
～ 商品別　グラフ～　（2011年12月14日発表）

アカマンボウ（マンダイ） 宮城 4.3 熱田店 愛知県　名古屋市
ウルメイワシ 千葉　房総沖 ND 熱田店 愛知県　名古屋市

カタクチイワシ（メザシ） 千葉 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
サケ　切り身 宮城 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
サケ　切り身 宮城 ND 南千里店 大阪府　吹田市
サワラ 兵庫 ND 南千里店 大阪府　吹田市

サワラ（サゴシ） 京都 ND 熱田店 愛知県　名古屋市
サンマ 岩手 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市

サンマ　開き 岩手 ND 南千里店 大阪府　吹田市
ビンチョウマグロ 太平洋海域 ND 熱田店 愛知県　名古屋市

ホウボウ 愛知　豊浜 ND 熱田店 愛知県　名古屋市
マアジ 三重 ND 南千里店 大阪府　吹田市
マダラ 北海道 ND 南千里店 大阪府　吹田市
マダラ 北海道 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
蒸しカキ 兵庫　播磨灘 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
アジ 三重 ND 奈良店 奈良県　奈良市
アジ 青森 ND あべの店 大阪府　大阪市
キス 兵庫 ND 奈良店 奈良県　奈良市

キタノホッケ（シマホッケ） ロシア ND 知多店 愛知県　知多市
サケ 岩手 ND 奈良店 奈良県　奈良市
サケ 宮城 ND あべの店 大阪府　大阪市
ししゃも 北海道 ND 奈良店 奈良県　奈良市
タラ 北海道 ND あべの店 大阪府　大阪市
タラ 岩手 ND 奈良店 奈良県　奈良市

ツバス（ブリ） 兵庫　淡路 ND あべの店 大阪府　大阪市
ナミガイ（白ミルガイ） 愛知 ND 知多店 愛知県　知多市

ハモ 兵庫 ND あべの店 大阪府　大阪市
ワカメ 三陸 ND 知多店 愛知県　知多市
ワカメ 宮城 ND 知多店 愛知県　知多市

釜揚げシラス（イワシ） 愛知　篠島 ND 知多店 愛知県　知多市
ワカサギ 茨城 57.2 名南店 愛知県　名古屋市
アンコウ 兵庫 16.2 名南店 愛知県　名古屋市

アカガヤ（ガヤメバル） 北海道 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
カツオ 宮城 ND 名南店 愛知県　名古屋市

キハダマグロ 静岡 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
サケ 宮城 ND 精華台店 京都府　精華町

サゴシ（サワラ） 福井 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
サンマ 北海道 ND 精華台店 京都府　精華町
スルメイカ 北海道 ND 精華台店 京都府　精華町
セルカキ 京都　舞鶴 ND 名南店 愛知県　名古屋市
ブリ 愛媛 ND 精華台店 京都府　精華町
マダラ 北海道 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
マダラ 北海道 ND 精華台店 京都府　精華町

メイタカレイ 愛知 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
ワカメ 三陸 ND 名南店 愛知県　名古屋市
マサバ 千葉 5.0 千里中央店 大阪府　豊中市

イワシ　丸干し（マイワシ） 千葉 ND 今池店 愛知県　名古屋市
小イワシ 三重 ND 富雄店 奈良県　奈良市
ウルメイワシ 高知 ND 千里中央店 大阪府　豊中市
キハダマグロ 静岡 ND 今池店 愛知県　名古屋市

キンメダイ　開き干し 宮城 ND 今池店 愛知県　名古屋市
サケ　切り身 宮城 ND 今池店 愛知県　名古屋市
サンマ 北海道 ND 千里中央店 大阪府　豊中市

ツバス（ブリ） 愛媛 ND 富雄店 奈良県　奈良市
ビンチョウマグロ 静岡 ND 今池店 愛知県　名古屋市
ビンチョウマグロ 和歌山 ND 富雄店 奈良県　奈良市
ビンチョウマグロ 和歌山 ND 千里中央店 大阪府　豊中市

マダラ 北海道 ND 富雄店 奈良県　奈良市
マダラ 兵庫 ND 富雄店 奈良県　奈良市
マダラ 北海道 ND 千里中央店 大阪府　豊中市
ゴマサバ 千葉 5.9 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
ゴマサバ 千葉 ND 御器所店 愛知県　名古屋市
イトヨリダイ 和歌山 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
キビナゴ 長崎 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
サケ 青森 ND 緑橋店 大阪府　大阪市
サケ 宮城 ND 御器所店 愛知県　名古屋市
サンマ 千葉 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市

サンマ　開き 三陸 ND 御器所店 愛知県　名古屋市
サンマ 千葉 ND 緑橋店 大阪府　大阪市
マアジ 三重 ND 緑橋店 大阪府　大阪市
マイワシ 鳥取 ND 御器所店 愛知県　名古屋市
マダイ 兵庫 ND 御器所店 愛知県　名古屋市
マダラ 北海道 ND 大和郡山店 奈良県　大和郡山市
マダラ 北海道 ND 緑橋店 大阪府　大阪市

丸アジ（アオアジ） 和歌山 ND 緑橋店 大阪府　大阪市
測定値の単位はベクレル／kg

グリーンピース・ジャパン　www.greenpeace.org/japan

店舗名 所在地産地

グリーンピース食品放射能調査 　第3回目
冬のお魚調査　（東海・関西編）
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　 11月8日、同社は放射性物質の自主検査において
　品目数の拡大と基準の厳格化を発表しています。

調査期間：2011年11月9日～12月6日　(測定値は測定日時点のもの）。
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトル測定によりセシウム134、セシウム137、ヨウ素131を計測。
セシウム134、セシウム137、ヨウ素131の検出限界値はともに5ベクレル／kg未満。
セシウム134、セシウム137いずれかが検出限界値未満の場合、便宜上0ベクレル/kgとしてセシウム134＋137の合計値を算出したが、実際はゼロとはいいきれないことに注意。
セシウム134、セシウム137ともに検出限界値未満の場合、ND（not detectable、検出不可）と表記した。
ヨウ素131の計測値はすべて検出限界値（5ベクレル/kg）未満。
セシウム134の半減期は2.1年、セシウム137の半減期は30年。
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～ 商品別　データ～　（2011年12月14日発表）

スーパー 魚介類 産地 セシウム
134

セシウム
137 店舗名 所在地 購入日 測定日

アカマンボウ（マンダイ） 宮城 4.3 <4.5 熱田店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-12-01
ウルメイワシ 千葉　房総沖 <3.2 <3.9 熱田店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-30

カタクチイワシ（メザシ） 千葉 <3.1 <4.1 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-26
サケ　切り身 宮城 <3.1 <3.2 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-26
サケ　切り身 宮城 <3.4 <4.2 南千里店 大阪府　吹田市 2011-11-18 2011-12-04
サワラ 兵庫 <4.0 <4.2 南千里店 大阪府　吹田市 2011-11-24 2011-12-06

サワラ（サゴシ） 京都 <3.5 <4.0 熱田店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-30
サンマ 岩手 <3.9 <4.0 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-26

サンマ　開き 岩手 <4.0 <3.6 南千里店 大阪府　吹田市 2011-11-18 2011-12-04
ビンチョウマグロ 太平洋海域 <2.9 <4.0 熱田店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-12-01
ホウボウ 愛知　豊浜 <4.0 <3.7 熱田店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-30
マアジ 三重 <3.3 <3.5 南千里店 大阪府　吹田市 2011-11-24 2011-12-06
マダラ 北海道 <3.2 <3.8 南千里店 大阪府　吹田市 2011-11-18 2011-12-04
マダラ 北海道 <3.3 <4.4 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-26
蒸しカキ 兵庫　播磨灘 <3.1 <4.1 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-26

アジ 三重 <3.3 <3.9 奈良店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-22
アジ 青森 <3.7 <3.3 あべの店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-01
キス 兵庫 <3.6 <3.5 奈良店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-22

キタノホッケ（シマホッケ） ロシア <3.4 <3.3 知多店 愛知県　知多市 2011-11-09 2011-11-27
サケ 岩手 <3.8 <3.7 奈良店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-22
サケ 宮城 <3.6 <3.9 あべの店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-01

ししゃも 北海道 <3.6 <4.1 奈良店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-22
タラ 北海道 <2.5 <2.8 あべの店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-01
タラ 岩手 <3.2 <3.3 奈良店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-22

ツバス（ブリ） 兵庫　淡路 <3.2 <3.9 あべの店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-02
ナミガイ（白ミルガイ） 愛知 <3.7 <3.5 知多店 愛知県　知多市 2011-11-09 2011-11-27

ハモ 兵庫 <3.3 <3.9 あべの店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-01
ワカメ 三陸 <3.5 <3.9 知多店 愛知県　知多市 2011-11-09 2011-11-27
ワカメ 宮城 <3.9 <4.2 知多店 愛知県　知多市 2011-11-09 2011-11-27

釜揚げシラス（イワシ） 愛知　篠島 <3.2 <3.3 知多店 愛知県　知多市 2011-11-09 2011-11-27
ワカサギ 茨城 26.3 30.9 名南店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-29
アンコウ 兵庫 6.1 10.1 名南店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-30

アカガヤ（ガヤメバル） 北海道 <3.5 <4.2 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-25
カツオ 宮城 <3.4 <3.7 名南店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-30

キハダマグロ 静岡 <3.3 <3.8 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-25
サケ 宮城 <3.6 <4.2 精華台店 京都府　精華町 2011-11-21 2011-12-03

サゴシ（サワラ） 福井 <3.7 <3.8 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-25
サンマ 北海道 <3.1 <4.7 精華台店 京都府　精華町 2011-11-21 2011-12-02

スルメイカ 北海道 <3.0 <3.4 精華台店 京都府　精華町 2011-11-21 2011-12-02
セルカキ 京都　舞鶴 <2.8 <4.5 名南店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-30
ブリ 愛媛 <2.4 <2.9 精華台店 京都府　精華町 2011-11-21 2011-12-02
マダラ 北海道 <3.5 <4.0 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-25
マダラ 北海道 <3.7 <3.9 精華台店 京都府　精華町 2011-11-21 2011-12-03

メイタカレイ 愛知 <3.3 <3.9 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-25
ワカメ 三陸 <3.6 <4.0 名南店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-29
マサバ 千葉 5.0 <3.5 千里中央店 大阪府　豊中市 2011-11-22 2011-12-04

イワシ　丸干し（マイワシ） 千葉 <4.4 <3.2 今池店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-27
小イワシ 三重 <3.9 <3.5 富雄店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-20

ウルメイワシ 高知 <3.4 <3.8 千里中央店 大阪府　豊中市 2011-11-25 2011-12-06
キハダマグロ 静岡 <3.6 <3.8 今池店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-29

キンメダイ　開き干し 宮城 <3.6 <4.1 今池店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-29
サケ　切り身 宮城 <3.4 <3.6 今池店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-29
サンマ　生 北海道 <4.2 <3.4 千里中央店 大阪府　豊中市 2011-11-22 2011-12-06
ツバス（ブリ） 愛媛 <3.8 <4.3 富雄店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-20
ビンチョウマグロ 静岡 <2.9 <3.6 今池店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-29
ビンチョウマグロ 和歌山 <3.1 <3.7 富雄店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-20
ビンチョウマグロ 和歌山 <3.4 <4.2 千里中央店 大阪府　豊中市 2011-11-24 2011-12-06

マダラ 北海道 <3.7 <4.2 富雄店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-20
マダラ 兵庫 <4.0 <3.6 富雄店 奈良県　奈良市 2011-11-09 2011-11-20
マダラ 北海道 <4.0 <4.1 千里中央店 大阪府　豊中市 2011-11-22 2011-12-04
ゴマサバ 千葉 <4.1 5.9 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-19
ゴマサバ 千葉 <3.9 <4.0 御器所店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-23

イトヨリダイ 和歌山 <3.2 <3.1 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-19
キビナゴ 長崎 <3.9 <3.6 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-19
サケ 青森 <3.6 <3.1 緑橋店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-03
サケ 宮城 <3.6 <4.4 御器所店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-23
サンマ 千葉 <4.2 <4.5 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-19

サンマ　開き 三陸 <4.1 <3.4 御器所店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-23
サンマ 千葉 <3.4 <4.3 緑橋店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-03
マアジ 三重 <3.2 <4.1 緑橋店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-03
マイワシ 鳥取 <3.3 <3.5 御器所店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-25
マダイ 兵庫 <3.6 <3.9 御器所店 愛知県　名古屋市 2011-11-09 2011-11-23
マダラ 北海道 <3.6 <3.7 大和郡山店 奈良県　大和郡山市 2011-11-09 2011-11-19
マダラ 北海道 <3.7 <3.9 緑橋店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-03

丸アジ（アオアジ） 和歌山 <3.8 <4.0 緑橋店 大阪府　大阪市 2011-11-17 2011-12-04
測定値の単位はベクレル／kg

グリーンピース・ジャパン　www.greenpeace.org/japan
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グリーンピース食品放射能調査 　第3回目
冬のお魚調査　（東海・関西編）
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11月8日、同社は放射性物質の自主検査において品目数の拡大と基準の厳格化を発表しています。

調査期間：2011年11月9日～12月6日（測定値は測定日時点のもの）。
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトル測定によりセシウム134、セシウム137、ヨウ素131を計測。
セシウム134、セシウム137、ヨウ素131の検出限界値はともに5ベクレル/kg未満。
ヨウ素131の計測値はすべて検出限界値（5ベクレル/kg）未満。
検査結果報告書に「不検出」「検出されず」と記載された結果は、検出限界値未満であることを示すため「＜検出限界値」と表記。
セシウム134の半減期は2.1年、セシウム137の半減期は30年。
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