
～ スーパー別 ～　2012年11月22日 発表

スーパー 魚介類 産地 セシウム
１３４＋１３７ 支店 所在地 購入日 測定日

マダラ 岩手 14.7 熱田店 愛知県　名古屋市 2012.10.20 2012.10.25
サンマ 北海道　青森

太平洋海域 ＮＤ 茅ヶ崎店 神奈川　茅ヶ崎市 2012.10.15 2012.10.31

ブリ 青森 ＮＤ 熱田店 愛知県　名古屋市 2012.10.20 2012.10.26
ブリ 千葉 ＮＤ 砂田橋店 愛知県　名古屋市 2012.10.15 2012.10.30
マカレイ 宮城県 ＮＤ 茅ヶ崎店 神奈川　茅ヶ崎市 2012.10.15 2012.10.31
アジ 房総沖 ＮＤ 尾張旭店 愛知県　尾張旭市 2012.10.20 2012.10.25

ウルメイワシ 房総沖 ＮＤ 湘南台店 神奈川県　藤沢市 2012.10.14 2012.10.31
ゴマサバ 房総沖 ＮＤ 尾張旭店 愛知県　尾張旭市 2012.10.20 2012.10.25
ブリ 北海道　青森

太平洋 ＮＤ 尾張旭店 愛知県　尾張旭市 2012.10.20 2012.10.26

ブリ 北海道　青森
太平洋沖 ＮＤ 湘南台店 神奈川県　藤沢市 2012.10.14 2012.10.26

＊ マダラ 岩手 16.9 長津田店 神奈川県　横浜市 2012.10.15 2012.10.29
マダラ 北海道 ＮＤ 緑店 愛知県　名古屋市 2012.10.14 2012.10.29
ブリ 北海道 ＮＤ 緑店 愛知県　名古屋市 2012.10.14 2012.10.29
マサバ 北海道 ＮＤ 緑店 愛知県　名古屋市 2012.10.14 2012.10.29
マサバ 青森 ＮＤ 長津田店 神奈川県　横浜市 2012.10.15 2012.10.30
ゴマサバ 千葉 ＮＤ メイトピア店 愛知県　名東区 2012.10.18 2012.10.24
サンマ 北海道 ＮＤ グルメシティ　高尾店 東京都　八王子市 2012.10.14 2012.10.29

スルメイカ 岩手 ＮＤ メイトピア店 愛知県　名東区 2012.10.18 2012.10.25
ハマチ 岩手 ＮＤ グルメシティ　高尾店 東京都　八王子市 2012.10.14 2012.10.30
マアジ 千葉 ＮＤ メイトピア店 愛知県　名東区 2012.10.18 2012.10.24
マダラ 岩手 8.5 御器所店 愛知県　昭和区 2012.10.18 2012.10.26
カツオ 宮城 ＮＤ 御器所店 愛知県　昭和区 2012.10.18 2012.10.25
サンマ 北海道 ＮＤ 御器所店 愛知県　昭和区 2012.10.18 2012.10.25
チダイ 宮城 ＮＤ 永山店 東京都　多摩市 2012.10.15 2012.10.30
ブリ 青森 ＮＤ 永山店 東京都　多摩市 2012.10.15 2012.10.30

調査期間：2012年10月14日～31日 セシウム134＋137の単位はベクレル／キログラム
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。
測定値は測定日時点のもので減衰補整はしていません。
ＮＤは測定値が検出限界値未満であったことを意味します。
＊商品ラベルには「ぽんたら」と表記されて販売 グリーンピース・ジャパン　www.greenpeace.org/japan
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～ 魚介類別 ～　2012年11月22日 発表

魚介類 産地 セシウム
１３４＋１３７ スーパー 支店 所在地 購入日 測定日

岩手 14.7 6.2 ± 1.4 8.5 ± 1.6 イオン 熱田店 愛知県　名古屋市 2012.10.20 2012.10.25
岩手 8.5 6.9 ± 1.3 1.6 ± 1.9 西友 御器所店 愛知県　昭和区 2012.10.18 2012.10.26
＊ 岩手 16.9 5.9 ± 1.2 11 ± 1.6 ユニー（アピタ） 長津田店 神奈川県　横浜市 2012.10.15 2012.10.29
北海道 ＮＤ 3.5 未満 4.7 未満 ユニー（アピタ） 緑店 愛知県　名古屋市 2012.10.14 2012.10.29

アジ 房総沖 ＮＤ 3.9 未満 3.2 未満 イトーヨーカドー 尾張旭店 愛知県　尾張旭市 2012.10.20 2012.10.25
ウルメイワシ 房総沖 ＮＤ 3.5 未満 3.7 未満 イトーヨーカドー 湘南台店 神奈川県　藤沢市 2012.10.14 2012.10.31
カツオ 宮城 ＮＤ 2.9 未満 3.7 未満 西友 御器所店 愛知県　昭和区 2012.10.18 2012.10.25

千葉 ＮＤ 3.7 未満 3.3 未満 ダイエー メイトピア店 愛知県　名東区 2012.10.18 2012.10.24
房総沖 ＮＤ 3.6 未満 4.0 未満 イトーヨーカドー 尾張旭店 愛知県　尾張旭市 2012.10.20 2012.10.25
北海道 ＮＤ 3.9 未満 3.3 未満 ダイエー グルメシティ　高尾店 東京都　八王子市 2012.10.14 2012.10.29
北海道 ＮＤ 2.9 未満 3.8 未満 西友 御器所店 愛知県　昭和区 2012.10.18 2012.10.25

北海道　青森
太平洋海域 ＮＤ 3.8 未満 3.3 未満 イオン 茅ヶ崎店 神奈川　茅ヶ崎市 2012.10.15 2012.10.31

スルメイカ 岩手 ＮＤ 3.6 未満 3.5 未満 ダイエー メイトピア店 愛知県　名東区 2012.10.18 2012.10.25
チダイ 宮城 ＮＤ 3.3 未満 3.9 未満 西友 永山店 東京都　多摩市 2012.10.15 2012.10.30
ハマチ 岩手 ＮＤ 3.5 未満 3.7 未満 ダイエー グルメシティ　高尾店 東京都　八王子市 2012.10.14 2012.10.30

青森 ＮＤ 3.4 未満 3.8 未満 イオン 熱田店 愛知県　名古屋市 2012.10.20 2012.10.26
青森 ＮＤ 2.9 未満 4.0 未満 西友 永山店 東京都　多摩市 2012.10.15 2012.10.30
千葉 ＮＤ 4.0 未満 4.2 未満 イオン 砂田橋店 愛知県　名古屋市 2012.10.15 2012.10.30
北海道 ＮＤ 2.5 未満 3.8 未満 ユニー（アピタ） 緑店 愛知県　名古屋市 2012.10.14 2012.10.29

北海道　青森
太平洋 ＮＤ 2.8 未満 3.8 未満 イトーヨーカドー 尾張旭店 愛知県　尾張旭市 2012.10.20 2012.10.26

北海道　青森
太平洋沖 ＮＤ 3.6 未満 3.5 未満 イトーヨーカドー 湘南台店 神奈川県　藤沢市 2012.10.14 2012.10.26

マアジ 千葉 ＮＤ 4.0 未満 4.0 未満 ダイエー メイトピア店 愛知県　名東区 2012.10.18 2012.10.24
マカレイ 宮城県 ＮＤ 3.4 未満 3.2 未満 イオン 茅ヶ崎店 神奈川　茅ヶ崎市 2012.10.15 2012.10.31

青森 ＮＤ 3.6 未満 3.5 未満 ユニー（アピタ） 長津田店 神奈川県　横浜市 2012.10.15 2012.10.30
北海道 ＮＤ 3.3 未満 3.7 未満 ユニー（アピタ） 緑店 愛知県　名古屋市 2012.10.14 2012.10.29

調査期間：2012年10月14日～31日 セシウム134と137の単位はベクレル／キログラム
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。
測定値は測定日時点のもので減衰補整はしていません。
ＮＤ、（数値）未満は測定値が検出限界値未満であったことを意味します。
＊商品ラベルには「ぽんたら」と表記されて販売 グリーンピース・ジャパン　www.greenpeace.org/japan
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