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事業実施状況 

 ア 目的 

 近年の国際的な環境保護運動の高まりを背景として、国際的に漁業規制が強化され

ており、我が国としても規制と操業実態の整合性及び操業秩序の維持が強く求められ

ていることから、 

1） 違法に捕獲された鯨肉の国内流通の防止 

2） 我が国において捕獲・混獲される鯨類の適正な管理 

3） 商業捕鯨再開のための監視取締制度の確立 

4） 我が国沿岸で混獲される鯨の系群等の情報の確立 

のため、ＤＮＡ分析によって一般財団法人日本鯨類研究所が保有し管理するＤＮＡ登

録されたデータベース（以下、ＤＮＡ登録データベースという。）との照合を行い、

鯨種判定と個体識別を行うものである。 

 

 イ 事業項目および事業対象 

（１）受託者は市場等で購入した鯨類製品のＤＮＡ分析（鯨種等の判別と個体識別）

を行うこととし、当該検査結果を取りまとめの上、水産庁長官に提出するも

のとする。 

（２）ＤＮＡ検査に必要なサンプルは市場等で収集することとし、その個々の場所

については水産庁資源管理部国際課と一般財団法人日本鯨類研究所が協議の

上、決定する。 

 

 ウ 事業実施期間 

 平成 26 年 4 月 11 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 

 

 エ 担当者 

 一般財団法人日本鯨類研究所 理事長 藤瀨 良弘 

 

 オ 事業の成果（またはその概略） 

（1） 本年度は 8月 18 日から 11 月 23 日にわたり、12 道府県 24 市町の百貨店、量販店、

スーパーストア、専門店､小売市場あるいは中央市場の計 203 店舗で販売されてい

る鯨肉､本皮類あるいは畝須類の計 318 標本を収集した。 

（2） 平成 13 年 7 月 1 日の省令の改正に伴い、当研究所が定置網混獲鯨のＤＮＡ登録を

実施しているが、これらの混獲鯨の流通形態が主に赤肉、皮類および畝須類である

ことを考慮し、収集した標本はこれらの部位に絞った。表１に収集した標本の市町

別、製品別の収集数を示した。収集した標本のうち、肉類は 164 標本、皮類は 71

標本、畝須類は 83 標本である。今年度は 3名が標本の収集に関わった。 

（3） 標本の収集、標本の写真撮影、ＤＮＡ分析の前処理（DNA 用標本の切り出しおよ

びＤＮＡ抽出作業）から鯨種判定作業および個体識別作業は全て一般財団法人日



 

本鯨類研究所が行った。 

（4） 購入した標本は購入年月日、店の種類、道府県、市町、品名(商品の表示）、販売方

法、保存状態、解凍の場合の表示の有無、加工品の製造業者名、加工品の賞味期限

の表記、鯨種の表記、原産地の標記、価格、重量等を記録した後、直ちにクール便に

て一般財団法人日本鯨類研究所に送付した。 

（5） 標本を受領した後、全体像と製品ラベルの表示様式について可能な限り写真撮影を

行った。全標本の写真撮影を行った後、写真データファイルを水産庁資源管理部国

際課に提出した。 

（6） ＤＮＡ解析用に標本から組織を切り出し、ＤＮＡを抽出した。予備として、切り出した組

織を 2 セット分エタノールで固定し、保存した。 

（7） 最初に鯨種判定を行った。鯨種判定の手順の概要は、種判定に用いるミトコンドリアＤ

ＮＡ制御領域の一部を PCR法により特異的に増幅し、その増幅した領域をダイレクトシ

ークエンス法にて塩基配列を解読して、得られた塩基配列データを既知の鯨種の塩基

配列と比較することによる。 

（8） 分析した 318 標本のうち 316 標本の種を同定することができた。確認で

きた鯨種はクロミンククジラ（標本数 78）、ミンククジラ（同 72、その

内、北太平洋：70、北大西洋：2）、ナガスクジラ（同 36、その内、北

大西洋：32、南半球：4）、イワシクジラ(同 105)、ニタリクジラ(同 15)、

ザトウクジラ（同 1）、ツチクジラ（同 5）、ハナゴンドウ（同 3）、イシ

イルカ(同 1)であった。残りの 2 標本については、ＤＮＡを抽出できなかっ

た。標本の概要とＤＮＡによる判定結果を表 2-1、表 2-2 に示した。 

（9） 鯨種判定が行われた一部の個体について、個体識別を核ＤＮＡに存在するマイクロサ

テライトＤＮＡマーカーの遺伝子型情報を用いて行った。マイクロサテライトＤＮＡは

2-6 塩基単位の配列が縦列に繰り返し配置されている短いＤＮＡ断片である。個体識

別の手順は、種によって最多で 15 前後のマイクロサテライトＤＮＡマーカーを使用して、

PCR 法により対象標本の繰り返し数の違いによる遺伝子型を決定し、ＤＮＡ登録デー

タベースに登録されている個体の遺伝子型情報と一致するかを確認することによる。 

（10） ＤＮＡ登録データベースには、1994 年から始まった第 I 期北西太平洋鯨類捕獲調

査（JARPN）で捕獲したミンククジラ、2000 年から始まった第Ⅱ期北西太平洋鯨類

捕獲調査調査（JARPNII）で捕獲したミンククジラ（沖合域および沿岸域調査）、ニ

タリクジラ、イワシクジラおよびマッコウクジラと、平成 13 年 7 月 1 日の省令改

正後にＤＮＡ登録されて販売された定置網に混獲した大型ヒゲクジラ類の遺伝情

報が含まれている。 

（11） 日本周辺に分布するミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラおよびザトウクジ

ラと判定された標本に関し、個体識別を行った。個体識別の結果を表 3 に示した。 

（12） 北太平洋ミンククジラでは、個体識別の結果、70標本には49個体が含まれていた。

ＤＮＡ登録データベースと照合したところ、49 個体中、27 個体が JARPNII で捕獲

した個体（その内、沖合域が 2 個体、沿岸域が 25 個体)、22 個体が混獲した個体

であった。 

（13） イワシクジラでは、個体識別の結果、105 標本には 81 個体が含まれていた。その



 

内、1標本は複数個体からなる皮製品(さらしくじら)で、少なくとも 2個体が同定

された。ＤＮＡ登録データベースと照合したところ、81 個体はすべて JARPNII で

捕獲した個体であった。 

（14） ニタリクジラでは、個体識別の結果、15 標本には 14 個体が含まれていた。ＤＮＡ

登録データベースと照合したところ、14 個体はすべて JARPNII で捕獲した個体で

あった。 

（15） ザトウクジラと種判定された 1標本（1個体）は、ＤＮＡ登録データベースと照合

したところ、混獲した個体であった。 

（16） 個体識別の結果から、捕獲または混獲位置と購入地の動向、同一個体由来の複数の

鯨製品の流通の模様および保存期間が明らかとなった。 

（17） ミンククジラでは最も長い保存期間は 6年であった。沿岸域・沖合域の捕獲調査で

得られた個体は各地域で万遍なく採集された。混獲したミンククジラは基本的には

混獲地と同じ地域で販売されていたが、一方で北海道での混獲鯨が和歌山で販売さ

れるケースや北陸地方の混獲鯨が高知県で販売されるケースなどが確認され、混獲

鯨は日本国内を広範囲にわたって流通する実態が明らかとなった。 

（18） イワシクジラでは最も長い保存期間は 8年であった。個体識別により、長崎市で採

集された製品（さらしくじら）は少なくとも 2個体以上が混在することが明らかと

なった。 

（19） ニタリクジラでは 1 個体を除き保存期間は 4 年であった。1 個体（塩蔵皮）は 14

年間保存されていた。 

（20） 確認された 1 個体のザトウクジラは千葉県で混獲し大阪府に流通したことが確認

された。 

（21） 以上のように平成 26 年度に収集した 318 標本の鯨製品に対してＤＮＡ解

析手法を用いて、鯨種判定と個体識別を行った。2 標本を除く 316 標本

に対して鯨種判定を行うことができた。個体識別は日本周辺に分布するミ

ンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラおよびザトウクジラと判定された標本に

対して行われた。鯨種判定ができたすべての標本で日本鯨類研究所が所

有するＤＮＡ登録のデータベースと一致した。 

 

 

 

 

 

 



市町名 肉類 皮類 畝須類 合計 購入訪店数 備考
厚岸町 3 1 0 4 3 14MG001～14MG004
浜中町 3 2 0 5 3 14MG005～14MG009
釧路市 7 1 0 8 8 14MG010～14MG014,14MG016～018
釧路町 1 0 0 1 1 14MG015
札幌市 21 3 6 30 26 14SS001～14SS030
仙台市 23 3 4 30 18 14SS031～14SS060
金沢市 0 1 1 2 2 14SS090～14SS091
能登町 4 3 3 10 6 14SS092～14SS101
穴水町 1 0 0 1 1 14SS102
七尾市 2 0 0 2 2 14SS103～14SS104
富山市 3 0 2 5 4 14SS105～14SS107、14SS109～14SS110
魚津市 1 0 0 1 1 14SS111
滑川市 0 0 1 1 1 14SS108
射水市 0 1 0 1 1 14SS089
氷見市 4 5 2 11 7 14SS078～14SS088
高知市 10 10 5 25 16 14SS112～14SS136
神戸市 13 5 7 25 15 14SS137～14SS161
大阪市 11 8 9 28 18 14SS162～14SS189
太地町 4 5 3 12 7 14SS190～14SS197、14SS207～14SS210

那智勝浦町 4 2 3 9 5 14SS198～14SS206
名古屋市 10 0 7 17 13 14SS061～14SS077
長崎市 16 9 11 36 25 14NS001～14NS036
福岡市 17 6 12 35 24 14NS056～14NS090
下関市 6 6 7 19 11 14NS037～14NS055
計 164 71 83 318 203

表1．標本の市町別、製品別の収集数



14MG001 厚岸町 鯨肉焼肉用 肉類 トレイ真空パック 冷凍 ー ー ミンク鯨イワシ鯨 南氷洋 1,350 500 2,700 あり クロミンククジラ

14MG002 厚岸町 いわし鯨塩皮 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 ー 2014/12/23 イワシ鯨 北西太平洋 1,212 209 5,799 あり イワシクジラ

14MG003 厚岸町 南氷洋産 冷凍 くじら（解凍） 肉類 トレイパック 冷蔵 あり ー （ミンク鯨） 南氷洋 611 220 2,777 なし クロミンククジラ

14MG004 厚岸町 鯨ユッケ 肉類 真空パック 冷凍 ー 2015/1/7 イワシ鯨 北西太平洋 432 100 4,320 あり イワシクジラ

14MG005 浜中町 くじら(刺身用） 肉類 トレイパック 冷凍 ー ー (不明) (不明) 815 205 3,976 なし クロミンククジラ

14MG006 浜中町 いわし鯨塩皮 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 ー 2015/1/13 イワシ鯨 北西太平洋 1,567 285 5,498 あり イワシクジラ

14MG007 浜中町 表示なし(塩皮） 皮類
ブロック

サランラップ
冷凍 ー ー (イワシ鯨） (北西太平洋）

無償
譲渡

なし イワシクジラ

14MG008 浜中町 鯨生姜タレ串 肉類 トレイ真空パック 冷凍 ー 2014/11/15 ナガス鯨 南氷洋 1,000 252 3,968 あり 南半球産ナガスクジラ

14MG009 浜中町 表示なし(赤肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 ー ー (ミンク鯨) (不明) 1,200 500 2,400 ー クロミンククジラ

14MG010 釧路市 表示なし(赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 なし ー (ミンク鯨) (南氷洋) 864 285 3,032 なし クロミンククジラ

14MG011 釧路市 表示なし(赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 ー ー (イワシ鯨） (南氷洋) 530 165 3,212 なし イワシクジラ

14MG012 釧路市 塩くじら(イワシ) 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 ー 2015/1/28 イワシ鯨

南氷洋、
北西太平洋

2,041 350 5,831 なし イワシクジラ

14MG013 釧路市
南氷洋産冷凍くじら

(解凍）刺身用
肉類 トレイパック 冷蔵 あり (ミンク鯨) 南氷洋 419 139 3,014 なし クロミンククジラ

14MG014 釧路市
南氷洋産 冷凍くじら

刺身用・解凍
肉類 トレイパック 冷蔵 あり ー (不明) 南氷洋 342 155 2,206 なし クロミンククジラ

14MG015 釧路町
南氷洋産冷凍くじら

(解凍）刺身用
肉類 トレイパック 冷蔵 あり ミンク鯨 南氷洋 429 108 3,972 なし クロミンククジラ

原産地の表記 価格No 品名(商品の表示） 販売方法
保存
状態

重量
１Kgの
価格

捕獲調査
の表示の

有無

製品別
分類

DNAによる種判定結果

表2.平成26年度DNA検査事業　市販鯨肉サンプル収集リスト（収集者はMG：後藤睦夫、SS：斎野重夫、NS：坂本渚)。　鯨種の表記（）内は聞き取りによる。NG：DNAが抽出できなかったもの。

市町名
解凍の場
合の表示
の有無

加工品の賞味
期限の表記

鯨種の表記



原産地の表記 価格No 品名(商品の表示） 販売方法
保存
状態

重量
１Kgの
価格

捕獲調査
の表示の

有無

製品別
分類

DNAによる種判定結果

表2.平成26年度DNA検査事業　市販鯨肉サンプル収集リスト（収集者はMG：後藤睦夫、SS：斎野重夫、NS：坂本渚)。　鯨種の表記（）内は聞き取りによる。NG：DNAが抽出できなかったもの。

市町名
解凍の場
合の表示
の有無

加工品の賞味
期限の表記

鯨種の表記

14MG016 釧路市
南氷洋産冷凍くじら

(解凍）刺身用
肉類 真空パック 冷蔵 あり ー ミンク鯨 南氷洋 413 104 3,971 あり クロミンククジラ

14MG017 釧路市 くじら(解凍） 肉類 トレイパック 冷蔵 あり ー （ミンク鯨） 南氷洋 427 219 1,950 なし クロミンククジラ

14MG018 釧路市 解凍ミンク鯨 肉類 トレイパック 冷蔵 あり ー ミンク鯨 南氷洋 494 166 2,976 なし クロミンククジラ

14SS001 札幌市 鯨肉ベーコン 畝須類 真空パック 冷凍 なし － ミンク鯨 南極海 1,728 100 17,280 あり クロミンククジラ

14SS002 札幌市 鯨本皮塩蔵 皮類 真空パック 冷凍 なし － ミンク鯨
南極海・

北西太平洋
1,020 213 4,789 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS003 札幌市
釧路産 ミンククジラ
（捕獲調査副産物）

肉類
プラスチックトレイ

パック
冷蔵 なし 2014/9/27 ミンククジラ 釧路産 318 30 10,600 あり 北太平洋ミンククジラ

14SS004 札幌市 畝須ベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし 2015/2/16 イワシ鯨 北西太平洋産 1,080 40 27,000 なし イワシクジラ

14SS005 札幌市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 常温 － － （ミンク鯨） （釧路産） 567 150 3,780 － 北太平洋ミンククジラ

14SS006 札幌市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 常温 － － （ミンク鯨） （釧路産） 363 120 3,025 － 北太平洋ミンククジラ

14SS007 札幌市 表示なし（塩皮） 皮類 ナイロンパック 冷蔵 － － （ミンク鯨）
（南極海・

北西太平洋）
907 280 3,239 － クロミンククジラ

14SS008 札幌市 表示なし(赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし － （ミンク鯨） （釧路産） 700 200 3,500 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS009 札幌市 表示なし(赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし － （ミンク鯨） （釧路産） 1,458 300 4,860 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS010 札幌市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 常温 － － （ミンク鯨） （釧路産） 643 170 3,782 － 北太平洋ミンククジラ

14SS011 札幌市 鰯鯨 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし 鰯鯨 不明 1,080 900 1,200 なし イワシクジラ

14SS012 札幌市 表示なし（尾肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （ミンク鯨） （釧路産） 1,587 190 8,353 なし 北太平洋ミンククジラ
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表2.平成26年度DNA検査事業　市販鯨肉サンプル収集リスト（収集者はMG：後藤睦夫、SS：斎野重夫、NS：坂本渚)。　鯨種の表記（）内は聞き取りによる。NG：DNAが抽出できなかったもの。
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14SS013 札幌市 表示なし（ベーコン） 畝須類 真空パック 冷凍 なし なし （イワシ鯨） （北西太平洋） 3,175 190 16,711 なし イワシクジラ

14SS014 札幌市 日本の食文化 鯨ベーコン 畝須類 トレイ真空パック 常温 なし なし イワシ鯨 北西太平洋 600 80 7,500 あり イワシクジラ

14SS015 札幌市 表示なし（尾肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （ミンク鯨） （釧路産） 1,188 110 10,800 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS016 札幌市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 － － （ミンク鯨） （釧路産） 653 110 5,936 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS017 札幌市 生ミンクくじら（刺身用） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/27 ミンクくじら 釧路産 528 82 6,439 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS018 札幌市
釧路産 生ミンク鯨

（刺身用）
肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/28 ミンク鯨 釧路産 389 76 5,118 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS019 札幌市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 常温 － － （ミンク鯨） （釧路産） 1,490 230 6,478 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS020 札幌市 鯨肉ベーコン 畝須類 真空パック 冷凍 なし - ナガス鯨 アイスランド 2,700 200 13,500 なし イワシクジラ

14SS021 札幌市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （ミンク鯨） （釧路産） 1,200 210 5,714 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS022 札幌市 鯨ベーコン 畝須類 真空パック 常温 なし 2014/10/31 イワシ鯨 北西太平洋 1,850 200 9,250 なし イワシクジラ

14SS023 札幌市 鯨肉 刺身用 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （ミンク鯨） （釧路産） 1,059 327 3,239 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS024 札幌市
北西太平洋産

いわしくじら刺身用
肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/28 いわしくじら 北西太平洋産 297 99 3,000 なし イワシクジラ

14SS025 札幌市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （ミンク鯨） （釧路産） 486 110 4,418 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS026 札幌市
南氷洋産 冷凍くじら
（ミンク）刺身用・解凍

肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/27 ミンク 南氷洋産 275 198 1,389 なし クロミンククジラ

14SS027 札幌市 鯨本皮塩蔵 皮類 真空パック 冷凍 なし なし ミンク鯨
南極海・

北西太平洋
1,000 221 4,525 なし 北太平洋ミンククジラ
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14SS028 札幌市
南氷洋産刺身用
イワシクジラ解凍

肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/26 イワシクジラ 南氷洋産 198 100 1,980 なし イワシクジラ

14SS029 札幌市
釧路産生くじら

（ミンククジラ）刺身用
肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/27 ミンククジラ 釧路産 251 91 2,758 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS030 札幌市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 － － （ミンク鯨） （釧路産） 2,693 430 6,263 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS031 仙台市 鯨のベーコン（北海道加工） 畝須類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/30 ニタリクジラ 北太平洋産 1,999 100 19,990 なし ニタリクジラ

14SS032 仙台市 熟成鯨赤肉刺身用（冷凍） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし 2015/3/14 ミンク鯨 南極海 1,620 450 3,600 あり クロミンククジラ

14SS033 仙台市 ミンク鯨（解凍） 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/29 ミンク鯨 南極海産 612 123 4,976 なし クロミンククジラ

14SS034 仙台市 生鯨（ミンク） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/30 ミンク 北海道産 863 127 6,795 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS035 仙台市 塩くじら 皮類 真空パック 冷蔵 なし 2015/3/5 ツチ鯨 北西太平洋産 1,200 200 6,000 なし ツチクジラ

14SS036 仙台市
イワシクジラ刺身

[北西太平洋]（解凍）
肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/30 イワシクジラ 北西太平洋 972 430 2,260 なし ニタリクジラ

14SS037 仙台市
北西太平洋産 くじら

（ネギ味噌タレ）加熱用
肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/29 （イワシ鯨） 北西太平洋産 389 240 1,621 なし クロミンククジラ

14SS038 仙台市 ミンク鯨 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし 2015/1/30 ミンク鯨 南極海 1,026 190 5,400 あり クロミンククジラ

14SS039 仙台市 鯨ベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷凍 なし 2015/3/30 ミンク鯨 北西太平洋 1,220 80 15,250 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS040 仙台市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 常温 － － （ミンク鯨） （釧路産） 2,056 680 3,024 － 北太平洋ミンククジラ

14SS041 仙台市 鯨肉ベーコン 畝須類 真空パック 冷凍 なし 2015/8/? ナガス鯨 アイスランド 1,296 100 12,960 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS042 仙台市
南氷洋産 ミンクくじら

生食用
肉類 真空パック 冷凍 なし 2015/6/22 ミンクくじら 南氷洋産 697 215 3,242 なし クロミンククジラ
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14SS043 仙台市 北西太平洋産いわしくじら 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/30 いわしくじら 北西太平洋産 451 151 2,987 なし ニタリクジラ

14SS044 仙台市 大西洋産 くじら 刺身解凍 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/30 （イワシ鯨） 大西洋産 495 154 3,214 なし イワシクジラ

14SS045 仙台市 太平洋産 塩くじら 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/10/21
（イワシ鯨もしくは

ツチ鯨）
太平洋産 467 87 5,368 なし イワシクジラ

14SS046 仙台市 くじら【大西洋産】解凍 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/30 （イワシ鯨） 大西洋産 295 106 2,783 なし イワシクジラ

14SS047 仙台市 くじらお刺身【北海道産】 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/29 （ミンク鯨） 北海道産 538 130 4,138 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS048 仙台市 くじら（ウネス）【北海道産】 畝須類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/29 （ミンク鯨） 北海道産 451 70 6,443 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS049 仙台市 ニタリ鯨（解凍） 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/29 ニタリ鯨 北西太平洋 423 142 2,979 なし ニタリクジラ

14SS050 仙台市
【北海道産】生クジラ
（ミンク）（刺身用）

肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/29 ミンク 北海道産 537 110 4,882 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS051 仙台市 解凍ミンク鯨胸肉刺身用 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/29 ミンク鯨 南極海産 296 79 3,747 なし クロミンククジラ

14SS052 仙台市 刺身用くじら【北海道産】 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/30 （ミンク鯨） 北海道産 432 69 6,261 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS053 仙台市 鯨肉ベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし なし ミンク鯨
南極海及び
北西太平洋

626 50 12,520 あり クロミンククジラ

14SS054 仙台市 ミンクくじら 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/9/30 ミンクくじら 北海道産 557 89 6,258 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS055 仙台市 解凍ミンク鯨刺身用 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/9/29 ミンク鯨 南極海産 285 76 3,750 なし クロミンククジラ

14SS056 仙台市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 氷蔵 なし なし （ミンク鯨） （北海道） 432 190 2,274 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS057 仙台市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （イワシ鯨） （不明） 400 120 3,333 なし イワシクジラ
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14SS058 仙台市 汐くじら 皮類 トレイパック 冷蔵 なし なし ツチ鯨 北西太平洋産 432 85 5,082 なし ツチクジラ

14SS059 仙台市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （イワシ鯨） （不明） 1,200 310 3,871 なし イワシクジラ

14SS060 仙台市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （イワシ鯨） （不明） 770 280 2,750 なし イワシクジラ

14SS061 名古屋市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 － － （ナガス鯨） （アイスランド） 1,674 600 2,790 - 北大西洋ナガスクジラ

14SS062 名古屋市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 － － （イワシ鯨） （北西太平洋） 1,890 500 3,780 - イワシクジラ

14SS063 名古屋市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 － － （イワシ鯨） （北西太平洋） 1,890 500 3,780 - イワシクジラ

14SS064 名古屋市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 － － （ナガス鯨） （アイスランド） 1,568 440 3,564 - 北大西洋ナガスクジラ

14SS065 名古屋市 鯨肉ベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし なし ミンク鯨 南極海 1,026 100 10,260 あり クロミンククジラ

14SS066 名古屋市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 － － イワシ鯨 北西太平洋 1,890 490 3,857 - イワシクジラ

14SS067 名古屋市 くじらベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし 2014/11/23 ナガス鯨 アイスランド 1,317 160 8,231 なし イワシクジラ

14SS068 名古屋市 イワシくじら（生食用） 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/6 イワシくじら 北西太平洋 452 84 5,381 あり イワシクジラ

14SS069 名古屋市 くじらベーコン（生食用） 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 あり 2014/11/15 いわし鯨 北西太平洋 988 100 9,880 なし イワシクジラ

14SS070 名古屋市 鯨肉ベーコン 畝須類 真空パック 冷蔵 なし 2014/11/11 ニタリ鯨 北西太平洋 3,240 100 32,400 なし ニタリクジラ

14SS071 名古屋市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 － － （ミンク鯨） （南極海） 1,000 240 4,167 - クロミンククジラ

14SS072 名古屋市 畝須ベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし なし ナガス鯨 アイスランド産 1,000 80 12,500 なし 北大西洋ナガスクジラ
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14SS073 名古屋市 イワシ鯨（赤肉）北西太平洋 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/6 イワシ鯨 北西太平洋 702 152 4,618 あり イワシクジラ

14SS074 名古屋市 鯨ベーコン 畝須類 真空パック 常温 なし なし
ニタリ鯨又は

イワシ鯨
（北西太平洋） 650 80 8,125 あり ニタリクジラ

14SS075 名古屋市
北西太平洋産

いわしくじら刺身（解凍）
肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/6 いわしくじら 北西太平洋産 966 225 4,293 なし イワシクジラ

14SS076 名古屋市 鯨ベーコン 肉類 真空パック 冷蔵 なし 2014/11/22 ナガス鯨 アイスランド 626 150 4,173 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS077 名古屋市
〈調査捕鯨原料〉
クジラベーコン

畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし 2014/11/6 ニタリ鯨 北西太平洋産 215 50 4,300 あり ニタリクジラ

14SS078 氷見市 鯨肉ベーコン 畝須類 真空パック 冷蔵 なし 2014/11/16 ヒゲ鯨 北西太平洋産 620 50 12,400 あり イワシクジラ

14SS079 氷見市 くじら 肉類 真空パック 冷凍 なし 2015/10/9 （ミンク鯨） 氷見港産 1,550 230 6,739 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS080 氷見市 表示なし（皮） 皮類 ブロック 冷凍 - - （ミンク鯨） 氷見産 500 160 3,125 - 北太平洋ミンククジラ

14SS081 氷見市 表示なし（赤肉） 肉類 小切れ 冷凍 - - （ミンク鯨） 氷見産 500 220 2,273 - 北太平洋ミンククジラ

14SS082 氷見市 表示なし（皮） 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 なし - （イワシ鯨） 氷見産 4,000 690 5,797 - 北太平洋ミンククジラ

14SS083 氷見市 表示なし（赤肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし - （ミンク鯨） 氷見産 1,944 300 6,480 - 北太平洋ミンククジラ

14SS084 氷見市 表示なし（皮） 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 なし - （ミンク鯨） 氷見産 1,620 310 5,226 - 北太平洋ミンククジラ

14SS085 氷見市 くじら 肉類 トレイパック 冷凍 なし 2014/11/7 （ミンク鯨） 氷見港 1,628 370 4,400 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS086 氷見市 くじら 皮類 トレイパック 冷凍 なし 2014/11/7 （ミンク鯨） 氷見港 810 360 2,250 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS087 氷見市 表示なし（皮） 皮類 ブロック 冷凍 - - （ミンク鯨） 氷見産 1,100 390 2,821 - NG
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14SS088 氷見市 表示なし（畝須） 畝須類 ブロック 冷凍 - - （ミンク鯨） 氷見産 1,280 370 3,459 - 北太平洋ミンククジラ

14SS089 射水市 表示なし（皮） 皮類 ブロック 冷凍 - - （ミンク鯨） 氷見産 2,160 600 3,600 - 北太平洋ミンククジラ

14SS090 金沢市 畝須ベーコンスライス 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし 2014/11/8 イワシ鯨 北西太平洋産 1,008 50 20,160 なし イワシクジラ

14SS091 金沢市 表示なし（皮） 皮類 トレイパック 常温 なし なし （ミンク鯨） （新潟） 1,160 140 8,286 なし クロミンククジラ

14SS092 能登町 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷凍 - - （ミンク鯨） 能登宇出津産 1,250 640 1,953 - 北太平洋ミンククジラ

14SS093 能登町 表示なし（畝須） 畝須類 ブロック 冷凍 - - （ミンク鯨） 能登宇出津産 1,250 430 2,907 - 北太平洋ミンククジラ

14SS094 能登町 表示なし（赤肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし - （ミンク鯨） 能登宇出津産 3,030 380 7,974 - 北太平洋ミンククジラ

14SS095 能登町 表示なし（畝須） 畝須類
ブロック真空

パック
冷凍 なし - （ミンク鯨） 能登宇出津産 3,270 325 10,062 - 北太平洋ミンククジラ

14SS096 能登町 表示なし（ベーコン） 畝須類 真空パック 冷凍 なし なし （ミンク鯨） 能登宇出津産 1,500 90 16,667 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS097 能登町 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷凍 - - （ミンク鯨） 能登宇出津産 750 520 1,442 - 北太平洋ミンククジラ

14SS098 能登町 表示なし（皮） 皮類 ブロック 冷凍 - - （ミンク鯨） 能登宇出津産 750 200 3,750 - 北太平洋ミンククジラ

14SS099 能登町 くじら 宇出津産 皮類 トレイパック 冷凍 なし 2014/7/11 （ミンク鯨） 能登宇出津産 370 186 1,989 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS100 能登町 くじら刺身用 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/10 （イワシ鯨） 南極海産 783 125 6,264 なし イワシクジラ

14SS101 能登町 くじら切身 皮類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし 2015/11/8 ミンク鯨 山口産 429 60 7,150 あり クロミンククジラ

14SS102 穴水町 くじら刺身用〔解凍〕 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/10 （イワシ鯨） 南極海産 651 101 6,446 あり イワシクジラ
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14SS103 七尾市 くじら刺身用 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/8 （ミンク鯨） インド洋産 1,420 274 5,182 なし イワシクジラ

14SS104 七尾市 くじら刺身〔解凍〕 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/8 （ミンク鯨） 南氷洋産 933 180 5,183 なし イワシクジラ

14SS105 富山市
ナガスクジラ（解凍品）

（アイスランド産）
肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/11 ナガスクジラ アイスランド産 276 107 2,579 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS106 富山市 くじらベーコン 畝須類 真空パック 冷蔵 あり 2014/11/21 イワシ鯨 北西太平洋 798 35 22,800 なし イワシクジラ

14SS107 富山市 鮮魚 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/11 （ミンク鯨） （南極海） 2,273 421 5,399 なし クロミンククジラ

14SS108 滑川市 くじらベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし 2014/11/10 ミンク鯨 南極海 410 30 13,667 なし クロミンククジラ

14SS109 富山市 太平洋産 くじら刺身 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/11 （イワシ鯨） 北西太平洋 666 124 5,371 あり イワシクジラ

14SS110 富山市 鯨肉ベーコン 畝須類 トレイ真空パック 冷蔵 なし 2014/11/17 不明
北西太平洋･
アイスランド産

429 50 8,580 なし ニタリクジラ

14SS111 魚津市
ナガス鯨赤肉（解凍）

生食用
肉類 ブロック 冷凍 あり なし ナガス鯨 アイスランド産 5,500 1,780 3,090 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS112 高知市 鯨ハム 肉類 真空パック 常温 なし 2015/2/4 ミンククジラ （不明） 540 100 5,400 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS113 高知市 鯨赤肉刺身用 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし ナガス鯨 南極海産 1,260 200 6,300 なし 南半球産ナガスクジラ

14SS114 高知市 本皮鯨 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし イワシ鯨 北西太平洋 1,800 200 9,000 なし イワシクジラ

14SS115 高知市 うねすベーコン 畝須類 トレイ真空パック 冷凍 なし なし イワシ鯨 北西太平洋 1,900 100 19,000 なし イワシクジラ

14SS116 高知市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 冷凍 なし なし （イワシ鯨） （北西太平洋） 2,700 260 10,385 なし イワシクジラ

14SS117 高知市 表示なし（皮） 皮類 トレイパック 冷蔵 なし なし （イワシ鯨） （北西太平洋） 770 100 7,700 なし 北太平洋ミンククジラ
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14SS118 高知市 表示なし（赤肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （ニタリ鯨） （北西太平洋） 750 230 3,261 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS119 高知市 本皮鯨 皮類 トレイパック 冷蔵 なし なし イワシ鯨 北西太平洋 2,500 500 5,000 なし イワシクジラ

14SS120 高知市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 常温 なし なし
（ニタリ鯨又は

イワシ鯨）
（不明） 500 260 1,923 なし ニタリクジラ

14SS121 高知市 表示なし（皮） 皮類 トレイパック 常温 なし なし
（ニタリ鯨又は

イワシ鯨）
（不明） 500 100 5,000 なし クロミンククジラ

14SS122 高知市 表示なし（畝須） 畝須類 トレイパック 常温 なし なし
（ニタリ鯨又は

イワシ鯨）
（不明） 1,000 165 6,061 なし イワシクジラ

14SS123 高知市 赤肉冊 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし ミンク鯨 南極海産 540 200 2,700 なし クロミンククジラ

14SS124 高知市 本皮 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし ミンク鯨 ノルウェー産 675 250 2,700 なし 大西洋ミンククジラ

14SS125 高知市 畝須 畝須類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし ミンク鯨 ノルウェー産 1,215 250 4,860 なし 大西洋ミンククジラ

14SS126 高知市 皮くじら 皮類 トレイパック 冷凍 なし なし
（ミンク鯨又は

イワシ鯨）
（不明） 530 110 4,818 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS127 高知市 北西太平洋赤身クジラ 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/16 （ミンク鯨） 北西太平洋 594 240 2,475 なし ニタリクジラ

14SS128 高知市 大西洋皮クジラ 皮類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/16 （ミンク鯨） 大西洋 594 90 6,600 なし クロミンククジラ

14SS129 高知市 いわしうね鯨 畝須類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/16 イワシ鯨 北西太平洋 718 100 7,180 なし イワシクジラ

14SS130 高知市 いわし鯨ウネス 畝須類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/30 いわし鯨 北西太平洋産 788 122 6,459 なし イワシクジラ

14SS131 高知市 ミンク皮鯨 皮類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/16 ミンク鯨 南氷洋 409 100 4,090 なし クロミンククジラ

14SS132 高知市 塩皮鯨（ツチ） 皮類 真空パック 冷凍 なし 2015/3/20 ツチ鯨 北西太平洋産 307 100 3,070 なし ツチクジラ
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14SS133 高知市 刺身用くじら炙り 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/16 （イワシ鯨） 北西太平洋 520 162 3,210 なし イワシクジラ

14SS134 高知市
北西太平洋産

刺身用くじら短冊
肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/16 （イワシ鯨） 北西太平洋産 898 280 3,207 なし イワシクジラ

14SS135 高知市 皮クジラ 皮類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/17 （ミンク鯨） 南氷洋 626 120 5,217 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS136 高知市 クジラ赤肉 肉類 トレイパック 氷蔵 なし 2014/11/16 （ミンク鯨） （南氷洋） 780 114 6,842 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS137 神戸市 鯨肉ベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 なし 2014/12/29 ミンク鯨 南極海 699 50 13,980 あり クロミンククジラ

14SS138 神戸市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 常温 - - （ナガス鯨） （アイスランド） 540 78 6,923 - 北大西洋ナガスクジラ

14SS139 神戸市 表示なし（皮） 皮類 トレイパック 冷凍 なし なし （イワシ鯨） （北西太平洋） 400 100 4,000 なし イワシクジラ

14SS140 神戸市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 常温 なし なし （イワシ鯨） （太平洋） 400 200 2,000 なし イワシクジラ

14SS141 神戸市 表示なし（皮） 皮類 トレイパック 常温 なし なし （イワシ鯨） （太平洋） 700 180 3,889 なし イワシクジラ

14SS142 神戸市 ミンククジラ 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/18 ミンククジラ 南極海産 575 107 5,374 なし クロミンククジラ

14SS143 神戸市 皮クジラ 皮類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/21 （ミンク鯨） 北西太平洋 904 120 7,533 なし イワシクジラ

14SS144 神戸市 表示なし（赤肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （イワシ鯨） （北西太平洋） 405 150 2,700 なし イワシクジラ

14SS145 神戸市 イワシウネス 畝須類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （イワシ鯨） （北西太平洋） 3,780 1,000 3,780 なし イワシクジラ

14SS146 神戸市 赤身鯨柵 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし 2015/1/12 ミンク鯨 南極海産 802 200 4,010 あり クロミンククジラ

14SS147 神戸市 鯨皮須ベーコンスライス 畝須類 真空パック 冷凍 なし 2015/4/18 イワシ鯨 北西太平洋産 1,317 100 13,170 なし イワシクジラ
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14SS148 神戸市 鯨（くじら） 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/17 （ナガス鯨） アイスランド産 270 160 1,688 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS149 神戸市 鹿の子 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/18 イワシクジラ 北西太平洋産 858 53 16,189 なし イワシクジラ

14SS150 神戸市 鯨ベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷蔵 あり 2014/11/20 ニタリ鯨 北西太平洋産 1,296 60 21,600 あり ニタリクジラ

14SS151 神戸市 北西太平洋 いわし鯨お造り 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/17 いわし鯨 北西太平洋 429 180 2,383 なし イワシクジラ

14SS152 神戸市 表示なし（畝須） 畝須類 トレイパック 冷蔵 なし なし （ミンク鯨） （福井の定置） 1,130 85 13,294 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS153 神戸市
刺身用イワシクジラ
赤身（解凍）短冊

肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/18 イワシクジラ 北西太平洋 206 97 2,124 なし クロミンククジラ

14SS154 神戸市 皮鯨（加熱用） 皮類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/22 ツチ鯨 北西太平洋産 537 100 5,370 なし ツチクジラ

14SS155 神戸市 南氷洋産 ミンク鯨(解凍） 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/18 ミンク鯨 南氷洋産 448 90 4,978 なし クロミンククジラ

14SS156 神戸市 鯨肉製品 千切ベーコン 畝須類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/18 ミンク鯨 南氷洋 494 50 9,880 あり クロミンククジラ

14SS157 神戸市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷凍 - - （イワシ鯨） （北西太平洋） 1,250 366 3,415 - イワシクジラ

14SS158 神戸市 表示なし（皮） 皮類 ブロック 冷凍 - - （イワシ鯨） （北西太平洋） 1,250 164 7,622 - イワシクジラ

14SS159 神戸市 表示なし（赤肉） 肉類 トレイパック 冷蔵 なし なし （ナガス鯨）
（アイスランド

産）
1,380 300 4,600 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS160 神戸市
イワシ鯨（赤肉）

天然・解凍・刺身用
肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/19 イワシ鯨 北西太平洋産 626 100 6,260 なし イワシクジラ

14SS161 神戸市 くじらベーコン 畝須類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/19 ニタリ鯨 北西太平洋 1,382 100 13,820 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS162 大阪市
ミンク鯨本皮（解凍）

南氷洋海域
皮類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/22 ミンク鯨 南氷洋海域 871 124 7,024 なし クロミンククジラ
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14SS163 大阪市 千切りベーコン 畝須類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/22 ミンク鯨 南氷洋 540 50 10,800 なし クロミンククジラ

14SS164 大阪市 イワシ鯨 お造り用 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/20 イワシ鯨 北西太平洋産 802 232 3,457 なし イワシクジラ

14SS165 大阪市 塩皮くじらブロック 皮類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/25 ミンク鯨 南極海産 999 103 9,699 なし イワシクジラ

14SS166 大阪市
鯨畝須ベーコンスライス

（解凍）
畝須類 真空パック 冷蔵 あり 2014/11/27 イワシ鯨 北西太平洋産 999 50 19,980 なし イワシクジラ

14SS167 大阪市 ミンク鯨（鹿の子）解凍 肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/22 ミンク鯨 南極海域 972 75 12,960 なし クロミンククジラ

14SS168 大阪市 ナガスクジラ本皮 解凍 皮類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/22 ナガスクジラ アイスランド産 472 95 4,968 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS169 大阪市
ナガスクジラ赤身

アイスランド産（解凍）
肉類 トレイパック 冷蔵 あり 2014/11/21 ナガスクジラ アイスランド産 738 257 2,872 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS170 大阪市 鯨ベーコン 解凍・生食用 畝須類 トレイ真空パック 冷蔵 あり 2014/11/30 イワシ鯨 北西太平洋 1,059 100 10,590 なし イワシクジラ

14SS171 大阪市 鯨赤肉おつくりよう 肉類 トレイパック 冷蔵 なし 2014/11/19 （イワシ鯨） 南太洋産 349 136 2,566 なし イワシクジラ

14SS172 大阪市 表示なし（尾肉） 肉類 ブロック 冷蔵 - - （ミンク鯨） （南極海） 2,000 420 4,762 なし クロミンククジラ

14SS173 大阪市 生食用鯨赤肉柵 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし ミンク鯨 （南氷洋産） 1,080 245 4,408 あり クロミンククジラ

14SS174 大阪市 鯨畝須（うねす）ベーコン 畝須類
真空パック
(板入り)

冷凍 なし なし ニタリ鯨 北西太平洋産 864 60 14,400 あり ニタリクジラ

14SS175 大阪市 ベーコン 畝須類 トレイパック 常温 なし 2014/11/28 ニタリ鯨 北西太平洋 1,404 200 7,020 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS176 大阪市 表示なし（赤肉） 肉類 ブロック 冷蔵 - - （イワシ鯨） （北西太平洋） 1,400 500 2,800 なし イワシクジラ

14SS177 大阪市 表示なし（畝須） 畝須類 真空パック 冷凍 なし なし （ミンク鯨） （南氷洋） 1,080 50 21,600 なし 北太平洋ミンククジラ
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表2.平成26年度DNA検査事業　市販鯨肉サンプル収集リスト（収集者はMG：後藤睦夫、SS：斎野重夫、NS：坂本渚)。　鯨種の表記（）内は聞き取りによる。NG：DNAが抽出できなかったもの。
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の有無

加工品の賞味
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鯨種の表記

14SS178 大阪市 表示なし（皮） 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （イワシ鯨） （北西太平洋） 1,036 240 4,317 なし イワシクジラ

14SS179 大阪市 もち鯨（本皮）南氷洋産 皮類 真空パック 冷凍 なし なし （ミンク鯨） 南氷洋産 1,075 166 6,476 なし クロミンククジラ

14SS180 大阪市 鯨肉ベーコン 畝須類 真空パック 冷凍 なし 2015/9/16
ニタリ鯨又は

イワシ鯨
北西太平洋 515 50 10,300 あり イワシクジラ

14SS181 大阪市 ミンク鯨赤肉 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし ミンク鯨 南氷洋 975 192 5,078 なし クロミンククジラ

14SS182 大阪市 ザトウ鯨 コロ 皮類 真空パック 冷凍 なし なし ザトウ鯨 （不明） 880 80 11,000 なし ザトウクジラ

14SS183 大阪市
北西太平洋 クジラ
お造り用ニタリ解凍

肉類
真空パックを
トレイパックに

冷蔵 あり 2014/11/21 ニタリ 北西太平洋 1,318 169 7,799 なし クロミンククジラ

14SS184 大阪市
北西太平洋 クジラ

ベーコン解凍
畝須類

真空パックを
トレイパックに

冷蔵 あり 2014/11/21 イワシ鯨 北西太平洋 1,500 150 10,000 なし イワシクジラ

14SS185 大阪市 表示なし（赤肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （ナガス鯨）

（アイスランド
産）

1,300 255 5,098 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS186 大阪市 表示なし（皮） 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （ミンク鯨） （南氷洋） 1,300 250 5,200 なし クロミンククジラ

14SS187 大阪市 表示なし（皮） 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （ミンク鯨） （南氷洋） 1,500 230 6,522 なし 南半球産ナガスクジラ

14SS188 大阪市 表示なし（尾肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （ナガス鯨）

（アイスランド
産）

2,750 260 10,577 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS189 大阪市 鯨肉ベーコン 畝須類 真空パック 常温 なし 2015/1/14 ミンク鯨 南極海 500 50 10,000 あり クロミンククジラ

14SS190 太地町 表示なし（赤肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （ハナゴンドウ） 太地産 200 60 3,333 なし ハナゴンドウクジラ

14SS191 太地町 刺身用ミンク鯨肉（南氷洋） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし ミンク鯨 南氷洋 624 96 6,500 なし クロミンククジラ

14SS192 太地町
ミンク鯨刺身用（本皮）

（南氷洋）
皮類

ブロック真空
パック

冷凍 なし なし ミンク鯨 南氷洋 558 82 6,805 なし クロミンククジラ
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14SS193 太地町 表示なし（赤肉） 肉類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （イワシ鯨） （不明） 1,825 250 7,300 なし イワシクジラ

14SS194 太地町 表示なし（皮） 皮類
ブロック真空

パック
冷凍 なし なし （ミンク鯨） （南氷洋） 1,058 100 10,580 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS195 太地町 表示なし（畝須） 畝須類 真空パック 冷凍 なし なし （ナガス鯨）
（アイスランド

産）
1,080 50 21,600 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS196 太地町 コロ 皮類 真空パック 冷凍 なし なし マッコウ鯨
北西太平洋・

南氷洋
650 50 13,000 あり NG

14SS197 太地町 鯨肉ベーコン 畝須類 真空パック 冷凍 なし 2015/5/16 ミンク鯨 南氷洋産 3,100 80 38,750 あり クロミンククジラ

14SS198
那智勝浦

町
千頭鯨 ベーコン 畝須？ 真空パック 冷凍 なし 2014/12/23 （ゴンドウ鯨） （太地産） 589 109 5,404 なし ハナゴンドウクジラ

14SS199
那智勝浦

町
いわし鯨赤身 肉類 真空パック 冷凍 なし 2015/2/20 イワシ鯨 （北西太平洋） 710 61 11,639 なし イワシクジラ

14SS200
那智勝浦

町
いわし鯨油身 皮類 真空パック 冷凍 なし なし イワシ鯨 （北西太平洋） 639 61 10,475 なし クロミンククジラ

14SS201
那智勝浦

町
ベーコンスライス 畝須類 真空パック 冷凍 なし 2015/1/30 （イワシ鯨） 太地産 873 40 21,825 なし イワシクジラ

14SS202
那智勝浦

町
表示なし（赤肉） 肉類

ブロック真空
パック

冷凍 なし なし （ミンク鯨） （南氷洋） 750 100 7,500 なし 北大西洋ナガスクジラ

14SS203
那智勝浦

町
表示なし（赤肉） 肉類

ブロック真空
パック

冷凍 なし なし （ミンク鯨） （南氷洋） 518 55 9,418 なし 南半球産ナガスクジラ

14SS204
那智勝浦

町
表示なし（赤肉） 肉類

ブロック真空
パック

冷凍 なし なし （ゴンドウ鯨） （太地産） 631 80 7,888 なし ハナゴンドウクジラ

14SS205
那智勝浦

町
本皮 皮類 トレイ真空パック 冷凍 なし 2015/2/28 ミンク鯨 北海道産 864 70 12,343 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS206
那智勝浦

町
鯨畝須 畝須類 真空パック 冷凍 なし 2015/2/28 ミンク鯨 南極海産 2,160 100 21,600 なし クロミンククジラ

14SS207 太地町 しおくじら 皮類 トレイ真空パック 常温 なし 2015/1/3 ミンク鯨 北西太平洋産 650 100 6,500 なし 北太平洋ミンククジラ
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14SS208 太地町 ミンク鯨（南氷洋） 肉類 真空パック 冷凍 なし 2015/10/16 ミンク鯨 南氷洋 498 500 996 なし クロミンククジラ

14SS209 太地町
ミンク鯨の皮

（北西太平洋）
皮類

ブロック真空
パック

冷凍 なし なし ミンク鯨 北西太平洋 1,253 179 7,000 なし 北太平洋ミンククジラ

14SS210 太地町
イワシ鯨 ベーコン

（北西太平洋）
畝須類

ブロック真空
パック

冷凍 なし なし イワシ鯨 北西太平洋 1,817 142 12,796 なし イワシクジラ



a）北太平洋ミンククジラ

市場調査番号 購入場所 DNA登録番号 市場調査標本の由来
14NS055 山口県下関市 10NPM008 2010年JARPNII沖合域調査
14NS073 福岡県福岡市 11NPM012 2011年JARPNII沖合域調査
14NS090 福岡県福岡市 11NPCS001 2011年JARPNII三陸沖沿岸域調査
14SS002 北海道札幌市 13NPCS018 2013年JARPNII三陸沖沿岸域調査
14SS177 大阪府大阪市 14NPCS006 2014年JARPNII三陸沖沿岸域調査
14NS063 福岡県福岡市 14NPCS012 2014年JARPNII三陸沖沿岸域調査
14NS081 福岡県福岡市 14NPCS016 2014年JARPNII三陸沖沿岸域調査
14NS082 福岡県福岡市 14NPCS018 2014年JARPNII三陸沖沿岸域調査
14NS035 長崎県長崎市 14NPCS025 2014年JARPNII三陸沖沿岸域調査
14NS080 福岡県福岡市 14NPCS029 2014年JARPNII三陸沖沿岸域調査
14SS209 和歌山県太地町 11NPCK019 2011年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS027 北海道札幌市 12NPCK022 2012年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14NS007 長崎県長崎市 12NPCK033 2012年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS039 宮城県仙台市 12NPCK039 2012年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14NS049 山口県下関市 13NPCK002 2013年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS025 北海道札幌市 14NPCK006 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14NS058 福岡県福岡市 14NPCK011 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS005 北海道札幌市 14NPCK035 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS009 北海道札幌市 14NPCK037 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS021 北海道札幌市 14NPCK037 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS006 北海道札幌市 14NPCK038 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS012 北海道札幌市 14NPCK040 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS015 北海道札幌市 14NPCK040 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS008 北海道札幌市 14NPCK044 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS034 宮城県仙台市 14NPCK044 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS052 宮城県仙台市 14NPCK044 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS003 北海道札幌市 14NPCK045 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS030 北海道札幌市 14NPCK045 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS047 宮城県仙台市 14NPCK045 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14NS001 長崎県長崎市 14NPCK046 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14NS011 長崎県長崎市 14NPCK048 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS010 北海道札幌市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS016 北海道札幌市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS017 北海道札幌市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS018 北海道札幌市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS019 北海道札幌市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS023 北海道札幌市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS029 北海道札幌市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS040 宮城県仙台市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS050 宮城県仙台市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS054 宮城県仙台市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS056 宮城県仙台市 14NPCK049 * 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14NS005 長崎県長崎市 14NPCK051 2014年JARPNII釧路沖沿岸域調査
14SS082 富山県氷見市 08BC080 2008年富山県で混獲
14SS097 石川県能登町 09BC024 2009年石川県で混獲
14SS098 石川県能登町 09BC073 2009年石川県で混獲
14SS205 和歌山県那智勝浦町 12BC073 2012年北海道で混獲
14SS207 和歌山県那智勝浦町 12BC086 2012年三重県で混獲
14SS094 石川県能登町 13BC075 2013年石川県で混獲
14SS095 石川県能登町 13BC078 2013年石川県で混獲
14SS085 富山県氷見市 13BC097 2013年石川県で混獲
14SS194 和歌山県太地町 13BC115 2013年三重県で混獲
14SS086 富山県氷見市 13BC116 2013年石川県で混獲
14SS081 富山県氷見市 14BC008 2014年石川県で混獲
14SS096 石川県能登町 14BC013 2014年石川県で混獲
14SS126 高知県高知市 14BC021 2014年山口県で混獲

表3. 各鯨種毎の個体識別結果。
連続するアスタリスクはそれぞれ同一個体由来であることを示す。DNA登録番号：冒頭2ケタ＝西暦下2ケタ、NPM＝第II期北
西太平洋鯨類捕獲調査（JARPNII）ミンククジラ、NPCK＝JARPNII釧路域調査ミンククジラ、NPCS＝JARPNII三陸沖調査ミン
ククジラ、NPSE＝JARPNIIイワシクジラ、NPB＝JARPNIIニタリクジラ、BC＝混獲、末尾3ケタ＝個体番号.



表3.　続き
a）北太平洋ミンククジラ

市場調査番号 購入場所 DNA登録番号 市場調査標本の由来
14SS135 高知県高知市 14BC045 * 2014年福井県で混獲
14SS136 高知県高知市 14BC045 * 2014年福井県で混獲
14SS117 高知県高知市 14BC070 2014年島根県で混獲
14SS092 石川県能登町 14BC086 * 2014年石川県で混獲
14SS093 石川県能登町 14BC086 * 2014年石川県で混獲
14SS099 石川県能登町 14BC086 * 2014年石川県で混獲
14SS089 富山県射水市 14BC093 2014年富山県で混獲
14SS083 富山県氷見市 14BC095 * 2014年富山県で混獲
14SS084 富山県氷見市 14BC095 * 2014年富山県で混獲
14SS079 富山県氷見市 14BC098 2014年富山県で混獲
14SS080 富山県氷見市 14BC100 2014年富山県で混獲
14SS048 宮城県仙台市 14BC101 * 2014年富山県で混獲
14SS088 富山県氷見市 14BC101 * 2014年富山県で混獲
14SS152 兵庫県神戸市 14BC106 2014年福井県で混獲



ｂ）イワシクジラ
市場調査番号 購入場所 DNA登録番号 市場調査標本の由来

14SS045 宮城県仙台市 06NPSE024 2006年JARPNII沖合域調査
14NS054 山口県下関市 06NPSE072 2006年JARPNII沖合域調査
14SS004 北海道札幌市 08NPSE045 2008年JARPNII沖合域調査
14SS166 大阪府大阪市 08NPSE065 2008年JARPNII沖合域調査
14NS075 福岡県福岡市 09NPSE054 2009年JARPNII沖合域調査
14NS026 長崎県長崎市 09NPSE077 2009年JARPNII沖合域調査
14NS057 福岡県福岡市 09NPSE086 2009年JARPNII沖合域調査
14SS116 高知県高知市 10NPSE022 2010年JARPNII沖合域調査
14SS014 北海道札幌市 10NPSE067 2010年JARPNII沖合域調査
14NS089 福岡県福岡市 10NPSE076 2010年JARPNII沖合域調査
14SS164 大阪府大阪市 10NPSE078 2010年JARPNII沖合域調査
14SS165 大阪府大阪市 10NPSE084 2010年JARPNII沖合域調査
14SS090 石川県金沢市 10NPSE091 2010年JARPNII沖合域調査
14SS011 北海道札幌市 10NPSE100 2010年JARPNII沖合域調査
14NS062 福岡県福岡市 11NPSE004 2011年JARPNII沖合域調査
14SS073 愛知県名古屋市 11NPSE016 * 2011年JARPNII沖合域調査
14SS102 石川県穴水町 11NPSE016 * 2011年JARPNII沖合域調査
14SS109 富山県富山市 11NPSE016 * 2011年JARPNII沖合域調査
14MG007 北海道浜中町 11NPSE018 * 2011年JARPNII沖合域調査
14NS052 山口県下関市 11NPSE018 * 2011年JARPNII沖合域調査
14NS086 福岡県福岡市 11NPSE034 2011年JARPNII沖合域調査
14NS003 長崎県長崎市 11NPSE036/11NPSE039 2011年JARPNII沖合域調査
14NS048 山口県下関市 11NPSE045 2011年JARPNII沖合域調査
14NS013 長崎県長崎市 11NPSE049 2011年JARPNII沖合域調査
14SS020 北海道札幌市 11NPSE054 2011年JARPNII沖合域調査
14NS034 長崎県長崎市 11NPSE064 2011年JARPNII沖合域調査
14SS201 和歌山県那智勝浦町 12NPSE007 2012年JARPNII沖合域調査
14SS199 和歌山県那智勝浦町 12NPSE010 * 2012年JARPNII沖合域調査
14NS042 山口県下関市 12NPSE010 * 2012年JARPNII沖合域調査
14MG004 北海道厚岸町 12NPSE014 2012年JARPNII沖合域調査
14NS067 福岡県福岡市 12NPSE015 2012年JARPNII沖合域調査
14SS067 愛知県名古屋市 12NPSE021 2012年JARPNII沖合域調査
14SS069 愛知県名古屋市 12NPSE025 2012年JARPNII沖合域調査
14SS129 高知県高知市 12NPSE032 * 2012年JARPNII沖合域調査
14NS030 長崎県長崎市 12NPSE032 * 2012年JARPNII沖合域調査
14MG006 北海道浜中町 12NPSE040 2012年JARPNII沖合域調査
14SS133 高知県高知市 12NPSE043 2012年JARPNII沖合域調査
14NS071 福岡県福岡市 12NPSE049 2012年JARPNII沖合域調査
14SS119 高知県高知市 12NPSE050 2012年JARPNII沖合域調査
14SS180 大阪府大阪市 12NPSE051 2012年JARPNII沖合域調査
14MG012 北海道釧路市 12NPSE053 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS114 高知県高知市 12NPSE053 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS122 高知県高知市 12NPSE055 2012年JARPNII沖合域調査
14SS147 兵庫県神戸市 12NPSE058 2012年JARPNII沖合域調査
14NS050 山口県下関市 12NPSE064 2012年JARPNII沖合域調査
14MG002 北海道厚岸町 12NPSE066 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS134 高知県高知市 12NPSE066 * 2012年JARPNII沖合域調査
14NS012 長崎県長崎市 12NPSE067 2012年JARPNII沖合域調査
14SS068 愛知県名古屋市 12NPSE085 2012年JARPNII沖合域調査
14SS063 愛知県名古屋市 12NPSE086 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS066 愛知県名古屋市 12NPSE086 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS100 石川県能登町 12NPSE086 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS103 石川県七尾市 12NPSE086 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS104 石川県七尾市 12NPSE086 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS078 富山県氷見市 12NPSE089 2012年JARPNII沖合域調査
14SS022 北海道札幌市 12NPSE096 2012年JARPNII沖合域調査
14SS062 愛知県名古屋市 12NPSE097 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS170 大阪府大阪市 12NPSE097 * 2012年JARPNII沖合域調査
14SS013 北海道札幌市 12NPSE100 2012年JARPNII沖合域調査
14MG011 北海道釧路市 13NPSE006 2013年JARPNII沖合域調査

表3. 続き



ｂ）イワシクジラ
市場調査番号 購入場所 DNA登録番号 市場調査標本の由来

表3. 続き

14SS060 宮城県仙台市 13NPSE007 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS016 長崎県長崎市 13NPSE007 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS047 山口県下関市 13NPSE009 2013年JARPNII沖合域調査
14SS115 高知県高知市 13NPSE018 2013年JARPNII沖合域調査
14SS144 兵庫県神戸市 13NPSE019 2013年JARPNII沖合域調査
14NS088 福岡県福岡市 13NPSE020 2013年JARPNII沖合域調査
14SS160 兵庫県神戸市 13NPSE031 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS064 福岡県福岡市 13NPSE031 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS028 北海道札幌市 13NPSE032 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS139 兵庫県神戸市 13NPSE032 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS149 兵庫県神戸市 13NPSE040 2013年JARPNII沖合域調査
14SS140 兵庫県神戸市 13NPSE044 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS037 山口県下関市 13NPSE044 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS053 山口県下関市 13NPSE045 2013年JARPNII沖合域調査
14SS106 富山県富山市 13NPSE046 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS157 兵庫県神戸市 13NPSE046 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS130 高知県高知市 13NPSE049 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS184 大阪府大阪市 13NPSE049 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS059 福岡県福岡市 13NPSE052 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS078 福岡県福岡市 13NPSE052 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS158 兵庫県神戸市 13NPSE053 2013年JARPNII沖合域調査
14NS032 長崎県長崎市 13NPSE063 2013年JARPNII沖合域調査
14SS024 北海道札幌市 13NPSE065 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS046 宮城県仙台市 13NPSE065 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS018 長崎県長崎市 13NPSE065 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS028 長崎県長崎市 13NPSE065 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS036 長崎県長崎市 13NPSE065 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS171 大阪府大阪市 13NPSE073 2013年JARPNII沖合域調査
14SS057 宮城県仙台市 13NPSE074 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS059 宮城県仙台市 13NPSE074 * 2013年JARPNII沖合域調査
14SS143 兵庫県神戸市 13NPSE077 2013年JARPNII沖合域調査
14SS145 兵庫県神戸市 13NPSE078 2013年JARPNII沖合域調査
14SS141 兵庫県神戸市 13NPSE079 2013年JARPNII沖合域調査
14SS193 和歌山県太地町 13NPSE086 2013年JARPNII沖合域調査
14NS072 福岡県福岡市 13NPSE090 2013年JARPNII沖合域調査
14NS004 長崎県長崎市 13NPSE092 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS006 長崎県長崎市 13NPSE092 * 2013年JARPNII沖合域調査
14NS085 福岡県福岡市 13NPSE097 2013年JARPNII沖合域調査
14SS044 宮城県仙台市 13NPSE099 2013年JARPNII沖合域調査
14SS210 和歌山県太地町 14NPSE001 2014年JARPNII沖合域調査
14SS151 兵庫県神戸市 14NPSE009 2014年JARPNII沖合域調査
14SS075 愛知県名古屋市 14NPSE020 2014年JARPNII沖合域調査
14NS038 山口県下関市 14NPSE045 2014年JARPNII沖合域調査
14SS176 大阪府大阪市 14NPSE046 2014年JARPNII沖合域調査
14SS178 大阪府大阪市 14NPSE079 2014年JARPNII沖合域調査



ｃ）ニタリクジラ
市場調査番号 購入場所 DNA登録番号 市場調査標本の由来

14NS008 長崎県長崎市 01NPB050 2001年JARPNII沖合域調査
14NS046 山口県下関市 11NPB044 2011年JARPNII沖合域調査
14SS074 愛知県名古屋市 12NPB027 2012年JARPNII沖合域調査
14SS031 宮城県仙台市 12NPB033 2012年JARPNII沖合域調査
14NS043 山口県下関市 13NPB006 2013年JARPNII沖合域調査
14SS174 大阪府大阪市 13NPB013 2013年JARPNII沖合域調査
14SS150 兵庫県神戸市 13NPB014 2013年JARPNII沖合域調査
14SS070 愛知県名古屋市 13NPB020 2013年JARPNII沖合域調査
14SS120 高知県高知市 13NPB022 2013年JARPNII沖合域調査
14SS127 高知県高知市 13NPB024 2013年JARPNII沖合域調査
14SS110 富山県富山市 13NPB025 2013年JARPNII沖合域調査
14SS077 愛知県名古屋市 13NPB027 2013年JARPNII沖合域調査
14SS043 宮城県仙台市 14NPB007 * 2014年JARPNII沖合域調査
14SS049 宮城県仙台市 14NPB007 * 2014年JARPNII沖合域調査
14SS036 宮城県仙台市 14NPB008 2014年JARPNII沖合域調査

ｄ）ザトウクジラ
市場調査番号 購入場所 DNA登録番号 市場調査標本の由来

14SS182 大阪府大阪市 14BC005 2014年千葉県で混獲

表3. 続き


