
グリーンピース食品放射能調査  

「第1回 秋のお魚調査」 

東海店（茨城県） イナダ（ブリ） 岩手 48

津田沼店（千葉県） カツオ 宮城 22

イオンタウン塩釜（宮城県) カツオ 宮城 14

東海店（茨城県） カツオ 宮城 13

津田沼店（千葉県） キンメダイ 宮城 ND

津田沼店（千葉県） ゴマサバ 国産 ND

イオンタウン塩釜（宮城県) サケ 北海道 ND

幕張店（千葉県） サンマ 岩手 ND

東海店（茨城県） サンマ 岩手 ND

イオンタウン塩釜（宮城県) マイワシ 千葉 19

津田沼店（千葉県） ワカメ 三陸 ND

東海店（茨城県） ワカメ 岩手 ND

郡山店（福島県） エゾイソアイナメ（ドンコ） 宮城 24

日立店（茨城県） カツオ 宮城 17

津田沼店（千葉県） カツオ 宮城 6

郡山店（福島県） カツオ 宮城 8

津田沼店（千葉県） カマス 千葉 15

郡山店（福島県） サンマ　すり身 宮城 ND

津田沼店（千葉県） シタビラメ 千葉 6

郡山店（福島県） ババカレイ（ナメタカレイ） 宮城 8

日立店（茨城県） ヒジキ 千葉 ND

日立店（茨城県） マアジ 宮城 ND

郡山店（福島県） マダラ 岩手 24

郡山店（福島県） ワカメ 三陸 ND

吹上店（埼玉県） アオメエソ（メヒカリ） 茨城 33

長津田店（神奈川県） カツオ 宮城 8

ピオニウォーク東松山（埼玉県） カツオ 宮城 20

吹上店（埼玉県） カツオ 宮城 13

長津田店（神奈川県） かまぼこ 不明 ND

長津田店（神奈川県） コンブ 岩手 ND

長津田店（神奈川県） 筋子（サケ） 北海道 ND

ピオニウォーク東松山（埼玉県） ホウボウ 千葉 ND

吹上店（埼玉県） マイワシ 千葉 7

長津田店（神奈川県） マイワシ 千葉 ND

ピオニウォーク東松山（埼玉県） ワカサギ 茨城 88

吹上店（埼玉県） ワラサ（ブリ） 千葉 16

新浦安店（千葉県） カツオ 宮城 7

赤羽店（東京都） カツオ 宮城 ND

八王子店（東京都） カツオ 宮城 6

碑文谷店（東京都） カツオ 宮城 15

新浦安店（千葉県） ゴマサバ 岩手 13

新浦安店（千葉県） サケ 北海道 ND

新浦安店（千葉県） ブリ 岩手 60

碑文谷店（東京都） ブリ 北海道 6

碑文谷店（東京都） ブリ 北海道 ND

新浦安店（千葉県） マイワシ 千葉 23

八王子店（東京都） マイワシ 千葉 8

碑文谷店（東京都） ワカメ 三陸 ND

三軒茶屋店（東京都） カツオ 宮城 11

青井店（東京都） カツオ 宮城 5

ザ・モール 郡山店（福島県） カツオ 宮城 ND

ザ・モール 郡山店（福島県） ゴマサバ 宮城 ND

三軒茶屋店（東京都） サケ 北海道 ND

ザ・モール 郡山店（福島県） セイゴ（スズキ） 千葉 8

ザ・モール 郡山店（福島県） チダイ 宮城 23

三軒茶屋店（東京都） ブリ 函館（北海道） ND

ザ・モール 郡山店（福島県） マイワシ 神奈川 ND

青井店（東京都） ワカシ（ブリ） 岩手 9

ザ・モール 郡山店（福島県） ワカシ（ブリ） 岩手 28

ザ・モール 郡山店（福島県） ワカメ 三陸 ND
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～スーパーマーケット別グラフ～ （2011年10月20日発表） 

調査期間：2011年9月4日〜10月7日 

 

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 

測定値は計測日時点のもの 

検出限界値はヨウ素131、セシウム134、セシウム137ともに5Bq/kg 

ヨウ素131の計測値はすべて<5 Bq/kg 

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0bq/kgとして合計値を算出したが、 

実際は<5Bq/kgである（ゼロとはいいきれない）ことに注意 

また、合算値は人体へ与える影響の度合いを示す指標ではないことに注意 

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 

グリーンピース・ジャパン 



グリーンピース食品放射能調査  

「第1回 秋のお魚調査」 

～スーパーマーケット別データ （2011年10月20日発表） 

グリーンピース・ジャパン 



市民の立場で情報を提供します 

国際環境NGOグリーンピースは、「放射能から身を守りたい」という方々に少しでも
お役にたてるよう、市民の立場から必要な情報を「広く、わかりやすく、無料」で公開
することにこだわります。 
                        

今回の「秋のお魚調査」についても、発表当初から「わかりやすい」「無料で公開し
ていただいて感謝します」というメッセージをいただきました。             
放射能から自らの健康を守るためにこの情報を活用し、ご友人にも広めて下さい。 
 

私たちが無料で情報を公開できるのは、グリーンピースの活動理念を寄付という形
で支えてくださるサポーターの皆様の継続的な支援のおかげです。         
私たちスタッフはそれを実行しているにすぎません。 
 

グリーンピースは企業や政府から寄付を受け取らず、市民からの寄付によって支え
られています。この活動基盤があるからこそ、スーパーの実名を出すなど、必要とさ
れる情報をそのまま提供することができます。 
 

このような調査・情報提供を継続するために、より多くの方々のご支援が必要です。
今後も調査を続けるために、是非皆様からの温かい支援を頂けますよう、宜しくお
願いいたします。                                                                                                

「月々の寄付」に申し込む 
あなたの継続的なご支援がより計画的な活動を可能にします。 

月々1000円からご支援いただけます。 寄付金額の変更や停止はいつでも可能です。 

寄付金額に□をお入れ下さい 

□月1,000円 □月2,000円 

□月        円（任意） 

※Faxの無い方、銀行、ゆうちょからの申し込みの方はお電話にて承っております。 

サポーターサービス
℡：03-5338-9810 
Fax:03-5338-9817 

サポーターの申し込みは、以下を記入後、Faxをお願いいたします。
またご質問等ございましたらご気軽にご連絡下さい。 

カード会社 

カード番号 

有効期限 

 カード会員名 

ご住所 

□ VISA □ Master 年 月 ２  ０ 
※ VISA 、Master以外では 
お取り扱いしておりません。 

〒 

― 

℡ 

メールアドレス 

＠ ※ 最新の調査結果等を 
メルマガでお送り致します。 

― ― 


