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3.2. 首都圏試食会の開催 

 

3.2.1. 試食会概要 

平成 29年度から新たに加わる 2品種(追加品種)のバイヤー・現地試食会に加え、本年度

は首都圏のレストランにおいて、メディア関係者や習慣的に SNS情報発信を行う消費者向けに

試食会を組み込んだ食育イベントを開催した。 

試食会では、(一社)大人のダイエット研究所が、本事業の実証調査対象全 6 品種の機能

性関与成分や調理方法等の説明を行った。また、主に追加品種を対象とした生鮮状態の食べ

比べ、並びに、レストランが考案した料理の試食を実施、アンケートの集計並びに分析結果を取

りまとめた10。 

 

図表 3-52 首都圏試食会の概要 

 

図表 3-53 首都圏試食会(会場の様子) 

                                         
10 ターゲットの想定喫食量を踏まえ、試食・評価の対象を本実証調査対象の全 6品種から 3品種に絞ることとした。供給体制を確保

できること、一般的な品種との食べ比べが容易かつ効果的であること、などを踏まえ 3品種を選定した。 

分類 開催日時及び場所 試食メニュー アンケート回答者数 

首都圏

試食会 

2018年 2月 3日(土) 

11:30~13:30  

リストランテアルケントーレ(東京

都中央区銀座) 

 

 スマイルボールのスライスとスプラウトをたっぷり

乗せた寒ブリのカルパッチョ 

 さらさらレッドの丸ごとロースト 大麦とたまねぎ

のチーズリゾットの炙り添え 

 こいくれないのパスタ(麺)見立て さらさらレッ

ドのピューレソース フルティカのセミドライトマト

とスマイルボールのスライス添え 

 こいくれないのティラミス フルティカのグラニテ 

オリーブオイルと黒胡椒添え 

57名 

(メディア関係者 16 名、

SNS発信者 41名) 
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図表 3-54 食べ比べメニュー 

    

 

図表 3-55 試食メニュー 

 

図表 3-56 首都圏試食会のアンケート項目 

分類 アンケート対象者 質問項目 

首都圏

試食会 

メディア関係者 Q1 所属媒体、メインターゲット層(年代・性別) 

Q2 情報収集手段 

Q3 記事等にする際に着目すること(自由記述) 

Q4 記事にする際に不足していると感じること(自由記述) 

Q5 機能性表示食品や機能性農産物に対する意見(自由記述) 

以下設問は、食べ比べと料理の試食の際にそれぞれ質問 

【食べ比べと料理に対する感想】 

Q1-1 食べ比べの評価(10段階評価) 

Q1-2 料理への感想(自由記述) 

Q2-1 食材として使われた品目に対する購入意思 

Q2-2 継続的に購入したいと思う値段 

Q2-3 購入したくないとする場合どのような点が改善されれば購入を検討す

るか(自由記述) 

【気に入った機能生成農産物について】 

Q1-1 特にいいと思った機能性農産物 

Q1-2 Q1-1 で選択した農産物について、アピールポイントと改善点(自由

記述) 

Q2 どのようなメニューや商品があれば試してみたくなるか(自由記述) 

Q3 パッケージや POPなど、工夫したらいいと思う点について(自由記述)  

Q4 多くの人へのアプローチ方法について 

SNS発信者 Q1 性別 

Q2 年代 

Q3 世帯構成 

Q4 食事傾向 

Q5 健康な食生活を継続するために必要なこと 
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以下、3.2.2分析、3.2.3考察、の構成で首都圏試食会の実証結果並びに分析を記載す

る。なお、アンケートの分析結果については、メディア関係者と SNS 発信者の属性別に分析を

行う。 

 

  

Q6 機能性表示食品 / 機能性農産物の購入の有無 

Q6-1 何を購入したか 

Q6-2 購入する場所はどこか 

Q7 機能性表示食品 / 機能性農産物に対するイメージ 

Q8 機能性表示食品 / 機能性農産物の魅力(自由記述) 

Q9 魅力の伝達に重要な要素(自由記述) 

Q10 調査対象機能性農産物の認知度・購入経験 

以下設問は、食べ比べと料理の試食の際にそれぞれ質問 

【食べ比べと料理に対する感想】 

Q1-1 食べ比べの評価(10段階評価) 

Q1-2 料理への感想(自由記述) 

Q2-1 食材として使われた品目に対する購入意思 

Q2-2 継続的に購入したいと思う価格 

Q2-3 購入したくないとする場合どのような点が改善されれば購入を検討す

るか(自由記述) 

【気に入った機能生成農産物について】 

Q1-1 特にいいと思った機能性農産物 

Q1-2 Q1-1 で選択した農産物について、アピールポイントと改善点(自由

記述) 

Q2 どのようなメニューや商品があれば試してみたくなるか(自由記述) 

Q3 パッケージや POPなど、工夫したらいいと思う点について(自由記述)  

Q4 多くの人へのアプローチ方法について 
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3.2.2. 分析 

 

(1) アンケート分析結果(メディア関係者) 

 

① 属性 

 メディア関係者は 16人の参加であり、所属は雑誌 6人が最も多かった 

 各メディアのターゲット層は女性 20~70 代、男性 30~70 代と幅広く、40 代が

最も多かった 

 情報収集に用いる媒体は、企業ホームページやイベント・セミナーが各 8人、SNS

を用いる者は 6人であった 

 

図表 3-57 属性 

  

 

 

図表 3-58 情報収集に用いる媒体 

 

② メディア関係者のコメント 

取材対象のネタを探す際や、記事等で取り上げる際に着目する点として、新しさやイン

パクトなどの話題性、健康や調理のしやすさなどの有用性、機能の健康効果のエビデンス

などの信頼性、わかりやすい特徴などが挙げられた。 

イベントで紹介した機能性農産物の記事作成を検討する際に、「価格、購入可能な

場所・時期、全体の生産量における機能性農産物の割合など、定量データが不足してい

る」という意見が挙げられた。 

 

③ 食べ比べ 

機能性品種の「こいくれない」(にんじん)、「フルティカ」(トマト)、「さらさらレッド」「スマイル

ボール」(たまねぎ)を対象に、可能な限り生鮮状態において、一般的な品種との食べ比べ

を実施した。見た目、香り、味、食感の 4 項目を 10 段階評価(1 点：非常に悪い ～ 

10点：非常に良い)で評価・集計した。食べ比べメニューについては図表 3-54参照。  

所属 人数 

雑誌 6 

Web・ニュースサイト 2 

団体(JA) 2 

その他 2 

記載なし 3 
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図表 3-59 各品種の食べ比べの評価 
 

にんじん トマト たまねぎ 
 

一般的な 

にんじん 
こいくれない 

一般的な 

トマト 
フルティカ 

一般的な 

たまねぎ 

さらさら 

レッド 

スマイル 

ボール 

見た目 6.8 7.4 6.6 8.8 5.1 5.7 5.3 

香り 5.5 7.2 5.6 7.1 4.6 5.3 5.6 

味 6.1 8.2 5.7 8.4 5.1 8.1 8.4 

食感 6.4 7.4 6.5 7.6 5.4 6.9 7.1 

 

 

 

 

ア）にんじん 

「こいくれない」は一般的なにんじんと比較し、4項目とも高評価であった。特に、「味」

が 8.2 点と高評価であり、自由記述欄では 16 人中 15 人が甘味に言及していた。

他に、「水っぽさがない」など味の濃さに言及したものや「にんじん特有のクセがなく食べ

やすい」といった意見も見られた。 
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また、調理法については、フルーツ感覚でケーキ等のスイーツ、素材を味わうサラダや

野菜スティック、毎日摂取しやすいジュースといった提案が挙げられた。 

 

イ）トマト 

「フルティカ」は一般的なトマトと比較し、4 項目とも高評価であった。特に、「見た目」

の 8.8点と「味」の 8.4点が高評価であり、自由記述欄では「色味の濃さ」や「鮮やか

さ」、「味の濃さ」や旨味など、食味に関する言及が多かった。 

また、他品種のトマトを念頭に置いて比較した意見が見られたことから、差別化のた

めには、多品種のトマトにおける位置づけや、特徴、アピールポイントを明確にする必

要があると考えられる。 

 

ウ）たまねぎ 

「さらさらレッド」「スマイルボール」ともに一般的なたまねぎと比較し、4 項目とも高評

価であった。特に、「味」は一般的な品種の評価 5.1点に対し、「さらさらレッド」は 8.1

点、「スマイルボール」は 8.4点と高評価であった。 

自由記述欄には、「さらさらレッド」「スマイルボール」ともに、「甘味の強さ」、「辛味の

少なさ」や「シャキシャキした食感」等の意見が多く見られた。 

 

④ 試食メニュー 

「こいくれない」(にんじん)、「フルティカ」(トマト)、「さらさらレッド」「スマイルボール」(たまね

ぎ)を用い、以下の 4 メニューを提供、見た目、香り、味、食感の 4項目を 10段階評価

(1 点：非常に悪い ～ 10 点：非常に良い)で評価・集計した。試食メニューについて

は図表 3-55参照。 

 スマイルボールのスライスとスプラウトをたっぷり乗せた寒ブリのカルパッチョ 

 さらさらレッドの丸ごとロースト 大麦とたまねぎのチーズリゾットの炙り添え 

 こいくれないのパスタ(麺)見立て さらさらレッドのピューレソース フルティカのセミドラ

イトマトとスマイルボールのスライス添え ※全品活用メニュー 

 こいくれないのティラミス フルティカのグラニテ オリーブオイルと黒胡椒添え 

 

なお、「食べ比べ」の得点を素材の評価と見做し、調理によってそれぞれの素材評価が

どの程度変動するかを分析した。「さらさらレッド・スマイルボール」は 2 品種の平均値、「全

品活用」は全品の平均値を基準値とした。 
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図表 3-60 試食メニューの評価 

 こいくれない フルティカ 
さらさらレッド・ 

スマイルボール 
全品活用 

 食べ比べ メニュー 食べ比べ メニュー 食べ比べ メニュー 食べ比べ メニュー 

見た目 7.4 7.8 8.8 7.6 5.5 7.8 6.8 7.8 

香り 7.2 7.6 7.1 7.3 5.4 6.9 6.3 7.6 

味 8.2 8.4 8.4 8.3 8.2 8.3 8.3 8.2 

食感 7.4 7.9 7.6 7.1 7.0 7.8 7.3 7.9 
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ア）こいくれない 

「こいくれない」は食べ比べにおいても高評価であったが、試食メニューでは 4 項目と

もさらに高い評価を得た。自由記述欄には、「こいくれないのティラミス」の「砂糖不使

用ながら感じられる自然な甘さ」や、「こいくれないのパスタ(麺)見立て」の素材の濃厚

な味と食べごたえをそれぞれ評価するコメントが見られた。また、食べ比べの状態と比較

し、見た目の鮮やかさへの言及が多く見られた。 

 

イ）フルティカ 

「フルティカ」の試食メニューは 4項目とも 7点以上と高評価ではあったが、食べ比べ

の得点には若干及ばなかった。自由記述欄には、「セミドライトマト」の甘味や濃厚な

味について高く評価する声が数多く確認された。「フルティカのグラニテ」も、「コースの口

直しとして、さっぱりした味の後にトマトの甘さがしっかり感じられる」と好評であった。 

 

ウ）さらさらレッド・スマイルボール 

「さらさらレッド」「スマイルボール」の試食メニューは、食べ比べの得点と比較して、4

項目とも高い評価を得た。特に、「見た目」は一般的な品種の 5.5 点に対して、「さら

さらレッド」「スマイルボール」が 7.8 点、同様に、「香り」は 5.4 点から 6.9 点と大幅に

評価が高くなった。 

自由記述欄には、「さらさらレッド」は、「ローストにより甘味や柔らかさが増した」、

「煮込んでも型崩れしない」など加熱調理に関する意見が目立った。「スマイルボール」

は食べ比べと同様に、食感や味へ意見が多かった。また、双方ともサブの食材として評

価する意見があった。 

 

エ）全品活用 

全品活用の試食メニューは、食べ比べの得点と比較して「見た目」「香り」「食感」の

3項目でさらに高い評価を得た。自由記述意見では、「野菜のメイン料理であるにもか

かわらず、美味しいだけでなくボリューム感がある」と好評な声が多かった。「ベジパスタの

アイディアを真似したい」との意見も複数あった。 
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⑤ 試食メニューの素材購入意向 

16人中 13人が、試食メニューの素材購入意向を示した。 

 

図表 3-61 試食メニューの食材の購入希望 

 

 購入希望者に対して、平成 29 年度から新たに加わる 2 品目「こいくれない」「フルテ

ィカ」及び平成 28 年度から調査対象である「さらさらレッド」を対象に、どのぐらいの量と価

格であれば継続的に購入したいか質問した。 

 

図表 3-62 生鮮品の価格検討 

 生鮮品 

 こいくれない フルティカ さらさらレッド 

回答人数 11 11 11 

平均量(本) 1.9 5.0 2.0 

平均価格(1本・個当たり/円) 117 75 95 

 

生鮮品の量の回答ついて、袋数や重量は以下の仮定のもと本数・個数に置換し平均

値を算出した。 

 こいくれない：1袋 3本 

 フルティカ：1パック 6個、1個 40g 

 さらさらレッド：1袋 3個、1個 200g 

生鮮品の価格の回答について、価格帯は中央値、上限又は下限値の指定はその値

を用いて平均値を算出した。なお、惣菜・加工品等の価格の回答についても同様である。 
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図表 3-63 総菜・加工品等の価格検討 

 惣菜・加工品等 

 こいくれない フルティカ さらさらレッド 

回答人数 5 4 4 

希望品目例 ジュース 

煮物 

ケーキ 

ジュース 

チーズ付き 

丸ごと煮込み 

ドレッシング 

酢豚 

価格帯 200∼300 200∼500 300∼800 

平均価格(円) 245 381 450 

 

各品目とも生鮮品に対する回答人数が 13人中 11人と多く、お惣菜・加工品等に対

する回答人数は 13人中 4人程度と生鮮品の半数以下であった。 

生鮮品は、概ね 1袋・パックの量のニーズであり、価格帯は現行の商品価格に近かった。

加工品はバラつきが大きかったが、ほとんど 1品あたり 500円以下の回答であった。 

また、「どのような点が改善されれば購入を検討するか」という問いについて、「購入の容

易さ」や「減農薬やオーガニック、栄養機能など優位点の端的な訴求」などの意見があった。 

 

⑥ 機能性農産物の品目別嗜好 

平成 29 年度から新たに加わる 2 品目「こいくれない」「フルティカ」、及び、平成 28 年

度調査対象である「さらさらレッド」を対象に、気に入った機能性農産物を選択して頂いた。

また、併せて選択した農産物のアピールポイントや改善点も確認した。 

 

図表 3-64 特に良いと思った機能性農産物 

 

 

ア）こいくれない 

アピールポイントとして、「味の良さ(甘味、濃さ)や栄養成分など中身の品質を訴求

するとよい」、「にんじんに品種があることを知らなかった人が多いので品種を大きく打ち
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出すとよい」、などの意見が挙げられた。 

改善点として、「葉や皮を食べられるならば丸ごと機能性として打ち出す」、「形にこ

だわらない分、安く提供可能なことを伝える」ことが挙げられた。 

 

イ）フルティカ 

アピールポイントとして、「リコピンが従来のトマトと比べて 2 倍以上であること」、「色

の鮮やかさ」、「切っても汁がこぼれづらく崩れず食べやすいこと」、等の訴求を求める声

が挙げられた。 

 

ウ）さらさらレッド 

アピールポイントとして、「フラボノイド含有であること」、「美味しさやさっぱりした食味」、

「水にさらさず食べられる」、「繊維の柔らかさや料理に合いやすい」といった調理上の特

徴、ビジュアルの良さ、などが挙げられた。 

改善点として、「店頭販売の場所の増加」、「高い栄養価のアピール」が挙げられた。 

 

⑦ その他の購買促進要素 

 

ア）関心の高いメニューや商品 

手軽に食べられる商品形態として、コンビニのお惣菜やお弁当、チップスやサラダなど

が挙げられた。中身は機能性農産物だけのメニューや他の栄養素の吸収効率が良い

もの、機能性を活かしたおいしい調理方法を活用したものなどが挙げられた。 

 

イ）手に伸ばすための工夫 

効能に加えて調理方法や組み合わせなど「健康機能プラス簡単レシピ」の提案、健

康効果のわかりやすい表現や含有量の多さが一目で分かる表現などの工夫、生産者

の POP等が挙げられた。 

 

ウ）その他購入促進に有効なアプローチ 

活用するメディア媒体として、SNS、広告、雑誌、テレビ、口コミ等、幅広く挙げられ

た。内容については、健康効果やブランドストーリーの PRや有名レストランでの使用実

績などの意見があった。 

また、喫食機会として、デパ地下試食やイベント、飲食店とのコラボ商品などの意見

が挙げられた。商品情報の提供手法としては、国産機能性農産物のシールや特保の

ような認定マークがあれば広まりやすいとの意見が挙げられた。 
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(2) アンケート分析結果(SNS発信者) 

 

① 属性 

 SNS(フェイスブック、ツイッター、インスタグラム、ブログ)を中心に、日常的に健康や

料理に関する情報発信を行っている消費者層が主体 

 参加者 41人。属性の中心は、女性(32人)、40代(15人)、単身(14人)又

は夫婦のみ(13人)、家庭での調理が中心(32人) 

 

図表 3-65 属性 

 

 

 

② 主要な調査結果 

「健康的な食生活を継続するために必要な要素は？」という問いに対して、「おいしさ

(36 人)」という回答が最も多かった。「手頃な価格(18 人)」、「買い物や調理の手間の

軽減(16 人)」が続き、「保健機能食品などの活用」の回答人数は 8 人に留まった(図表 

3-66)。 

「機能性表示食品や機能性農産物の購入経験」に関する問いについて、「購入したこ

とがある」の回答人数は約半数(20人)であった(図表 3-67)。購入した商品は「生鮮農

産物(14人)」が、購入場所は「スーパーマーケット(14人)」が最も多かった(図表 3-68)。 

本事業の実証調査対象品種の認知度・購入経験に関する回答結果を分析したとこ

ろ、フルティカ、こいくれない、さらさらレッドの 3 品種とも、認知度 10％・購入経験 5％を

超えた。フルティカの認知度は 40％、購入経験は 27.5％と最も高かった(図表 3-69)。 
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図表 3-66 健康な食生活を継続するために必要な要素 

 

 

図表 3-67 機能性農産物等の購入経験 
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図表 3-68 機能性農産物等の購入経験(詳細) 

 

 

図表 3-69 調査対象の機能性農産物の認知度・購入経験 

 

 

③ 食べ比べ 

機能性品種の「こいくれない」(にんじん)、「フルティカ」(トマト)、「さらさらレッド」「スマイル

ボール」(たまねぎ)を対象に、可能な限り生鮮状態において、一般的な品種との食べ比べ

を実施した。見た目、香り、味、食感の 4 項目を 10 段階評価(1 点：非常に悪い ～ 

10点：非常に良い)で評価・集計した。 
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図表 3-70 各品種の食べ比べの評価 
 

にんじん トマト たまねぎ 
 

一般的な 

にんじん 
こいくれない 

一般的な 

トマト 
フルティカ 

一般的な 

たまねぎ 

さらさら 

レッド 

スマイル 

ボール 

見た目 7.6 7.6 6.3 8.7 6.2 6.1 6.8 

香り 6.3 7.7 6.1 7.7 5.7 6.8 7.4 

味 6.4 9.0 5.9 8.4 5.2 7.5 8.3 

食感 6.6 7.6 6.3 7.7 6.2 7.2 7.6 

 

 

 

 

ア）にんじん 

「こいくれない」は、一般的なにんじんと比較し、4 項目とも高い評価を得た。特に、

「味」は 9.0 点と高評価であり、自由記述欄では 41 人中 29 人が「こいくれない」の

甘味に言及した。他に、「水っぽくない」といった「味の濃さ(9 人)」や「にんじん特有のク

セがなく食べやすい(5 人)」といった意見が見られた。一方で、食べ慣れたにんじんの味
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や香りを好む意見も見られた。 

また、利用方法については、「フルーツやスイーツ感覚の活用(6 人)」、「甘味が強い

ので料理によって使い分けが必要」といった意見があった。 

 

イ）トマト 

「フルティカ」は一般的なトマトと比較し、4 項目とも高評価であった。特に、「見た目」

の 8.7 点と「味」の 8.4 点が高評価であり、自由記述の意見では 41 人中 19 人が

甘味に言及しており、「甘さと酸味のバランス(糖酸比)が良い(5 人)」という意見があっ

た。他に、「味の濃さ(9人)」、「食感の良さ(6名)」が挙げられた。 

また、「甘味を評価するものの、喫食前に想像していたよりも甘味が少なかった」とい

う声もあった。先述のとおり、フルティカの認知度は 40％と高く、期待値が高かったと推

測される。 

 

ウ）たまねぎ 

「さらさらレッド」「スマイルボール」ともに一般的なたまねぎと比較し、「香り」「味」「食

感」の 3項目が高評価であった。特に、「味」は一般的な品種が 5.2点と比較し「さら

さらレッド」7.5点、「スマイルボール」8.3点と高評価であった。 

自由記述の意見では、9 人が「スマイルボール」の辛みの少なさについて言及してい

た。また、甘味に関する言及は「さらさらレッド(6人)」「スマイルボール(7人)」であった。

また、数人が「食べやすさ」や「調理材料としての使いやすさ」に言及した。 

 

④ 試食メニュー 

「こいくれない」、「フルティカ」、「さらさらレッド」「スマイルボール」を用い、各品目のメニュー

に全品を活用したメニューを加え、以下の試食メニューを提供した。各品目と全品活用メ

ニューの 4 つを対象として、見た目、香り、味、食感の 4項目を 10段階評価(1点：非

常に悪い ～ 10点：非常に良い)で評価を依頼した。 

 スマイルボールのスライスとスプラウトをたっぷり乗せた寒ブリのカルパッチョ 

 さらさらレッドの丸ごとロースト 大麦とたまねぎのチーズリゾットの炙り添え 

 こいくれないのパスタ(麺)見立て さらさらレッドのピューレソース フルティカのセミ

ドライトマトとスマイルボールのスライス添え ※全品活用メニュー 

 こいくれないのティラミス フルティカのグラニテ オリーブオイルと黒胡椒添え 

 

なお、「③食べ比べ」の得点を素材への評価と見做し、基準値として用いた。また、「さら

さらレッド・スマイルボール」は 2 品種の平均値、「全品活用」は全品の平均値を基準値と

した。 
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図表 3-71 試食メニューの評価 

 こいくれない フルティカ 
さらさらレッド・ 

スマイルボール 
全品活用 

 食べ比べ メニュー 食べ比べ メニュー 食べ比べ メニュー 食べ比べ メニュー 

見た目 7.6 8.8 8.7 8.6 6.5 8.5 7.3 8.7 

香り 7.7 7.9 7.7 8.4 7.1 8.3 7.4 8.2 

味 9.0 9.0 8.4 9.2 7.9 9.2 8.3 9.1 

食感 7.6 8.5 7.7 8.6 7.4 8.6 7.5 8.8 
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ア）こいくれない 

「こいくれない」は食べ比べでも高評価であったが、「試食メニュー」は「見た目」「香り」

「食感」の 3項目でさらに高い評価を得た。自由記述欄では、41人中 12人が甘味

に言及した。また、12 人が「こいくれないのパスタ(麺)見立て」に言及しており、その食

感や食べごたえを評価した者が8人いた。さらに、7人が「こいくれないのティラミス」に言

及しており、自然な甘さが好評であった。 

また、食べ比べと比較し、「擦り下ろした状態の方がこいくれないの甘さが際立ってい

た」という意見があった。 

 

イ）フルティカ 

「フルティカ」の試食メニューは食べ比べと比較し、「香り」「味」「食感」の 3 項目にお

いて高い評価を得た。自由記述欄では、41 人中 18 人が「セミドライトマト」について

言及、甘味や濃厚な味に対する好評な声が多く確認された。14 人が「フルティカのグ

ラニテ」に言及、さっぱりした味が好評であった。また、7 人が「甘さと酸味のバランス(糖

酸比)」が良いとコメントしている。 

 

ウ）さらさらレッド・スマイルボール 

「さらさらレッド」「スマイルボール」の試食メニューは、食べ比べの得点と比較し、4 項

目とも高評価を得た。特に、「見た目」は 6.5 点から 8.5 点と大幅に評価が高くなっ

た。 

自由記述欄では、「『さらさらレッド』は加熱により甘さが増す」等、甘味に言及する

人が 9 人に増加した。「スマイルボール」は、「柑橘系のソースとの相性がよく爽やかな

味わい」といった意見があった。 

 

エ）全品活用 

全品活用の試食メニューは、食べ比べの得点と比較して 4項目ともさらなる高評価

を得た。自由記述欄には、「野菜の良さを引き出すメニューであった」、「野菜のメイン

料理であるにもかかわらず、美味しいだけでなくボリューム感があった」と、好評な声が聞

かれた。 
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⑤ 試食メニューの素材購入意向 

41人中 36人が試食メニューの素材購入意向を示した。 

 

図表 3-72 試食メニューの食材の購入希望 

 

 

購入希望者に対して、平成 29 年度から新たに加わる 2 品目「こいくれない」「フルティ

カ」及び平成 28年度から調査対象である「さらさらレッド」を対象にどのぐらいの量と値段で

あれば継続的に購入したいか伺った。 

 

図表 3-73 生鮮品の価格検討 

 生鮮品 

 こいくれない フルティカ さらさらレッド 

回答人数 29 26 25 

平均量(本) 1.9 6.5 2.5 

平均価格(1本・個当たり/円) 111 72 110 

 

(1)のメディア関係者のアンケート結果の分析と同様の方法で、生鮮品の平均量及び

平均価格、加工品の平均価格を算出した。 
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図表 3-74 総菜・加工品等の価格検討 

 惣菜・加工品等 

 こいくれない フルティカ さらさらレッド 

回答人数 11 11 6 

希望品目例 サラダ 

ジュース, 

きんぴら 

ラペ 

ドライトマト 

ジュース 

ソース 

サラダ 

スープ 

ロースト 

価格帯 150∼500 150∼700 150∼500 

平均価格(円) 335 350 320 

 

各品目とも生鮮品に対する回答人数が 41 人中 25 人以上と多く、お惣菜・加工品

等に対する回答人数は 41人中 10人程度と、生鮮品の半数以下であった。 

生鮮品は、概ね 1袋・パックの量のニーズであり、価格帯は現行の商品価格に近かった。

加工品はバラつきが大きかったが、ほとんど 1品あたり 500円以下の回答であった。 

また、「どのような点が改善されれば購入を検討するか？」という問いに対しては、「身近

なスーパーの取り扱いなど購入の容易さ」、「一般野菜より少し高い程度の価格設定」とい

った意見があった。 

 

⑥ 機能性農産物の品目別嗜好 

平成 29 年度から新たに加わる 2 品目「こいくれない」「フルティカ」及び平成 28 年度

から調査対象である「さらさらレッド」を対象に、気に入った機能性農産物を選択して頂い

た。また、選択した農産物のアピールポイントや改善点も併せて質問した。 

 

図表 3-75 特に良いと思った機能性農産物 
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ア）こいくれない 

アピールポイントとして、「栄養価が高いこと(11 人)」、「リコピンと β-カロテンのどちら

も摂取できること」、「甘味が強いこと(10 人)」を挙げる人が多かった。また、「和食をは

じめ甘味を活かしたおかずやデザートなど、さまざまな食べ方が可能であること」といった

意見が挙げられた。 

改善点として、「具体的な健康効果や食習慣変化の提示」、「ターゲットに合わせ

た健康効果の表現」などが挙げられた。また、「機能性農産物」という表現自体の固さ

や「人工的なものである」といった誤解を生みやすい現状にも改善が求められている。 

さらに、「身近なスーパー等での取り扱い」、「機能性農産物の詰め合わせセットの

販売」、「効果のある食べ方の提案」、「試食機会の増加」などが期待されている。 

 

イ）フルティカ 

アピールポイントとして、「フルーツのように甘くおやつ替わりやデザートに使いやすい」と

いうコメントがあった。改善点として、「献立のプラス 1 品に使えるような簡単メニューの

提示」が挙げられた。 

 

ウ）さらさらレッド 

アピールポイントとして、「ケルセチンについて掘り下げた訴求」、「さらさらレッドの開発

までのストーリー」が挙げられた。改善点として、「レシピサイトで多く扱ってもらえること」

が挙げられた。 

 

⑦ その他の購買促進要素 

 

ア）関心の高いメニューや商品 

商品の形態として、ジュース/スムージー、ジャム/ペースト、スープ/、野菜チップス、や

ケーキなどのスイーツ、サラダ/マリネ/ピクルス、オードブル、定食と幅広く挙げられた。中

身としては、素材の味が体験できるように「調味料を抑えた味付け」、「旬の食材を使

用」「季節感を感じさせるメニュー」、「健康効果を連想させるメニュー」などが挙げられた。 

調理の観点では、「時間がない中でもすぐに調理でき、家庭で再現しやすい手軽な

メニュー」、「日頃利用する店舗での取り扱い」などが挙げられた。 

 

イ）手に伸ばすための工夫 

健康効果の観点では、「わかりやすい表現」、「含有量の多さが一目で分かる数値

表現などの工夫」、「追加情報としてエビデンスや商品情報を確認できる仕掛け」、「調

理例の提示」が挙げられた。また、POP やパッケージについては、生産者の方の紹介や
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シンプルでお洒落なものを求める声があった。 

 

ウ）その他購入促進に有効なアプローチ 

購入促進の活用媒体は、大きくスマートフォン・インターネットを利用するものとその

他に分けられる。前者はインスタグラマーによるレシピ開発や食卓になる風景の SNS

上の拡散、アプリのレシピサイトの活用、ネット広告などが挙げられた。後者はテレビ

CMやスーパーの店舗のポスターが挙げられた。 

それらの媒体を通し、影響力のある人(モデル、芸能人、料理研究家、トレーナー、

管理栄養士など)の宣伝や、キャラクターやキャッチコピーの流布が効果的との意見であ

った。また、広報の内容としては、摂食実験結果など確からしい効果、美味しさと栄養

との関係、サラダの野菜を一つ置き換えるなどおいしく健康簡単になるアプローチが挙げ

られた。さらに、試食、イベント、料理教室など喫食機会の提供が求められている。 

 

  




