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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

各地の震度に関する情報
情報発表日時 発生日時 震央地名 マグニ

チュード
最大震

度
平成２５年０１月０７日１５時５３分 ７日１５時４９分頃 与那国島近海 Ｍ５．５ 震度３
平成２５年０１月０７日１５時００分 ７日１４時５５分頃 千葉県東方沖 Ｍ４．１ 震度１
平成２５年０１月０７日１１時４５分 ７日１１時４０分頃 岩手県沿岸北部 Ｍ３．４ 震度１
平成２５年０１月０７日０７時１３分 ７日０７時０８分頃 栃木県南部 Ｍ４．０ 震度１
平成２５年０１月０７日０６時０３分 ７日０５時５８分頃 和歌山県北部 Ｍ２．４ 震度１
平成２５年０１月０６日１７時１６分 ６日１７時１１分頃 福島県沖 Ｍ４．６ 震度２
平成２５年０１月０６日１４時２２分 ６日１４時１７分頃 宮崎県南部山沿い Ｍ２．０ 震度１
平成２５年０１月０６日１１時３７分 ６日１１時３２分頃 千葉県東方沖 Ｍ４．５ 震度１
平成２５年０１月０６日０７時０９分 ６日０７時０４分頃 北海道東方沖 Ｍ４．５ 震度２
平成２５年０１月０６日０１時５２分 ６日０１時４７分頃 宮城県沖 Ｍ４．０ 震度２
平成２５年０１月０５日１３時１７分 ５日１３時１２分頃 奄美大島北西沖 Ｍ５．０ 震度２
平成２５年０１月０５日０９時５４分 ５日０９時５０分頃 和歌山県北部 Ｍ４．１ 震度３
平成２５年０１月０４日２３時１３分 ４日２３時０８分頃 宮城県沖 Ｍ３．３ 震度１
平成２５年０１月０４日２２時５７分 ４日２２時５３分頃 福島県沖 Ｍ４．６ 震度３
平成２５年０１月０４日１５時３１分 ４日１５時２６分頃 福岡県筑後地方 Ｍ２．５ 震度１
平成２５年０１月０４日１３時４８分 ４日１３時４２分頃 千葉県東方沖 Ｍ４．５ 震度２
平成２５年０１月０４日１２時３５分 ４日１２時３０分頃 台湾付近 Ｍ５．０ 震度１
平成２５年０１月０４日１０時３７分 ４日１０時３２分頃 宮城県沖 Ｍ３．３ 震度１
平成２５年０１月０４日０６時２０分 ４日０６時１５分頃 新潟県中越地方 Ｍ２．３ 震度２
平成２５年０１月０４日０５時２６分 ４日０５時２１分頃 根室半島南東沖 Ｍ３．５ 震度１
平成２５年０１月０４日０５時１８分 ４日０５時１３分頃 静岡県東部 Ｍ２．５ 震度２
平成２５年０１月０４日０５時１５分 ４日０５時１０分頃 大隅半島東方沖 Ｍ３．６ 震度１
平成２５年０１月０４日０４時１９分 ４日０４時１４分頃 宮城県沖 Ｍ３．２ 震度１
平成２５年０１月０４日０３時３９分 ４日０３時３４分頃 茨城県南部 Ｍ３．０ 震度１
平成２５年０１月０４日０３時２６分 ４日０３時２１分頃 茨城県北部 Ｍ２．９ 震度１
平成２５年０１月０４日０２時５９分 ４日０２時５４分頃 沖縄本島近海 Ｍ３．６ 震度１
平成２５年０１月０３日２３時０１分 ３日２２時５６分頃 岩手県沖 Ｍ３．８ 震度２

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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平成２５年０１月０３日２１時４６分 ３日２１時４１分頃 宮城県沖 Ｍ３．１ 震度１
平成２５年０１月０３日２０時１９分 ３日２０時１４分頃 留萌地方中北部 Ｍ４．７ 震度３
平成２５年０１月０３日１５時２３分 ３日１５時１８分頃 宮城県沖 Ｍ３．８ 震度１
平成２５年０１月０３日１４時３３分 ３日１４時２８分頃 岩手県沖 Ｍ４．４ 震度１
平成２５年０１月０３日０５時０１分 ３日０４時５６分頃 福島県中通り Ｍ３．８ 震度２
平成２５年０１月０３日００時２９分 ３日００時２４分頃 茨城県北部 Ｍ３．２ 震度１
平成２５年０１月０２日２３時３５分 ２日２３時３０分頃 千葉県南部 Ｍ２．７ 震度１
平成２５年０１月０２日２１時２１分 ２日２１時１６分頃 新潟県中越地方 Ｍ２．４ 震度２
平成２５年０１月０２日２１時０５分 ２日２１時００分頃 日高地方東部 Ｍ４．３ 震度２
平成２５年０１月０２日１８時４７分 ２日１８時４２分頃 岩手県沖 Ｍ３．７ 震度１
平成２５年０１月０２日１５時２１分 ２日１５時１６分頃 千葉県東方沖 Ｍ４．２ 震度１
平成２５年０１月０２日０４時００分 ２日０３時５５分頃 岩手県沿岸北部 Ｍ３．１ 震度２
平成２５年０１月０１日２２時１５分 １日２２時１０分頃 宮城県沖 Ｍ３．５ 震度１
平成２５年０１月０１日１８時２４分 １日１８時１９分頃 沖縄本島近海 Ｍ４．０ 震度１
平成２５年０１月０１日１２時３６分 １日１２時３２分頃 青森県東方沖 Ｍ３．９ 震度３
平成２５年０１月０１日０５時４１分 １日０５時３６分頃 岩手県沖 Ｍ３．６ 震度１
平成２４年１２月３１日２３時０９分 ３１日２３時０４分頃 千葉県東方沖 Ｍ２．８ 震度１

※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。 

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

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25年01月07日15時53分 気象庁発表
07日15時49分頃地震がありました。
震源地は与那国島近海 （ 北緯24.5度、東経122.9度）で震源の
深さは約70km、地震の規模（マグニチュード）は5.5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。

沖縄県  震度３  与那国町久部良 与那国町役場＊ 竹富町船浮
     震度２  石垣市登野城 石垣市平久保 石垣市新栄町＊
          石垣市美崎町＊ 与那国町祖納 竹富町大原
          竹富町黒島 竹富町波照間 竹富町上原＊
     震度１  多良間村塩川 石垣市新川 石垣市伊原間＊

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。
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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

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25年01月07日15時00分 気象庁発表
07日14時55分頃地震がありました。
震源地は千葉県東方沖 （ 北緯35.7度、東経141.1度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は4.1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。

茨城県  震度１  石岡市柿岡 茨城鹿嶋市鉢形 潮来市堀之内
          稲敷市江戸崎甲＊ 稲敷市須賀津＊ 神栖市波崎＊
          鉾田市鉾田 鉾田市汲上＊
千葉県  震度１  銚子市川口町 銚子市若宮町＊ 旭市高生＊
          多古町多古 香取市仁良＊

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。
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 地震情報
 東海地震関連情報
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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

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/index.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_sindo_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singen_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_foreign_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_sonota_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/3/20130107150011391-071455.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/
http://www.jma.go.jp/jp/seawarn/
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
http://www.jma.go.jp/jp/flood/
http://www.jma.go.jp/jp/dosha/
http://www.jma.go.jp/jp/tatsumaki/
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
http://www.jma.go.jp/jp/quake_tokai/
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/
http://www.jma.go.jp/jp/yoho/
http://www.jma.go.jp/jp/week/
http://www.jma.go.jp/jp/seafcst/
http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
http://www.jma.go.jp/jp/mesh20/
http://www.jma.go.jp/jp/jikei/
http://www.jma.go.jp/jp/radame/
http://www.jma.go.jp/jp/g3/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/gms/
http://www.jma.go.jp/jp/amedas/
http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/
http://www.jma.go.jp/jp/kuko/
http://www.jma.go.jp/jp/windpro/
http://www.jma.go.jp/jp/windpro/
http://www.jma.go.jp/jp/kosa/
http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/
http://www.jma.go.jp/jp/uv/
http://www.jma.go.jp/jp/choi/
http://www.jma.go.jp/jp/wave/


気象庁｜地震情報
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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）
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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25年01月07日11時45分 気象庁発表
07日11時40分頃地震がありました。
震源地は岩手県沿岸北部 （ 北緯39.8度、東経141.9度）で震源の
深さは約60km、地震の規模（マグニチュード）は3.4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１  宮古市川井＊ 遠野市青笹町＊

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

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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 洪水予報
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 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
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 天気予報
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 海上予報
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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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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
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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25年01月07日07時13分 気象庁発表
07日07時08分頃地震がありました。
震源地は栃木県南部 （ 北緯36.4度、東経139.6度）で震源の
深さは約130km、地震の規模（マグニチュード）は4.0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。

茨城県  震度１  筑西市舟生
栃木県  震度１  宇都宮市明保野町
群馬県  震度１  桐生市元宿町＊ 太田市西本町＊ 渋川市吹屋＊
          吉岡町下野田＊ 邑楽町中野＊
埼玉県  震度１  熊谷市大里＊ 加須市騎西＊ 加須市大利根＊
          東松山市市ノ川＊ 東松山市松葉町＊ 宮代町笠原＊
          さいたま北区宮原＊
東京都  震度１  東京中野区中野＊ 町田市中町＊ 小平市小川町＊
山梨県  震度１  山梨北杜市長坂町＊

この地震による津波の心配はありません。

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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 天気予報
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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
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 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）
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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25年01月07日06時03分 気象庁発表
07日05時58分頃地震がありました。
震源地は和歌山県北部 （ 北緯34.2度、東経135.2度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は2.4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。

和歌山県 震度１  和歌山市一番丁＊

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

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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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

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25年01月06日17時16分 気象庁発表
06日17時11分頃地震がありました。
震源地は福島県沖 （ 北緯37.5度、東経142.0度）で震源の
深さは約30km、地震の規模（マグニチュード）は4.6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。

宮城県  震度２  名取市増田＊ 蔵王町円田＊ 仙台青葉区作並＊
     震度１  気仙沼市赤岩 宮城加美町中新田＊ 色麻町四竈＊
          涌谷町新町 栗原市栗駒 栗原市築館＊
          栗原市金成＊ 栗原市一迫＊ 登米市中田町
          登米市豊里町＊ 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＊
          大崎市田尻＊ 白石市亘理町＊ 仙台空港
          角田市角田＊ 岩沼市桜＊ 七ヶ宿町関＊
          大河原町新南＊ 村田町村田＊ 柴田町船岡
          宮城川崎町前川＊ 丸森町鳥屋＊ 亘理町下小路＊
          山元町浅生原＊ 仙台青葉区大倉 仙台青葉区落合＊

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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 洪水予報
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津波予報
 地震情報
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 天気予報
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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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          仙台宮城野区五輪 仙台宮城野区苦竹＊
          仙台太白区山田＊ 仙台泉区将監＊ 石巻市小渕浜
          石巻市桃生町＊ 東松島市矢本＊ 松島町高城
          利府町利府＊ 大和町吉岡＊ 富谷町富谷＊
          大衡村大衡＊ 女川町鷲神浜＊
福島県  震度２  川俣町樋ノ口＊ 玉川村小高＊
     震度１  福島市松木町 郡山市朝日 郡山市湖南町＊
          白河市郭内 白河市新白河＊ 白河市東＊
          須賀川市八幡山＊ 須賀川市岩瀬支所＊
          二本松市油井＊ 桑折町東大隅＊ 国見町藤田＊
          天栄村下松本＊ 棚倉町棚倉中居野 石川町下泉＊
          平田村永田＊ 浅川町浅川＊ 小野町小野新町＊
          田村市船引町 田村市大越町＊ 田村市常葉町＊
          田村市都路町＊ 田村市滝根町＊
          福島伊達市前川原＊ 福島伊達市梁川町＊
          福島伊達市保原町＊ 福島伊達市霊山町＊
          本宮市本宮＊ 本宮市白岩＊ いわき市小名浜
          いわき市三和町 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＊ 川内村下川内 川内村上川内小山平＊
          川内村上川内早渡＊ 大熊町野上＊ 浪江町幾世橋
          新地町谷地小屋＊ 飯舘村伊丹沢＊
          南相馬市原町区三島町 南相馬市鹿島区＊
岩手県  震度１  一関市千厩町＊ 一関市室根町＊ 一関市藤沢町＊
山形県  震度１  上山市河崎＊ 山辺町緑ケ丘＊ 中山町長崎＊
          米沢市アルカディア 米沢市林泉寺＊
          南陽市三間通＊ 高畠町高畠＊ 山形川西町上小松＊
茨城県  震度１  高萩市安良川＊ 高萩市下手綱＊ 東海村東海＊
          大子町池田＊ 常陸大宮市野口＊ 常陸大宮市山方＊
          土浦市常名
栃木県  震度１  宇都宮市明保野町 那須烏山市中央

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.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#exclusion


気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月06日14時22分 気象庁発表
06日14時17分頃地震がありました。
震源地は宮崎県南部山沿い （ 北緯32.0度、東経131.0度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は2.0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。

宮崎県  震度１  小林市真方

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

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

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25年01月06日11時37分 気象庁発表
06日11時32分頃地震がありました。
震源地は千葉県東方沖 （ 北緯35.3度、東経141.3度）で震源の
深さは約20km、地震の規模（マグニチュード）は4.5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。

千葉県  震度１  銚子市川口町 銚子市若宮町＊ 勝浦市墨名

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

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
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 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

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25年01月06日07時09分 気象庁発表
06日07時04分頃地震がありました。
震源地は北海道東方沖 （ 北緯43.8度、東経147.0度）で震源の
深さは約80km、地震の規模（マグニチュード）は4.5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２  根室市落石東＊
     震度１  浜中町霧多布＊ 標津町北２条＊ 別海町常盤
          別海町本別海＊ 根室市弥栄 根室市牧の内＊
          根室市珸瑶瑁＊

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

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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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）
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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25年01月06日01時52分 気象庁発表
06日01時47分頃地震がありました。
震源地は宮城県沖 （ 北緯38.9度、東経141.9度）で震源の
深さは約50km、地震の規模（マグニチュード）は4.0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  大船渡市大船渡町 大船渡市猪川町
          陸前高田市高田町＊ 一関市千厩町＊
          一関市室根町＊
     震度１  宮古市川井＊ 山田町八幡町 大船渡市盛町＊
          釜石市只越町 釜石市中妻町＊ 住田町世田米＊
          花巻市大迫町 花巻市石鳥谷町＊
          花巻市大迫総合支所＊ 北上市相去町＊
          遠野市青笹町＊ 遠野市宮守町＊ 一関市大東町
          一関市川崎町＊ 一関市花泉町＊ 一関市東山町＊
          一関市藤沢町＊ 金ケ崎町西根＊ 平泉町平泉＊
          奥州市江刺区＊ 奥州市胆沢区＊
宮城県  震度２  気仙沼市赤岩 気仙沼市笹が陣＊ 気仙沼市唐桑町＊
     震度１  気仙沼市本吉町西川内 気仙沼市本吉町津谷＊
          涌谷町新町 栗原市栗駒 栗原市若柳＊

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

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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          栗原市金成＊ 栗原市瀬峰＊ 登米市中田町
          登米市東和町＊ 登米市石越町＊ 南三陸町志津川
          南三陸町歌津＊ 大崎市古川大崎 大崎市田尻＊
          石巻市泉町 石巻市桃生町＊

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.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#exclusion


気象庁｜地震情報

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20130105131709491-051312.html[2013/01/07 16:13:26]

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25年01月05日13時17分 気象庁発表
05日13時12分頃地震がありました。
震源地は奄美大島北西沖 （ 北緯28.8度、東経128.6度）で震源の
深さは約20km、地震の規模（マグニチュード）は5.0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。

鹿児島県 震度２  奄美市名瀬港町 奄美市笠利町里＊
     震度１  大和村思勝＊ 宇検村湯湾＊ 瀬戸内町西古見
          喜界町滝川 奄美市名瀬幸町＊
          奄美市住用町西仲間＊ 天城町平土野＊

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

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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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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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月05日09時54分 気象庁発表
05日09時50分頃地震がありました。
震源地は和歌山県北部 （ 北緯34.0度、東経135.3度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は4.1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。

和歌山県 震度３  湯浅町湯浅＊
     震度２  海南市日方＊ 和歌山広川町広＊ 日高川町川原河＊
          紀美野町下佐々＊ 有田川町清水＊
          有田川町下津野＊ 有田川町中井原＊
     震度１  和歌山市男野芝丁 和歌山市一番丁＊ 海南市下津＊
          橋本市東家＊ 有田市箕島 有田市初島町＊
          御坊市薗 かつらぎ町丁ノ町＊
          かつらぎ町花園梁瀬＊ 高野町高野山中学校
          高野町役場＊ 和歌山美浜町和田＊
          和歌山日高町高家＊ 由良町里＊
          和歌山印南町印南＊ みなべ町土井 みなべ町芝＊
          日高川町高津尾＊ 日高川町土生＊ 紀の川市粉河
          紀の川市桃山町元＊ 紀の川市貴志川町神戸＊
          紀美野町神野市場＊ 田辺市中辺路町近露

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

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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          田辺市中辺路町栗栖川＊ 田辺市本宮町本宮＊
          田辺市中屋敷町＊ 田辺市龍神村西＊
          新宮市熊野川町日足＊ 古座川町高池
三重県  震度１  尾鷲市南浦＊
大阪府  震度１  大阪岬町深日＊ 千早赤阪村水分＊
奈良県  震度１  吉野町上市＊ 天川村沢谷＊ 十津川村小原＊
          宇陀市大宇陀迫間＊
徳島県  震度１  つるぎ町貞光＊

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.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#exclusion


気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月04日23時13分 気象庁発表
04日23時08分頃地震がありました。
震源地は宮城県沖 （ 北緯38.5度、東経142.1度）で震源の
深さは約40km、地震の規模（マグニチュード）は3.3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。

宮城県  震度１  石巻市小渕浜

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

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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雷・竜巻)

 気象衛星
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 空港の気象
 ウィンドプロファイラ（上空の
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English
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地図をクリックすると拡大できます。 説明へ
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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25年01月04日22時57分 気象庁発表
04日22時53分頃地震がありました。
震源地は福島県沖 （ 北緯36.9度、東経141.4度）で震源の
深さは約70km、地震の規模（マグニチュード）は4.6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３  白河市新白河＊ 天栄村下松本＊ 平田村永田＊
          田村市船引町 田村市大越町＊ 田村市滝根町＊
          川内村上川内早渡＊ 葛尾村落合落合＊
     震度２  福島市松木町 福島市桜木町＊ 福島市五老内町＊
          郡山市朝日 郡山市開成＊ 郡山市湖南町＊
          白河市郭内 白河市八幡小路＊ 白河市東＊
          白河市表郷＊ 白河市大信＊ 須賀川市八幡山＊
          須賀川市長沼支所＊ 須賀川市岩瀬支所＊
          須賀川市牛袋町＊ 二本松市金色＊ 二本松市油井＊
          二本松市針道＊ 国見町藤田＊ 川俣町樋ノ口＊
          大玉村曲藤 大玉村玉井＊ 鏡石町不時沼＊
          西郷村熊倉＊ 泉崎村泉崎＊ 中島村滑津＊
          矢吹町一本木＊ 棚倉町棚倉中居野 石川町下泉＊
          玉川村小高＊ 浅川町浅川＊ 古殿町松川新桑原＊

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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          三春町大町＊ 小野町中通＊ 小野町小野新町＊
          田村市常葉町＊ 田村市都路町＊
          福島伊達市前川原＊ 福島伊達市梁川町＊
          福島伊達市霊山町＊ 本宮市本宮＊ 本宮市白岩＊
          いわき市三和町 いわき市平梅本＊ 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＊ 川内村下川内 川内村上川内小山平＊
          浪江町幾世橋 新地町谷地小屋＊ 飯舘村伊丹沢＊
     震度１  福島市飯野町＊ 桑折町東大隅＊ 天栄村湯本支所＊
          棚倉町棚倉舘ヶ丘＊ 矢祭町東舘下上野内＊
          矢祭町東舘舘本＊ 塙町塙＊ 古殿町松川横川
          福島伊達市保原町＊ 福島伊達市月舘町＊
          いわき市小名浜 いわき市平四ツ波＊
          いわき市錦町＊ 福島広野町下北迫苗代替＊
          大熊町野上＊ 南相馬市原町区三島町
          南相馬市原町区高見町＊ 南相馬市原町区本町＊
          南相馬市鹿島区＊ 喜多方市塩川町＊
          西会津町登世島＊ 磐梯町磐梯＊ 猪苗代町城南
宮城県  震度２  名取市増田＊ 角田市角田＊ 岩沼市桜＊
          蔵王町円田＊ 山元町浅生原＊
     震度１  登米市中田町 南三陸町志津川 宮城美里町木間塚＊
          大崎市古川三日町 大崎市松山＊ 大崎市田尻＊
          白石市亘理町＊ 仙台空港 七ヶ宿町関＊
          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 丸森町鳥屋＊
          亘理町下小路＊ 仙台青葉区大倉 仙台青葉区作並＊
          仙台宮城野区五輪 仙台宮城野区苦竹＊
          仙台若林区遠見塚＊ 仙台泉区将監＊ 石巻市小渕浜
          石巻市桃生町＊ 東松島市小野＊
茨城県  震度２  水戸市千波町＊ 水戸市内原町＊
          日立市助川小学校＊ 日立市役所＊
          日立市十王町友部＊ 常陸太田市高柿町＊
          高萩市安良川＊ 高萩市下手綱＊ 笠間市中央＊
          笠間市石井＊ ひたちなか市南神敷台＊
          東海村東海＊ 大子町池田＊ 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＊
          筑西市門井＊ 行方市山田＊ 桜川市岩瀬＊
          鉾田市汲上＊
     震度１  水戸市金町 水戸市中央＊ 常陸太田市町屋町
          常陸太田市町田町＊ 常陸太田市金井町＊
          北茨城市磯原町＊ 笠間市下郷＊
          ひたちなか市山ノ上町 ひたちなか市東石川＊
          茨城町小堤＊ 大洗町磯浜町＊ 常陸大宮市中富町
          常陸大宮市北町＊ 常陸大宮市高部＊
          常陸大宮市上小瀬＊ 那珂市福田＊ 那珂市瓜連＊
          城里町徳蔵＊ 城里町阿波山＊ 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＊ 石岡市柿岡 石岡市八郷＊
          結城市結城＊ 龍ケ崎市役所＊ 下妻市本城町＊
          下妻市鬼怒＊ 取手市寺田＊ つくば市天王台＊
          つくば市苅間＊ つくば市小茎＊ 茨城鹿嶋市鉢形
          茨城鹿嶋市宮中＊ 潮来市堀之内 潮来市辻＊
          美浦村受領＊ 阿見町中央＊ 八千代町菅谷＊
          五霞町小福田＊ 坂東市山＊ 稲敷市江戸崎甲＊
          稲敷市役所＊ 筑西市舟生 筑西市下中山＊
          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＊ 行方市麻生＊
          桜川市真壁＊ 桜川市羽田＊ 鉾田市鉾田
          鉾田市造谷＊
栃木県  震度２  大田原市湯津上＊ 那須町寺子＊ 宇都宮市明保野町
          益子町益子 市貝町市塙＊ 高根沢町石末＊
          那須烏山市中央
     震度１  日光市瀬川 日光市鬼怒川温泉大原＊
          日光市足尾町中才＊ 日光市芹沼＊
          日光市中鉢石町＊ 日光市今市本町＊
          日光市足尾町松原＊ 大田原市黒羽田町
          那須塩原市鍋掛＊ 那須塩原市共墾社＊
          宇都宮市塙田＊ 宇都宮市旭＊ 宇都宮市中里町＊
          足利市大正町＊ 栃木市旭町 栃木市藤岡町藤岡＊
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          栃木市西方町本城＊ 佐野市中町＊ 佐野市亀井町＊
          鹿沼市晃望台＊ 鹿沼市今宮町＊ 鹿沼市口粟野＊
          小山市神鳥谷＊ 真岡市田町＊ 真岡市荒町＊
          真岡市石島＊ 茂木町茂木＊ 芳賀町祖母井＊
          壬生町通町＊ 岩舟町静＊ 栃木さくら市喜連川＊
          那須烏山市大金＊ 那須烏山市役所＊
          栃木那珂川町馬頭＊ 栃木那珂川町小川＊
          下野市田中＊ 下野市石橋＊ 下野市小金井＊
岩手県  震度１  一関市千厩町＊ 一関市室根町＊
山形県  震度１  上山市河崎＊ 山辺町緑ケ丘＊ 西川町大井沢＊
          米沢市駅前 米沢市アルカディア 米沢市林泉寺＊
          米沢市金池＊ 長井市ままの上＊ 南陽市三間通＊
          高畠町高畠＊ 山形川西町上小松＊ 白鷹町荒砥＊
群馬県  震度１  沼田市西倉内町 沼田市白沢町＊ 沼田市利根町＊
          中之条町小雨＊ 片品村東小川 前橋市堀越町＊
          前橋市粕川町＊ 前橋市富士見町＊ 高崎市高松町＊
          桐生市織姫町 桐生市元宿町＊ 伊勢崎市今泉町＊
          伊勢崎市西久保町＊ 伊勢崎市境＊ 太田市西本町＊
          太田市浜町＊ 太田市粕川町＊ 太田市大原町＊
          渋川市赤城町＊ 渋川市吹屋＊ 吉岡町下野田＊
          板倉町板倉 群馬千代田町赤岩＊ 大泉町日の出＊
          邑楽町中野＊ みどり市笠懸町＊
埼玉県  震度１  熊谷市江南＊ 行田市本丸＊ 行田市南河原＊
          加須市下三俣＊ 加須市大利根＊ 東松山市松葉町＊
          久喜市下早見 滑川町福田＊ 嵐山町杉山＊
          埼玉美里町木部＊ ときがわ町桃木＊
          春日部市金崎＊ 宮代町笠原＊
          さいたま見沼区堀崎＊
千葉県  震度１  香取市佐原平田 香取市佐原諏訪台＊ 成田市花崎町
東京都  震度１  東京杉並区高井戸＊

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
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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25年01月04日15時31分 気象庁発表
04日15時26分頃地震がありました。
震源地は福岡県筑後地方 （ 北緯33.0度、東経130.5度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は2.5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。

福岡県  震度１  大牟田市昭和町＊

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

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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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）
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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25年01月04日13時48分 気象庁発表
04日13時42分頃地震がありました。
震源地は千葉県東方沖 （ 北緯35.7度、東経140.8度）で震源の
深さは約60km、地震の規模（マグニチュード）は4.5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。

茨城県  震度２  東海村東海＊ 茨城鹿嶋市鉢形 潮来市辻＊
          神栖市溝口＊ 神栖市波崎＊
     震度１  水戸市金町 高萩市下手綱＊
          ひたちなか市南神敷台＊ 小美玉市小川＊
          小美玉市上玉里＊ 土浦市常名 土浦市下高津＊
          石岡市柿岡 龍ケ崎市役所＊ 取手市寺田＊
          茨城鹿嶋市宮中＊ 潮来市堀之内 美浦村受領＊
          利根町布川 稲敷市江戸崎甲＊ 稲敷市役所＊
          稲敷市柴崎＊ 稲敷市須賀津＊ 稲敷市結佐＊
          筑西市舟生 かすみがうら市上土田＊
          かすみがうら市大和田＊ 行方市麻生＊ 鉾田市鉾田
          鉾田市汲上＊
千葉県  震度２  東金市日吉台＊ 東金市東岩崎＊ 旭市ニ＊
          旭市南堀之内＊ 旭市高生＊ 多古町多古

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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          芝山町小池＊ 匝瑳市八日市場ハ＊ 匝瑳市今泉＊
          香取市役所＊ 香取市仁良＊ 横芝光町宮川＊
          横芝光町横芝＊ 山武市松尾町富士見台
          山武市蓮沼ハ＊ 山武市松尾町松尾＊ 山武市埴谷＊
          山武市殿台＊ 成田市花崎町
     震度１  銚子市川口町 銚子市若宮町＊ 茂原市道表＊
          東金市東新宿 旭市萩園＊ 千葉神崎町神崎本宿＊
          東庄町笹川＊ 九十九里町片貝＊ 千葉一宮町一宮
          長生村本郷＊ 香取市佐原平田 香取市佐原諏訪台＊
          香取市羽根川＊ 香取市岩部＊ 千葉中央区中央港
          千葉中央区都町＊ 千葉花見川区花島町＊
          千葉若葉区小倉台＊ 千葉美浜区稲毛海岸＊
          成田国際空港 成田市中台＊ 成田市役所＊
          成田市松子＊ 千葉佐倉市海隣寺町＊
          四街道市鹿渡＊ 八街市八街＊ 印西市美瀬＊
          千葉酒々井町中央台＊ 千葉栄町安食台＊
          富里市七栄＊ 君津市久留里市場＊
福島県  震度１  玉川村小高＊
東京都  震度１  東京江戸川区中央

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）
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English
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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25年01月04日12時35分 気象庁発表
04日12時30分頃地震がありました。
震源地は台湾付近 （ 北緯24.1度、東経122.3度）で震源の
深さは約20km、地震の規模（マグニチュード）は5.0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。

沖縄県  震度１  与那国町祖納 与那国町久部良 与那国町役場＊

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
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気象庁｜地震情報
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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
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気象庁｜地震情報

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20130104103731391-041032.html[2013/01/07 16:14:33]

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25年01月04日10時37分 気象庁発表
04日10時32分頃地震がありました。
震源地は宮城県沖 （ 北緯38.5度、東経141.8度）で震源の
深さは約50km、地震の規模（マグニチュード）は3.3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１  大船渡市猪川町 一関市室根町＊
宮城県  震度１  南三陸町歌津＊ 石巻市小渕浜

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。

 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

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/index.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_sindo_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singen_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_foreign_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_sonota_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/2/20130104103731391-041032.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/
http://www.jma.go.jp/jp/seawarn/
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
http://www.jma.go.jp/jp/flood/
http://www.jma.go.jp/jp/dosha/
http://www.jma.go.jp/jp/tatsumaki/
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
http://www.jma.go.jp/jp/quake_tokai/
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/
http://www.jma.go.jp/jp/yoho/
http://www.jma.go.jp/jp/week/
http://www.jma.go.jp/jp/seafcst/
http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
http://www.jma.go.jp/jp/mesh20/
http://www.jma.go.jp/jp/jikei/
http://www.jma.go.jp/jp/radame/
http://www.jma.go.jp/jp/g3/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/gms/
http://www.jma.go.jp/jp/amedas/
http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/
http://www.jma.go.jp/jp/kuko/
http://www.jma.go.jp/jp/windpro/
http://www.jma.go.jp/jp/windpro/
http://www.jma.go.jp/jp/kosa/
http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/
http://www.jma.go.jp/jp/uv/
http://www.jma.go.jp/jp/choi/
http://www.jma.go.jp/jp/wave/


気象庁｜地震情報
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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月04日06時20分 気象庁発表
04日06時15分頃地震がありました。
震源地は新潟県中越地方 （ 北緯37.0度、東経138.7度）で震源の
深さはごく浅い、地震の規模（マグニチュード）は2.3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。

新潟県  震度２  津南町下船渡＊
     震度１  十日町市上山＊

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。

 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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過去の地震のデータベース等へ
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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月04日05時26分 気象庁発表
04日05時21分頃地震がありました。
震源地は根室半島南東沖 （ 北緯43.2度、東経146.5度）で震源の
深さは約50km、地震の規模（マグニチュード）は3.5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  根室市珸瑶瑁＊

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

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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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）
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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月04日05時18分 気象庁発表
04日05時13分頃地震がありました。
震源地は静岡県東部 （ 北緯35.3度、東経138.7度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は2.5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。

静岡県  震度２  富士市大淵＊
     震度１  富士宮市弓沢町 富士宮市野中＊

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。

 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

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/index.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_sindo_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singen_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_foreign_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_sonota_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/3/20130104051807391-040513.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/
http://www.jma.go.jp/jp/seawarn/
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
http://www.jma.go.jp/jp/flood/
http://www.jma.go.jp/jp/dosha/
http://www.jma.go.jp/jp/tatsumaki/
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
http://www.jma.go.jp/jp/quake_tokai/
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/
http://www.jma.go.jp/jp/yoho/
http://www.jma.go.jp/jp/week/
http://www.jma.go.jp/jp/seafcst/
http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
http://www.jma.go.jp/jp/mesh20/
http://www.jma.go.jp/jp/jikei/
http://www.jma.go.jp/jp/radame/
http://www.jma.go.jp/jp/g3/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/gms/
http://www.jma.go.jp/jp/amedas/
http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/
http://www.jma.go.jp/jp/kuko/
http://www.jma.go.jp/jp/windpro/
http://www.jma.go.jp/jp/windpro/
http://www.jma.go.jp/jp/kosa/
http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/
http://www.jma.go.jp/jp/uv/
http://www.jma.go.jp/jp/choi/
http://www.jma.go.jp/jp/wave/


気象庁｜地震情報
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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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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月04日05時15分 気象庁発表
04日05時10分頃地震がありました。
震源地は大隅半島東方沖 （ 北緯31.1度、東経131.9度）で震源の
深さは約40km、地震の規模（マグニチュード）は3.6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。

宮崎県  震度１  串間市都井＊
鹿児島県 震度１  鹿屋市新栄町

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。

 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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気象庁｜地震情報
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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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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月04日04時19分 気象庁発表
04日04時14分頃地震がありました。
震源地は宮城県沖 （ 北緯38.4度、東経141.8度）で震源の
深さは約60km、地震の規模（マグニチュード）は3.2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。

宮城県  震度１  石巻市小渕浜

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

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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気象庁｜地震情報
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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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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月03日21時46分 気象庁発表
03日21時41分頃地震がありました。
震源地は宮城県沖 （ 北緯38.7度、東経141.8度）で震源の
深さは約50km、地震の規模（マグニチュード）は3.1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１  一関市室根町＊
宮城県  震度１  南三陸町歌津＊

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。

 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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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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気象庁｜地震情報

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20130103201909391-032014.html[2013/01/07 16:15:57]

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25年01月03日20時19分 気象庁発表
03日20時14分頃地震がありました。
震源地は留萌地方中北部 （ 北緯44.8度、東経141.8度）で震源の
深さは約30km、地震の規模（マグニチュード）は4.7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３  上川中川町中川＊ 遠別町本町＊ 天塩町川口＊
     震度２  剣淵町仲町＊ 音威子府村音威子府＊
          幌加内町朱鞠内＊ 苫前町旭＊ 羽幌町南３条
          羽幌町焼尻 羽幌町南町＊ 初山別村有明
          初山別村初山別＊ 猿払村鬼志別＊ 豊富町西６条＊
          幌延町宮園町＊ 興部町興部＊
     震度１  北竜町竜西 沼田町沼田＊ 士別市東３条＊
          名寄市西５条＊ 名寄市風連町＊ 下川町北町＊
          美深町西町＊ 留萌市大町 留萌市幸町＊
          増毛町見晴町＊ 増毛町岩尾＊ 小平町鬼鹿＊
          小平町達布＊ 稚内市開運 稚内市沼川＊
          浜頓別町クッチャロ＊ 中頓別町中頓別＊
          宗谷枝幸町栄町＊ 宗谷枝幸町歌登東町＊
          利尻富士町鬼脇

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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気象庁｜地震情報
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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）
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http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#exclusion


気象庁｜地震情報

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20130103152339391-031518.html[2013/01/07 16:16:06]

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25年01月03日15時23分 気象庁発表
03日15時18分頃地震がありました。
震源地は宮城県沖 （ 北緯38.3度、東経141.9度）で震源の
深さは約60km、地震の規模（マグニチュード）は3.8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１  一関市千厩町＊ 一関市東山町＊ 一関市室根町＊
宮城県  震度１  南三陸町歌津＊ 石巻市小渕浜 石巻市桃生町＊
          女川町鷲神浜＊

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

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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気象庁｜地震情報
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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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気象庁｜地震情報

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20130103143325391-031428.html[2013/01/07 16:16:16]

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25年01月03日14時33分 気象庁発表
03日14時28分頃地震がありました。
震源地は岩手県沖 （ 北緯40.4度、東経143.0度）で震源の
深さは約20km、地震の規模（マグニチュード）は4.4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１  盛岡市玉山区薮川＊

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

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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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）
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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月03日05時01分 気象庁発表
03日04時56分頃地震がありました。
震源地は福島県中通り （ 北緯37.1度、東経140.6度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は3.8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  二本松市油井＊ 石川町下泉＊ 平田村永田＊
          浅川町浅川＊ 古殿町松川横川 古殿町松川新桑原＊
          小野町中通＊ 小野町小野新町＊ 田村市大越町＊
     震度１  郡山市朝日 郡山市開成＊ 白河市郭内
          白河市新白河＊ 白河市東＊ 白河市表郷＊
          須賀川市岩瀬支所＊ 鏡石町不時沼＊
          棚倉町棚倉中居野 鮫川村赤坂中野＊ 玉川村小高＊
          田村市船引町 田村市常葉町＊ 田村市都路町＊
          福島伊達市霊山町＊ いわき市三和町
          いわき市錦町＊ 楢葉町北田＊ 川内村上川内早渡＊
宮城県  震度１  岩沼市桜＊

この地震による津波の心配はありません。

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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気象庁｜地震情報
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 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.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#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25年01月03日00時29分 気象庁発表
03日00時24分頃地震がありました。
震源地は茨城県北部 （ 北緯36.9度、東経140.6度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は3.2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１  白河市新白河＊

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

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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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.seisvol.kishou.go.jp/eq/suikei/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月02日23時35分 気象庁発表
02日23時30分頃地震がありました。
震源地は千葉県南部 （ 北緯35.3度、東経140.4度）で震源の
深さは約40km、地震の規模（マグニチュード）は2.7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。

千葉県  震度１  千葉一宮町一宮 睦沢町下之郷＊ 長南町長南＊

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

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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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

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25年01月02日21時05分 気象庁発表
02日21時00分頃地震がありました。
震源地は日高地方東部 （ 北緯42.2度、東経143.0度）で震源の
深さは約60km、地震の規模（マグニチュード）は4.3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２  浦河町潮見 浦河町築地＊ 帯広市東６条＊
          芽室町東２条＊ 幕別町忠類錦町＊
          十勝池田町西１条＊ 十勝大樹町生花＊
     震度１  新千歳空港 千歳市若草＊ 千歳市支笏湖温泉＊
          恵庭市京町＊ 函館市泊町＊ 函館市川汲町＊
          登別市桜木町＊ 厚真町鹿沼 安平町早来北進＊
          安平町追分柏が丘＊ むかわ町穂別＊
          日高地方日高町門別＊ 平取町振内＊
          新冠町北星町＊ 新ひだか町静内山手町
          新ひだか町静内御幸町＊ 新ひだか町三石旭町＊
          浦河町野深 様似町栄町＊ えりも町目黒＊
          鹿追町東町＊ 新得町２条＊ 足寄町南１条＊
          帯広市東４条 音更町元町＊ 士幌町士幌＊
          十勝清水町南４条 幕別町忠類明和 幕別町本町＊

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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          豊頃町茂岩本町＊ 本別町北２丁目 本別町向陽町＊
          中札内村東２条＊ 更別村更別＊
          十勝大樹町東本通＊ 広尾町並木通 広尾町白樺通
          釧路市音別町尺別 釧路市阿寒町中央＊
青森県  震度１  野辺地町野辺地＊ 階上町道仏＊
          東通村砂子又蒲谷地 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。 

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

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25年01月02日21時21分 気象庁発表
02日21時16分頃地震がありました。
震源地は新潟県中越地方 （ 北緯37.1度、東経138.7度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は2.4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。

新潟県  震度２  十日町市上山＊ 津南町下船渡＊
     震度１  十日町市松之山＊

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。

 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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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

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25年01月02日18時47分 気象庁発表
02日18時42分頃地震がありました。
震源地は岩手県沖 （ 北緯39.0度、東経142.1度）で震源の
深さは約50km、地震の規模（マグニチュード）は3.7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１  大船渡市猪川町 一関市千厩町＊
宮城県  震度１  気仙沼市赤岩

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。

 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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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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気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月02日15時21分 気象庁発表
02日15時16分頃地震がありました。
震源地は千葉県東方沖 （ 北緯35.7度、東経141.1度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は4.2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。

茨城県  震度１  土浦市常名 土浦市下高津＊ 石岡市柿岡
          茨城鹿嶋市鉢形 潮来市堀之内 潮来市辻＊
          美浦村受領＊ 稲敷市江戸崎甲＊ 稲敷市柴崎＊
          稲敷市須賀津＊ 稲敷市結佐＊ 神栖市波崎＊
          行方市麻生＊ 鉾田市鉾田 鉾田市汲上＊
千葉県  震度１  銚子市川口町 銚子市若宮町＊ 東金市日吉台＊
          多古町多古 芝山町小池＊ 香取市仁良＊
          山武市松尾町富士見台 成田市花崎町 成田国際空港
          成田市松子＊

この地震による津波の心配はありません。

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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気象庁｜地震情報
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 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）
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http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html#exclusion


気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月02日04時00分 気象庁発表
02日03時55分頃地震がありました。
震源地は岩手県沿岸北部 （ 北緯40.1度、東経141.8度）で震源の
深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は3.1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  野田村野田＊
     震度１  久慈市川崎町 久慈市長内町＊

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。

 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

http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/sitemap.html
http://www.jma.go.jp/jma/kensaku.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/index.html
http://www.jma.go.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/knowledge.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/about.html
http://www.jma.go.jp/jma/menu/links.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_sindo_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singen_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_foreign_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_sonota_index.html
http://www.jma.go.jp/jp/quake/2/20130102040006391-020355.html
http://www.jma.go.jp/jp/warn/
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/
http://www.jma.go.jp/jp/seawarn/
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
http://www.jma.go.jp/jp/flood/
http://www.jma.go.jp/jp/dosha/
http://www.jma.go.jp/jp/tatsumaki/
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
http://www.jma.go.jp/jp/quake_tokai/
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/
http://www.jma.go.jp/jp/yoho/
http://www.jma.go.jp/jp/week/
http://www.jma.go.jp/jp/seafcst/
http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
http://www.jma.go.jp/jp/soukei/
http://www.jma.go.jp/jp/mesh20/
http://www.jma.go.jp/jp/jikei/
http://www.jma.go.jp/jp/radame/
http://www.jma.go.jp/jp/g3/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jp/gms/
http://www.jma.go.jp/jp/amedas/
http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/
http://www.jma.go.jp/jp/kuko/
http://www.jma.go.jp/jp/windpro/
http://www.jma.go.jp/jp/windpro/
http://www.jma.go.jp/jp/kosa/
http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/
http://www.jma.go.jp/jp/uv/
http://www.jma.go.jp/jp/choi/
http://www.jma.go.jp/jp/wave/


気象庁｜地震情報

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20130102040006391-020355.html[2013/01/07 16:17:35]

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.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#exclusion


気象庁｜地震情報
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English
サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

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25年01月01日22時15分 気象庁発表
01日22時10分頃地震がありました。
震源地は宮城県沖 （ 北緯38.9度、東経142.0度）で震源の
深さは約50km、地震の規模（マグニチュード）は3.5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１  大船渡市猪川町 一関市千厩町＊ 一関市室根町＊
宮城県  震度１  気仙沼市赤岩 気仙沼市笹が陣＊ 気仙沼市唐桑町＊
          登米市東和町＊ 南三陸町歌津＊

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

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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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

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25年01月01日18時24分 気象庁発表
01日18時19分頃地震がありました。
震源地は沖縄本島近海 （ 北緯27.1度、東経127.5度）で震源の
深さは約90km、地震の規模（マグニチュード）は4.0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。

沖縄県  震度１  国頭村奥 国頭村辺土名＊ 今帰仁村仲宗根＊
          中城村当間＊ 西原町嘉手苅＊ 渡嘉敷村渡嘉敷＊
          座間味村座間味＊ 渡名喜村渡名喜＊
          八重瀬町東風平＊ 久米島町謝名堂

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

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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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

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25年01月01日12時36分 気象庁発表
01日12時32分頃地震がありました。
震源地は青森県東方沖 （ 北緯40.5度、東経141.7度）で震源の
深さは約100km、地震の規模（マグニチュード）は3.9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３  階上町道仏＊
     震度２  八戸市湊町 八戸市内丸＊ 野辺地町田狭沢＊
          青森南部町平＊ 青森南部町苫米地＊
          東通村砂子又沢内＊
     震度１  平内町東田沢＊ 八戸市島守 八戸市南郷区＊
          十和田市西二番町＊ 十和田市奥瀬＊ 三沢市桜町＊
          野辺地町野辺地＊ 七戸町森ノ上＊ 六戸町犬落瀬＊
          横浜町林ノ脇＊ 横浜町寺下＊ 東北町上北南＊
          東北町塔ノ沢山＊ 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸
          三戸町在府小路町＊ 五戸町古舘 五戸町倉石中市＊
          青森南部町沖田面＊ おいらせ町中下田＊
          おいらせ町上明堂＊ むつ市金曲 むつ市金谷＊
          むつ市川内町＊ 東通村砂子又蒲谷地 佐井村長後＊
岩手県  震度２  久慈市川崎町 久慈市枝成沢 久慈市長内町＊

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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          普代村銅屋＊ 岩手洋野町種市 岩手洋野町大野＊
          二戸市石切所＊ 二戸市浄法寺町＊ 軽米町軽米＊
     震度１  宮古市鍬ヶ崎 宮古市五月町＊ 宮古市川井＊
          宮古市区界＊ 宮古市茂市＊ 久慈市山形町＊
          岩泉町岩泉＊ 田野畑村田野畑 田野畑村役場＊
          野田村野田＊ 大船渡市大船渡町 釜石市只越町
          釜石市中妻町＊ 盛岡市山王町 盛岡市馬場町＊
          盛岡市玉山区薮川＊ 盛岡市玉山区渋民＊
          二戸市福岡 葛巻町葛巻元木 葛巻町消防分署＊
          葛巻町役場＊ 岩手町五日市＊ 滝沢村鵜飼＊
          一戸町高善寺＊ 八幡平市田頭＊ 八幡平市叺田＊
          九戸村伊保内＊ 矢巾町南矢幅＊ 遠野市青笹町＊
          一関市千厩町＊
北海道  震度１  函館市泊町＊

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.seisvol.kishou.go.jp/eq/index.html#data
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http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html
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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25年01月01日05時41分 気象庁発表
01日05時36分頃地震がありました。
震源地は岩手県沖 （ 北緯39.1度、東経142.1度）で震源の
深さは約50km、地震の規模（マグニチュード）は3.6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１  大船渡市大船渡町 大船渡市猪川町
          陸前高田市高田町＊ 釜石市只越町 釜石市中妻町＊

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。

 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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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12月31日23時09分 気象庁発表
31日23時04分頃地震がありました。
震源地は千葉県東方沖 （ 北緯35.7度、東経140.9度）で震源の
深さは約20km、地震の規模（マグニチュード）は2.8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。

千葉県  震度１  銚子市若宮町＊

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

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

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

ホーム > 気象等の知識 > 地震・津波 > 地震情報について

地震情報について

地震発生後、新しいデータが入るにしたがって、順次以下のような情報を発表しています。
PDFファイルのダウンロード(82KB)

地震情報
の種類 発表基準 内 容

震度速報 震度３以上
地震発生約１分半後に、震度３以上を観測し
た地域名（全国を188地域に区分）と地震の揺
れの発現時刻を速報。

震源に関
する情報

震度３以上

(津波警報または注意報を発表した
場合は発表しない)

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ
チュード）を発表。
「津波の心配ない」または「若干の海面変動
があるかもしれないが被害の心配はない」旨
を付加。

震源・震
度に関す
る情報

以下のいずれかを満たした場合
震度３以上
津波警報または注意報発表時
若干の海面変動が予想される場合
緊急地震速報（警報）を発表した

場合

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ
チュード）、震度３以上の地域名と市町村名
を発表。
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入
手していない地点がある場合は、その市町村
名を発表。

各地の震
度に関す
る情報

震度１以上

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発
生場所（震源）やその規模（マグニチュー
ド）を発表。
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入
手していない地点がある場合は、その地点名
を発表。

遠地地震
に関する

国外で発生した地震について以下の
いずれかを満たした場合等

マグニチュード7.0以上

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規
模（マグニチュード）を概ね30分以内に発
表。
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情報 都市部など著しい被害が発生する
可能性がある地域で規模の大きな地
震を観測した場合

日本や国外への津波の影響に関しても記述し
て発表。

その他の
情報

顕著な地震の震源要素を更新した
場合や地震が多発した場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震
が多発した場合の震度１以上を観測した地震
回数情報等を発表。

推計震度
分布図 震度５弱以上

観測した各地の震度データをもとに、１km四
方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情
報として発表。
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English

サイトマップ  サイト内検索  ご意見・ご感想

気象統計情報 「地震・津波」
最新の地震活動データ(速報)
最近（１週間程度）の地震活動
各月の地震活動のまとめ
過去に発表した警報等
地震の観測データ・解析結果
津波の観測値
過去の被害地震一覧
関連リンク
利用にあたって

特集ページへのリンク

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

ホーム > 気象統計情報 > 地震・津波

サイトマップ（地震・津波関連）

地震・津波

ここでは、地震・津波に関する観測・解析データや、定期刊行物など

の各種資料を掲載しています。 「利用にあたって」をご覧の上、ご利

用ください。

最新の地震活動データ（速報）

「本日・昨日の地震活動」（注：表示の震源には、
地震以外（発破等）のものが表示されることがあり
ます。）

本日・昨日の
地震活動（全
国） （10分毎
更新） 
（地域別拡大：  
北海道・東北地
方   東北・関東地
方   関東・中部・
近畿地方   中国・
四国・九州・沖
縄地方）
前日から本日
（約30分前ま
で）の、地震活
動状況を掲載し
ています。

震源や震度に
関する情報
（地震情報ペー
ジへ）
震度１以上を観
測した地震につ
いて、地震の発
生場所（震源）
やその規模（マ
グニチュー
ド）、各地の震
度について発表
した情報を掲載
しています。
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（地震情報の解
説ページ）

日本および世
界の地震の発
震機構解
最近５日間に発
生した日本およ
び世界の主な地
震について、 地
震を起こした断
層がどのように
動いたかを解析
した資料を掲載
しています。
（発震機構の解
説ページ）

伊豆東部の地
震・地殻活動
（10分毎更新）
伊豆東部におけ
る最近一週間の
震央分布や地震
波形、東伊豆奈
良本の体積ひず
み計のデータを
掲載していま
す。

最近（２日前までの１週間程度）の地震活動

２日前までの最近１週間の地震活動

（マグニチュード3.0以上）

最近１週間の地震活動（全国） （毎日
更新）
（地域別：  北海道   東北   関東・中部   近畿・中
国・四国   九州   沖縄）
２日前までの最近一週間に発生した地震の震源リ
ストと震央分布図を掲載しています。 （全国はマ
グニチュード3.0以上のみ）
※掲載している震源の位置やマグニチュードは、
「速報値」より精度の高い「暫定値」です(*)。

震度１以上を観測した地震 （毎日更新）

２日前までに発生した最新100個分の震度１以上
を観測した地震の震源や各地の震度を掲載してい
ます。 掲載期間より過去に発生した地震について
は 震度データベース検索 をご利用ください。

週間地震概況（全国） （毎
週金曜日午後発行）
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（各地方版： 北海道   東北   関東・
中部   東海   近畿・中国・四国   九
州   沖縄
   各地方の週間地震概況が掲載され
ているサイトへ移動します。）
金曜から木曜の１週間に発生した
地震の概要をとりまとめて掲載し
ています。

各月の地震活動のまとめ

地震・火山月報（防災編）  ** （翌月20日頃発行）

毎月の日本の地震活動・火山活動及び世界の主な地震や火山活動をとりまとめて掲載して
います。
毎年１月に発行される12月の月報には各年の地震活動・火山活動のまとめも掲載してい
ます。
各地の気象台でも 各月の地域の地震活動をとりまとめて公表しています。

東海地域とその周辺の地震・地殻活動の評価 [判定会（定例）の報道発表資料]  **

毎月開催している判定会（定例）で評価した東海地域の地震活動や地殻変動の状況の調査
結果等を掲載しています。
地震防災対策強化地域判定会（判定会）について

このページのトップへ

過去に発表した警報・情報など

緊急地震速報（警報）
これまでに発表した緊急地震速
報(警報)を掲載しています。
緊急地震速報の解説ページ

推計震度分布図
震度５弱以上を観測した地震に
ついて、各地の震度データをも
とに震度を推計し、震度４以上
を観測した地域の震度を面的に
表現した図を掲載しています。
推計震度分布図の解説ページ

津波警報・注意報

地震の観測データ･解析結果など

震度データベース検索
1923年から2日前までの期間
で、過去に震度１以上を観測
した地震を県別・観測点別に
検索できます。
震度データベース検索処理の
使い方

発震機構解
主な地震について地震を起こ
した断層がどのように動いた
かを解析した資料を掲載して
います。
発震機構の解説ページ
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平成19年以降に発表した津波警
報・注意報の検証結果、津波の
観測値などを掲載しています。
最近１カ月内に発表した津波警
報・注意報
津波警報・注意報の解説ページ

地震解説資料
地震の概要や防災上の留意事項
などについて報道発表した資料
をまとめています。

過去の被害地震一覧

日本の主な被害地震（平
成８年～）
平成８年（1996年）以降に、日
本付近で発生した人的被害を
伴った地震について掲載してい
ます。

過去の地震・津波災
害（明治～平成７年）
明治以降平成７年（1995年）ま
でに日本で100人以上の死者・
行方不明者を出した地震・津波
について掲載しています。

震源過程などの解析結
果
国内の地震 ／海外の地
震
モーメントマグニチュードが
概ね6.5以上（海外の地震は
7.0以上）の地震について、
地下の断層の破壊伝播の様子
などを解析した資料を掲載し
ています。
震源過程解析の解説ページ

強震観測データ **

震度６弱以上を観測し被害を
伴った2000年以降の地震につ
いて、地震波形などの強震観
測データを掲載しています。
（1999年以前の地震の一部
データも掲載しています。）
強震観測の解説ページ

最近30日間の震源リス
ト・震央分布図 （全国）

（地域別：  北海道   東北   関
東・中部   近畿・中国・四国  
九州   沖縄 ）
２日前までの最近30日間の地
震の震源リストや震央分布図
を日別に掲載しています。
（全国はマグニチュード3.0以
上のみ）

津波の観測値

津波の観測値は、観測した時点で観
測情報として発表した後、データの
精査を行い、順次、速報値、確定値
として 以下のページに掲載してい
るほか、 津波警報・注意報の検証
ページ にも一部掲載しています。

観測情報： 最近１カ月内
に発表した津波観測情報
速報値 ： 地震・火山月報
（防災編）（翌月20日頃発
行）
確定値 ： 各年の潮汐観測
データ
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このページのトップへ

関連リンク

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」地震・津波の特集ページ
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」関連の観測・解析データについて掲載しています。

気象等の知識／地震・津波
気象庁が発表する地震・津波に関する情報の解説や被害地震などについて掲載しています。

気象等の知識／よくある質問集
気象庁にしばしば寄せられる地震・津波等に関する質問およびその回答を掲載しています。

利用にあたって

※地震多発時等の際には、掲載に遅れが生じる場合があります。

(1)気象庁では地震の震源、マグニチュード等を算出するにあたり、国立大学法人や独立行政法人防災科学技術
研究所などの関係機関から地震観測データの提供を受け、文部科学省と協力して処理を行っています。
震度の情報は、地方公共団体及び独立行政法人防災科学技術研究所から提供された観測データを含めて発表し
ています。

(2)平成15年(2003年)9月25日より、気象庁マグニチュードが改訂されました。
このため、平成15年9月25日以降に掲載された資料は、過去の地震も含めて全て新マグニチュードです。
ただし、各種解説資料などのうち平成15年9月24日以前に作成された資料については、特に断り書きのあるも
のを除き、旧マグニチュードのままですので、ご注意願います。

(3)平成18年(2006年)10月2日に震央地名を一部見直しました。このため震度データベース検索では過去にさか
のぼって震源の緯度・経度から現在の震央地名に対応させています。 なお、平成８年から平成18年10月1日ま
での被害地震の震央地名については、当時の地震情報等で発表した震央地名と対応させるため、現在の震央地
名も併記しました。
また、定期刊行物などのうち、平成18年10月１日以前に作成された資料については、特に断り書きのあるもの
を除き、当時の震央地名のままですので、ご注意願います。

(4)（上記 * 印の）「速報値」とは、地震情報や津波警報・注意報など、地震発生直後に発表される情報に用い
られる震源の位置やマグニチュードの値を示します。 地震発生時には、国民の皆様に速やかに情報をお伝えす
る必要があるため、「速報値」の計算には限られた地震観測点のデータを使用しています。
「暫定値」とは、「速報値」よりも数多くの地震観測点のデータを使用して計算された値です。 データの数が
増えるため、「速報値」よりも震源の位置やマグニチュードの精度は上がりますが、処理に時間がかかり、通
常は地震が発生した日の翌日に更新されます。 ただし、規模の大きな地震が発生した場合は、地震情報などで
「速報値」を発表した後、速やかに「暫定値」の計算を行い、報道発表資料などで「暫定値」を発表すること
としています。 後日、「暫定値」についてさらに精査を行い、値を最終確定します。その結果は「気象庁地
震・火山月報（カタログ編）」に収録されます。 

(5)上記 ** 印は平成17年(2005年)1月31日以前のデータが日本測地系（旧日本測地系（Tokyo Datum））に基
づいていることを示しています。
測地基準系の変更についてのお知らせ

このページのトップへ
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最近の有感地震(震度 ≧ １)

(1月5日24時まで)

2013年1月5日13:13:20.3 28゜47.1'N 128゜37.2'E 10km M:3.7 奄美大島北西沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月5日13:11:48.6 28゜46.1'N 128゜36.4'E 15km M:5.1 奄美大島北西沖 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月5日09:50:25.4 34゜ 2.7'N 135゜17.6'E 6km M:3.9 和歌山県北部 
最大震度:３ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日23:08:40.4 38゜31.3'N 142゜ 6.3'E 39km M:3.3 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日22:52:59.2 36゜53.9'N 141゜17.6'E 75km M:4.4 福島県沖 
最大震度:３ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日15:26: 4.9 33゜ 1.8'N 130゜30.5'E 8km M:2.6 福岡県筑後地方 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日13:42:48.2 35゜44.9'N 140゜41.2'E 50km M:4.5 千葉県北東部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日12:29:57.3 23゜58.2'N 122゜20.3'E 23km M:5.0 台湾付近 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日10:32:50.1 38゜32.5'N 141゜43.4'E 53km M:3.3 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日06:15:31.2 37゜ 1.0'N 138゜40.4'E 8km M:2.2 新潟県中越地方 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日05:21:20.7 43゜11.5'N 146゜29.5'E 51km M:3.6 根室半島南東沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日05:13:38.7 35゜16.3'N 138゜41.5'E 12km M:2.5 静岡県東部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日05:10: 4.4 31゜ 4.2'N 131゜47.7'E 34km M:3.9 大隅半島東方沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度
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2013年1月4日04:14:20.8 38゜25.2'N 141゜50.1'E 58km M:3.2 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日03:34:12.9 36゜ 9.9'N 140゜ 3.1'E 53km M:3.0 茨城県南部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日03:21:50.3 36゜47.6'N 140゜34.7'E 6km M:2.9 茨城県北部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月4日02:54:42.9 26゜17.2'N 127゜19.3'E 44km M:3.6 沖縄本島近海 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月3日22:56:22.6 40゜21.4'N 142゜ 5.5'E 51km M:3.8 岩手県沖 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月3日21:41:46.0 38゜41.9'N 141゜47.6'E 53km M:3.1 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月3日20:14:15.1 44゜50.0'N 141゜50.4'E 24km M:4.8 留萌地方中北部 
最大震度:３ 震度分布図 各地の震度

2013年1月3日15:18:36.2 38゜20.1'N 141゜52.8'E 63km M:3.7 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月3日14:27:42.2 40゜21.8'N 143゜ 0.0'E 11km M:4.3 岩手県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月3日04:56:35.5 37゜ 6.2'N 140゜36.3'E 10km M:3.8 福島県中通り 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月3日00:24:26.5 36゜56.2'N 140゜34.8'E 8km M:3.2 福島県中通り 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月2日23:30:10.0 35゜21.5'N 140゜20.4'E 24km M:2.7 千葉県北東部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月2日21:15:56.9 37゜ 1.1'N 138゜40.6'E 8km M:2.4 新潟県中越地方 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月2日21:00:13.2 42゜13.0'N 143゜ 0.5'E 55km M:4.3 日高地方東部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月2日18:42: 6.2 39゜ 1.3'N 142゜ 4.4'E 51km M:3.6 岩手県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月2日16:52:13.0 44゜ 3.2'N 141゜45.1'E 5km M:1.9 留萌地方南部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月2日15:16:15.8 35゜41.5'N 141゜ 2.8'E 16km M:4.3 千葉県東方沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月2日03:55: 5.0 40゜ 8.1'N 141゜47.6'E 6km M:3.0 岩手県沿岸北部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2013年1月1日22:10:31.6 38゜53.5'N 141゜57.9'E 50km M:3.5 宮城県沖 
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最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月1日18:19:17.4 27゜ 5.0'N 127゜27.9'E 94km M:4.0 沖縄本島近海 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2013年1月1日12:32:13.2 40゜26.4'N 141゜43.3'E 105km M:4.0 岩手県沖 
最大震度:３ 震度分布図 各地の震度

2013年1月1日05:36:13.7 39゜ 6.4'N 142゜ 7.5'E 45km M:3.6 岩手県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月31日23:04:42.9 35゜41.2'N 140゜47.8'E 17km M:3.0 千葉県東方沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月31日11:40:53.0 36゜48.9'N 138゜28.6'E 1km M:2.2 長野県北部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月31日07:17:25.1 38゜19.4'N 141゜55.0'E 50km M:3.7 宮城県沖 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月31日04:23: 7.9 26゜ 0.8'N 127゜13.3'E 43km M:3.8 沖縄本島近海 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月31日02:59: 0.6 38゜51.3'N 142゜ 3.0'E 46km M:3.9 宮城県沖 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月30日11:33: 9.2 36゜45.3'N 141゜17.9'E 76km M:3.8 茨城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月30日08:05:19.5 36゜57.7'N 141゜23.5'E 35km M:5.1 福島県沖 
最大震度:３ 震度分布図 各地の震度

2012年12月30日05:54:47.2 40゜ 8.0'N 141゜47.5'E 6km M:2.9 岩手県沿岸北部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月30日00:54:36.0 39゜34.9'N 140゜32.5'E 6km M:2.1 秋田県内陸南部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月30日00:52: 8.9 38゜11.3'N 141゜40.6'E 50km M:3.2 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月29日23:59:36.6 38゜43.0'N 142゜11.7'E 41km M:5.5 宮城県沖 
最大震度:４ 震度分布図 各地の震度

2012年12月29日16:19:32.5 37゜ 4.0'N 141゜10.9'E 51km M:5.0 福島県沖 
最大震度:４ 震度分布図 各地の震度

2012年12月29日14:18:51.2 33゜ 5.3'N 132゜23.2'E 41km M:3.4 豊後水道 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月29日12:05:41.1 38゜14.5'N 141゜51.2'E 62km M:3.9 宮城県沖 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月29日06:17:47.8 37゜ 5.3'N 139゜18.0'E 7km M:1.9 福島県会津 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度
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2012年12月29日05:28: 0.4 36゜37.7'N 139゜25.7'E 9km M:3.1 栃木県北部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月28日22:35:36.2 40゜33.9'N 141゜24.2'E 91km M:3.0 青森県三八上北地方 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月28日21:53:13.5 38゜52.7'N 142゜ 4.6'E 46km M:3.3 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月28日20:31:32.0 37゜43.7'N 140゜ 0.8'E 8km M:3.3 福島県会津 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月28日16:30: 0.6 36゜27.2'N 140゜36.2'E 56km M:4.1 茨城県北部 
最大震度:３ 震度分布図 各地の震度

2012年12月27日19:49:18.8 34゜15.1'N 135゜25.4'E 7km M:2.4 和歌山県北部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月27日18:03:25.2 36゜51.7'N 140゜39.2'E 9km M:3.1 茨城県北部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月27日15:45:17.0 34゜20.8'N 139゜14.0'E 2km M:1.9 新島・神津島近海 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月27日15:27:54.7 34゜20.9'N 139゜14.3'E 3km M:1.8 新島・神津島近海 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月27日15:25:36.4 34゜20.7'N 139゜14.8'E 3km M:1.9 新島・神津島近海 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月27日06:17:28.6 35゜51.4'N 140゜54.3'E 34km M:3.6 千葉県東方沖 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月27日05:07:49.1 38゜38.1'N 141゜54.3'E 48km M:3.6 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月27日04:01: 0.3 37゜31.1'N 141゜27.5'E 49km M:3.5 福島県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月26日20:44:41.3 36゜48.8'N 138゜41.8'E 5km M:3.8 長野県北部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月26日16:20:52.7 35゜47.2'N 140゜55.6'E 14km M:3.6 千葉県東方沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月26日12:09:42.2 37゜ 5.3'N 140゜51.3'E 10km M:2.5 福島県浜通り 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月26日11:30:50.3 38゜42.0'N 141゜59.9'E 52km M:3.5 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月26日04:59: 5.6 40゜ 4.6'N 142゜ 0.9'E 65km M:4.1 岩手県沖 
最大震度:３ 震度分布図 各地の震度

2012年12月26日03:44:39.3 35゜45.9'N 136゜56.2'E 13km M:3.1 岐阜県美濃中西部 
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最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月26日02:08:13.7 32゜ 5.3'N 138゜12.0'E 397km M:5.1 東海道南方沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月26日00:58:54.5 43゜40.0'N 141゜40.9'E 7km M:2.2 空知地方中部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月25日21:25:58.3 29゜20.2'N 129゜55.7'E 59km M:4.0 奄美大島北東沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月25日17:23:38.8 37゜ 5.8'N 141゜17.3'E 54km M:3.4 福島県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月25日11:33: 4.6 34゜ 9.2'N 135゜10.2'E 7km M:2.5 紀伊水道 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月25日06:54:48.5 36゜54.8'N 141゜24.9'E 31km M:4.2 福島県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月25日04:47:54.0 29゜49.3'N 129゜47.1'E 11km M:2.3 トカラ列島近海 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月25日04:21:35.1 33゜55.3'N 134゜26.9'E 40km M:2.9 徳島県南部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月24日20:26:10.9 36゜50.7'N 138゜34.2'E 3km M:3.3 長野県北部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月24日19:49:53.5 33゜27.0'N 134゜20.4'E 30km M:3.4 四国沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月24日17:42:20.6 35゜51.8'N 137゜38.8'E 8km M:2.8 長野県南部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月24日16:20: 3.1 34゜ 0.9'N 134゜22.3'E 5km M:2.2 徳島県北部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月24日12:13:33.1 35゜59.4'N 140゜ 5.3'E 62km M:3.3 茨城県南部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月24日06:51:58.5 24゜49.5'N 125゜22.2'E 49km M:3.6 宮古島近海 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月24日04:34: 8.3 37゜ 8.9'N 141゜14.5'E 32km M:3.3 福島県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月24日00:32:55.3 38゜20.2'N 141゜50.6'E 47km M:3.2 宮城県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月23日20:58:17.3 37゜11.6'N 140゜53.3'E 9km M:3.3 福島県浜通り 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月23日18:13:30.0 32゜51.2'N 132゜ 7.6'E 38km M:3.0 豊後水道 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度
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2012年12月23日11:48:10.7 35゜40.2'N 137゜ 7.4'E 8km M:2.5 岐阜県飛騨地方 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日17:40:40.9 37゜15.8'N 141゜30.4'E 48km M:3.3 福島県沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日15:32:49.8 38゜27.0'N 142゜ 0.4'E 43km M:3.9 宮城県沖 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日15:20:22.8 41゜18.5'N 142゜40.0'E 36km M:4.4 青森県東方沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日15:17:17.7 33゜31.3'N 132゜17.7'E 46km M:3.4 伊予灘 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日15:15:30.3 33゜31.1'N 132゜18.0'E 47km M:4.5 伊予灘 
最大震度:３ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日14:20:58.8 32゜41.5'N 129゜54.4'E 14km M:2.3 長崎県南西部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日11:36:46.7 35゜16.6'N 140゜11.5'E 35km M:3.7 千葉県南部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日07:01:19.6 41゜33.0'N 142゜ 4.2'E 65km M:3.5 青森県東方沖 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日05:01:59.1 33゜ 1.5'N 130゜30.3'E 9km M:2.5 福岡県筑後地方 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月22日01:19: 4.2 34゜52.9'N 138゜12.4'E 33km M:3.4 静岡県中部 
最大震度:１ 震度分布図 各地の震度

2012年12月21日21:52:33.1 38゜30.2'N 141゜55.9'E 55km M:3.9 宮城県沖 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

2012年12月21日18:52:25.5 36゜49.1'N 138゜41.6'E 5km M:3.7 長野県北部 
最大震度:２ 震度分布図 各地の震度

このページに掲載している震源は、「地震情報」のページに掲載した地震発生時に緊急に計算した震源を精査したも

ので、「地震情報」のページの値と若干異なることがあります。また、一定の精度が得られない場合は、詳細不明と

表示されることがあります。

このページのトップへ
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