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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

地図をクリックすると拡大できます。 説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

 

ブラウザの更新ボタンをクリックし

て最新の情報をお使いください。

 気象警報・注意報

 気象情報

 海上警報

 台風情報

 洪水予報

 土砂災害警戒情報

 竜巻注意情報

 津波警報・注意報、津波情報、

津波予報

 地震情報

 東海地震関連情報

 噴火警報・予報

 天気予報

 週間天気予報

 海上予報

 季節予報 / 異常天候早期警戒情

報

 天気分布予報 / 時系列予報

 解析雨量・降水短時間予報

 天気図

 レーダー・ナウキャスト(降

水・雷・竜巻)

 気象衛星

 アメダス 地図形式 / 表形式

 空港の気象

 ウィンドプロファイラ（上空の

風）
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平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

岩手県  震度２  盛岡市玉山区薮川＊
     震度１  宮古市区界＊ 大船渡市大船渡町
          陸前高田市高田町＊ 釜石市中妻町＊ 盛岡市山王町
          盛岡市玉山区渋民＊ 滝沢村鵜飼＊ 八幡平市大更
          八幡平市田頭＊ 矢巾町南矢幅＊ 花巻市大迫町
          花巻市石鳥谷町＊ 北上市柳原町 北上市相去町＊
          遠野市青笹町＊ 遠野市宮守町＊ 一関市竹山町＊
          一関市花泉町＊ 一関市千厩町＊ 一関市東山町＊
          一関市室根町＊ 一関市藤沢町＊ 金ケ崎町西根＊
          平泉町平泉＊ 奥州市水沢区佐倉河＊
          奥州市江刺区＊ 奥州市前沢区＊ 奥州市胆沢区＊
          奥州市衣川区＊
宮城県  震度２  涌谷町新町 岩沼市桜＊ 丸森町鳥屋＊
          石巻市桃生町＊
     震度１  気仙沼市赤岩 気仙沼市笹が陣＊ 気仙沼市唐桑町＊
          宮城加美町中新田＊ 色麻町四竈＊ 栗原市栗駒
          栗原市築館＊ 栗原市若柳＊ 栗原市花山＊
          栗原市一迫＊ 栗原市志波姫＊ 登米市中田町
          登米市東和町＊ 登米市登米町＊ 登米市米山町＊
          登米市南方町＊ 登米市迫町＊ 南三陸町志津川
          南三陸町歌津＊ 宮城美里町北浦＊
          宮城美里町木間塚＊ 大崎市古川三日町
          大崎市古川大崎 大崎市古川北町＊ 大崎市松山＊
          大崎市鹿島台＊ 大崎市岩出山＊ 大崎市田尻＊
          白石市亘理町＊ 仙台空港 名取市増田＊
          角田市角田＊ 蔵王町円田＊ 大河原町新南＊
          村田町村田＊ 柴田町船岡 宮城川崎町前川＊
          丸森町上滝 亘理町下小路＊ 山元町浅生原＊
          仙台青葉区大倉 仙台青葉区雨宮＊
          仙台宮城野区五輪 仙台宮城野区苦竹＊
          仙台若林区遠見塚＊ 仙台太白区山田＊
          仙台泉区将監＊ 石巻市泉町 石巻市小渕浜
          石巻市前谷地＊ 東松島市矢本＊ 東松島市小野＊
          松島町高城 利府町利府＊ 大和町吉岡＊
          大衡村大衡＊ 女川町鷲神浜＊
福島県  震度２  田村市都路町＊ いわき市三和町 浪江町幾世橋
     震度１  福島市松木町 福島市桜木町＊ 郡山市朝日
          郡山市湖南町＊ 白河市郭内 白河市新白河＊
          須賀川市八幡山＊ 須賀川市岩瀬支所＊

 黄砂情報 実況図 / 予測図

 紫外線情報

 潮位観測情報

 波浪観測情報
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          二本松市油井＊ 二本松市針道＊ 天栄村下松本＊
          棚倉町棚倉中居野 玉川村小高＊ 平田村永田＊
          浅川町浅川＊ 古殿町松川新桑原＊ 田村市船引町
          田村市大越町＊ 田村市常葉町＊
          福島伊達市梁川町＊ 福島伊達市霊山町＊
          福島伊達市月舘町＊ 本宮市本宮＊
          いわき市平四ツ波＊ 相馬市中村＊
          福島広野町下北迫大谷地原＊ 楢葉町北田＊
          富岡町本岡＊ 川内村上川内早渡＊
          新地町谷地小屋＊ 飯舘村伊丹沢＊
          南相馬市原町区三島町 南相馬市原町区高見町＊
          南相馬市鹿島区＊
北海道  震度１  江別市緑町＊ 函館市泊町＊ 函館市新浜町＊
          浦河町潮見 浦河町築地＊ 足寄町上螺湾
          釧路市幸町 白糠町西１条＊ 別海町常盤
          根室市落石東＊
青森県  震度１  八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷区＊
          七戸町森ノ上＊ 六戸町犬落瀬＊ 東北町上北南＊
          五戸町古舘 青森南部町平＊ 青森南部町苫米地＊
          階上町道仏＊ おいらせ町中下田＊
          東通村砂子又沢内＊
秋田県  震度１  秋田市河辺和田＊ 大仙市刈和野＊ 大仙市高梨＊
山形県  震度１  河北町谷地 米沢市林泉寺＊
茨城県  震度１  水戸市金町 水戸市千波町＊ 水戸市中央＊
          水戸市内原町＊ 笠間市中央＊ 笠間市下郷＊
          笠間市石井＊ ひたちなか市東石川＊ 東海村東海＊
          大子町池田＊ 常陸大宮市北町＊ 常陸大宮市野口＊
          常陸大宮市山方＊ 城里町石塚＊ 小美玉市小川＊
          小美玉市堅倉＊ 小美玉市上玉里＊ 土浦市常名
          土浦市下高津＊ 土浦市藤沢＊ 茨城古河市仁連＊
          石岡市柿岡 結城市結城＊ 取手市寺田＊
          つくば市天王台＊ つくば市苅間＊ 美浦村受領＊
          坂東市岩井 坂東市山＊ 筑西市舟生
          筑西市海老ヶ島＊ かすみがうら市上土田＊
          かすみがうら市大和田＊ 桜川市岩瀬＊
          桜川市真壁＊ 桜川市羽田＊ 鉾田市汲上＊
栃木県  震度１  大田原市湯津上＊ 那須町寺子＊ 宇都宮市明保野町
          足利市大正町＊ 鹿沼市今宮町＊ 小山市神鳥谷＊
          真岡市石島＊ 益子町益子 芳賀町祖母井＊
          高根沢町石末＊ 那須烏山市中央
群馬県  震度１  前橋市粕川町＊ 桐生市黒保根町＊
          伊勢崎市今泉町＊ 太田市粕川町＊ 渋川市赤城町＊
          群馬明和町新里＊ 群馬千代田町赤岩＊
          大泉町日の出＊ 邑楽町中野＊
埼玉県  震度１  熊谷市大里＊ 熊谷市江南＊ 加須市大利根＊
          東松山市松葉町＊ 深谷市川本＊ 久喜市下早見
          久喜市青葉＊ 埼玉美里町木部＊ 春日部市金崎＊
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          春日部市谷原新田＊ 宮代町笠原＊
          さいたま中央区下落合＊

この地震による津波の心配はありません。

市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがありま
す。 

地震情報の解説へ
地震資料のページへ
過去の地震のデータベース等へ
推計震度分布図のページへ（震度５弱以上を観測した場合に発表）

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）
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地図をクリックすると拡大できます。 説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報
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地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

岩手県  震度２  盛岡市玉山区薮川＊
     震度１  宮古市区界＊ 大船渡市大船渡町
          陸前高田市高田町＊ 釜石市中妻町＊ 盛岡市山王町
          盛岡市玉山区渋民＊ 滝沢村鵜飼＊ 八幡平市大更
          八幡平市田頭＊ 矢巾町南矢幅＊ 花巻市大迫町
          花巻市石鳥谷町＊ 北上市柳原町 北上市相去町＊
          遠野市青笹町＊ 遠野市宮守町＊ 一関市竹山町＊
          一関市花泉町＊ 一関市千厩町＊ 一関市東山町＊
          一関市室根町＊ 一関市藤沢町＊ 金ケ崎町西根＊
          平泉町平泉＊ 奥州市水沢区佐倉河＊
          奥州市江刺区＊ 奥州市前沢区＊ 奥州市胆沢区＊
          奥州市衣川区＊
宮城県  震度２  涌谷町新町 岩沼市桜＊ 丸森町鳥屋＊
          石巻市桃生町＊

ブラウザの更新ボタンをクリックし

て最新の情報をお使いください。

 気象警報・注意報

 気象情報

 海上警報

 台風情報

 洪水予報

 土砂災害警戒情報

 竜巻注意情報

 津波警報・注意報、津波情報、

津波予報

 地震情報

 東海地震関連情報

 噴火警報・予報

 天気予報

 週間天気予報

 海上予報

 季節予報 / 異常天候早期警戒情

報

 天気分布予報 / 時系列予報

 解析雨量・降水短時間予報

 天気図

 レーダー・ナウキャスト(降

水・雷・竜巻)

 気象衛星

 アメダス 地図形式 / 表形式

 空港の気象

 ウィンドプロファイラ（上空の

風）

 黄砂情報 実況図 / 予測図

 紫外線情報

 潮位観測情報

 波浪観測情報
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     震度１  気仙沼市赤岩 気仙沼市笹が陣＊ 気仙沼市唐桑町＊
          宮城加美町中新田＊ 色麻町四竈＊ 栗原市栗駒
          栗原市築館＊ 栗原市若柳＊ 栗原市花山＊
          栗原市一迫＊ 栗原市志波姫＊ 登米市中田町
          登米市東和町＊ 登米市登米町＊ 登米市米山町＊
          登米市南方町＊ 登米市迫町＊ 南三陸町志津川
          南三陸町歌津＊ 宮城美里町北浦＊
          宮城美里町木間塚＊ 大崎市古川三日町
          大崎市古川大崎 大崎市古川北町＊ 大崎市松山＊
          大崎市鹿島台＊ 大崎市岩出山＊ 大崎市田尻＊
          白石市亘理町＊ 仙台空港 名取市増田＊
          角田市角田＊ 蔵王町円田＊ 大河原町新南＊
          村田町村田＊ 柴田町船岡 宮城川崎町前川＊
          丸森町上滝 亘理町下小路＊ 山元町浅生原＊
          仙台青葉区大倉 仙台青葉区雨宮＊
          仙台宮城野区五輪 仙台宮城野区苦竹＊
          仙台若林区遠見塚＊ 仙台太白区山田＊
          仙台泉区将監＊ 石巻市泉町 石巻市小渕浜
          石巻市前谷地＊ 東松島市矢本＊ 東松島市小野＊
          松島町高城 利府町利府＊ 大和町吉岡＊
          大衡村大衡＊ 女川町鷲神浜＊
福島県  震度２  田村市都路町＊ いわき市三和町 浪江町幾世橋
     震度１  福島市松木町 福島市桜木町＊ 郡山市朝日
          郡山市湖南町＊ 白河市郭内 白河市新白河＊
          須賀川市八幡山＊ 須賀川市岩瀬支所＊
          二本松市油井＊ 二本松市針道＊ 天栄村下松本＊
          棚倉町棚倉中居野 玉川村小高＊ 平田村永田＊
          浅川町浅川＊ 古殿町松川新桑原＊ 田村市船引町
          田村市大越町＊ 田村市常葉町＊
          福島伊達市梁川町＊ 福島伊達市霊山町＊
          福島伊達市月舘町＊ 本宮市本宮＊
          いわき市平四ツ波＊ 相馬市中村＊
          福島広野町下北迫大谷地原＊ 楢葉町北田＊
          富岡町本岡＊ 川内村上川内早渡＊
          新地町谷地小屋＊ 飯舘村伊丹沢＊
          南相馬市原町区三島町 南相馬市原町区高見町＊
          南相馬市鹿島区＊
北海道  震度１  江別市緑町＊ 函館市泊町＊ 函館市新浜町＊
          浦河町潮見 浦河町築地＊ 足寄町上螺湾
          釧路市幸町 白糠町西１条＊ 別海町常盤
          根室市落石東＊
青森県  震度１  八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷区＊
          七戸町森ノ上＊ 六戸町犬落瀬＊ 東北町上北南＊
          五戸町古舘 青森南部町平＊ 青森南部町苫米地＊
          階上町道仏＊ おいらせ町中下田＊
          東通村砂子又沢内＊
秋田県  震度１  秋田市河辺和田＊ 大仙市刈和野＊ 大仙市高梨＊
山形県  震度１  河北町谷地 米沢市林泉寺＊
茨城県  震度１  水戸市金町 水戸市千波町＊ 水戸市中央＊
          水戸市内原町＊ 笠間市中央＊ 笠間市下郷＊
          笠間市石井＊ ひたちなか市東石川＊ 東海村東海＊
          大子町池田＊ 常陸大宮市北町＊ 常陸大宮市野口＊
          常陸大宮市山方＊ 城里町石塚＊ 小美玉市小川＊
          小美玉市堅倉＊ 小美玉市上玉里＊ 土浦市常名
          土浦市下高津＊ 土浦市藤沢＊ 茨城古河市仁連＊
          石岡市柿岡 結城市結城＊ 取手市寺田＊
          つくば市天王台＊ つくば市苅間＊ 美浦村受領＊
          坂東市岩井 坂東市山＊ 筑西市舟生
          筑西市海老ヶ島＊ かすみがうら市上土田＊
          かすみがうら市大和田＊ 桜川市岩瀬＊
          桜川市真壁＊ 桜川市羽田＊ 鉾田市汲上＊
栃木県  震度１  大田原市湯津上＊ 那須町寺子＊ 宇都宮市明保野町
          足利市大正町＊ 鹿沼市今宮町＊ 小山市神鳥谷＊
          真岡市石島＊ 益子町益子 芳賀町祖母井＊
          高根沢町石末＊ 那須烏山市中央
群馬県  震度１  前橋市粕川町＊ 桐生市黒保根町＊
          伊勢崎市今泉町＊ 太田市粕川町＊ 渋川市赤城町＊
          群馬明和町新里＊ 群馬千代田町赤岩＊
          大泉町日の出＊ 邑楽町中野＊
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埼玉県  震度１  熊谷市大里＊ 熊谷市江南＊ 加須市大利根＊
          東松山市松葉町＊ 深谷市川本＊ 久喜市下早見
          久喜市青葉＊ 埼玉美里町木部＊ 春日部市金崎＊
          春日部市谷原新田＊ 宮代町笠原＊
          さいたま中央区下落合＊

この地震による津波の心配はありません。

 市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがあり
ます。 

各地の震度情報一覧ページへ戻る
地震情報の解説へ
地震資料のページへ
過去の地震のデータベース等へ
推計震度分布図のページへ（震度５弱以上を観測した場合に発表）

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/index_seisinfo.html
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/seismo.html
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/index.html#data
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/suikei/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#exclusion
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

地図をクリックすると拡大できます。 説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

岩手県  震度２  盛岡市玉山区薮川＊
     震度１  宮古市区界＊ 大船渡市大船渡町
          陸前高田市高田町＊ 釜石市中妻町＊ 盛岡市山王町
          盛岡市玉山区渋民＊ 滝沢村鵜飼＊ 八幡平市大更
          八幡平市田頭＊ 矢巾町南矢幅＊ 花巻市大迫町
          花巻市石鳥谷町＊ 北上市柳原町 北上市相去町＊
          遠野市青笹町＊ 遠野市宮守町＊ 一関市竹山町＊
          一関市花泉町＊ 一関市千厩町＊ 一関市東山町＊
          一関市室根町＊ 一関市藤沢町＊ 金ケ崎町西根＊
          平泉町平泉＊ 奥州市水沢区佐倉河＊
          奥州市江刺区＊ 奥州市前沢区＊ 奥州市胆沢区＊
          奥州市衣川区＊
宮城県  震度２  涌谷町新町 岩沼市桜＊ 丸森町鳥屋＊
          石巻市桃生町＊

ブラウザの更新ボタンをクリックし

て最新の情報をお使いください。

 気象警報・注意報

 気象情報

 海上警報

 台風情報

 洪水予報

 土砂災害警戒情報

 竜巻注意情報

 津波警報・注意報、津波情報、

津波予報

 地震情報

 東海地震関連情報

 噴火警報・予報

 天気予報

 週間天気予報

 海上予報

 季節予報 / 異常天候早期警戒情

報

 天気分布予報 / 時系列予報

 解析雨量・降水短時間予報

 天気図

 レーダー・ナウキャスト(降

水・雷・竜巻)

 気象衛星

 アメダス 地図形式 / 表形式

 空港の気象

 ウィンドプロファイラ（上空の

風）

 黄砂情報 実況図 / 予測図

 紫外線情報

 潮位観測情報

 波浪観測情報
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     震度１  気仙沼市赤岩 気仙沼市笹が陣＊ 気仙沼市唐桑町＊
          宮城加美町中新田＊ 色麻町四竈＊ 栗原市栗駒
          栗原市築館＊ 栗原市若柳＊ 栗原市花山＊
          栗原市一迫＊ 栗原市志波姫＊ 登米市中田町
          登米市東和町＊ 登米市登米町＊ 登米市米山町＊
          登米市南方町＊ 登米市迫町＊ 南三陸町志津川
          南三陸町歌津＊ 宮城美里町北浦＊
          宮城美里町木間塚＊ 大崎市古川三日町
          大崎市古川大崎 大崎市古川北町＊ 大崎市松山＊
          大崎市鹿島台＊ 大崎市岩出山＊ 大崎市田尻＊
          白石市亘理町＊ 仙台空港 名取市増田＊
          角田市角田＊ 蔵王町円田＊ 大河原町新南＊
          村田町村田＊ 柴田町船岡 宮城川崎町前川＊
          丸森町上滝 亘理町下小路＊ 山元町浅生原＊
          仙台青葉区大倉 仙台青葉区雨宮＊
          仙台宮城野区五輪 仙台宮城野区苦竹＊
          仙台若林区遠見塚＊ 仙台太白区山田＊
          仙台泉区将監＊ 石巻市泉町 石巻市小渕浜
          石巻市前谷地＊ 東松島市矢本＊ 東松島市小野＊
          松島町高城 利府町利府＊ 大和町吉岡＊
          大衡村大衡＊ 女川町鷲神浜＊
福島県  震度２  田村市都路町＊ いわき市三和町 浪江町幾世橋
     震度１  福島市松木町 福島市桜木町＊ 郡山市朝日
          郡山市湖南町＊ 白河市郭内 白河市新白河＊
          須賀川市八幡山＊ 須賀川市岩瀬支所＊
          二本松市油井＊ 二本松市針道＊ 天栄村下松本＊
          棚倉町棚倉中居野 玉川村小高＊ 平田村永田＊
          浅川町浅川＊ 古殿町松川新桑原＊ 田村市船引町
          田村市大越町＊ 田村市常葉町＊
          福島伊達市梁川町＊ 福島伊達市霊山町＊
          福島伊達市月舘町＊ 本宮市本宮＊
          いわき市平四ツ波＊ 相馬市中村＊
          福島広野町下北迫大谷地原＊ 楢葉町北田＊
          富岡町本岡＊ 川内村上川内早渡＊
          新地町谷地小屋＊ 飯舘村伊丹沢＊
          南相馬市原町区三島町 南相馬市原町区高見町＊
          南相馬市鹿島区＊
北海道  震度１  江別市緑町＊ 函館市泊町＊ 函館市新浜町＊
          浦河町潮見 浦河町築地＊ 足寄町上螺湾
          釧路市幸町 白糠町西１条＊ 別海町常盤
          根室市落石東＊
青森県  震度１  八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷区＊
          七戸町森ノ上＊ 六戸町犬落瀬＊ 東北町上北南＊
          五戸町古舘 青森南部町平＊ 青森南部町苫米地＊
          階上町道仏＊ おいらせ町中下田＊
          東通村砂子又沢内＊
秋田県  震度１  秋田市河辺和田＊ 大仙市刈和野＊ 大仙市高梨＊
山形県  震度１  河北町谷地 米沢市林泉寺＊
茨城県  震度１  水戸市金町 水戸市千波町＊ 水戸市中央＊
          水戸市内原町＊ 笠間市中央＊ 笠間市下郷＊
          笠間市石井＊ ひたちなか市東石川＊ 東海村東海＊
          大子町池田＊ 常陸大宮市北町＊ 常陸大宮市野口＊
          常陸大宮市山方＊ 城里町石塚＊ 小美玉市小川＊
          小美玉市堅倉＊ 小美玉市上玉里＊ 土浦市常名
          土浦市下高津＊ 土浦市藤沢＊ 茨城古河市仁連＊
          石岡市柿岡 結城市結城＊ 取手市寺田＊
          つくば市天王台＊ つくば市苅間＊ 美浦村受領＊
          坂東市岩井 坂東市山＊ 筑西市舟生
          筑西市海老ヶ島＊ かすみがうら市上土田＊
          かすみがうら市大和田＊ 桜川市岩瀬＊
          桜川市真壁＊ 桜川市羽田＊ 鉾田市汲上＊
栃木県  震度１  大田原市湯津上＊ 那須町寺子＊ 宇都宮市明保野町
          足利市大正町＊ 鹿沼市今宮町＊ 小山市神鳥谷＊
          真岡市石島＊ 益子町益子 芳賀町祖母井＊
          高根沢町石末＊ 那須烏山市中央
群馬県  震度１  前橋市粕川町＊ 桐生市黒保根町＊
          伊勢崎市今泉町＊ 太田市粕川町＊ 渋川市赤城町＊
          群馬明和町新里＊ 群馬千代田町赤岩＊
          大泉町日の出＊ 邑楽町中野＊
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埼玉県  震度１  熊谷市大里＊ 熊谷市江南＊ 加須市大利根＊
          東松山市松葉町＊ 深谷市川本＊ 久喜市下早見
          久喜市青葉＊ 埼玉美里町木部＊ 春日部市金崎＊
          春日部市谷原新田＊ 宮代町笠原＊
          さいたま中央区下落合＊

この地震による津波の心配はありません。

 市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがあり
ます。 

各地の震度情報一覧ページへ戻る
地震情報の解説へ
地震資料のページへ
過去の地震のデータベース等へ
推計震度分布図のページへ（震度５弱以上を観測した場合に発表）

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/index_seisinfo.html
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/seismo.html
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/index.html#data
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/suikei/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#exclusion
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

地図をクリックすると拡大できます。 説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

岩手県  震度２  盛岡市玉山区薮川＊
     震度１  宮古市区界＊ 大船渡市大船渡町
          陸前高田市高田町＊ 釜石市中妻町＊ 盛岡市山王町
          盛岡市玉山区渋民＊ 滝沢村鵜飼＊ 八幡平市大更
          八幡平市田頭＊ 矢巾町南矢幅＊ 花巻市大迫町
          花巻市石鳥谷町＊ 北上市柳原町 北上市相去町＊
          遠野市青笹町＊ 遠野市宮守町＊ 一関市竹山町＊
          一関市花泉町＊ 一関市千厩町＊ 一関市東山町＊
          一関市室根町＊ 一関市藤沢町＊ 金ケ崎町西根＊
          平泉町平泉＊ 奥州市水沢区佐倉河＊
          奥州市江刺区＊ 奥州市前沢区＊ 奥州市胆沢区＊
          奥州市衣川区＊
宮城県  震度２  涌谷町新町 岩沼市桜＊ 丸森町鳥屋＊
          石巻市桃生町＊

ブラウザの更新ボタンをクリックし

て最新の情報をお使いください。

 気象警報・注意報

 気象情報

 海上警報

 台風情報

 洪水予報

 土砂災害警戒情報

 竜巻注意情報

 津波警報・注意報、津波情報、

津波予報

 地震情報

 東海地震関連情報

 噴火警報・予報

 天気予報

 週間天気予報

 海上予報

 季節予報 / 異常天候早期警戒情

報

 天気分布予報 / 時系列予報

 解析雨量・降水短時間予報

 天気図

 レーダー・ナウキャスト(降

水・雷・竜巻)

 気象衛星

 アメダス 地図形式 / 表形式

 空港の気象

 ウィンドプロファイラ（上空の

風）

 黄砂情報 実況図 / 予測図

 紫外線情報

 潮位観測情報

 波浪観測情報
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     震度１  気仙沼市赤岩 気仙沼市笹が陣＊ 気仙沼市唐桑町＊
          宮城加美町中新田＊ 色麻町四竈＊ 栗原市栗駒
          栗原市築館＊ 栗原市若柳＊ 栗原市花山＊
          栗原市一迫＊ 栗原市志波姫＊ 登米市中田町
          登米市東和町＊ 登米市登米町＊ 登米市米山町＊
          登米市南方町＊ 登米市迫町＊ 南三陸町志津川
          南三陸町歌津＊ 宮城美里町北浦＊
          宮城美里町木間塚＊ 大崎市古川三日町
          大崎市古川大崎 大崎市古川北町＊ 大崎市松山＊
          大崎市鹿島台＊ 大崎市岩出山＊ 大崎市田尻＊
          白石市亘理町＊ 仙台空港 名取市増田＊
          角田市角田＊ 蔵王町円田＊ 大河原町新南＊
          村田町村田＊ 柴田町船岡 宮城川崎町前川＊
          丸森町上滝 亘理町下小路＊ 山元町浅生原＊
          仙台青葉区大倉 仙台青葉区雨宮＊
          仙台宮城野区五輪 仙台宮城野区苦竹＊
          仙台若林区遠見塚＊ 仙台太白区山田＊
          仙台泉区将監＊ 石巻市泉町 石巻市小渕浜
          石巻市前谷地＊ 東松島市矢本＊ 東松島市小野＊
          松島町高城 利府町利府＊ 大和町吉岡＊
          大衡村大衡＊ 女川町鷲神浜＊
福島県  震度２  田村市都路町＊ いわき市三和町 浪江町幾世橋
     震度１  福島市松木町 福島市桜木町＊ 郡山市朝日
          郡山市湖南町＊ 白河市郭内 白河市新白河＊
          須賀川市八幡山＊ 須賀川市岩瀬支所＊
          二本松市油井＊ 二本松市針道＊ 天栄村下松本＊
          棚倉町棚倉中居野 玉川村小高＊ 平田村永田＊
          浅川町浅川＊ 古殿町松川新桑原＊ 田村市船引町
          田村市大越町＊ 田村市常葉町＊
          福島伊達市梁川町＊ 福島伊達市霊山町＊
          福島伊達市月舘町＊ 本宮市本宮＊
          いわき市平四ツ波＊ 相馬市中村＊
          福島広野町下北迫大谷地原＊ 楢葉町北田＊
          富岡町本岡＊ 川内村上川内早渡＊
          新地町谷地小屋＊ 飯舘村伊丹沢＊
          南相馬市原町区三島町 南相馬市原町区高見町＊
          南相馬市鹿島区＊
北海道  震度１  江別市緑町＊ 函館市泊町＊ 函館市新浜町＊
          浦河町潮見 浦河町築地＊ 足寄町上螺湾
          釧路市幸町 白糠町西１条＊ 別海町常盤
          根室市落石東＊
青森県  震度１  八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷区＊
          七戸町森ノ上＊ 六戸町犬落瀬＊ 東北町上北南＊
          五戸町古舘 青森南部町平＊ 青森南部町苫米地＊
          階上町道仏＊ おいらせ町中下田＊
          東通村砂子又沢内＊
秋田県  震度１  秋田市河辺和田＊ 大仙市刈和野＊ 大仙市高梨＊
山形県  震度１  河北町谷地 米沢市林泉寺＊
茨城県  震度１  水戸市金町 水戸市千波町＊ 水戸市中央＊
          水戸市内原町＊ 笠間市中央＊ 笠間市下郷＊
          笠間市石井＊ ひたちなか市東石川＊ 東海村東海＊
          大子町池田＊ 常陸大宮市北町＊ 常陸大宮市野口＊
          常陸大宮市山方＊ 城里町石塚＊ 小美玉市小川＊
          小美玉市堅倉＊ 小美玉市上玉里＊ 土浦市常名
          土浦市下高津＊ 土浦市藤沢＊ 茨城古河市仁連＊
          石岡市柿岡 結城市結城＊ 取手市寺田＊
          つくば市天王台＊ つくば市苅間＊ 美浦村受領＊
          坂東市岩井 坂東市山＊ 筑西市舟生
          筑西市海老ヶ島＊ かすみがうら市上土田＊
          かすみがうら市大和田＊ 桜川市岩瀬＊
          桜川市真壁＊ 桜川市羽田＊ 鉾田市汲上＊
栃木県  震度１  大田原市湯津上＊ 那須町寺子＊ 宇都宮市明保野町
          足利市大正町＊ 鹿沼市今宮町＊ 小山市神鳥谷＊
          真岡市石島＊ 益子町益子 芳賀町祖母井＊
          高根沢町石末＊ 那須烏山市中央
群馬県  震度１  前橋市粕川町＊ 桐生市黒保根町＊
          伊勢崎市今泉町＊ 太田市粕川町＊ 渋川市赤城町＊
          群馬明和町新里＊ 群馬千代田町赤岩＊
          大泉町日の出＊ 邑楽町中野＊



気象庁｜地震情報
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埼玉県  震度１  熊谷市大里＊ 熊谷市江南＊ 加須市大利根＊
          東松山市松葉町＊ 深谷市川本＊ 久喜市下早見
          久喜市青葉＊ 埼玉美里町木部＊ 春日部市金崎＊
          春日部市谷原新田＊ 宮代町笠原＊
          さいたま中央区下落合＊

この地震による津波の心配はありません。

 市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがあり
ます。 

各地の震度情報一覧ページへ戻る
地震情報の解説へ
地震資料のページへ
過去の地震のデータベース等へ
推計震度分布図のページへ（震度５弱以上を観測した場合に発表）

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/index_seisinfo.html
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

 

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

北海道  震度１  江別市緑町＊ 函館市泊町＊ 函館市新浜町＊
          浦河町潮見 浦河町築地＊ 足寄町上螺湾
          釧路市幸町 白糠町西１条＊ 別海町常盤
          根室市落石東＊

この地震による津波の心配はありません。

 市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがあり
ます。 

ブラウザの更新ボタンをクリックし
て最新の情報をお使いください。

 気象警報・注意報
 気象情報
 海上警報
 台風情報
 洪水予報
 土砂災害警戒情報
 竜巻注意情報
 津波警報・注意報、津波情報、

津波予報
 地震情報
 東海地震関連情報
 噴火警報・予報
 天気予報
 週間天気予報
 海上予報
 季節予報 / 異常天候早期警戒情

報
 天気分布予報 / 時系列予報
 解析雨量・降水短時間予報
 天気図
 レーダー・ナウキャスト(降水・

雷・竜巻)

 気象衛星
 アメダス 地図形式 / 表形式
 空港の気象
 ウィンドプロファイラ（上空の

風）
 黄砂情報 実況図 / 予測図
 紫外線情報
 潮位観測情報
 波浪観測情報
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各地の震度情報一覧ページへ戻る
地震情報の解説へ
地震資料のページへ
過去の地震のデータベース等へ
推計震度分布図のページへ（震度５弱以上を観測した場合に発表）

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/index_seisinfo.html
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http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/index.html#data
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

 

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

北海道  震度１  江別市緑町＊ 函館市泊町＊ 函館市新浜町＊
          浦河町潮見 浦河町築地＊ 足寄町上螺湾
          釧路市幸町 白糠町西１条＊ 別海町常盤
          根室市落石東＊

この地震による津波の心配はありません。

 市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがあり
ます。 

ブラウザの更新ボタンをクリックし
て最新の情報をお使いください。

 気象警報・注意報
 気象情報
 海上警報
 台風情報
 洪水予報
 土砂災害警戒情報
 竜巻注意情報
 津波警報・注意報、津波情報、

津波予報
 地震情報
 東海地震関連情報
 噴火警報・予報
 天気予報
 週間天気予報
 海上予報
 季節予報 / 異常天候早期警戒情

報
 天気分布予報 / 時系列予報
 解析雨量・降水短時間予報
 天気図
 レーダー・ナウキャスト(降水・

雷・竜巻)

 気象衛星
 アメダス 地図形式 / 表形式
 空港の気象
 ウィンドプロファイラ（上空の

風）
 黄砂情報 実況図 / 予測図
 紫外線情報
 潮位観測情報
 波浪観測情報
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各地の震度情報一覧ページへ戻る
地震情報の解説へ
地震資料のページへ
過去の地震のデータベース等へ
推計震度分布図のページへ（震度５弱以上を観測した場合に発表）

このページのトップへ

著作権・リンク・個人情報保護 | 利用上の注意について（免責事項）
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

 

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

青森県  震度１  八戸市湊町 八戸市内丸＊ 八戸市南郷区＊
          七戸町森ノ上＊ 六戸町犬落瀬＊ 東北町上北南＊
          五戸町古舘 青森南部町平＊ 青森南部町苫米地＊
          階上町道仏＊ おいらせ町中下田＊
          東通村砂子又沢内＊

この地震による津波の心配はありません。

 市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがあり
ます。 

ブラウザの更新ボタンをクリックし
て最新の情報をお使いください。

 気象警報・注意報
 気象情報
 海上警報
 台風情報
 洪水予報
 土砂災害警戒情報
 竜巻注意情報
 津波警報・注意報、津波情報、

津波予報
 地震情報
 東海地震関連情報
 噴火警報・予報
 天気予報
 週間天気予報
 海上予報
 季節予報 / 異常天候早期警戒情

報
 天気分布予報 / 時系列予報
 解析雨量・降水短時間予報
 天気図
 レーダー・ナウキャスト(降水・

雷・竜巻)

 気象衛星
 アメダス 地図形式 / 表形式
 空港の気象
 ウィンドプロファイラ（上空の

風）
 黄砂情報 実況図 / 予測図
 紫外線情報
 潮位観測情報
 波浪観測情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

 

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

秋田県  震度１  秋田市河辺和田＊ 大仙市刈和野＊ 大仙市高梨＊

この地震による津波の心配はありません。

 市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがあり
ます。 

各地の震度情報一覧ページへ戻る
地震情報の解説へ
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

 

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

山形県  震度１  河北町谷地 米沢市林泉寺＊

この地震による津波の心配はありません。

 市町村合併から暫くの期間は、合併前の市町村名称で震度情報が発表されることがあり
ます。 

各地の震度情報一覧ページへ戻る
地震情報の解説へ
地震資料のページへ

ブラウザの更新ボタンをクリックし
て最新の情報をお使いください。
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 気象情報
 海上警報
 台風情報
 洪水予報
 土砂災害警戒情報
 竜巻注意情報
 津波警報・注意報、津波情報、

津波予報
 地震情報
 東海地震関連情報
 噴火警報・予報
 天気予報
 週間天気予報
 海上予報
 季節予報 / 異常天候早期警戒情
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 天気分布予報 / 時系列予報
 解析雨量・降水短時間予報
 天気図
 レーダー・ナウキャスト(降水・

雷・竜巻)

 気象衛星
 アメダス 地図形式 / 表形式
 空港の気象
 ウィンドプロファイラ（上空の

風）
 黄砂情報 実況図 / 予測図
 紫外線情報
 潮位観測情報
 波浪観測情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

説明へ

ホーム > 防災気象情報 > 地震情報

ホ ー ム 防 災 気 象 情 報 気 象 統 計 情 報 気 象 等 の 知 識 気 象 庁 に つ い て 案 内 ・ 申 請 ・ リ ン ク

地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

 

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

福島県  震度２  田村市都路町＊ いわき市三和町 浪江町幾世橋
     震度１  福島市松木町 福島市桜木町＊ 郡山市朝日
          郡山市湖南町＊ 白河市郭内 白河市新白河＊
          須賀川市八幡山＊ 須賀川市岩瀬支所＊
          二本松市油井＊ 二本松市針道＊ 天栄村下松本＊
          棚倉町棚倉中居野 玉川村小高＊ 平田村永田＊
          浅川町浅川＊ 古殿町松川新桑原＊ 田村市船引町
          田村市大越町＊ 田村市常葉町＊
          福島伊達市梁川町＊ 福島伊達市霊山町＊
          福島伊達市月舘町＊ 本宮市本宮＊
          いわき市平四ツ波＊ 相馬市中村＊
          福島広野町下北迫大谷地原＊ 楢葉町北田＊
          富岡町本岡＊ 川内村上川内早渡＊

ブラウザの更新ボタンをクリックし
て最新の情報をお使いください。
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          新地町谷地小屋＊ 飯舘村伊丹沢＊
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地震情報（各地の震度に関する情報）
最近一週間の地震情報が選択できます。

     

【各地の震度に関する情報】震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）の情報

 

平成24年11月05日13時37分 気象庁発表
05日13時30分頃地震がありました。
震源地は三陸沖 （ 北緯37.9度、東経143.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は5.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

岩手県  震度２  盛岡市玉山区薮川＊
     震度１  宮古市区界＊ 大船渡市大船渡町
          陸前高田市高田町＊ 釜石市中妻町＊ 盛岡市山王町
          盛岡市玉山区渋民＊ 滝沢村鵜飼＊ 八幡平市大更
          八幡平市田頭＊ 矢巾町南矢幅＊ 花巻市大迫町
          花巻市石鳥谷町＊ 北上市柳原町 北上市相去町＊
          遠野市青笹町＊ 遠野市宮守町＊ 一関市竹山町＊
          一関市花泉町＊ 一関市千厩町＊ 一関市東山町＊
          一関市室根町＊ 一関市藤沢町＊ 金ケ崎町西根＊
          平泉町平泉＊ 奥州市水沢区佐倉河＊
          奥州市江刺区＊ 奥州市前沢区＊ 奥州市胆沢区＊
          奥州市衣川区＊

ブラウザの更新ボタンをクリックし
て最新の情報をお使いください。
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