漁業管理機関などが発表する内容については、絶えず注視しています。 

積極的に調達すべき魚介類 従来通り、取引先には、所轄官庁・団体の指導の下、関係法規・条例等に則り事業を行う

漁業者から商品を調達していただくようにしています。また、水産資源を持続的に利用す

るという観点から、農林水産大臣が設定する TAC 制度（漁業可能量制度）に則った商品

を取り扱っています。 

調達方針 弊社の親会社にあたるウォルマート・ストアーズ・インクでは、米国を中心に、水産品の取

引先に対して、MSC、BAP 等の認証の取得を奨励しています。日本でも、こうした方針の

内容を踏まえ、実行可能なところから取組みを進めています。PB商品については、第3者

機関を交えて定期的に監査を実施しています。 

放射能汚染問題 従来同様、公的機関が検査を行い流通を許可したものに限り、仕入・販売を行っており、

また必要に応じて、取引先を通じて外部機関での検査をする体制があります。さらに、独

自の流通基準の導入についても、検討を行っています。 

消費者ボランティア → スーパーマーケットへ問い合わせ 

放射能汚染、絶滅危惧種・過剰漁業への取り組みについて 

問い合わせ：2013年 9月 5日 / 回答状況：2013年 9月 27日現在 

9月 11日回答 

いつも、三軒茶屋店をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

又、西友本部に E メールを賜りまして、ありがとうございました。 

  

早速でございますが、お問い合わせいただきました、弊社取り扱いの魚介類の放射能検査につきましては、弊社では、各

食品に関しまして、行政の指導に基づく対応をしており、汚染の疑いのある品目・産地が特定された場合は、それらの調

達・販売は行っておりません。 

又、各種水産資源の保護につきましては、グローバル規模で重大な課題であると受け止めております。 

今後とも、関係機関の動向を注視して、慎重に対応していく方針でございます。 
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この度は、貴重なご指摘を賜りまして，ありがとうございました。 

今後とも、三軒茶屋店をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::: 

合同会社 西友  お客様相談室 

お客様サポートグループ ●●● 

E メール: ●●●●● 

:::::::::::::::::::::::::::::::::： 

 

1回目の回答での不明な点を再度問い合わせ→→9月 12日回答 

 

いつも、三軒茶屋店をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

又、西友本部に E メールを賜りまして、ありがとうございました。 

  

早速でございますが、行政の基準が 1 キロ当たり 100 ベクレル以下ですので、基準を上回る場合は取り扱いをいたしてお

りません。 

基準以下の場合には、行政の汚染の疑いある品目・産地と特定された場合には、取り扱いをいたしておりませんが、特定

されない場合には、取り扱い販売いたしております。 

  

以上、取り急ぎご報告申し上げます。 

 

今後とも、三軒茶屋店をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。 

  

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 合同会社 西友 お客様相談室 

 お客様サポートグループ ●●● 

 E メール：●●●●● 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

シルベク放射能調査結果 鮮魚検査数 78 

汚染検出数 15 

汚染検出率 19％ 

グリーンピースコメント 持続可能性の追求に関し、ワシントン条約対象品目を扱わない等の方針を評価し、業界

内よりも生態系に対して、西友の言う「慎重な対応」を取ることを期待する。  

 

放射能汚染問題に関し、国の基準よりも厳しい取り組みが必要。 
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ダイエー 

 

グリーンピース → スーパーマーケットへ問い合わせ 

2013年 2月に発表した「お魚スーパーマーケットランキング 2」以降で取り組みを強化した点 

問い合わせ：2013年 6月 25日 / 回答：2013年 7月 8日 

トレーサビリティー 変更ありません 

消費者への情報公開 変更ありません 

調達を避けるべき魚介類 変更ありません 

積極的に調達すべき魚介類 変更ありません 

調達方針 変更ありません 

放射能汚染問題 変更ありません 

消費者ボランティア → スーパーマーケットへ問い合わせ 

放射能汚染、絶滅危惧種・過剰漁業への取り組みについて 

問い合わせ：2013年 9月 5日 / 回答状況：2013年 9月 27日現在 

拝復  この度は弊社にご投稿を頂き、誠にありがとうございます。 

また日頃より、弊社店舗をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

「①弊社で販売されている魚介類の放射能検査について、実施している場合はどのような方法、販売する商品の基準につ

いて②ウナギやマグロなどの減少に対しての販売する立場として実行していることがあれば教えて下さい」とのお申し越し

でございます。  

①放射能検査、販売基準について 

 現在は国や地方地自体様が定期的に検査を行っており、その結果は公表されております為、弊社はお取引様と連携し、

それら放射能物質にかかわる情報を都度都度確認しながら、日頃より安心・安全な商品をご提供できるよう心掛けており

ます。またお客様からの不安の声もあることから、自社でも定期的に売場の魚介類を検査し問題がないことを確認してお

ります。 

弊社の放射能検査におきましては、ゲルマニウム半導体分析装置を用い、「食品中の放射性物質の試験法」に従い、魚

介類ですと 100Bq/ｋｇ以下を基準としております。 

 ②ウナギやマグロの取り扱いについて 

 鰻や鮪は日本料理の食材として重要な位置を占めており、我が国固有の食文化として存在致していると存じます。そう

いった理由により、弊社でも多くのお客様のご要望にお応えすべく、販売申し上げている次第でございます。環境保全につ

きましては、弊社にできることにつき、国の指導に従い遵守申し上げておりますことをご理解頂きたくお願い申し上げます。

尚、9月１日より「めじまぐろ（本まぐろの幼魚）」の販売は致しておりませんことも併せてご報告申し上げます。 

以上弊社からご回答申し上げます。 

今後とも弊社をご愛顧くださいますようお願いもうしあげます。 

末筆ではございますが、●●様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。  

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 株式会社ダイエー お客様サービス  
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●●●●  

電話 03-6388-7041 

シルベク放射能調査結果 鮮魚検査数 75 

汚染検出数 17 

汚染検出率 23％ 

グリーンピースコメント 資源状態の悪化が深刻なクロマグロの幼魚（めじまぐろ）を扱わない方針を持つことを評価

し、持続可能性を追求した一層の取り組みを期待する。 

 

放射能汚染問題に関しては、国の基準を超えた取り組みが必要。 
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ユニー（アピタ） 

 

グリーンピース→スーパーマーケットへ問い合わせ 

2013年 2月に発表した「お魚スーパーマーケットランキング 2」以降で取り組みを強化した点 

問い合わせ：2013年 6月 25日 / 回答：2013年 7月 8日 

トレーサビリティー 

 

仕入先のほとんどが市場流通によるもので鮮度第一為、魚種、産地（海域）、養殖、解

凍は、即、表示をするが、漁獲時期、漁獲者や、漁法や漁具については、確認は出来る

が表示はしないが、お客様の問い合わせがあれば答える。 

消費者への情報公開 魚介類の生産方法（養殖）、正しい一般名（地方名、出世魚の名)産地は表示義務、推奨

表示等、JAS 法、食品衛生法に従い表示をする。その他一部の商品には、漁獲時期、

漁法、環境負荷に関する情報は、公開する準備はある。 

調達を避けるべき魚介類 違法に獲られた魚が明らかになれば、調達はしない。 

積極的に調達すべき魚介類 品質、価格、数量が合えば調達する。 

調達方針 今は、考えていない。 

放射能汚染問題 独自の流通基準や検査体制は持っているが、検査結果は公開していない。 

消費者ボランティア→スーパーマーケットへ問い合わせ 

放射能汚染、絶滅危惧種・過剰漁業への取り組みについて 

問い合わせ：2013年 9月 5日 / 回答状況：2013年 9月 27日現在 

2013年 9月 9日回答 

平素は、ユニー株式会社をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 

メールにて頂戴致しました内容を、弊社関連部署責任者に報告し確認致しました。 

 

関連部署責任者より 「平素は、アピタ・ピアゴをご利用いただきまして誠に有難うございます。 

 この度は、魚介類の放射能検査、ウナギ・マグロについてのお問合せを頂戴致しまして御礼申し上げます。 

 また、お客様へのご返事が遅くなりお詫び申し上げます。 

 弊社の食品の放射性物質検査でございますが、国による放射性物質検査を前提に、「弊社の主たる取組み商品および

スタイルワンなどプライベートブランド商品のみの検査」を行っております。 

 農林水産省、厚生労働省、各地方自治体、農協漁協などの生産者団体はそれぞれ一定の検査体制をとって基準値を超

える農畜水産物が流通することの無い体制をとっており、その体制を前提とした商品の調達を行っております。 

 詳しくは、農林水産省ほかのホームページにて確認いただきますようお願い申し上げます。 

 

 次に、ウナギ・マグロにつきましてのお尋ねでございますが、ウナギやマグロはお客様のご支持の多い食品でございま

す。 

 それらの資源に枯渇の危険性があることは、弊社も認識致しております。 

 漁獲の規制は国際的な取り決めの下、水産庁の指導、漁協の取組みなど一定のルールに基づいて資源保護に努めつ

つ行われております。 

 弊社と致しましては、それらのルールに基づいて漁獲されたものであることの確認に努めつつ調達を行うことで乱獲を防

ぐ姿勢をとっております。」との報告がございました。 
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 ●●様には、何卒ご理解を賜りまして、今後ともユニー株式会社に温かいご支援と相変わりませぬご愛顧を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

       平成２５年  ９月 ９ 日 

        ユニー株式会社 

          お客様サービス部 

          ●●●● 

1回目の回答での不明な点を再度問い合わせ→2013年 9月 16日回答 

 

平素は、ユニー株式会社をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 

 メールにて頂戴致しました内容を、弊社関連部署責任者に報告し確認致しました。 

 

 関連部署責任者より 「平素は、アピタ・ピアゴをご利用いただきまして誠に有難うございます。 

 この度は、放射能検査につきまして再度のお問合せを頂戴致しまして御礼申し上げます。 

 １．弊社の、プライベートブランドの自主検査は●●●●●に依頼し、ゲルマニウム半導体検出器にて、検査を行ってお

ります。 

 検出限界につきましては、一般食品１０ 牛乳５飲用水１に設定し、検出限界未満であれば販売に問題ないと考えており

ます。 

 

 ２．のご質問につきましては、政府の基準である１００ベクレルに対してのものでございますので、弊社として回答は致し

かねます。」との報告がございました。 

 

 ●●様には、何卒ご理解を賜りまして、今後ともユニー株式会社に温かいご支援と相変わりませぬご愛顧を賜りますよう

お願い申し上げます。 

       平成２５年  ９月 １６ 日 

        ユニー株式会社 

          お客様サービス部 

             ●●●● 

シルベク放射能調査結果 鮮魚検査数 73 

汚染検出数 15 

汚染検出率 21％ 

グリーンピースコメント 放射能汚染問題について、プライベートブランドは政府基準よりも低い明確な販売基準

を設けていることを評価できるが、それ以外の商品については強化が求められる。  

 

持続可能な魚介類の調達は課題が多い。 

「問題が明らかな商品を取り扱わない」だけでなく、「問題がなく持続可能性が確保され

た商品のみを取り扱う」姿勢にシフトしていく必要がある。 

 


