
１．問題意識について  
１-１．過剰漁業による海洋生態系破壊の解決に向けた貴社の活動をご回答ください（前回調査 12 月以降）。特に

絶滅の危険や著しい資源の減少が懸念されているマグロ・カツオ類およびウナギについては、可能な限り種ごと

に取り組みの有無と、取り組み内容についてご回答ください。  

イオン  イトーヨーカドー  

1.  水産資源状況について､常に関心を持ち､情報を得る体制､社内検討す

る体制を整え、2 年目となる『水産資源の持続可能な利用推進』検討委員

会を継続し開催しています。(2015 年重点課題は①サステナブルシーフー

ド拡大②うなぎ・まぐろ対応の２課題で運営) 

2.  ＩＵＣＮが 2014 年 11 月、絶滅の恐れがある野生生物を指定するリスト

で、太平洋クロマグロを「軽度の懸念」から「絶滅危惧」に引き上げた事等も

考慮し、2015 年 7 月「完全養殖クロマグロ」をプレイベートブランドとして販

売開始しました。あえて日本海での産卵時期にテレビＣＭ等を打ちながら消

費者への訴求を実施しました。また年末に向けてクロマグロの需要が高く

なる時期にもテレビＣＭを入れ訴求をしました。 

これにより、天然・蓄養から、持続可能な完全養殖へ徐々にシフトしてゆ

き、産卵期太平洋クロマグロの取扱量を減らすという確実な結果を出し、年

末は、資源回復が著しい大西洋クロマグロを販売し過剰漁獲の天然資源

への負荷を下げてまいりました。 

3.  イオンリテールは「資源的にあぶないと言う報道があったからすぐ止め

る」ということでなく、そのような報道がされる何年も前からそのような事態

になることを予測し、それに替わる持続可能な水産物を積極的に取扱い、

消費者がそちらを選ぶ事ができ、結果として対象商品の取扱いを減らして

ゆくという手段を常に講じています。 

4.  責任ある養殖 ASC 認証商品の販売を開始しました。14 年 3 月「アトラ

ンティックサーモン」、6 月「パンガシウス」を発売しその後今日までその普及

を消費者に対し実施してきました。アトランティックサーモンのテレビＣＭも

定期的に入れ、その中で「ASC 認証マーク」を提示してき、多くの消費者に

認識して頂きました。 

5.  2016 年以降「水産資源の維持・生態系の回復を目指し『次の世代に豊

かな食文化を引き継ぐための取り組み』」を開始しました。 

6.  5 の取り組みの一つとして MSC 販売開始 11 年目、ASC 販売開始 3

年目、『FISH BATON』と名付けた常設コーナーを設置し、次の世代に豊か

な食文化を引き継ぐための提案を実施させました。 

「 セ ブ ン ＆ ア イ HLDGS. 持 続 可 能 な 調 達 基 本 方 針 」

http://www.7andi.com/csr/policy/procurement.html 

に基づき、2015 年 2 月 12 日(木)に「イトーヨーカドーうなぎ、クロマグロに関

する調達方針」を策定。 

【イトーヨーカドー うなぎに関する調達方針】 

「セブン＆アイ・ホールディングス持続可能な調達基本方針」に基づき、

IUCN のレッドリストに指定され絶滅の恐れのある「うなぎ」の調達に関して

は以下の基準を設定し調達に努めます。 

  ・ニホンウナギの資源回復を考慮し、通年での取り扱い種類と数量を限

定する。 

  ・ヨーロッパウナギに関しては取り扱いを中止。 

  ・代替えのウナギに関しては取り扱いをいたしません。 

  ・うなぎの需要が増える丑の日は、関連で豚肉や鶏肉などの蒲焼風スタ

ミナ商材を展開することでうなぎに限定しない丑の日の訴求を強化する。 

※この方針は社会状況の変化や新たな情報に応じて改定します。 

【イトーヨーカドー クロマグロに関する調達方針】 

「セブン＆アイ・ホールディングス持続可能な調達基本方針」に基づき、

IUCN のレッドリストに指定され絶滅の恐れのある「クロマグロ」の調達に関

しては以下の基準を設定し調達に努めます。 

 ・巻網の 30ｋｇ以下の扱いを削減していきます。 

※この方針は社会状況の変化や新たな情報に応じて改定します。 

ダイエー  

1, 水産資源状況について､常に関心を持ち､情報を得る体制､社内検討す

る体制を整え、2 年目となる『水産資源の持続可能な利用推進』検討委員

会を継続し開催しております。 

(2015 年重点課題は①サステナブルシーフード拡大②うなぎ・まぐろ対応の

２課題で運営) 

2, IUCN が 2014 年 11 月 17 日、絶滅の恐れがある野生生物を指定するリ

ストで、太平洋クロマグロを「軽度の懸念」から「絶滅危惧」に引き上げた事

等も考慮し、2015 年は「完全養殖クロマグロ」をプレイベートブランドとして、

あえて日本海での産卵時期にテレビ CM 等を打ちながら消費者への訴求を

実施しました。また年末に向けて需要が高くなる時期にもテレビ CM を入れ

訴求をしました。 

これにより、天然・蓄養から、持続可能な完全養殖へ徐々にシフトしてゆ

き、産卵期太平洋クロマグロの取扱量を減らすという確実な結果を出し、年

末は、資源回復が著しい大西洋クロマグロのみを販売し、過剰漁獲の天然

西友  

政府や関係国際機関などの方針・見解を注視しつつ、ウォルマート本社や

NGO、取引先と連携して、トレーサビリティーの向上、法令遵守の徹底など

に取り組んでいます。また、MSC 認証取得商品の取扱を継続するととも

に、ウォルマートグループの調達網を活用するなどして、認証取得商品の

導入・販売を加速させることなども検討していく方針です。 



ユニー  資源への負荷を下げてまいりました。 

3, ダイエーは「資源的にあぶないと言う報道があったからすぐ止める」とい

う方針でなく、そのような報道がされる何年も前からそのような事態になるこ

とを予測し、それに替わる持続可能な水産物を積極的に取扱い、消費者が

そちらを選ぶ事ができ、結果として対象商品の取扱いを減らしてゆくという

手段を常に講じています。 

4, 責任ある養殖 ASC 認証商品を、14 年 3 月「アトランティックサーモン」

を発売しその後今日までその普及を消費者に対し実施してきました。アトラ

ンティックサーモンのテレビ COC も定期的に入れ、その中で「ASC 認証マ

ーク」を提示してき、多くの方に認識して頂だきました。 

5, 2016 年以降 2020 年までに「水産資源の維持・生態系の回復を目指し

『次の世代に豊かな食文化を引き継ぐための取り組み』ということを伝える

取組みを開始しました。  

昨年同様、環境・食育貢献でき、可能な限り、トレースできる水産物を調達

する。自然資源の違法な取引、採取、漁獲のものは扱わない。仕入れ段階

で違法操業と確認できた場合は調達を取りやめる。 

 

 

魚種別の取り組みの有無と具体的内容  

イオン  

ミナミマグロ  

取り組み なし 

〈現状認識〉親魚資源水準は低いが、資源量は年々復活の兆しがあり、漁獲枠も拡大している事を認識。 

太平洋クロマグロ  

取り組み あり 

〈現状認識〉親魚資源水準は低い事を認識。 

〈対応〉 1.  30 ㎏未満の太平洋クロマグロについては削減目標値を決め数量管理を実施しています。 

2.  完全養殖クロマグロの取扱いを大幅に拡大する計画です。 

これにより、天然・蓄養クロマグロから、完全養殖クロマグロへ徐々にシフトしてゆき、天然・蓄養クロマグロの取扱量を増やさないという結果を確実に出し

ました。 

3.  産卵期の太平洋クロマグロの取り扱いの代替訴求を提案しました。 

養殖の国産クロマグロについて、完全養殖サイクルで育成できた成魚の販売に重点を置きます。 

このことが、イオンで働く人たちはもちろんのこと、一般の消費者に対しても、真に意味する事を明確に理解していただけるような訴求をしながら、サステナ

ブルシーフードの普及に努めています。 

大西洋クロマグロ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 親魚資源水準は 2000 年中頃まで乱獲により減少を続け､2010 年ワシントン条約で貿易規制が検討された。それを転機に、EU 主導で厳し

い漁獲規制を導入した結果、資源が順調に回復している事を認識。 

15 年より 17 年にかけて、毎年 20％ずつ漁獲枠が増えることが ICCAT で合意されました。 

〈対応〉 漁獲枠拡大の処置により、太平洋クロマグロから需要期(年末年始)にシフト。 

キハダマグロ  

取り組み なし 

〈現状認識〉 一部大西洋を除き、太平洋・インド洋とも過剰漁業(乱獲状態)では無い事を認識。 

メバチマグロ  

取り組み あり 



 

〈現状認識〉 太平洋､インド洋､大西洋とも資源水準は低い事を認識。 

〈対応〉 実態の裏付けを調査しながら、来年度以降の検討魚種として考える予定です。 

ビンナガマグロ  

取り組み なし 

〈現状認識〉 資源水準は一部インド洋、南太平洋を除き過剰漁業(乱獲状態)では無い事を認識。 

カツオ  

取り組み なし 

〈現状認識〉 販売の中心となる中西部太平洋の資源水準は過剰漁獲(乱獲状態)では無い事を認識。 

ニホンウナギ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 『絶滅危惧 IB 類』 

〈対応〉 2007 年ピーク時の取扱いだったものが､2014 年は 1/5 程度になっています。うなぎ全体とすれば､「ヨーロッパうなぎ（アンギラ種）」の取扱いを中

止しているので､削減尾数はさらに多くなっておりピーク時の取扱い尾数の 1/10 以下になっています。2015 年は価格がやや下がったため、増える事も予

想されたが、前年まで毎年入れていたテレビ CM は本年、資源枯渇問題への対応として中止を決定しました。その結果、昨年より更に販売尾数は減りまし

た。 

ヨーロッパウナギ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 『絶滅危惧 IA 類』  

〈対応〉 資源が復活したと認められるまで取扱いをしない。 

アメリカウナギ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 『絶滅危惧 IB 類』 

〈対応〉 資源が復活したと認められるまで取扱いをしない。 

ピカーラウナギ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 『絶滅危惧種になる恐れがある』 

資源管理と地場産業育成を目的に、インドネシア政府は『150Ｇ以下』、フィリピン政府は『15 ㎝以下』のものの輸出を禁止しているにもかかわらず、フィリ

ピンからは、2013 年の日本の貿易統計では、2 トンを超えるシラスウナギをフィリピンから輸入している事を認識。 

〈対応〉 1. 取扱うものは､シラスの採捕地のインドネシア国内で「養殖」「加工」したものに限ります。（えび事業が衰退したエリアでの､経済促進､雇用確

保､漁民の収入確保等の目的も有します） 

2. 他国で養殖されたものはもちろん、蒲焼加工したものも取り扱いません。 

3. インドネシア国内で「しらす調達自主基準」を持ったサプライヤーから調達しています。また、採捕者が明確になっており、密輸出に関連する事がないこ

とを確認しています。 

4. インドネシア産うなぎ蒲焼パッカーは、しらす調達重量を前年を上回らない自主基準をもって且つ、しらすは特定期間・エリア・サプライヤーからしか調

達しておりません。 

5. 放流事業を実施しています。 

イトーヨーカドー  

ミナミマグロ  

取り組み あり 

資源量を考慮しての販売 



 

  西友  

ミナミマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

太平洋クロマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。日本近海で漁獲されたものについては、

一次加工時（取引先）に抱卵では無い事を確認しています。 

大西洋クロマグロ  

取り組み あり 

太平洋クロマグロ  

取り組み あり 

調達方針の策定と実行 

大西洋クロマグロ  

取り組み あり 

調達方針の策定と実行 

キハダマグロ  

取り組み あり 

資源量を考慮しての販売 

メバチマグロ  

取り組み あり 

資源量を考慮しての販売 

ビンナガマグロ  

取り組み あり 

資源量を考慮しての販売 

カツオ  

取り組み あり 

資源量を考慮しての販売 

ニホンウナギ  

取り組み あり 

調達方針の策定と実行 

ヨーロッパウナギ  

取り組み あり 

調達方針の策定と実行 

アメリカウナギ  

取り組み あり 

調達方針の策定と実行 

ピカーラウナギ  

取り組み あり 

調達方針の策定と実行 



現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

キハダマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

メバチマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

ビンナガマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

カツオ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

ニホンウナギ  

取り組み あり 

政府や各漁業管理機関が発表する情報を注視するとともに、お取引先に対しても 新の関連法規やガイドラインに基づく適切な資源管理の取組みの実

施を確認の上、調達を行っています。 

ヨーロッパウナギ  

取り組み なし 

取り扱いはありません。 

アメリカウナギ  

取り組み なし 

取り扱いはありません。 

ピカーラウナギ  

取り組み なし 

取り扱いはありません。 

ダイエー  

ミナミマグロ  

取り組み なし 

〈現状認識〉 親魚資源水準は低いが、資源量は年々復活の兆しがあり、漁獲枠も拡大している。 

太平洋クロマグロ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 親魚資源水準は低い事を認識。 

〈対応〉 1, 30 ㎏未満の太平洋クロマグロについては削減目標値を決め数量管理を実施しています。 

2, 完全養殖クロマグロの取扱いを大幅に拡大する計画です。 

これにより、天然・蓄養クロマグロから、完全養殖クロマグロへ徐々にシフトしてゆき、天然・蓄養クロマグロの取扱量を増やさないという結果を確実に出し

ました。 

3, 産卵期の太平洋クロマグロの取り扱いの代替を訴求提案しています。 

 養殖の国産クロマグロについて、完全養殖サイクルで育成できた成魚の販売に重点を置きます。このことが、ダイエーで働く人たちはもちろんのこと、一

般の消費者に対しても、真に意味する事を明確に理解していただけるような訴求をしながら、サステナブルシーフードの普及に努めています。 

大西洋クロマグロ  



取り組み なし 

〈現状認識〉 親魚資源水準は 2000 年中頃まで乱獲により減少を続け､2010 年ワシントン条約で貿易規制が検討。それを転機に、EU 主導で厳しい漁獲

規制を導入した結果、資源が順調に回復している事を認識。 

15 年より 17 年にかけて、毎年 20％ずつ漁獲枠が増えることが ICCAT で合意された。 

〈対応〉 漁獲枠拡大等の処置により、太平洋クロマグロから需要期(年末年始)にシフトします。 

キハダマグロ  

取り組み なし 

〈現状認識〉 一部大西洋を除き、太平洋・インド洋とも過剰漁業(乱獲状態)では無い事を認識しています。 

メバチマグロ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 太平洋､インド洋､大西洋とも資源水準は低い事を認識しています。 

〈対応〉 実態の裏付けを調査しながら、来年度以降の検討魚種として考える予定です。 

ビンナガマグロ  

取り組み なし 

〈現状認識〉 資源水準は一部インド洋、南太平洋を除き過剰漁業(乱獲状態)では無い事を認識しています。 

カツオ  

取り組み なし 

〈現状認識〉 販売の中心となる中西部太平洋の資源水準は過剰漁獲(乱獲状態)では無い事を認識しています。 

ニホンウナギ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 『絶滅危惧 ⅠＢ類』 

〈対応〉 2007 年ピーク時の取扱いだったものが､2014 年は 1/5 程度になっています。うなぎ全体とすれば､「ヨーロッパうなぎ（アンギラ種）」の取扱いを中

止しているので､削減尾数はさらに多くなっておりピーク時の取扱い尾数の 1/10 以下になっています。2015 年は価格がやや下がったため、増える事も予

想されたが、前年まで毎年入れていたテレビ CM は本年、資源枯渇問題への対応として中止を決定しました。 

ヨーロッパウナギ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 『絶滅危惧 ⅠＡ類』 

〈対応〉 資源が復活したと認められるまで取扱いをしません。 

アメリカウナギ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 『絶滅危惧 ⅠＢ類』 

〈対応〉 資源が復活したと認められるまで今後取扱いをしません。 

ピカーラウナギ  

取り組み あり 

〈現状認識〉 『絶滅危惧種になる恐れがある』 

資源管理と地場産業育成を目的に、インドネシア政府は『150Ｇ以下』、フィリピン政府は『15 ㎝以下』のものの輸出を禁止しているにもかかわらず、フィリ

ピンからは、2013 年の日本の貿易統計では、2 トンを超えるシラスウナギをフィリピンから輸入している事を認識。 

〈対応〉 1, 取扱うものは､シラスの採捕地のインドネシア国内で「養殖」「加工」したものに限ります。（えび事業が衰退したエリアでの､経済促進､雇用確

保､漁民の収入確保等の目的も有します） 

2, 他国で養殖されたものはもちろん、蒲焼加工したものも取り扱いません。 

3, インドネシア国内で「しらす調達自主基準」を持ったサプライヤーから調達しています。また、採捕者が明確になっており、密輸出に関連する事がないこ

とを確認しています。 



4, インドネシア産うなぎ蒲焼パッカーは、しらす調達重量を前年を上回らない自主基準をもって且つ、しらすは特定期間・エリア・サプライヤーからしか調

達しておりません。 

5, 放流事業を実施しています。 

ユニー  

魚種 有/無 具体的取組内容 

ミナミマグロ なし  

太平洋クロマグロ なし 産卵期のまき網漁の仕入れは出来る限り減らすように努力する。 

大西洋クロマグロ なし  

キハダマグロ なし  

メバチマグロ なし  

ビンナガマグロ なし  

カツオ なし まき網漁のものでなく釣りものを出来る限り仕入れしている。 

ニホンウナギ なし  

ヨーロッパウナギ なし  

アメリカウナギ なし 基本的には取り扱わない。 

ピカーラウナギ なし 基本的には取り扱わない。 

  西友  

ミナミマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

太平洋クロマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。日本近海で漁獲されたものについては、

一次加工時（取引先）に抱卵では無い事を確認しています。 

大西洋クロマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

キハダマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

メバチマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

ビンナガマグロ  

取り組み あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

カツオ  

取り組み  あり 

現在は取り扱いを禁止していませんが、各漁業管理機関からの情報も注視し、取扱を慎重に判断する方針です。 

ニホンウナギ  

取り組み あり 



政府や各漁業管理機関が発表する情報を注視するとともに、お取引先に対しても 新の関連法規やガイドラインに基づく適切な資源管理の取組みの実

施を確認の上、調達を行っています。 

ヨーロッパウナギ  

取り組み なし 

取り扱いはありません。 

アメリカウナギ  

取り組み なし 

取り扱いはありません。 

ピカーラウナギ  

取り組み なし 

取り扱いはありません。 

 

1-2： IUU（違法・無報告・無規制）漁業や強制労働など水産業界における法的・倫理的問題の存在を受け、消費者に持続可能

な魚介類を提供するための具体的取り組みの有無とその具体的内容（取り組みのない場合は、その理由）  

イオン  

（具体的取組あり）＊質問の内容範囲が広範囲すぎ、全ての取り組みをお答えする事が不可能です。代表的な取り組みのみ具体的にご説明いたします。 

〈『イオンサプライヤーCoC(Code of Conduct：取引行動規範)』を設けて、遵守を要請している〉 

 イオンのプライベートブランド「トップバリュ」はお客さまに安全・安心を約束しています。そのためには品質管理だけでなく、製造過程にも社会的責任を果

たすべきと考え、イオンでは「トップバリュ」の製造委託先を対象に独自の「イオンサプライヤーCoC」を設けて、遵守を要請しています。 

2003 年に制定された「イオンサプライヤーCoC」はこれまで「トップバリュ」の製造委託先様に対し、国内外で説明と遵守の要請を行いました。その結果、

800 社以上から遵守の宣言書をいただいています。 

 CoC 要求項目違反、あるいは不適合を見つけたときには従業員は、社内の内部通報や CoC の外部評価機関に直接、メールやファクスなどにより苦情

を申し出ることができる支援システムも構築しています。 

 CoC 外部評価機関はこれらの従業員からの苦情を厳重に秘密として扱うこと、通報した従業員は雇用者として保護されることを定めています。また調査

の上苦情により指摘された不適合を是正するよう企業に求めます。 

 

〈『イオンサプライヤーCoC』監査体制〉 

 「イオンサプライヤーCoC」はイオンの監査員による「二者監査」と専門の外部機関が行う「三者監査」があり、「二者監査」「三者監査」のいずれかを継続

的に実施しています。「三者監査」実施済み工場は 2014 年 12 月時点で 3,000 以上となりました。改善が必要な項目については、是正のための企業説明

会を継続的に実施し、改善項目についての個別支援を行うなど、お取引先様とともに商品について説明責任をはたす体制を整えています。イオン二者監

査は、国内 8 名、海外 30 名の監査員（イオン二者監査、認定監査員）を配置し確認活動を実施しています。 

 

〈イオンサプライヤーCoC(取引行動規範)要求内容〉 

法令順守 製造・調達を行う国において法的に定められている、社会的責任標準に適合する。 

1. 児童労働：違法な児童労働は許されない 

2. 強制労働：強制・囚人・拘束労働は許されない 

3. 安全衛生および健康：安全で健康な職場を提供すること 

4. 結社の自由および団体交渉の権利：従業員の権利を尊重すること 

5. 差別：生まれた背景、信条で差別してはならない 

6. 懲罰：従業員に過酷な懲罰を課してはならない 

7. 労働時間：労働時間に関する法令を遵守 

8. 賃金および福利厚生：賃金および福利厚生に関する法令の遵守 



9. 経営責任：イオンサプライヤーCoC の遵守宣言をすること 

10. 環境：環境汚染、破壊防止に取り組むこと 

11. 商取引：地域の商取引に関する法令を遵守すること 

12. 認証・監査・監視(モニタリング)：イオンサプライヤーCoC の認証・監査・監視を受けること 

13. 贈答禁止：イオンとサプライヤーの贈答禁止 

イトーヨーカドー  

（具体的取組あり） ・セブン＆アイ HLDGS.お取引先行動指針(ＨＰで４か国語で公開)に基づいた仕入れを実施。 

http://www.7andi.com/csr/suppliers/guide.html 

・プライベートブランド及び直輸入商品に関してはセブン＆アイ HLDGS.お取引先行動指針に基づいた CSR 監査を実施。 

http://www.7andi.com/dbps_data/_template_/_user_/_SITE_/localhost/_res/csr/pdf/2015_12.pdf    P57、P58 

西友  

（具体的取組あり） 西友を含むウォルマートグループでは、責任ある調達の取組みを推進しており、全てのお取引先に対して、「サプライヤー基準」の遵守

を求めています。この基準は、Walmart の HP で公開されており、日本語版も掲載されています。

http://corporate.walmart.com/sourcing-standards-resources 

このサプライヤー基準には、法律への準拠を始め、生産現場での労働者の権利や安全衛生、環境への配慮や汚職防止など、多岐に渡る項目が含まれて

います。またこの基準に沿って、プライベートブランドや直輸入商品のお取引先には、定期的な監査を実施し、問題が発見された場合には、お取引先とと

もに改善に取り組んでいます。 

ダイエー  

（具体的取組あり）＊質問の内容範囲が広範囲すぎ、全ての取り組みをお答えする事が不可能です。代表的な取り組みのみ具体的にご説明いたします。 

ダイエーはイオントップバリュ商品を販売しておりますので以下の通りとなります。 

1, 『イオンサプライヤーCoC(取引行動規範)』を設けて、遵守を要請している。 

 イオンのプライベートブランド「トップバリュ」はお客さまに安全・安心を約束しています。 

そのためには品質管理だけでなく、製造過程にも社会的責任を果たすべきと考え、イオンでは「トップバリュ」の製造委託先を対象に独自の「イオンサプラ

イヤーCoC」を設けて、遵守を要請しています。 

2003 年に制定された「イオンサプライヤーCoC」はこれまで「トップバリュ」の製造委託先様に対し、国内外で説明と遵守の要請を行いました。その結果、

800 社以上から遵守の宣言書をいただいています。 

CoC 要求項目違反、あるいは不適合を見つけたときには従業員は、社内の内部通報や CoC の外部評価機関に直接、メールやファクスなどにより苦情を

申し出ることができる支援システムも構築しています。「イオンサプライヤーCoC」では、CoC 外部評価機関はこれらの従業員からの苦情を厳重に秘密とし

て扱うこと、通報した従業員は雇用者として保護されることを定めています。また調査の上苦情により指摘された不適合を是正するよう企業に求めます。 

 「イオンサプライヤーCoC」はイオンの監査員による「二者監査」と専門の外部機関が行う「三者監査」があり、「二者監査」「三者監査」のいずれかを継続

的に実施しています。「三者監査」実施済み工場は 2014 年 12 月時点で 3,000 以上となりました。改善が必要な項目については、是正のための企業説明

会を継続的に実施し、改善項目についての個別支援を行うなど、お取引先様とともに商品について説明責任をはたす体制を整えています。 

イオン二者監査は、国内 8 名、海外 30 名の監査員（イオン二者監査、認定監査員）を配置し確認活動を実施しています。 

 

〈イオンサプライヤーCoC（取引行動規範）要求内容〉 

法令順守 

 製造・調達を行う国において法的に定められている、社会的責任標準に適合する。 

1,児童労働  

   違法な児童労働は許されない 

2,強制労働 

   強制・囚人・拘束労働は許されない 

3,安全衛生および健康 



   安全で健康な職場を提供すること 

4,結社の自由および団体交渉の権利 

   従業員の権利を尊重すること 

5,差別 

   生まれた背景、信条で差別してはならない 

6,懲罰 

   従業員に過酷な懲罰を課してはならない 

7,労働時間 

   労働時間に関する法令を遵守 

8,賃金および福利厚生 

   賃金および福利厚生に関する法令の遵守 

9,経営責任 

   イオンサプライヤーCoC の遵守宣言をすること 

10,環境 

   環境汚染、破壊防止に取り組むこと 

11,商取引 

   地域の商取引に関する法令を遵守すること 

12,認証・監査・監視(モニタリング) 

   イオンサプライヤーCoC の認証・監査・監視を受けること 

13,贈答禁止 

   イオンとサプライヤーの贈答禁止 

ユニー  

（具体的取組なし） 具体的な取り組みは無いが、仕入れ段階で IUU 漁業が確認できた場合はバイヤー判断で調達をしないようにする。 

持続可能な漁法で漁獲した水産物を安全、安心に消費者に届ける為、違法操業など、極力情報を集め調達しないよう努力しています。 

加えて調達段階で、IUU 漁業が確認できた場合は調達をしないようにしている。 

２．魚介類の調達方針について  

2-1：文章化された「持続可能な魚介類の調達方針」（以下、調達方針）はありますか？  

「はい」の場合は具体的内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

   イオン  

（はい） 

【イオン持続可能な調達原則】 

1. 自然資源の違法な取引採取漁獲を排除します。 

2. 生物多様性保全､自然資源枯渇防止の観点で､イオン基準を設定運用します。 

3. 再生不可能な資源の利用については、 小限に留めます。 

4. 農産物や漁業資源の産地、漁獲方法などのトレーサビリティを確立します。 

【イオン水産物調達方針】 

資源の枯渇防止と生物多様性保全の観点から、定期的にリスク評価を行い、リスク低減のために、実効可能な対策を検討し、持続可能な水産物の調達

に努めます。 

【イオン生物多様性方針】 

〈基本方針〉 

事業活動全体における、生態系への影響を把握し、お客様や行政、NGO などのステークホルダーのみなさまと連携しながら、その影響の提言と保全活動

を結局的に推進します。わたしたちは､「生態系」について事業活動を通じ 



1. 「めぐみ」と「いたみ」を自覚します。 

2. 「まもる」「そだてる」ための活動を実行します。 

3. 活動内容をお知らせします。 

〈行動指針〉 

商品：持続可能性に配慮し資源管理された生鮮品やそれらの加工品についての目標を設定し、取引先さまと共有しながら、仕入れ販売活動を行い、お客

さまにその情報を発信します。持続可能性に配慮した生物資源の認証(MSC､ASC 等)された商品を積極的に取扱い､情報を発信します。環境負荷の低

いプライベートブランド「トップバリュグリーンアイ」農水畜産物の開発､販売を継続して取り組みます。 

イトーヨーカドー  

（はい） 「セブン＆アイ HLDGS.持続可能な調達基本方針」 http://www.7andi.com/csr/policy/procurement.html 

に基づき、2015 年 2 月 12 日(木)に「イトーヨーカドーうなぎ、クロマグロに関する調達方針」を策定。（前述：設問１-１） 

西友  

（はい） 弊社の親会社にあたるウォルマート・ストアーズ・インクの米国部門においては、水産品の取引先に対して、MSCやBAP等の認証の取得、または

漁業改善プログラム（FIP）への参加を奨励しています。 http://corporate.walmart.com/policies  

西友でも、こうした方針の内容を踏まえ、実行可能なところから取り組みを進めています。 

ダイエー  

（はい） ダイエーとしてはイオングループ調達方針に準じた対応を行っております。 

【イオン持続可能な調達原則】 

1, 自然資源の違法な取引採取漁獲を排除します。 

2, 生物多様性保全､自然資源枯渇防止の観点で､イオン基準を設定運用します。 

3, 再生不可能な資源の利用については､ 小限に留めます。 

4, 農産物や漁業資源の産地､漁獲方法などのトレーサビリティを確立します。 

【イオン水産物調達方針】 

資源の枯渇防止と生物多様性保全の観点から､定期的にリスク評価を行い､リスク低減のために､実行可能な対策を検討し､持続可能な水産物の調達に

努めます 

【イオン生物多様性方針】 

〈基本方針〉 

事業活動全体における､生態系への影響を把握し､お客さまや行政､NGO などステークホルダーのみなさまと連携しながら､その影響の提言と保全活動を

結局的に推進します。 

わたしたちは､「生態系」について事業活動を通じ 

1, 「めぐみ」と「いたみ」を自覚します。 

2, 「まもる」「そだてる」ための活動を実行します。 

3, 活動内容をお知らせします。 

〈行動指針〉 

商品：持続可能性に配慮し資源管理された生鮮品やそれらの加工品についての目標を設定し､取引先さまと共有しながら､仕入れ販売活動を行い､お客さ

まにその情報を発信します。 

持続可能性に配慮した生物資源の認証(MSC､ASC 等)された商品を積極的に取扱い､情報を発信します。 

環境負荷の低いプライベートブランド「トップバリュグリーンアイ」農水畜産物の開発､販売を継続して取り組みます。 

ユニー  

（いいえ） 文章化されたものは有りませんが、「環境・食育貢献でき可能な限りトレースできる水産物を調達する。自然資源の違法な取引、採取、漁獲のも

のは取り扱わない。」以上を徹底しています。 

2-2：貴社の調達方針や基準について、前回調査 2014 年 12 月以降に、導入または変更・改善した部分がありますか？  

「はい」の場合は具体的内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  



イオン  イトーヨーカドー  

（はい） 基準は簡単に変えることなく、熟慮検討した上で制定しています。

ある種普遍的なものであり、目的は変わることなく、そこにたどるためのア

プローチ方法は、環境変化に対応したものとなっています。 

（はい） 「セブン＆アイ HLDGS.持続可能な調達基本方針」 

HTTP://WWW.7ANDI.COM/CSR/POLICY/PROCUREMENT.HTML 

に基づき、2015 年 2 月 12 日(木)に「イトーヨーカドーうなぎ、クロマグロに関

する調達方針」を策定。（前述：設問１-１） 

西友  

（はい） 特に東南アジアからの水産品調達に関して、奴隷労働や労働搾

取の問題が発生していることを認識し、問題の解決に向け、社内外のステ

ークホルダーと協働して、取組みを強化していることを表明しています。 

http://corporate.walmart.com/sourcing/collaboration 

西友でも、コンプライアンス部門の専門チームを中心に、ウォルマート本社

や関係機関、お取引先と連携し、これらの問題への対処を行っています。 

ダイエー  

（はい） 基準は簡単に変えることなく、熟慮検討した上で制定しています。 

ある種普遍的なものであり、目的は変わることなく、そこにたどるためのアプ

ローチ方法は、環境変化に対応したものとなっています。 

ユニー  

（いいえ） 特別大きく変更していません。 

バイヤー間で申し合わせ事項として直接買い付けの場合の方針は、 

① 違法取引の排除。 

② トレーサビリティの確立。 

③ 定期的なリスク評価。 

市場流通については市場法順守と定期的なリスク評価を出来る限り実施し

ている。 

 

2-3：魚介類の調達において、明確な意思決定フローはありますか？  

「はい」の場合は具体的内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  イトーヨーカドー 

（はい） 組織としての決定事項であり、個人、個別部署での意思決定

することはありません。『持続可能な調達／水産物アセスメント会議』

に基づき『水産資源の持続可能な利用推進』検討委員会を設置し、喫

緊の問題の魚種についてはリスク評価を実施し対策しています。 

（はい） トレーサビリティを基本、基軸にした調達をはかっています。 

西友 

（はい） 西友を含むウォルマートグループでは、責任ある調達に向けた取組みを

推進しており、全てのお取引先に対して、「サプライヤー基準」の遵守を求めてい

ます。 

HTTP://CORPORATE.WALMART.COM/SOURCING-STANDARDS-RESO

URCES  

この基準に沿って、コンプライアンス担当部門が、取引先または取引先候補が違

法なビジネスを行っていないか等について審査を行い、問題がある場合は取引

停止などの対応を決定します。 また、調達過程における環境・社会的リスクにつ

いては、コンプライアンス部門の専門チームから随時情報共有がなされ、必要な

対処を行っています。こうした部門と連携しながら、水産部のバイヤーが調達を

決定しています。 

ダイエー  

（はい） 組織としての決定事項であり、個人、個別部署での意思決定

することはありません。『持続可能な調達／水産物アセスメント会議』

に基づき『水産資源の持続可能な利用推進』検討委員会を設置し、喫

緊の問題の魚種についてはリスク評価を実施し対策しています。 

ユニー  

（いいえ） 部門での社員教育等の場でバイヤーが仕入れ時に出来う

る限り上記内容をチェックし調達している。 

2-4：調達方針は公平性および社会的説明責任にかかる問題に配慮したものですか？（例：SA8000 認証など、国際労働機関

ILO の憲章を遵守する漁業者・養殖業者・企業からのみ調達する等）  

「はい」の場合は具体的内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） イオンでは、2003 年に制定した「イオンサプライヤーCoC（取引行動規範）」に基づき、コンプライアンスを前提として、人権の尊重・適正な労働慣



行・環境への配慮などの 13 の要求事項の順守をサプライヤーに要請し、監査を実施しています。 

また、サプライヤーとともに、改善の取組にあたることで、持続可能なサプライチェーンの構築をめざしています。 

更に、2004 年より、「SA8000」の認証を自社の本社業務及び、トップバリュのサプライヤー管理を対象に含めて取得し、第三者の監査も受けています。 

2014 年には、労働・人権・環境に関して、「グローバル枠組み協定」を国際的な労働組合組織「UNI グローバルユニオン」、UA ゼンセン、イオン労働組合

連合会と、4 社が共にパートナーと認識し取組んでいます。 

 

「SA8000」の取得 

パートナーであるお取引先様に、労働条件や労働環境に対する明確な基準を設けた「イオンサプライヤーCoC」制定の翌2004年、イオン㈱は日本の小売

業としては初めて、社会説明責任（SA：ソーシャル・アカウンタビリティ）という人権と労働環境などについての国際基準である「SA8000」の認証を、「トップ

バリュ」のサプライヤー管理とイオン㈱の本社業務において取得しました。これは、人権保護・雇用差別など 8 つの要求事項の遵守とそのマネジメントシス

テムを構築し、改善し続けていくことが求められます。イオンでは「イオンサプライヤーCoC」と「SA8000」を両輪に、企業としての社会的な説明責任を果た

していきます。 

2011年2月には、「トップバリュ」のサプライヤー管理とイオン(株)・イオンリテール(株)・イオントップバリュ(株)の本社業務において、SA8000の認証を受け

ました。 

その目的としては、 

1. 職場における従業員の基本的人権を尊重するとともに、安全・安心と健康を確保し、快適な労働環境を形成します。 

2. 対等なパートナーである取引先とともに、人権・労働基準に関わる法令の遵守、およびその継続的な改善を図ることによって、普遍的な人権を尊重し、

労働環境を改善していく社会の構築を目指します。 

推進方針としては、 

1. 人権および労働基準における国際規範・法令を遵守し、その継続的な改善をはかります。 

(ア) 児童労働：児童労働を禁止するとともに救済措置を講じます。 

(イ) 強制労働：あらゆる形態の強制労働を排除します。 

(ウ) 健康と安全：従業員の健康と安全を確保し衛生的な職場環境を提供します。 

(エ) 結社の自由および団体交渉権：団結権および団体交渉権を保障します。 

(オ) 差別：国籍・人種・性別・学歴・宗教・身体上のハンディキャップ・年齢による差別をしません。 

(カ) 懲罰：体罰や精神的・肉体的な強制、および言葉による虐待をしません。 

(キ) 労働時間：労働時間、休憩および休日に関する法令、労働協約を遵守します。 

(ク) 報酬：適正な賃金の支払いに関する法令を遵守します。 

2. この方針を具現化するために、全従業員に周知徹底する教育プログラムを実行するとともに、この活動の定期的な見直しをおこない、継続的改善に努

めます。 

3. サプライヤーである取引先に対し、人権および労働基準に関する取引行動規範を制定し、遵守を働きかけ、イオンとともに継続的改善をはかります。 

4. この方針を広く公開し適切な情報提供に努め、企業の社会説明責任（SA：ソーシャル・アカウンタビリティ）を全うします。 

イトーヨーカドー  

（はい） セブン＆アイ HLDGS.お取引先行動指針（HP で４か国語で公開）に基づいた仕入れを実施。 

HTTP://WWW.7ANDI.COM/CSR/SUPPLIERS/GUIDE.HTML 

西友  

（はい） 西友を含むウォルマートグループ各社は、全てのお取引先に「サプライヤー基準」の遵守を求めています。 

サプライヤー基準を具体的に解説したマニュアルには、国や地域の法令の遵守が明記されており、また該当地域において法的規制が無い場合であって

も、ウォルマートの基準を順守するよう求めています。 

http://cdn.corporate.walmart.com/e3/80/cb129f0f43c9a901c13a06ee5326/standards-for-suppliers-2014-japanese.pdf 

ダイエー  

（はい） ダイエーではイオングループとして、2003 年に制定した「イオンサプライヤーCoC（取引行動規範）」に基づき、 コンプライアンスを前提として、人



権の尊重・適正な労働慣行・環境への配慮などの 13 の要求事項の順守をサプライヤーに要請し、監査を実施しています。また、サプライヤーとともに、改

善の取組にあたることで、持続可能なサプライチェーンの構築をめざしています。更に、2004 年より、イオンでは「SA8000」の認証を自社の本社業務及

び、トップバリュのサプライヤー管理を対象に含めて取得し、第三者の監査も受けています。 

2014 年には、労働・人権・環境に関して、「グローバル枠組み協定」を国際的な労働組合組織「UNI グローバルユニオン」、UA ゼンセン、イオン労働組合

連合会と、4 社が共にパートナーと認識し、取組んでいます。 

 

「SA8000」の取得 

パートナーであるお取引先様に、労働条件や労働環境に対する明確な基準を設けた「イオンサプライヤーCoC」制定の翌2004年、イオン㈱は日本の小売

業としては初めて、社会説明責任（SA:ソーシャル・アカウンタビリティ）という人権と労働環境などについての国際基準である「SA8000」の認証を、「トップ

バリュ」のサプライヤー管理とイオン㈱の本社業務において取得しました。これは、人権保護・雇用差別など 8 つの要求事項の遵守とそのマネジメントシス

テムを構築し、改善し続けていくことが求められます。イオンでは「イオンサプライヤーCoC」と「SA8000」を両輪に、企業としての社会的な説明責任を果た

していきます。 

2011年2月には、「トップバリュ」のサプライヤー管理とイオン(株)・イオンリテール(株)・イオントップバリュ(株)の本社業務において、SA8000の認証を受け

ました。 

その目的としては、 

１, 職場における従業員の基本的人権を尊重するとともに、安全・安心と健康を確保し、快適な労働環境を形成します。 

2, 対等なパートナーである取引先とともに、人権・労働基準に関わる法令の遵守、およびその継続的な改善を図ることによって、普遍的な人権を尊重し、

労働環境を改善していく社会の構築を目指します。 

推進方針としては、 

1. 人権および労働基準における国際規範・法令を遵守し、その継続的な改善をはかります。 

1) 児童労働：児童労働を禁止するとともに救済措置を講じます。 

2) 強制労働：あらゆる形態の強制労働を排除します。 

3) 健康と安全：従業員の健康と安全を確保し衛生的な職場環境を提供します。 

4) 結社の自由および団体交渉権：団結権および団体交渉権を保障します。 

5) 差別：国籍・人種・性別・学歴・宗教・身体上のハンディキャップ・年齢による差別をしません。 

6) 懲罰：体罰や精神的・肉体的な強制、および言葉による虐待をしません。 

7) 労働時間：労働時間、休憩および休日に関する法令、労働協約を遵守します。 

8) 報酬：適正な賃金の支払いに関する法令を遵守します。 

2. この方針を具現化するために、全従業員に周知徹底する教育プログラムを実行するとともに、この活動の定期的な見直しをおこない、継続的改善に努

めます。 

3. サプライヤーである取引先に対し、人権および労働基準に関する取引行動規範を制定し、遵守を働きかけ、イオンとともに継続的改善をはかります。 

4. この方針を広く公開し適切な情報提供に努め、企業の社会説明責任（SA:ソーシャル・アカウンタビリティ）を全うします。 

ユニー  

（はい） 公平性を保った調達をするよう努力しています。 

2-5：調達方針は、 IUU（違法・無報告・無規制）漁業に関与していないことが証明されたもののみを調達・販売するものです

か？  

「はい」の場合は具体的内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  イトーヨーカドー 

（はい） お取引様にコンプライアンス遵守を求め､IUU 漁業で漁獲された魚

の排除を商談時や商品確認書で確認しています。また､可能な限り現地確

認を実施しています。 

（はい） 仕入れに関しては事前にトレーサビリティを確認した調達を行って

います。 

ダイエー  



（はい） お取引様にコンプライアンス遵守を求め､IUU 漁業で漁獲された魚

の排除を商談時や商品確認書で確認しています。また､可能な限り現地確

認を実施しています。 

西友 

（はい） 弊社とお取引先の取引契約条文には、ウォルマートの「サプライヤ

ー基準」を順守することが定められており、これに反した場合は契約を解除

できるようになっています。 サプライヤー基準には、国や地域の法令を遵

守することに加え、ウォルマートが求める基準が明記されています。 

HTTP://CDN.CORPORATE.WALMART.COM/E3/80/CB129F0F43C9A

901C13A06EE5326/STANDARDS-FOR-SUPPLIERS-2014-JAPANES

E.PDF 

ユニー  

（いいえ） 極力証明された物を取り扱うようにしたいと思いますが、中には

証明されていない物が含まれているかもしれません。ただし、明らかに IUU

漁業に関与しているものの調達は致しません。 

2-6：現在の方針にとどまらず、100%持続可能かつ公平な魚介類の調達を目指し、改善・新たな目標を設定する予定はありま

すか？  

「はい」の場合は具体的内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい）MSC ・ASC 認証商品の達成目標数値を明示し、さらに消費者への認識を高めるための売場を構築しています。 

イトーヨーカドー  

（はい）仕入れに関しては事前にトレーサビリティを確認した調達を行っています。自社基準を毎年高めていきます。 

西友  

（はい）調達方針や基準に関しては、状況の変化に応じて、随時更新しています。  

ダイエー  

（はい）MSC・ASC 認証商品の達成目標数値を明示し、さらに消費者への認識を高めるための売場を構築してゆく。 

ユニー  

（はい）社内教育の充実を図っていきたいと思います。社員一人一人の意識改善が近道と考えます。 

3．持続可能性について  

3-1：調達方針を遵守するために、実際に魚介類商品を調達する際に、持続可能性を担保するための文章化された基準はあり

ますか？  

「はい」の場合は具体的内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。   

イオン  イトーヨーカドー 

（はい） 

1. 定期的に水産環境リスクアセスメントを実施し､『水産資源の持続可能な

利用推進』検討委員会で協議し資源回復期間の取組みを決めています。

内容は文書化され、社内関係者に確認されます。 

2. 以前より「グリーンアイ水産物基準」があり、プライベートブランドの商品

づくりは、それに基づき調達、加工されます。 

（いいえ） まずは現状の調達方針を遵守してまいります。 

西友 

（はい） 

ウォルマートでは、持続可能な水産調達に対する方針を公開しています。 

HTTP://CORPORATE.WALMART.COM/POLICIES 

西友でも、こうした方針の内容を踏まえ、実行可能なところから取り組みを

進めています。 

ダイエー  

（はい） 

1, 定期的に水産環境リスクアセスメントを実施し､『水産資源の持続可能な

利用推進』検討委員会で協議し資源回復期間の取組みを決めています。

内容は文書化され、社内関係者に確認されます。 

2, 従来より「グリーンアイ水産物基準」があり、プライベートブランドの商品

づくりは、それに基づき調達、加工されます。 

ユニー 

（いいえ） 

文章化された基準はありません。 

3-2：ワシントン条約掲載種、 IUCN レッドリストおよび環境省レッドデータに絶滅危惧種および準絶滅危惧種として掲載されて

いる種、または保護の対象になっている種を取り扱っていますか？「はい」の場合は全体の取扱量に対する割合と種名および



改善の意向の有無を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  イトーヨーカドー 

（はい）水産物に占める割合：１％以下 

種名：＊大西洋クロマグロ ＊太平洋クロマグロ ＊ニホンうなぎ 

資源回復を果たし、科学的根拠に基づき、漁獲枠の増えている魚種に関し

ては、需要期を中心に 低限の販売を再開しています。たえず、その資源

状況の情報、委員会の決定事項を収集しながら、『水産資源の持続可能な

利用推進』検討委員会で対応を検討しています。 

（はい） ・ニホンウナギ。限定数量での販売。約 1.0％ 

・太平洋クロマグロ。約 2.5％ 

・大西洋クロマグロ。約 2.2％ 

・ミナミマグロ。約 0.3％ 

・メバチマグロ。約 3.0％ 

・キハダマグロ。約 0.5％ 

・ビンナガマグロ。約 0.5％ 

西友  ダイエー 

（はい） ニホンウナギやマグロなど、公的機関が発信する絶滅危惧種リス

トに掲載されている種の取扱いはあります。こうした種については、各漁業

管理機関からの情報を注視し、取扱を慎重に判断しています。 

（はい） 水産物に占める割合：2％以下 

種名：＊大西洋クロマグロ、 

    ＊太平洋クロマグロ、 

     ＊ニホンうなぎ 

資源回復を果たし、科学的根拠に基づき、漁獲枠の増えているに関して

は、需要期を中心に 低限の販売を再開しています。たえず、その資源状

況の情報、委員会の決定事項を収集しながら、『水産資源の持続可能な利

用推進』検討委員会で対応を検討しています。 

ユニー  

（はい） ニホンウナギ、クロマグロ、ミナミマグロ、メバチマグロ、キハダマグ

ロ、ビンナガマグロ等。 

取扱量の割合はニホンウナギ、マグロ合わせて 10％未満。 

改善は日本食文化に欠かせないウナギ、クロマグロですので極力減らす方

向で調達したい。 

3-3：国際機関や政府などにより、資源状態が「過剰漁獲」や「枯渇」と評価されている種、または資源水準が「低位」と評価され

ている種を扱っていますか？  

「はい」の場合は全体の取扱量に対する割合と種名および改善の意向の有無を、「いいえ」の場合はその理由をご回答くださ

い。  

イオン  イトーヨーカドー  

（はい） 水産物に占める割合：正確には不明だが３％以下と推測されま

す。 国産魚の場合、同一魚種であっても、系群により資源水準の評価は

違いますので、魚種をもって一概に評価はできませんが、系群で資源水準

が「低位」と評価されているもの、特に資源動向が更に下降しているものに

関しては、市場にて出回る量も少なく、さらにイオンリテールの業態で積極

的に販売する事ができる価格ではないため、殆ど取扱いはないです。 

海外が産地となるものに関しては、まぐろかつお類が中心となりますが、す

でに回答をしている対応をとっています。 

それ以外の海外産地の魚に関しては、積極的に MSC・ASC によりサステ

ナブルの裏付けのある魚にシフトしながら、輸入を増やしています。 

（はい） 約 10％  

※資源状況を勘案しながら販売 

西友  

ダイエー  （はい） マサバやスケトウダラなど、政府により資源水準が「低位」と評価さ

れている魚種の取扱はあります。こうした種については、各法令を遵守して

調達を行うとともに、各漁業管理機関からの情報を注視し、取扱を慎重に

判断しています。 

（はい） 水産物に占める割合：正確には不明だが3％以下と推測されます。 

国産魚種の場合、同一魚種であっても、系群により資源水準の評価は違い

ますので、魚種をもって一概に評価はできませんが、系群で資源水準が

「低位」と評価されているもの、特に資源動向が更に下降しているものに関

しては、市場にて出回る量も少なく、さらにイオンリテールの業態で積極的 ユニー  



に販売する事ができる価格ではないため、殆ど取扱いは少ない状況です。 

海外が産地となるものに関しては、まぐろかつお類が中心となりますが、す

でに回答をしている対応をとっています。 

それ以外の海外産地の魚に関しては、積極的に MSC・ASC の裏付けのあ 

る魚にシフトしながら、輸入を増やしています。 

（はい）マサバ、スケトウダラ、カタクチイワシ、イカナゴ、ハタハタ、トラフグ、

ケンサキイカ、ヤリイカ等。 

日本食文化、消費者のニーズに合わせる為調達しているが今後資源回復

出来る様努力していきたい。 

3-4：（準）絶滅危惧種や乱獲状態にある種を混獲している、もしくは総漁獲量のうち 20%以上を混獲・破棄している漁業・漁業

者により獲られた魚介類を取り扱っていますか？  

「はい」の場合は全体の取扱量に対する割合と種名および改善の意向の有無を、「いいえ」の場合は対策の詳細をご回答くだ

さい。  

イオン  イトーヨーカドー  

（いいえ） 水産物に占める割合：正確には不明。問題意識のある混獲

は以下のもので、これに限っていえば、ほぼ無いと推測されます。 

〈現状認識〉 

イシイルカ：マグロ巻網 

アホウドリ（大半の種が絶滅危惧種）：延縄  

アカウミガメ：エビトロール 

サメ（ヨシキリサメ）：マグロ延縄 

フカヒレだけをとって捨てる場合を問題視される。 気仙沼等のもの

は、魚肉をすり身で活用されていると認識している。 

（いいえ） 履歴確認して漁法も確認をしています。 

西友  

（いいえ） 取引の対象にしておらず、お取引先にもその旨を確認していただくよう

にしています。 

ダイエー  

（いいえ） 水産物に占める割合：正確には不明。 

問題意識のある混獲は以下のもので、これに限っていえば、ほぼ無いと推測さ

れる 

ユニー  

総漁獲量のうち 20％以上を混獲・破棄している漁業・漁業者に底引き

網漁、巻き網量が該当するのなら取り扱っていることになります。 

キハダマグロ、ビンチョウマグロ 

3-5：毒薬や爆薬などを用いた漁業、深海の生態系（熱水噴出孔、冷水湧出域、冷水サンゴ礁、海山、海など）に生息する生物

を対象とした漁業・漁業者により獲られた魚介類を取り扱っていますか？  

「はい」の場合は全体の取扱量に対する割合と種名および改善の意向の有無を、「いいえ」の場合は対策の詳細をご回答くだ

さい。  

イオン  イトーヨーカドー  

（いいえ） 取扱いの対象になっていません。 

取引先様にもコンプライアンス遵守をお願いした上で､仕入れの委託をして

います。 

コンプライアンス違反の可能性があれば確認し､コンプライアンス遵守を徹

底します。 

イオンの調達基準に合わないものであり、その裏付けが明確になれば、取

引停止をします。 

（いいえ） 履歴確認して漁法も確認をしています。  

西友  

（いいえ） 取引の対象にしておらず、お取引先にもその旨を確認していただ

くようにしています。 

ダイエー 

（いいえ） 取扱いの対象になっていません。 

取引先様にもコンプライアンス遵守をお願いした上で､仕入れの委託をして

います。コンプライアンス違反の可能性があれば確認し､コンプライアンス遵

守を徹底します。イオンの調達基準に合わないものであり、その裏付けが

明確になれば、取引き停止をします。 

ユニー  

（いいえ） 取り扱っていません、調達段階でそのような事実が判明した場合

調達しません。 

3-6：FADs（人工集魚装置）を使用して漁獲された魚介類商品を取り扱っていますか？  

「はい」の場合は全体の取扱量に対する割合と種名および改善の意向の有無を、「いいえ」の場合は対策の詳細をご回答くだ



さい。  

イオン  イトーヨーカドー  

水産物に占める割合：正確には不明。 

問題意識のある FADs 操業は以下のもので、これに限っていえば、ツナ缶

詰を取り扱っているので、あると推測されます。 

〈現状認識〉 

FADs 操業：(キハダ)マグロ・カツオまき網の主力漁法。 

漁獲物は、ツナ缶詰原料 

この漁法の問題点は、カツオの漁獲が大半を占める FADs 操業には、未成

熟のメバチを混獲してしまうこと。FADs操業が増えるに従い、メバチ未成魚

の漁獲量が増加、これによりメバチの成魚・親魚の資源量が急速に減少し

始めたこと。 

WCPFC は、過剰な漁獲圧を減少させるため、FAD の操業規制開始。 

（はい） 国産のカツオの一部 

西友  

（はい） 法的に認められた期間において、人工集魚装置を使用して漁獲さ

れた魚介類の取扱はあります。 

ダイエー  

（はい・いいえ両方に○） 水産物に占める割合：正確には不明。 

問題意識のある FADs 操業は以下のもので、これに限っていえば、ツナ缶

詰を取り扱っているので、あると推測される  

〈現状認識〉 

FADs 操業：(キハダ)マグロ・カツオまき網の主力漁法。 

漁獲物は、ツナ缶詰原料 

この漁法の問題点は、カツオの漁獲が大半を占める FADs 操業には、未成

熟のメバチを混獲してしまうこと。FADs操業が増えるに従い、メバチ未成魚

の漁獲量が増加、これによりメバチの成魚・親魚の資源量が急速に減少し

始めたこと。 

WCPFC は、過剰な漁獲圧を減少させるため、FAD の操業規制開始。 

ユニー  

（いいえ） 巻き網漁で FAD を使用しているかどうかの確認が必ずしも全件

とれているわけではないので不明です 

 

3-7：国際機関、政府、専門団体などにより、持続可能性が保証された魚介類商品を取り扱っていますか？  

「はい」の場合は全体の取扱量に対する割合と種名を、「いいえ」の場合は改善の意向の有無をご回答ください  

イオン  イトーヨーカドー  

（はい） 水産物に占める割合：20％程度 

〈MSC 認証商品〉 

紅さけ （アメリカ、ロシア） 

カラフトマス （アメリカ、ロシア） 

シロザケ （アメリカ） 

すけそうだら （アメリカ） 

まだら （アメリカ） 

アサバカレイ （アメリカ） 

アブラカレイ （アメリカ） 

タイガーエビ （オーストラリア） 

ズワイガニ （カナダ） 

ホッコクアカエビ （カナダ） 

ロブスター （カナダ） 

アカガレイ （日本） 

ホタテ貝 （日本） 

 

（はい） 

・アラスカ産の紅鮭等。 

・駿河湾産の桜えび等の国内認証魚種 

全体の約 1 割 

西友  

（はい） 

MSC 認証のたらこと冷凍カレイの取扱があります。 

ダイエー  

（はい） 水産物に占める割合：３％程度 

〈MSC 認証商品〉 

まだら （アメリカ） 

〈ASC 認証商品〉 

アトランティックサーモン （ノルウェー） 

〈完全養殖〉 

クロマグロ （日本） 

ユニー  



〈ASC 認証商品〉 

パンガシウス （ベトナム） 

アトランティックサーモン （ノルウェー） 

 

〈完全養殖〉 

クロマグロ （日本）ブリ （日本）タイ （日本）ヒラメ （日本） 

トラウト （チリ）等 

（はい） 

ジャパンマリーンエコラベルの付いた、チリメンジャコなど 

今後は、MSC、ASC、マリンエコラベルジャパン等のラベルの付いた水産

物を積極的に取り扱うように努力する。 

3-8：貴社が魚介類を調達している漁業者・養殖者業等の管理および取り扱う魚介類商品の持続可能性を向上するために、外

部の専門団体（NGO/NPO、科学者等）と連携していますか？  

「はい」の場合は具体的な名称を、「いいえ」の場合はその理由と今後の計画をご回答ください。  

イオン  イトーヨーカドー 

（はい） 

個人名、および企業、大学名は相手の許可を得ていませんので記票できま

せん。連携にも色々な段階がありますが、全てを含みます。 

〈認証団体、認証機関〉MSC、ASC、他複数の認証機関 

〈大学〉だいたい５～7 大学程度に所属する先生 

MSC・ASC 普及の為の大学生の方たちによる、ポスター作製

や店頭での消費者への普及活動にも複数の大学の参加を頂

いています。 

〈NGO〉複数（連携度合いは、それぞれの NGO の立場により違います） 

〈研究機関〉複数 

（はい） 

・プライベートブランドの養殖魚に対し、履歴管理を含め指定の第三者機関

へ依頼 

・海洋管理協議会 (MSC) 様との定期的な情報交換。テスト販売の計画化 

西友 

（はい） 

WWF の協力の元、水産部門のバイヤー向けの勉強会を開催しました。 

また、WWF が主催するラウンドテーブルへの参加や、MSC や SFP な

どの NGO との情報交換等を実施しています。 

ダイエー  ユニー  

（はい） 

個人名、および企業、大学名は相手の許可を得ていませんので記票できま

せん。連携にも色々な段階がありますが、全てを含みます。 

〈認証団体、認証機関〉MSC、ASC、他複数の認証機関 

〈大学〉だいたい５～7 大学程度に所属する先生 

MSC・ASC 普及の為の大学生の方たちによる、ポスター作製

や店頭での消費者への普及活動にも複数の大学の参加を頂

いています。 

〈NGO〉複数（連携度合いは、それぞれの NGO の立場により違います） 

〈研究機関〉複数 

（いいえ） 

特別連携していませんが、志を同じにした大学、研究者などとの連携が必

要になると考えられます。 

 

4.トレーサビリティについて  

取り扱いのある全ての魚介類商品（養殖の場合は卵および稚魚）において、以下の項目を特定できる割合および具体的な特

定方法、もしくは特定できない理由をご回答ください。  

4-1：魚介類の種  

イオン  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 1. 加工品は､商品仕様書（商品確認書）により明確に記入されています。 

鮮魚（上記以外） 100 2. メーカー品で一部商品仕様書のない商品においても､商談時原材料に 

ウナギ・蒲焼 100 ついては明確にしています。 

カツオ節 100 3. 生鮮物では原則標準和名での確認及び店頭での表記をしています。 



缶詰（マグロ・カツオ） 100 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 100 日本農林規格（JAS 法）､食品衛生法に基づく表記を遵守する必要がありま 

惣菜・寿司 100 す。その法律の中で､表記事項の項目に魚種の記載が義務づけられるなら 

惣菜（上記以外） 100 表記されると考えますが､現状ではそうなっていません。 

その他、加工品（練り物を含む） 100  

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 「鮮魚、マグロ、カツオ」「鮮魚左記以外」「ウナギ蒲焼」  

鮮魚（上記以外） 100 ⇒商品履歴書。 

ウナギ・蒲焼 100 「カツオ節」「缶詰、マグロ、カツオ」「缶詰左記以外」「その他加工品」 

カツオ節 100 ⇒仕入れ履歴を保有。（カツオ節は入札時の組合からの開示情報による） 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 「練物のみ」 

缶詰（上記以外） 100 ⇒原料のすり身受け入れ時に、メ－カ－からの規格書、証明書にて確認 

惣菜・寿司 100 「惣菜寿司」「惣菜左記以外」⇒原料表記書類。 

惣菜（上記以外） 100 不特定/その原因 

その他、加工品（練り物を含む） 100  

西友  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 お取引先に常時特定しておくよう要請しています。また加工品については、 

鮮魚（上記以外） 90 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 

ウナギ・蒲焼 90 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 

カツオ節 90 制があります。 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 90 お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%

と 

惣菜・寿司 90 しています。 

惣菜（上記以外） 90  

その他、加工品（練り物を含む） 90  

ダイエー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 1, 加工品は､商品仕様書（商品確認書）により明確に記入されています。  

鮮魚（上記以外） 100 2, メーカー品で一部商品仕様書のない商品においても､商談時原材料に

つ 

ウナギ・蒲焼 100 いては明確にしています。 

カツオ節 100 3, 生鮮物では原則標準和名での確認及び店頭での表記をしています。  

缶詰（マグロ・カツオ） 100 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 100 日本農林規格（JAS 法）､食品衛生法に基づく表記を遵守する必要がありま 

惣菜・寿司 100 す。その法律の中で､表記事項の項目に魚種の記載が義務づけられるなら 

惣菜（上記以外） 100 表記されると考えますが､現状ではそうなっていません。 

 

その他、加工品（練り物を含む） 100  



ユニー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 仕入れ伝票、仕入れ商談、仕様書、工場監査等にて確認。 

鮮魚（上記以外） 100  

ウナギ・蒲焼 100  

カツオ節 100  

缶詰（マグロ・カツオ） 100 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 100  

惣菜・寿司 100  

惣菜（上記以外） 100  

その他、加工品（練り物を含む） 100  

4-2：漁獲海域  

イオン  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 漁獲海域は商品仕様書（商品確認書）もしくは､商談時に確認します。 

鮮魚（上記以外） 100 遠洋漁業では漁獲海域は特定できます。近海においても、回遊魚も含め、 

ウナギ・蒲焼 50 広い範囲であれば特定できます。 

カツオ節 100  

缶詰（マグロ・カツオ） 100 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 100  

惣菜・寿司 50  

惣菜（上記以外） 0  

その他、加工品（練り物を含む） 50  

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 「鮮魚、マグロ、カツオ」「鮮魚左記以外」「ウナギ蒲焼」 

鮮魚（上記以外） 100 ⇒商品履歴書。生鮮魚の場合は、都度相場情報により追跡。 

ウナギ・蒲焼 100 「カツオ節」「缶詰、マグロ、カツオ」「その他加工品」 

カツオ節 100 ⇒輸入している物に関しては、「寄託者名義変更通知書」。国内のものに関 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 しては、「漁獲証明書」 

缶詰（上記以外） 100 「練物」⇒すり身メ－カ－からの提出書類で確認 

惣菜・寿司 100 「惣菜寿司」「惣菜左記以外」⇒養殖商品は履歴より確認 

惣菜（上記以外） 100 不特定/その原因 

その他、加工品（練り物を含む） 80 特定が不可能なものがあります。 

西友  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 お取引先に常時特定しておくよう要請しています。また加工品については、 

鮮魚（上記以外） 90 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 

ウナギ・蒲焼 90 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 

カツオ節 90 制があります。 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 不特定/その原因 



缶詰（上記以外） 90 お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%

と 

惣菜・寿司 90 しています。 

惣菜（上記以外） 90  

その他、加工品（練り物を含む） 90  

ダイエー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 漁獲海域は商品仕様書（商品確認書）もしくは､商談時に確認します。 

鮮魚（上記以外） 100 遠洋漁業では漁獲海域は特定できます。近海においても、回遊魚も含め、 

ウナギ・蒲焼 50 広い範囲では特定できます。 

カツオ節 100  

缶詰（マグロ・カツオ） 100 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 100  

惣菜・寿司 50  

惣菜（上記以外） 0  

その他、加工品（練り物を含む） 50  

ユニー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 仕入れ伝票、仕入れ商談、仕様書、工場監査等で確認。 

鮮魚（上記以外） 100  

ウナギ・蒲焼 100  

カツオ節 50  

缶詰（マグロ・カツオ） 80 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 80 複数が混雑するものがある為。 

惣菜・寿司 80  

惣菜（上記以外） 80  

その他、加工品（練り物を含む） 90  

4-3：漁獲者・漁船  

イオン  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 70 漁獲者/漁船は商品仕様書（商品確認書）もしくは､商談時に確認します。 

また､メーカーや JF 及び漁業者と直接取り引きを拡大することで､明確にし 

ています。練物の原材料となるすり身（主にすけそうだら）は､主となる「北 

米」「南米」産は､自社で漁船を保有している大手パッカーしかないので､明 

確なトレースが可能となります。「北海道」産は､メーカーは原材料となる魚 

を市場で買う場合が多く、JF 漁連に､漁船等の情報はあります。ただし、ロ 

ットを特定することはできず､複数の漁船に紐づくトレースであれば可能と 

なります。「さば」缶詰等は､ロットが混ざることはあるものの､特定すること 

鮮魚（上記以外） 30 

ウナギ・蒲焼 30 

カツオ節 0 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 50 

惣菜・寿司 0 

惣菜（上記以外） 0 

その他、加工品（練り物を含む） 0 は可能です。国内では漁協の管理下で情報を得ることができます。インドネ 

 シア産うなぎ稚魚（しらす）は特定サプライヤーからしか調達しないことを決 

め、採捕地、採捕者等を特定しています。 



不特定/その原因 

日本では､一般的な卸売市場(消費地の)流通鮮魚は､一部を除き確認がで

きないのが実態です。 

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 「鮮魚、マグロ、カツオ」「鮮魚左記以外」「ウナギ蒲焼」 

⇒商品履歴書。生鮮魚の場合は、都度相場情報により追跡。 

「カツオ節」「缶詰、マグロ、カツオ」「その他加工品」⇒輸入している物に関し

ては、「寄託者名義変更通知書」。国内のものに関しては、「漁獲証明書」 

「練物」⇒すり身メ－カ－からの提出書類で確認 

「惣菜寿司」「惣菜左記以外」⇒養殖商品は履歴より確認。 

鮮魚（上記以外） 80 

ウナギ・蒲焼 80 

カツオ節 100 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 50 

惣菜・寿司 100 不特定/その原因 

惣菜（上記以外） 100 漁業者が不特定多数になる場合があります。特定が不可能なものがありま

す。 その他、加工品（練り物を含む） 90 

西友  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 お取引先に常時特定してお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。 

鮮魚（上記以外） 90 

ウナギ・蒲焼 90 

カツオ節 90 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 90 お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%

としています。 惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 90 

その他、加工品（練り物を含む） 90 

ダイエー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 70 漁獲者/漁船は商品仕様書（商品確認書）もしくは､商談時に確認します。 

また､メーカーや JF 及び漁業者と直接取り引きを拡大することで､明確にし

ています。 

練物の原材料となるすり身（主にすけそうだら）は､主となる「北米」「南米」

産は､自社で漁船を保有している大手パッカーしかないので､明確なトレー

スが可能となります。 

「北海道」産は､メーカーは原材料となる魚を市場で買う場合が多く､JF 漁連

に､漁船等の情報はあります。ただし､ロットを特定することはできず､複数の

漁船に紐づくトレースであれば可能となります。 

「さば」缶詰等は､ロットが混ざることはあるものの､特定することは可能で

す。国内では漁協の管理課で情報を得ることができます。 

インドネシア産うなぎ稚魚（しらす）は特定サプライヤーからしか調達しない

ことを決め、特定しています。  

鮮魚（上記以外） 30 

ウナギ・蒲焼 30 

カツオ節 0 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 50 

惣菜・寿司 0 

惣菜（上記以外） 0 

その他、加工品（練り物を含む） 0 

 

不特定/その原因 



日本では､一般的な卸売市場(消費地の)流通鮮魚は､一部を除き確認がで

きないのが実態です。 

ユニー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 仕入れ商談、仕様書、工場監査等にて確認。 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 80 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 不特定/その原因 

缶詰（上記以外） 100 複数が混雑するものがある為。 

惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 100 

その他、加工品（練り物を含む） 100 

4-4：漁法・漁具  

イオン  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 「一本釣り」「釣り」等の表記。商品価値に関係なく消費者を混乱させる表記

はあえてしておりません（優良誤認になる可能性があるもの。） 

漁法/漁具は商品仕様書（商品確認書）もしくは､商談時に確認します。 

また､カツオなどは漁法により価格差品質差がでるために､特定することが

可能です。 

製品及び魚種による漁法は限定しており､漁法の特定は可能です。 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 100 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 100 

惣菜・寿司 100 不特定/その原因 

惣菜（上記以外） 100  

 その他、加工品（練り物を含む） 100 

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 特定方法 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 「鮮魚、マグロ、カツオ」「鮮魚左記以外」「ウナギ蒲焼」 

⇒商品履歴書。生鮮魚の場合は、都度相場情報により追跡。 

「カツオ節」「缶詰、マグロ、カツオ」「缶詰左記以外」「その他加工品」 

⇒輸入している物に関しては、「寄託者名義変更通知書」。国内のものに関

しては、「漁獲証明書」 

「練物」⇒すり身メ－カ－からの提出書類で確認 

「惣菜寿司」「惣菜左記以外」 

⇒養殖商品と一部マグロ等は履歴より漁法の確認 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 80 

カツオ節 100 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 50 

惣菜・寿司 100 

惣菜（上記以外） 100 

その他、加工品（練り物を含む） 95 不特定/その原因 

 漁業者が不特定多数になる場合があります。特定が不可能なものがありま

す。 

西友  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 



鮮魚（上記以外） 90 

ウナギ・蒲焼 90 

カツオ節 90 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 

缶詰（上記以外） 90 

惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 90 

その他、加工品（練り物を含む） 90 

特定方法 

お取引先に常時特定してお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。 

不特定/その原因 

お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%としています。 

ダイエー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 100 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 100 

惣菜・寿司 100 

惣菜（上記以外） 100 

その他、加工品（練り物を含む） 100 

特定方法 

「一本釣り」「釣り」等の表記。商品価値に関係なく消費者を混乱させる表記はあえてしておりません（優良誤認になる可能性があるもの。） 

漁法/漁具は商品仕様書（商品確認書）もしくは､商談時に確認します。 

また､カツオなどは漁法により価格差品質差がでるために､特定することが可能です。 

製品及び魚種による漁法は限定しており､漁法の特定はできます。 

不特定/その原因 

 

ユニー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100  

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 80 

缶詰（マグロ・カツオ） 80 

缶詰（上記以外） 80 

惣菜・寿司 100 

惣菜（上記以外） 100 



その他、加工品（練り物を含む） 100 

特定方法 

仕入れ商談、仕様書、工場監査等にて確認。 

不特定/その原因 

複数が混雑するものがある為。 

4-5：サプライチェーンをさかのぼり、漁業者、漁船から店舗にいたる全ての流通経路  

イオン  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 70 

鮮魚（上記以外） 50 

ウナギ・蒲焼 70 

カツオ節 0 

缶詰（マグロ・カツオ） 0 

缶詰（上記以外） 0 

惣菜・寿司 0 

惣菜（上記以外） 0 

その他、加工品（練り物を含む） 0 

特定方法 

漁獲者/漁船は商品仕様書（商品確認書）もしくは､商談時に確認します。 

また､メーカーや JF 及び漁業者と直接取り引きを拡大することで､明確にしています。 

養殖は､完全養殖の技術が確立されたものに関しては､できるだけ完全養殖にシフトしているため､割合は増えます。（ぶり､クロマグロ､えび等） 

不特定/その原因 

天然の魚介類は､ＪＡＳ法での表記（主に県名）に限定し､産地市場より前は､トレースすることが不可能な状況です。 

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 80 

ウナギ・蒲焼 80 

カツオ節 100 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 20 

惣菜・寿司 100 

惣菜（上記以外） 100 

その他、加工品（練り物を含む） 30 

特定方法 

商品履歴書やメ－カ－からの提出書類、養殖商品は履歴、等と、商流、物流網記載より確認。 

生鮮魚の場合は、都度相場情報により追跡。 

「カツオ節」「缶詰、マグロ、カツオ」「缶詰左記以外」「その他加工品」 

⇒「寄託者名義変更通知書」「漁獲証明書」メーカーからの提出書類、商流・物流は伝票にて保管確認。 

不特定/その原因 

漁業者が不特定多数になる場合があります。特定が不可能なものがあります。 



西友  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 

鮮魚（上記以外） 90 

ウナギ・蒲焼 90 

カツオ節 90 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 

缶詰（上記以外） 90 

惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 90 

その他、加工品（練り物を含む） 90 

特定方法 

お取引先に常時特定してお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。 

不特定/その原因 

お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%としています。 

ダイエー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 70 

鮮魚（上記以外） 50 

ウナギ・蒲焼 70 

カツオ節 0 

缶詰（マグロ・カツオ） 0 

缶詰（上記以外） 0 

惣菜・寿司 0 

惣菜（上記以外） 0 

その他、加工品（練り物を含む） 0 

特定方法 

漁獲者/漁船は商品仕様書（商品確認書）もしくは､商談時に確認します。 

また､メーカーや JF 及び漁業者と直接取り引きを拡大することで､明確にしています。 

養殖は､完全養殖の技術が確立されたものに関しては､できるだけ完全養殖にシフトしているため､割合は増えます。（ぶり、クロマグロ､えび等） 

不特定/その原因 

天然の魚介類は､JAS 法での表記（主に県名）に限定し､産地市場より前は､トレースすることが不可能な状況です。 

ユニー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 80 

缶詰（マグロ・カツオ） 80 

缶詰（上記以外） 80 



惣菜・寿司 100 

惣菜（上記以外） 100 

その他、加工品（練り物を含む） 100 

特定方法 

仕入れ商談、仕様書、工場監査等にて確認。 

不特定/その原因 

複数が混雑するものがある為。 

4-6：サプライチェーンを遡り、国際機関や政府などによって定められた漁獲枠に則って漁獲されたものであること。  

イオン  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 - 

カツオ節 - 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） - 

惣菜・寿司 - 

惣菜（上記以外） - 

その他、加工品（練り物を含む） - 

特定方法  

国ごとの漁獲枠を充分に把握できていませんが、漁業資源管理の進んでいる、アラスカ、ノルウェーの原材料の取扱いが多く、更にその裏付けがある

MSC 認証をもって確認しています。 

不特定/その原因 

 

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 50 

缶詰（マグロ・カツオ） 50 

缶詰（上記以外） 50 

惣菜・寿司 20 

惣菜（上記以外） 20 

その他、加工品（練り物を含む） 80 

特定方法  

・環境に対する条約、法規遵守しての調達を実施。 

・漁獲枠等の外部情報をお取引先様と確認。 

・商品履歴書で確認可能。 

・「商品規格・証明書」で確認 

不特定/その原因 



特定が不可能なものがあります。 

西友  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 

鮮魚（上記以外） 90 

ウナギ・蒲焼 90 

カツオ節 90 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 

缶詰（上記以外） 90 

惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 90 

その他、加工品（練り物を含む） 90 

特定方法 

お取引先に常時特定してお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。 

不特定/その原因 

お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%としています。 

ダイエー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 - 

カツオ節 - 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） - 

惣菜・寿司 - 

惣菜（上記以外） - 

その他、加工品（練り物を含む） - 

特定方法 

国ごとの漁獲枠を充分に把握できていませんが、漁業資源管理の進んでいる、アラスカ、ノルウェーの原材料の取扱いが多く、更にその裏付けがある

MSC 認証をもって確認しようとしています。 

不特定/その原因 

 

ユニー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 

鮮魚（上記以外） 90 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 20 

缶詰（マグロ・カツオ） 20 

缶詰（上記以外） 20 



惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 90 

その他、加工品（練り物を含む） 90 

特定方法 

仕入れ商談、仕様書 

不特定/その原因 

 

4-7：地域漁業管理機関や FAO、またはグリーンピースのブラックリストに記載されている漁船や操業者によって提供されたも

のでないこと。  

イオン  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 - 

カツオ節 - 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） - 

惣菜・寿司 - 

惣菜（上記以外） - 

その他、加工品（練り物を含む） - 

特定方法 

グリーンピースブラックリストに記載されている船からの仕入れの有無の確認をサプライヤーにしています。 

不特定/その原因 

小売り段階で、全ての魚及び加工品で確認する事(入手先とブラックリストの照合)は、時間・作業的に不可能です。サプライヤーに対し、違法漁船からの

商品入手をしないことを守らせる事を実施してまいります。 

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 100 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 100 

惣菜・寿司 100 

惣菜（上記以外） 100 

その他、加工品（練り物を含む） 100 

特定方法 

・漁獲枠等の外部情報をお取引先様と確認。 

・商品履歴書で確認可能。 

不特定/その原因 

 



西友  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 

鮮魚（上記以外） 90 

ウナギ・蒲焼 90 

カツオ節 90 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 

缶詰（上記以外） 90 

惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 90 

その他、加工品（練り物を含む） 90 

特定方法 

お取引先に常時特定してお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。 

不特定/その原因 

お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%としています。 

ダイエー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 - 

カツオ節 - 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） - 

惣菜・寿司 - 

惣菜（上記以外） - 

その他、加工品（練り物を含む） - 

特定方法  

グリーンピースブラックリストに記載されている船からの仕入れがあるかないかの確認をサプライヤーに確認しています。 

不特定/その原因 

小売り段階で、ブラックリストからその入手先を、全ての製品で確認する事は作業的に不可能です。サプライヤーに対し、違法漁船からの商品入手をしな

いことを守らせる事を実施してまいります。 

ユニー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 20 

缶詰（マグロ・カツオ） 80 

缶詰（上記以外） 80 

惣菜・寿司 100 



惣菜（上記以外） 100 

その他、加工品（練り物を含む） 100 

特定方法 

お取引先、メーカー様確認 

不特定/その原因 

 

4-8：完全独立したオブザーバーによるものでない、もしくは違法な洋上転載に関わるものでないこと  

イオン  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） - 

ウナギ・蒲焼 - 

カツオ節 - 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） - 

惣菜・寿司 - 

惣菜（上記以外） - 

その他、加工品（練り物を含む） - 

特定方法 

オブザーバー制度は、WCPFC 等の規定で、中西部太平洋でオブザーバー乗船が実施されていることは確認しています。その制度が正常に機能している

として仕入れをしています。 

不特定/その原因 

小売り段階で、オブザーバーの乗船が必要かどうかを確認する事は困難です。また、オブザーバー制度の目的は、科学的資源管理の調査であり、小売り

段階でのそのことを確認する必要性があるかどうかの判断をしていません。 

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 100 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） 50 

惣菜・寿司 100 

惣菜（上記以外） 100 

その他、加工品（練り物を含む） 100 

特定方法 

・商品履歴書で確認可能。 

・「商品規格・証明書」で確認 

不特定/その原因 

特定が不可能なものがあります。 

西友  



特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 

鮮魚（上記以外） 90 

ウナギ・蒲焼 90 

カツオ節 90 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 

缶詰（上記以外） 90 

惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 90 

その他、加工品（練り物を含む） 90 

特定方法 

お取引先に常時特定してお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。 

不特定/その原因 

お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%としています。 

ダイエー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） - 

ウナギ・蒲焼 - 

カツオ節 - 

缶詰（マグロ・カツオ） 100 

缶詰（上記以外） - 

惣菜・寿司 - 

惣菜（上記以外） - 

その他、加工品（練り物を含む） - 

特定方法 

オブザーバー制度は、WCPFC 等の規定で、中西部太平洋でオブザーバー乗船が開始していることは確認しており、そのものが機能している事を前提に

仕入れをしている。 

不特定/その原因 

小売り段階で、オブザーバーの乗船が必要かどうかを確認する事は困難です。 

ユニー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 100 

鮮魚（上記以外） 100 

ウナギ・蒲焼 100 

カツオ節 20 

缶詰（マグロ・カツオ） 80 

缶詰（上記以外） 80 

惣菜・寿司 80 

惣菜（上記以外） 80 



その他、加工品（練り物を含む） 100 

特定方法 

お取引様、メーカー様確認 

不特定/その原因 

 

4-9：過去５年に違法な取引や漁業をおこなっている企業によるもの  

イオン  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 0 

鮮魚（上記以外） 0 

ウナギ・蒲焼 0 

カツオ節 0 

缶詰（マグロ・カツオ） 0 

缶詰（上記以外） 0 

惣菜・寿司 0 

惣菜（上記以外） 0 

その他、加工品（練り物を含む） 0 

特定方法 

「イオンサプライヤーCoC（取引行動規範）」に基づく調査等。 

不特定/その原因 

 

イトーヨーカドー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 0 

鮮魚（上記以外） 0 

ウナギ・蒲焼 0 

カツオ節 0 

缶詰（マグロ・カツオ） 0 

缶詰（上記以外） 0 

惣菜・寿司 0 

惣菜（上記以外） 0 

その他、加工品（練り物を含む） 0 

特定方法 

・商品履歴書で確認可能。 

不特定/その原因 

 

西友  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 90 

鮮魚（上記以外） 90 

ウナギ・蒲焼 90 



カツオ節 90 

缶詰（マグロ・カツオ） 90 

缶詰（上記以外） 90 

惣菜・寿司 90 

惣菜（上記以外） 90 

その他、加工品（練り物を含む） 90 

特定方法 

お取引先に常時特定してお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。 

不特定/その原因 

お取引先で管理している情報が完全でない場合があり得ることから、90%としています。 

ダイエー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 0 

鮮魚（上記以外） 0 

ウナギ・蒲焼 0 

カツオ節 0 

缶詰（マグロ・カツオ） 0 

缶詰（上記以外） 0 

惣菜・寿司 0 

惣菜（上記以外） 0 

その他、加工品（練り物を含む） 0 

特定方法 

「イオンサプライヤーCoC（取引行動規範）」に基づく調査等。 

不特定/その原因 

 

ユニー  

特定可能な割合（％） 

鮮魚（マグロ・カツオ） 0 

鮮魚（上記以外） 0 

ウナギ・蒲焼 0 

カツオ節 10 

缶詰（マグロ・カツオ） 10 

缶詰（上記以外） 10 

惣菜・寿司 0 

惣菜（上記以外） 0 

その他、加工品（練り物を含む） 0 

特定方法 

お取引様、メーカー様確認 

不特定/その原因 

 



５．情報公開・透明性・持続可能な魚介類の促進について  

5-1：貴社の持続可能な魚介類の調達方針を消費者に公開し、かつ積極的に説明していますか？  

「はい」の場合はその所在と方法を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） イオンのホームページ上で公開しています。 

ただし、消費者に直接関心のある内容ではありませんので、より消費者の興味、参画意識を高めて頂くために、「MSC・ASC」を中心にその認知度を高め

るイベント、テレビ CM を数多く実施しています。 

また本年より、2016 年以降 2020 年までに「水産資源の維持・生態系の回復を目指し『次の世代に豊かな食文化を引き継ぐための取り組み』ということを

伝える取組みを計画しました。その取り組みの一つとして MSC 販売開始 11 年目、ASC 販売開始 3 年目、『Fish Baton』と名付けた常設コーナーを設置

し、次の世代に豊かな食文化を引き継ぐための提案をスタートさせました。 積極的に消費者の参画を求めてゆきます。 

イトーヨーカドー  

（はい） 「セブン＆アイ HLDGS.持続可能な調達基本方針」  http://www.7andi.com/csr/policy/procurement.html 

「イトーヨーカドーうなぎ、クロマグロに関する調達方針」はＨＰでは非公開。ただし、要請のある場合は開示可としています。 

西友  

（はい） ウォルマートの HP にて、調達方針や取組みを公開しています。  http://corporate.walmart.com/global-responsibility/sustainability/ 

西友の HP においても、MSC 認証商品の取扱いに関して言及しています。  http://www.seiyu.co.jp/company/sustainability/product/ 

ダイエー  

（はい） イオンのホームページ上で公開しています。 

ただし、消費者に直接関心のある内容ではありませんので、より消費者の興味、参画意識を高めて頂くために、「MSC・ASC」を中心にその認知度を高め

るイベント、テレビ CM を数多く実施しています。 

ユニー  

（いいえ） 

5-2：取扱のある全ての魚介類について、以下の項目を消費者に公開していますか？またその割合をご回答ください。「はい」

の場合はその所在と方法を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

項目 

漁獲地域 はい JAS 法に基づく表記をしています。 

漁種名 はい パッケージ表記。原材料一括表示。 

漁具及び漁法 いいえ 今後資源問題を考える必要があるのであれば､法的に表示内容を変えなければ変わらないと考えます。 

漁獲方法は､環境への影響の度合いが明確になっていないため､一概に底引きはダメで釣りはＯＫとはなりま

せん。 

生産方法（天然、養殖、蓄養） はい JAS 法に基づく表記をしています。 

「養殖」は必須。「蓄養」表記は違反です。「天然」表記は任意ですが、必ずしも天然であるから価値が高いとは

限らず、優良誤認となる可能性があるため、消費者が間違いを起こさない限りは表記しないルールとなってい

ます。 

イトーヨーカドー  

項目 

漁獲地域 はい ラベル・POP・ボード等で表記。約３割 

漁種名 はい ラベル・POP・ボード等で表記。約９割 

漁具及び漁法 はい POP・ボード等で表記。約１割（一本釣り、等） 

生産方法（天然、養殖、蓄養） はい ラベル・POP・ボード等で表記。約９割 



西友  

項目  

漁獲地域 はい 表示が必要な商品については、商品ラベル等で表示を行っています。 

魚種名 はい 100%の商品について、商品ラベル等で表示を行っています。 

漁具及び漁法 いいえ 法律による表示義務がないため、現在は商品ラベルへの記載は行っていません。 

生産方法（天然、養殖、蓄養） はい 養殖魚に関しては、100%の商品について、商品ラベル等で表示を行っています。 

ダイエー  

項目 

漁獲地域 はい JAS 法に基づく表記をしています。 

魚種名 はい パッケージ表記。原材料一括表示。 

漁具及び漁法 いいえ 今後資源問題を考える必要があるのであれば､法的に表示内容を変えなければ変わらないと考えます。 漁獲

方法は､環境への影響の度合いが明確になっていないため､一概に底引きはダメで釣りはＯＫとはならないと

の認識です。 

生産方法（天然、養殖、蓄養） はい JAS 法に基づく表記をしています。 

「養殖」は必須。「蓄養」表記は違反です。「天然」表記は任意ですが、必ずしも天然であるから価値が高いとは

限らず、優良誤認となる可能性があるため、消費者が間違いを起こさない限りは表記しないルールとなってい

ます。 

ユニー  

項目 

漁獲地域 はい 漁獲海域、不可能な場合は水揚げ港もしくは水揚げ港の属する県名を表示。 

魚種名 はい 100％ 

漁具及び漁法 いいえ ほとんど公開していない、一部釣り物、定置漁は有り。 

生産方法（天然、養殖、蓄養） はい 養殖物については 100％。天然物は一部、蓄養は解釈が色々有り給餌するものは、養殖表示をしている。 

5-3：持続可能な魚介類について、資源量の開示など消費者に意識啓発をおこなっていますか？  

「はい」の場合は具体的な内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） 1, イオンのホームページ上の「環境社会貢献活動」の中で､「イオンサステナビリティ基本方針」「イオン持続可能な調達原則」「イオン生物多様性

方針」の公開を行っています。 

       2, イオン持続可能な調達原則のなかで「イオン水産物調達方針」を明確にしています。 

イトーヨーカドー  

（いいえ） お客様からのご要望が少ないため、未実施です。 

西友  

（はい） ウォルマートの HP では、調達方針や取組みを公開しています。  http://corporate.walmart.com/global-responsibility/sustainability/ 

西友の HP においても、MSC 認証商品の取扱いに関して言及しています。  http://www.seiyu.co.jp/company/sustainability/product/ 

ダイエー  

（はい） 1, イオンのホームページ上の「環境社会貢献活動」の中で､「イオンサステナビリティ基本方針」「イオン持続可能な調達原則」「イオン生物多様性 

方針」の公開を行っています。 

       2, イオン持続可能な調達原則のなかで「イオン水産物調達方針」を明確にしています。 

ユニー  

（いいえ） 実際の資源量は開示していない。 

5-4：貴社の社員や店頭販売員などの関係者に持続可能な魚介類の調達方針および実施内容について教育をおこなっていま



すか？  

「はい」の場合は具体的な内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） 1, MSC､ASC を中心に､定期的な水産物に関する教育を実施しています。 

       2, 『水産資源の持続可能な利用推進』検討委員会で､２カ月に 1 回程度問題意識等を共有しています。 

イトーヨーカドー  

（はい） ・CSR 研修にて教育 

       ・鮮魚売場責任者会議で教育 

西友  

（はい） WWF のサポートを受け、水産バイヤー向けのセミナーを実施しました。 また確認すべき 新情報や社外セミナーの機会についても、社内関連

部門で共有しています。 

ダイエー  

（はい） 1, MSC､ASC を中心に､定期的 な水産物に関する教育を実施しています。 

       2, 『水産資源の持続可能な利用推進』検討委員会で､２カ月に 1 回程度問題意識等を共有しています。 

ユニー  

（いいえ） 絶滅危惧種魚は何か、持続可能な魚介類の調達方法、未来に向け魚の大切さ。 魚を無駄なくおいしく食べる日本食文化を食生活に取り入れ

食育活動をしていきたい。 

5-5：すべてのサプライヤーとの新規契約において、貴社の魚介類の持続可能な調達方針の要件を満たす魚介類のみを納品

することを義務づけていますか？  

「はい」の場合は具体的な内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） 商品開発者、バイヤーによる説明を実施しています。 

イトーヨーカドー  

（はい） ・セブン＆アイ HLDGS.お取引先行動指針(ＨＰで４か国語で公開)の遵守。  http://www.7andi.com/csr/suppliers/guide.html 

       ・商品履歴書の記入依頼 

西友  

（はい） 新規契約の際には、ウォルマートの「サプライヤー基準」の遵守を承諾いただいています。 

ダイエー  

（はい） 商品開発者、バイヤーによる説明を実施しています。 

ユニー  

（いいえ） 持続可能な魚介類のみの調達が出来るように要請している。 

5-6：貴社の持続可能な魚介類の調達方針が完全実施されていること、またサプライヤーが貴社の要件を遵守していることを

確実にするため、少なくとも年に一回、モニタリングや監査を実施していますか？  

「はい」の場合は具体的な内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） 商品開発者、バイヤーによる確認は常時もしくは定期的に実施しています。 

イトーヨーカドー  

（はい） 【鮮魚】 

       ・指定商品に対し第三者機関、および、指定産地出荷地での月１回～年に１回のモニタリング。 

・指定商品の年に１回の第三者機関での抜き取り検査 

【プライベートブランド及び直輸入商品】 



・セブン＆アイ HLDGS.お取引先行動指針に基づいた CSR 監査を実施。 

http://www.7andi.com/dbps_data/_template_/_user_/_SITE_/localhost/_res/csr/pdf/2015_12.pdf 

西友  

（はい） コンプライアンス担当部門がサプライヤー基準に沿ってお取引先の審査を行うとともに、プライベートブランドや直接調達商品については、ウォル

マートの調達基準に沿った監査を、第 3 者機関の協力を得て、定期的に実施しています。 

http://corporate.walmart.com/sourcing-standards-resources - audit-process 

ダイエー  

（はい） 商品開発者、バイヤーによる確認は常時もしくは定期的に実施しています。 

ユニー  

（いいえ） 今後検討して出来るようにしていきたい。 

5-7：貴社の持続可能性および公平性の基準およびその実施について、見直しをする年次第三者監査がありますか？また少

なくともに一度の頻度で実施していますか？  

「はい」の場合は具体的な内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

プライベートな基準に対しての第三者監査制度が適用されることはないですが、イオングループの「生活品質科学研究所」の第二者監査、及び自社監査

を実施しています。 仕組みに関しては、MSC・ASC－CoC 監査は第三者監査を受けており、より広い範囲での MSC・ASC の普及体制を敷いています。 

イトーヨーカドー  

（はい） 【鮮魚】 

・第三者機関による定期審査を年に１回実施。 

・別な第三者機関による監査を２～３年に１回 

【プライベートブランド及び直輸入商品】 

・テュフ・ラインランド社による CSR 監査を年１回実施。 

西友  

（はい） コンプライアンス担当部門がサプライヤー基準に沿ってお取引先の審査を行うとともに、プライベートブランドや直接調達商品については、ウォル

マートの調達基準に沿った監査を、第 3 者機関の協力を得て、定期的に実施しています。 

http://corporate.walmart.com/sourcing-standards-resources - audit-process 

ダイエー  

プライベートな基準に対しての第三者監査制度が適用されることはないですが、イオングループの「生活品質科学研究所」の第二者監査、及び自社監査

を実施しています。 仕組みに関しては、MSC・ASC－CoC 監査は第三者監査を受けており、より広い範囲での MSC・ASC の普及体制を敷いています。 

ユニー  

（いいえ） 今後検討して出来るようにしていきたい。 

5-8：放射能汚染について、独自および日本政府が定める基準値を超えていないことを保証していますか？  

「はい」の場合は具体的な内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） イオンのホームページ上のお客さまサイト「イオンの自主検査結果について」で継続された検査を実施し、公開を継続して実施しています。 

ただし、検査基準値をオーバーする事はほとんどなくなり、震災より５年を迎え、復興に尽力して頂いている福島の方達の事も考え、店舗でそのことを大き

くうたう事は、現在はいたしておりません。 

イオンは、風評被害を復活させるような言動は控えており、東北に元気を取り戻す活動を継続して実施しております。 

今イオンとしてやるべき事は、消費者の安全を担保することは当然の事であり、震災を受けた地域を元気にすることと認識しています。 

グリーンピース様の放射能問題に関わるご質問内容に関しては、全て継続し実施をしております。 

イトーヨーカドー  

（はい） 行政基準に沿った調達を実施しています。 



西友  

（はい） 放射能汚染について、日本政府が定める基準値を超えない商品を取り扱うことを、お取引先と確認しています。 

ダイエー  

（はい） 毎月生鮮流通品を中心に店頭での買上げ検査を行い問題ないことを確認しています。ただし、検査基準値をオーバーする事はほとんどなくなり、

震災より５年を迎え、復興に尽力して頂いている福島の方達の事も考え、店舗でそのことを大きくうたう事はいたしておりません。 

イオングループは、風評被害を復活させるような言動は控えており、東北に元気を取り戻す活動を継続して実施しております。 

今イオングループとしてやるべき事は、消費者の安全を担保することは当然の事であり、震災を受けた地域を元気にすることと認識しています。 

ユニー  

（はい） 外部機関により抜取検査をしている。政府、衛生検査所の検査をホームページで確認している。 

上記により確認を取っているが 100％保証しているわけではない。一固体に数値が違い検査した魚は販売できないから。 

5-9：放射能汚染について、自社あるいは外部機関によって測定していますか？   

「はい」の場合は具体的な内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） イオンのホームページ上のお客さまサイト「イオンの自主検査結果について」で継続された検査を実施し、公開を継続して実施しています。 

ただし、検査基準値をオーバーする事はほとんどなくなり、震災より５年を迎え、復興に尽力して頂いている福島の方達の事も考え、店舗でそのことを大き

くうたう事は、現在はいたしておりません。 

イオンは、風評被害を復活させるような言動は控えており、東北に元気を取り戻す活動を継続して実施しております。 

今イオンとしてやるべき事は、消費者の安全を担保することは当然の事であり、震災を受けた地域を元気にすることと認識しています。 

グリーンピース様の放射能問題に関わるご質問内容に関しては、全て継続し実施をしております。 

イトーヨーカドー  

（はい） 外部機関で定期的に実施しています。 

西友  

（はい） 必要に応じて測定を実施できる体制を整えています。 

ダイエー  

（はい） ゲルマニウム半導体検出機を使用して実施 

ユニー  

（はい） 月に１回５品目の魚介類を外部機関によって測定している。 

5-10：放射能汚染について、自主あるいは外部機関による調査結果を消費者に公開していますか？  

「はい」の場合は具体的な内容を、「いいえ」の場合はその理由をご回答ください。  

イオン  

（はい） イオンのホームページ上のお客さまサイト「イオンの自主検査結果について」で継続された検査を実施し、公開を継続して実施しています。 

ただし、検査基準値をオーバーする事はほとんどなくなり、震災より５年を迎え、復興に尽力して頂いている福島の方達の事も考え、店舗でそのことを大き

くうたう事は、現在はいたしておりません。 

イオンは、風評被害を復活させるような言動は控えており、東北に元気を取り戻す活動を継続して実施しております。 

今イオンとしてやるべき事は、消費者の安全を担保することは当然の事であり、震災を受けた地域を元気にすることと認識しています。 

グリーンピース様の放射能問題に関わるご質問内容に関しては、全て継続し実施をしております。 

イトーヨーカドー  

（はい） プライベートブランド「顔が見える食品」の HP で一部公開があります。 

http://look.itoyokado.co.jp/kao/torikumi/torikumi.php 

西友  

（はい） 必要に応じて調査結果をお知らせできる体制を整えています。 

ダイエー  



（はい） 現在のところ一部商品の検査結果であり、お客様の誤解を招く危険性があるため積極的には開示は行っていません。ただし個別のお問合せにつ

いてはご回答しております。 

ユニー  

（いいえ） 公表していない。 店頭商品と調査結果は時間差があり店頭商品が調査結果を保証できないため。 

 

質問は以上となります。ご協力ありがとうございました。 


