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シリーズ：東シナ海のさかなたち
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抗生物質を使用しないイセエビの飼育方法を開発しました
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※ B1、S1…遠洋かつお釣り漁業で使われる凍結方法。この処理によって、遠い海の魚も刺身にできる鮮度を保てます。
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実在する魚はどれ？

１．カマキリ
２．トンボ
３．コオロギ
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