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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もその

まま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

あべの店 

（大阪府） 

2013年 6月 23日問い合わせ 

 

福一の事故があってから魚の放射能汚染が

不安で、魚を食べるのをやめています。 

 

しかしまもなく里帰りの予定があり、母がいろ

いろと出してくれる料理の中に魚料理も多い

ので、お問い合わせしています。 

 

イトーヨーカドーさんでは、放射能汚染された

魚をしょっちゅう売っていらっしゃるようです

が、阿倍野店で売られている魚は、放射能

検査はしてありますでしょうか？ 

 

実家が阿倍野のイトーヨーカドーさんのちか

くにあり、母がよく買い物をしているようなの

で、教えてください。 

 

2013年 6月 27日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のこととお

慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し

上げます。 

 

 早速ではございますが、６月２３日付けメールにて漁業資源の

枯渇および安全性についてご意見を頂戴致しました。 

 

 弊社ではお魚や海産物は取り扱い前にお取引先様に漁獲方法

や放射能等の安全性の確認をしており、その上で取り扱いを決定

させて頂いております。また、「顔が見える食品」につきましては全

ての商品の検査につきましては、生鮮食品であり、鮮度保持の観

点から出来かねる状況でございます。従いまして、随時、抜き取り

検査を外部機関に委託し、検査を実施しております。 

 あべの店で取り扱いをしておりますお魚も全て基準値以内にな

っております。何卒、ご理解賜り、安心してお買い物をして頂けれ

ば幸いでございます。 

 この度はご連絡を頂き、ありがとうございました。 

末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申し上

げます。 

 

                       敬具 

 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 

                    

 

            東京都千代田区二番町８－８ 

             電話番号 03－6238－3132 

             営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もその

まま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

いわき平店 

（福島県） 

 

2013年 6月 26日問い合わせ 

 

駅前の便利な立地に豊富な品揃えで、いつ

もありがたく利用させて頂いています。 

しかし、原発事故を境に、食品、特に魚には

怖くてなかなか手がでなくなってしまいまし

た。 

いわきで生まれ育った私にとって、そして毎

日のようにおいしい魚を食べていた私にとっ

て、地元で獲れた魚が食べられないのは苦

痛でしたし、魚売り場に福島県産の魚がいな

くなってしまった事はとても悲しいことでした。 

しかしある日、親しい友人より、スーパーの

魚の産地は水揚げされた港の地名が表記さ

れ、その魚が獲れた場所ではないという話を

聞き、愕然としました。 

今までは九州や外国などを購入し、東北や

関東の魚は避けていたものの、実際には放

射線が含まれた魚を食べていたかも、と思う

とぞっとしました。 

仕事の関係で福島を離れることも出来ず、せ

めて食べ物だけは気をつけようと思っていた

だけに、将来のことを考えると鬱々とした気

持ちになります。 

イトーヨーカドーさんがそのような魚の流通

について、どのような見解をお持ちなのか、

きちんと検査をして下さっているのか、お聞

かせ願えないでしょうか。 

 

2013年 6月 28日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のこととお

慶び申し上げます。日頃、イトーヨーカドーをご利用頂き、心より

御礼申し上げます。 

 さて、６月２６日付けメールにて、弊社で取り扱っております魚の

安全性につきましてお問い合わせを頂戴致しました。 

 弊社では、魚や海産物は取り扱い前にお取引先様に漁獲方法

や放射能等の安全性の確認をしており、その上で取り扱いを決定

させて頂いております。 

また「顔が見える食品」につきましては、全ての商品の検査につき

ましては、生鮮食品であり、鮮度保持の観点から出来かねる状況

でございます。従いまして、随時、抜き取り検査を外部機関に委

託し、検査を実施しております。 

 弊社で取り扱っております魚につきましては、全ての商品が基

準値以内になっております。何卒、ご理解賜り、安心してお買い

物をして頂ければ幸いでございます。 

 この度はお問合せ頂き、ありがとうございました。 

 末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申し

上げますとともに、これからもご愛顧賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

                       敬具 

 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 

                    

 

            東京都千代田区二番町８－８ 

             電話番号 03－6238－3132 

             営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もその

まま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

大宮店 

（埼玉県） 

2013年 6月 26日問い合わせ 

 

イトーヨーカドー 大宮店 ご担当者 

 

いつも利用させて頂いております と申し

ます。 

 

最近新聞やテレビでも取り上げられているウ

ナギなのですが、 

環境省も絶滅危惧種に指定するなど絶滅の

恐れがあると聞いております。 

このまま販売しても問題ないのでしょうか？ 

 

2013年 6月 27日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のこととお

慶び申し上げます。日頃、イトーヨーカドーをご利用頂き、心より

御礼申し上げます。 

 

 早速ではございますが、６月２６日付けメールにてウナギの取り

扱いについてお問い合わせを頂戴致しました。 

 

 弊社では、取り扱い前にお取引先様に漁獲方法や安全性を確

認し条約、法規を遵守している商品の取り扱いをしております。何

卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。 

 

 この度はお問い合わせを頂き、ありがとうございました。 

 

 末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申し

上げますとともに、これからもご愛顧賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

                       敬具 

 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 

                    

 

            東京都千代田区二番町８－８ 

             電話番号 03－6238－3132 

             営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字があ

る場合もそのまま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

刈谷店 

（愛知県） 

2013年 6月 28日問い合わせ 

 

愛知県刈谷店 

私は安心して食べ物を頂きたい

です。イトーヨーカドーさんは食

品の管理の徹底さをうたってい

るので、安心しておりましたが、

先日、NGO団体の調査結果を知

った時、驚愕しました。今年の３

月にこちらの店舗で購入した岩

手産マダラから、セシウムが検

出されました。近所でよく利用し

ていたので、ショックとともに怒り

を覚えました。放射能で汚染され

ていないもの、安全な食品を提

供して下さい。安全は信用問題

です。家族や友達、知人、全て

の人に危険な商品を私は購入し

て欲しくありません。 

 

2013年 6月 28日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上

げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

 早速ではございますが、６月２８日付けメールにて、食品の安全管理につき

ましてご指摘を頂戴致しました。 

様にはご心配をお掛けしておりますこと、お詫び 申し上げます。 

 弊社では、お魚や海産物は取り扱い前にお取引先様に 漁獲地域や漁獲方

法、放射能等の安全性の確認をしており、その上で取り扱いを決定させて頂

いております。 

また「顔が見える食品」につきましては、全ての商品の検査につきましては、

生鮮食品であり、鮮度保持の観点から出来かねる状況でございます。従いま

して、随時、抜き取り検査を外部機関に委託し、検査を実施しております。 

現在のところ全ての商品が基準値以内になっております。何卒、ご理解賜り、

安心してお買い物をして頂ければ幸いでございます。 

また、この度のグリーンピース様の調査結果でございますが、弊社でお買い

上げ頂いた岩手県産のマダラからセシウムが１キログラムあたり７．４ベクレ

ル検出されたとのことでございますが、このベクレルは政府の安全基準で１キ

ログラムあたり１００ベクレル以下でござい ますので、全く問題ない数値でご

ざいます。 

弊社では、２０１２年１１月よりグリーンピース様より、いくつかのご質問を３回

メールで頂き、その都度 弊社より返答をさせて頂いておりますが、誠に残念

ではございますが、一部の返答内容でご理解を頂けず、この> ようになったも

のと思われます。 

この度はご心配をお掛けしておりますこと、あらためて、お詫び申し上げま

す。 

末筆ではございますが、 様のご健康とご発展を> お祈り申し上げます。 

 

 敬具 

株式会社 イトーヨーカ堂 

 お客様相談室 

 

 

東京都千代田区二番町８－８ 

電話番号 03－6238－3132 

営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのまま転載

しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

郡山店 

（福島県） 

 

2013年 6月 28日問い合わせ 

 

福島 群山店 

イトーヨーカドーでは、お魚が安く大量に売られていま

すが、消費者としては安さより安全で気持ち良くお魚

を頂きたいです。絶滅危惧種でもある鰻を大量に販

売し、次世代に日本の文化を継承できないような状

態を促進しないでください。確かに、消費者は土用の

丑の日に鰻を購入するかもしれません。しかし、これ

から先のことを考え「お客様に価値ある商品・サービ

スを提供」することを目標としているイトーヨーカドーさ

んとしては、消費者に鰻や他の魚がない悲しい未来

へと導くのではなく、日本の食文化を守るべく、乱獲

などをせず、魚の保護もするというのが私たちにとっ

て「価値」のある商品・サービスの提供です。素敵な

目標を掲げているので目標を守って下さい。 

  

 

2013年 7月 8日現在回答なし 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのま

ま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

湘南台店 

（神奈川県） 

 

2013年 6月 21日問い合わせ 

 

湘南台店の近くに住んでいます。 

2012年 9月に続いて、2013年 4月にも魚から

放射性物質が検出されたそうですが、放射性

物質は、微量でも毒物だと言うことはご存知で

しょうか？ 

 

毒物が入った食品を知らん顔で販売するの

は、あまりにも無責任ではないでしょうか？ 

また、放射性物質が検出されているのに「問

題ない」「新たな対応をとることはない」としか

回答しないのは、とても悪質では無いでしょう

か。 

 

今後も毒入り商品（放射能汚染された商品）を

売るおつもりでしたら、他のお店で買い物をし

ようと思っていますので、今後の方針をお聞か

せください。 

2013年 6月 27日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のことと

お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼

申し上げます。 

 

 さて ６月２１日付けメールにて、魚の販売についてご投稿頂

きました。ご心配をお掛けしております。 

 

 弊社で取り扱っている魚は、お取引き先様に対して、国の基準

値を下回っていることを確認したうえで、取扱いを決定させて頂

いております。 

 

 末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申

し上げます。 

 

                       敬具 

 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 

                      

 

            東京都千代田区二番町８－８ 

             電話番号 03－6238－3132 

             営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのまま転載しています。） 回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いて

います。） 

仙台泉店 

（宮城県） 

2013年 6月 25日問い合わせ 

 

こんにちは。 

イトーヨーカドーさんの仙台泉店近郊に住んでおる者です。 

この度は、イトーヨーカドーさんに折り入ってお願いとご質問があ

りまして、お問い合わせをさせて頂きました。 

3.11以降、食の安全にとても気を遣うようになり、なかなか気軽に

物が買えない状況で、主に生協など通販を利用しておりますが、

さすがにそろそろ疲れてきております。 

放射能汚染など気にすることなく、欲しいものが安全だと確証をも

てるような環境があればとてもありがたいのですが、なかなかそう

いう訳にもいかず辟易しておりました。 

そんな中、近くにあるイトーヨーカドーさんは会社も大きく、手広く

展開しておられるので、そういった消費者の声にも応えて下さる

のではないかと思い至りました。 

しかしながら、インターネットで検索をしてみると、国際環境団体

のグリーンピースさんの調査に全く協力しておられない様で、酷く

がっかり致しました。 

また、グリーンピースさんのサイトを拝見致しまして、お魚の量が

激減していて、このままでは子どもや孫の代には魚が食べられな

くなるかもしれないという事実を知りまして、愕然としております。 

そのような現状を回避するためには、今後の資源管理がとても重

要な課題だというのに、ヨーカドーさんはそれにも応じることなく、

やたらめったら魚を売られているようですね。 

業界の大手として、他のスーパーの模範とならねばならないよう

な立場であるにも関わらず、消費者が知らないのを良いことに好

き放題されている現状は、憤慨せざるを得ません。 

 

そんな企業のＣＳＲは一体どうなっているのかと拝見したところ、

内容のない美辞麗句を並び立てただけの文面に、失望致しまし

た。 

 

 

以下引用 

 

社是 

私たちは、お客様に信頼される、誠実な企業でありたい。 

2013年 6月 28日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては

益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し

上げます。 

 早速ではございますが、６月２５日付けメー

ルにて、漁業資源の枯渇及び安全性につき

ましてご意見とお問い合わせを頂戴致しまし

た。 

 弊社では、お魚や海産物は取り扱い前にお

取引先様に漁獲方法や放射能等の安全性

の確認をしており、その上で取り扱いを決定

させて頂いております。 

また「顔が見える食品」につきましては、全て

の商品の検査につきましては、生鮮食品で

あり、鮮度保持の観点から出来かねる状況

でございます。従いまして、随時、抜き取り検

査を外部機関に委託し、検査を実施しており

ます。現在のところ全ての商品が基準値以

内になっております。何卒、ご理解賜り、安心

してお買い物をして頂ければ幸いでございま

す。 

 また、グリーンピース様の調査に協力して

いないとのご指摘でございますが、弊社で

は、２０１２年１１月よりグリーンピース様よ

り、いくつかのご質問を３回メールで頂き、そ

の都度弊社より返答をさせて頂いており、誠

に残念ではございますが、一部の返答内容

でご理解を 

頂けなかったものと思われます。 

 この度はお問い合わせを頂き、誠にありが

とうございました。 末筆ではございますが、

様のご健康とご発展をお祈り申し上げま

す。                   

 

敬具 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのまま転載しています。） 回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いて

います。） 

私たちは、取引先、株主、地域社会に信頼される、誠実な企業で

ありたい。 

私たちは、社員に信頼される、誠実な企業でありたい。 

 

社是に掲げる精神は、将来、社会環境がいかに変化し、それに

対応して我々の事業がどれほど大きく変化しても、ゆるぐことのな

い普遍的な理念であり続けます。我々は、この理念のもと事業を

行う各国で信頼される誠実な企業であるよう行動しなくてはなりま

せん。 

 

基本方針 

お客様・お取引先・株主・地域社会などステークホルダー（利害関

係者）との対話を重視し、いただいたご意見に誠実に対応すると

ともに、適時・適切に情報を開示して説明責任を果たします。 

地球環境の保全は、事業を行う上で必須の課題と認識し、気候

変動問題・生物多様性の保全など地球規模の環境問題に常に関

心をもち、持続可能な社会実現のために貢献していきます。 

 

行動基準 

私たちは、お客様の適切な商品・サービスの選択のために、正確

でわかりやすい表示に努め、誤解を与えることがないようにしま

す。 

 

引用終わり 

 

 

以上は抜粋ではありますが、他にも不信感を覚えた箇所は多々

ございます。 

 

貴社が真に『誠実な企業でありたい』ならば、誠実にこの問題に

対応してくださるであろうことを信じております。 

イトーヨーカドーさんがこの問題に真摯に取り組んで下さるのであ

れば、私ども家族も近所で、気軽に安心な食べ物を買うことが出

来る様になります。 

 

長くなりましたが、どうぞいち消費者の声にも耳を傾け、誠実にご

対応くださることを願っております。 

             株式会社 イトーヨーカ

堂 

                   お客様相談室 

                     

 

            東京都千代田区二番町８

－８ 

             電話番号 03－6238－

3132 

             営業時間  9:00 ～ 

17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのま

ま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

高井戸店 

（東京都） 

2013年 6月 24日問い合わせ 

 

最近、ウナギが絶滅危惧種に指定されたと言

うニュースを見ました。チラシを見ていると、ウ

ナギを例年通り販売するようですが、自粛しな

くても大丈夫なのかと心配です。 

来年もウナギを食べたいので、買うか買わな

いか迷っています。 

 

2013年 6月 28日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のこと

とお慶び申し上げます。日頃、イトーヨーカドーをご利用頂き、

心より御礼申し上げます。 

 

 早速ではございますが、６月２４日付けメールにて、ウナギ

の取り扱いにつきましてお問合わせを頂戴致しました。 

 

 弊社では、取り扱い前にお取引先様に漁獲方法や安全性

を確認し、条約・法規を遵守している商品の取り扱いをしてお

ります。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 この度はお問合せを頂き、ありがとうございました。 

 

 末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り

申し上げますとともに、これからもご愛顧賜りますようお願い

申し上げます。 

 

                       敬具 

 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 

                    

 

            東京都千代田区二番町８－８ 

             電話番号 03－6238－3132 

             営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのま

ま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

津田沼店 

（千葉県） 

 

2013年 6月 24日問い合わせ 

 

津田沼店への質問です。 

以前に津田沼店で売っていた千葉の魚から放

射能が検出されていましたが、今はどうでしょ

うか。 

きちんと検査をして売っているのでしょうか。 

 

2013年 6月 28日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のことと

お慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

 

 早速ではございますが、６月２５日付けメールにて、弊社津田

沼店で取り扱っております千葉のお魚の安全性につきましてお

問い合わせを頂戴致しました。 

 

 弊社ではお魚や海産物は取り扱い前にお取引先様に漁獲方

法や放射能等の安全性の確認をしており、その上で取り扱いを

決定させて頂いております。 

また「顔が見える食品」につきましては、全ての商品の検査につ

きましては、生鮮食品であり、鮮度保持の観点から出来かねる

状況でございます。従いまして、随時、抜き取り検査を外部機関

に委託し、検査を実施しております。 

 

 津田沼店で取り扱っておりますお魚も千葉県を含めまして、全

ての商品が基準値以内になっております。 

何卒、ご理解賜り、安心してお買い物をして頂ければ幸いでご

ざいます。 

 

 この度はご連絡を頂き、ありがとうございました。 

 

 末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申

し上げます。 

 

                       敬具 

 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 

                    

 

            東京都千代田区二番町８－８ 

             電話番号 03－6238－3132 

             営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合も

そのまま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

日立店 

（茨城県） 

2013年 6月 30日問い合わせ 

 

以前は日立店を利用していましたが、食

品の放射能汚染の問題に真剣に取り組

んでいない御社の姿勢に恐怖を感じ、放

射能検査をしている宅配業者に変えまし

た。 

 

日立店では以前に宮城産のカツオから

放射性物質が検出されていましたが、グ

リーンピースのHPを見ていると、「問題な

い」「新たな対応はしない」と言うご回答を

なさっていて、恐ろしいと思いました。 

 

政府は 1㎏あたり 100 ベクレル以下の放

射能が含まれた食品なら売ってよいとし

ていますが、私たち消費者はそれでは不

安だから、個々にお店に働きかけをした

り、安全な食品を売っている業者さんから

買ったりしているのです。 

 

なぜなら 1 ㎏あたり 100 ベクレルの汚染

があるものを食べ続けた人間はこれまで

この地球上に 1 人も存在せず、どんな影

響が出るか、放射能の専門家、科学者、

医者はもちろん、基準を大幅に引き上げ

た当の政府にも分かっていないにもかか

わらず、今は汚染された食品が非常に多

く、どうしようもなくなってその様に基準を

大幅に引き上げているからです。 

 

そこで、日立店さんに 3つお伺いしたいで

す。 

 

１．1Kg あたり 100 ベクレル以下でも、放

射能汚染された食品を食べた場合、体に

どんな影響があるか、年齢や性別によっ

2013年 7月 5日回答受け取り 

 

拝啓 盛夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のこととお慶

び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

 

 早速ではございますが、６月３０日付けメールにて、食品の放射能

汚染の問題に真剣に取り組んでいないとのご指摘を頂戴致しまし

た。 

ご心配をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。 

 

 弊社では当然ではございますが、食品の安心、安全は最優先で取

り組む事であると認識しており、現在もその取り組みを進めておりま

す。 

 

 弊社で取り扱いをしておりますお魚及び海産物は、取り扱い前にお

取引先様に漁獲方法や放射能等の安全性の確認をしており、その

上で取り扱いの決定をしております。また、弊社で独自に取り扱いを

しております「顔が見える食品(生鮮品中心)」は、全ての単品の検査

につきましては鮮度保持の観点から出来かねる状況でございます。

従いまして、随時、抜き取り検査を外部機関に委託し、独自の検査を

実施しております。 

 

 弊社で取り扱いをしておりますお魚及び海産物は、全ての商品が

政府の定めた基準値以内になっております。 

何卒、ご理解賜り、安心してお買い物をして頂ければ幸いでございま

す。 

 

 また、基準値以内の食品を食べた場合の影響につきましては判り

かねますので、専門家のご判断から決定されている政府の販売基

準、指導通りにしております。 

弊社日立店の従業員が購入し食べるのかとのお問い合わせにつき

ましては、それぞれ個人の判断にまかせております。 

 

 この度はご連絡を頂き、ありがとうございました。 

 末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申し上げ

ますとともに、これからもご愛顧賜り 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合も

そのまま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

てどのように障害がでるか、きちんと把握

していますか？ 

 

2. 少しでも汚染がない物を食べたいと思

って、消費者やグリーンピースのような団

体が一生懸命働きかけをしているのに、

「問題ない」「新たな対応はしない」と冷た

い答えしか返さないのはなぜですか？ 

 

3．日立店の店員さんは、汚染された魚で

も 1Kgあたり 100ベクレル以下なら、お金

を出して買って、子供さんにも食べさせま

すか？ 

ますようお願い申し上げます。 

 

                       敬具 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 

                     

            東京都千代田区二番町８－８ 

             電話番号 03－6238－3132 

             営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのま

ま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

南大沢店 

（東京都） 

2013年 6月 22日問い合わせ 

 

南大沢店さんを利用させていただいている者

です。先日グリーンピースから貴社でお取り扱

いの魚介類は、海洋生物の持続可能性を考

慮していない、さらに放射能汚染されたものが

含まれているとの情報をいただきました。にわ

かには信じられないのですが、どうやら客観的

なデータに基づいた情報のようです。貴社では

もちろん、これに対する反論がおありのことと

思います。貴社の商品を買うことによって私た

ち消費者が環境破壊に加担していない、そし

て放射能汚染を受けていないというエビデンス

をお示しいただければ、これからも安心して貴

社、南大沢店で買い物ができます。お手数で

すが、よろしくお願いいたします。 

 

2013年 6月 27日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のことと

お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼

申し上げます。 

 

早速ではございますが、６月２２日付けメールにて漁業資源の

枯渇および安全性についてご意見を頂戴致しました。 

 

弊社ではお魚や海産物は取り扱い前にお取引先様に漁獲方法

や放射能等の安全性の確認をしており、その上で取り扱いを決

定させて頂いております。また、「顔が見える食品」につきまして

は全ての商品の検査につきましては、生鮮食品であり、鮮度保

持の観点から出来かねる状況でございます。従いまして、随

時、抜き取り検査を外部機関に委託し、検査を実施しておりま

す。現在のところいずれの商品も基準値以内の結果になってお

ります。何卒、ご理解賜り、安心してお買い物をして頂ければ幸

いでございます。 

 

この度はご連絡を頂き、ありがとうございました。 

 

末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申し

上げます。 

 

敬具 

 

株式会社 イトーヨーカ堂 

お客様相談室 

 

 

東京都千代田区二番町８－８ 

電話番号 03－6238－3132 

営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのま

ま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

問い合わせ

に店舗名記

載せず 

2013年 6月 22日問い合わせ 

  

漁業資源の枯渇および安全性が問題となって

いる昨今、関心を持つべきは漁業者のみでは

ありません。それを販売する業者および消費

者も関心を持たなくてはなりません。しかし消

費者にできることは限られています。でもイト

ーヨーカドーのような大手販売業者が真剣にこ

の問題に取り組んでくれれば問題解決への大

きな 1歩となると思います。納入される魚がど

んな方法で獲られているのか、違法操業によ

り獲られた魚は混じっていないのか、また放射

能汚染等の安全性を調べ、それを消費者に公

開してもらいたいと思います。現代の消費者は

環境問題にも意識が高くなっています。こうし

たことに関心のある企業はイメージがよくな

り、それは必ず売上の増大にもつながると思

います。今後イトーヨーカドーさんとしてはこう

した問題にどのように取り組んでいくのかお聞

きしたいと思います。 

 

2013年 6月 27日回答受け取り 

  

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のことと

お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼

申し上げます。 

 

 早速ではございますが、６月２２日付けメールにて漁業資源の

枯渇および安全性についてご意見を頂戴致しました。 

 

 弊社ではお魚や海産物は取り扱い前にお取引先様に漁獲方

法や放射能等の安全性の確認をしており、その上で取り扱いを

決定させて頂いております。また、「顔が見える食品」につきまし

ては全ての商品の検査につきましては、生鮮食品であり、鮮度

保持の観点から出来かねる状況でございます。従いまして、随

時、抜き取り検査を外部機関に委託し、検査を実施しておりま

す。現在のところいずれの商品も基準値以内の結果になってお

ります。 

 

 この度はご連絡を頂き、ありがとうございました。 

 

 末筆ではございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申

し上げます。 

 

                       敬具 

 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそのま

ま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

問い合わせ

に店舗名記

載せず 

2013年 6月 21日問い合わせ 

 

セブンイレブンの、消費期限が近づいたお弁

当の値下げ禁止の時にも商業的な会社だなぁ

と思いましたが、農産物や海産物の流通に関

わる中での環境的な配慮もおそらくされていな

いのだと思います。 

イメージの良い CMはテレビでよく見ますが、

本当に私たちが将来にわたって信頼していけ

る企業なのでしょうか。答えは否です。 

乱獲され、売れなければゴミ箱行きのお魚を

私たちは望んでいません。環境に配慮した流

通の中でとれたお魚を消費者へ届けてくださ

い。これはイメージの問題ではありません。 

イトーヨーカドーグループは営利第一の企業

のようです。 

 

2013年 6月 27日回答受け取り 

 

拝啓 初夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のこ

ととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚

く御礼申し上げます。 

  早速ではございますが、６月２１日付けメールにて 農産物

や海産物の流通に関わる中での環境的な配慮がされていな

いのではないかとのご指摘を頂戴致しました。 

  弊社では農産物や海産物は取り扱い前にお取引先様に 

生産や捕獲状況の確認をしており、その上で取り扱いを 決

定させて頂いております。また、廃棄につきましては、 生鮮

食品の為、鮮度を管理するには廃棄が出ることは事 実では

ございますが、廃棄は出来る限り少なくするよう 仕入れ数を

適正化するように鋭意努力しておりますので、 何卒、ご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

  末筆ではございますが、 様のご健康とご発展を お祈

り申し上げます。 

 

敬具 

株式会社 イトーヨーカ堂 

お客様相談室 

 

東京都千代田区二番町８－８ 

電話番号 03－6238－3132 

営業時間 9:00 ～ 17:30 
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店舗名 

（50音順） 

問い合わせ内容（誤字、脱字がある場合もそ

のまま転載しています。） 

回答（お名前など個人情報は伏せさせて頂いています。） 

問い合わせ

に店舗名記

載せず 

2013年 6月 29日問い合わせ 

 

魚介類の出処やセシウム検査の有無が心

配です。他のスーパーのように安全確認に

向けた対策強化をお願いします。 

2013年 7月 1日回答受け取り 

 

拝啓 盛夏の候、 様におかれましては益々ご清祥のこと

とお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御

礼申し上げます。 

 

 早速ではございますが、６月２９日付けメールにて、弊社で

取り扱っております魚介類の安全性につきましてご指摘を頂

戴致しました。 

ご心配をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。 

 

 弊社では、お魚や海産物は取り扱い前にお取引先様に漁獲

方法や放射能等の安全性の確認をしており、その上で取り扱

いを決定させて頂いております。 

また、弊社で独自に取り扱いをしております「顔が見える食品

（生鮮品中心）」は、全ての商品の検査につきましては生鮮食

品であり、鮮度保持の観点から出来かねる状況でございま

す。従いまして、随時、抜き取り検査を外部機関に委託し、検

査を実施しております。 

 

 弊社で取り扱いをしておりますお魚及び魚介類は、全ての商

品が基準値以内になっております。 

何卒、ご理解賜り、安心してお買い物をして頂ければ幸いでご

ざいます。 

 この度はご連絡を頂き、ありがとうございました。 末筆では

ございますが、 様のご健康とご発展をお祈り申し上げま

す。 

 

                       敬具 

             株式会社 イトーヨーカ堂 

                   お客様相談室 

                     

 

            東京都千代田区二番町８−８ 

             電話番号 03−6238−3132 

             営業時間 9:00 〜 17:30 

 




