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１．本事業の目的と背景 

（１）事業名 

（株）紀ノ國屋における「食材提供の場を活用した食育実践活動事業」 

 

 

（２）事業実施期間 

 平成２５年８月３０日～平成２６年３月３１日 

 

 

（３）本事業の目的と背景 

近年、農林水産省における食事バランスガイドの普及と、農業の体験の促進等の取り組

みを通じて、食育に関する関心は高まっている。しかしその一方で、「①食の重要性には

一定の認知があるものの、バランスの良い日本型食生活の実践には至っていない」、「②

食への関心の低い消費者の割合も依然として高い」という問題がある。 

※「日本型食生活」とは、「日本の気候風土に適したコメを中心に水産物、畜産物、野菜等多様

な副食から構成され、栄養バランスに優れているだけでなく、日本各地で生産される農林水産物

を多彩に盛り込んでいる特徴を持つ」食生活という意味である。（「日本型食生活」の定義は、

農林水産省（平成 25年 3月）「我が国の食生活の現状と食育の推進について」に依る） 

 

上記のような問題意識を踏まえ、「日本型食生活」の実践に合わせて、食の「楽しさ」

や「(本当の)美味しさ」「栄養バランス」を訴求することで、農林水産省「食材提供の場

を活用した食育実践活動事業」に取り組むこととした。 
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２．「紀ノ国屋版食育事業」推進検討会の検討結果 

（１）推進検討会の開催状況 

本事業を推進するための実行機関として、「紀ノ国屋版食育事業」推進検討会を組成し

た。本検討会は事業を通じて３回開催した。本検討会では、食材の魅力の洗い出し、それ

らの魅力の消費者への訴求ポイントや、効果的な訴求方法について検討を行い、食生活調

査や店頭での実践的な取り組み、事業の効果検証についての助言を仰いだ。 

 

 本推進検討会の委員には、財団法人食品産業センター振興部 主任の二瓶氏を座長に迎

え、管理栄養士の田邊弘子氏、紀ノ国屋の取引先企業の代表取締役社長の本多氏・染谷氏、

有限会社良品工房の白田氏に委員就任を依頼した。また、(株)紀ノ國屋の代表取締役社長

の桑原氏、営業本部商品部担当部長の管氏も委員に就任した。 

 

図表 1 推進検討会委員一覧 

委員氏名（座長には◎） 所属 

◎二瓶 徹 財団法人食品産業センター振興部 主任 

染谷 弘信 三政商店 代表 

田邊 弘子 管理栄養士・日本糖尿病療養指導士・病態栄養専門師 

白田 典子 有限会社良品工房 代表取締役 

本多 諭 株式会社 大冶 代表取締役社長 

桑原 健 株式会社 紀ノ國屋 代表取締役社長 

管 幸彦 株式会社 紀ノ國屋 営業本部 商品部 担当部長 

（座長・㈱紀ノ國屋関係者以外は 50音順、敬称略） 

 

検討会の開催に当たり、検討内容の企画立案や、検討会資料の作成支援、検討会の運営

支援（コーディネートなど）を㈱日本総合研究所に依頼した。検討会の各回の議事を以下

に示す。 

 

図表 2 推進検討会議事一覧 

委員会 議事 

第 1回委員会 

平成 25年 9月 11日（水） 

１．ご挨拶   

２．委員紹介  

３．本事業の目的と進め方について 

４．紀ノ国屋食材の持つ魅力とその訴求方法について 

５．モニターアンケートとグループインタビューについて 

６．今後のスケジュール その他 

第 2回委員会 

平成 25年 11月 19日（火） 

１．ご挨拶 

２．食育実践活動事業の実施状況について 

３．グループインタビューについて 

４．モニターアンケートについて 
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委員会 議事 

５．店頭での取り組みについて 

６．消費者の栄養改善に向けた取り組みについて 

７．今後のスケジュール その他 

第 3回委員会 

平成 26年 2月 20日（木） 

１．ご挨拶 

２．食育実践活動事業の実施結果について 

３．グループインタビュー調査結果について 

４．モニターアンケート・グループインタビューについて 

 ・第一回モニターアンケート結果 

 ・第二回モニターアンケートの実施状況 

 ・グループインタビュー調査結果 

５．店頭での取り組みについて 

６．消費者の栄養改善に向けた取り組みについて 

 ・食生活講習会開催報告 

 ・栄養改善個別相談会実施報告 

７．食育テキストについて 

８．食育実践活動事業の成果と次年度に向けた取り組みにつ

いて 

 

 

（２）グループインタビューの実施結果 

（株）紀ノ国屋で扱っている商品の中には、（株）紀ノ国屋の消費者にもあまり知られ

ていない様々な特徴、こだわりがある。（株）紀ノ国屋で扱っている商品がもつ様々な特

徴、こだわりの中で、消費者に「この商品を買いたい」と感じさせる誘因となるようなポ

イントを整理するため、㈱日本総合研究所に資料作成・運営などのコーディネートを依頼

し、グループインタビューを実施した。 

 

① 開催日時・場所 

・日時：平成 25年 12月 7日（土）、8日（日）に開催 

 （2日間で計 5グループにインタビューを実施） 

・場所：両日とも青山インターナショナル店近くの会議室を利用開催 

 

② 実施目的 

本事業では、紀ノ国屋のもつ食材の価値を消費者の方に知ってもらい、食の持つ「楽し

さ」や「（本当の）美味しさ」を伝える「食育」を通して、消費者の行動変容につなげる

ことを目的とした。効果的な食育の方法を検討するために、本事業の中で、紀ノ国屋の店

舗で展開する様々な取り組みの内容について意見を聴取し、紀ノ国屋の食材の有する様々

な特徴、こだわりの中で、消費者に「健全な食生活を送るために自分に必要な食材」を選

んでもらうポイントを整理した。 

消費者の属性によって、「健全な食生活を送るために自分に必要な食材」を選んでもら
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うポイントは異なってくると考えられるため、性別、年齢、国籍などのセグメントごとに

調査・分析を実施した。 

普段は紀ノ国屋をそれほど利用しない層を調査対象とし、紀ノ国屋をよく知らない顧客

層に対して、今回の取り組みがどれほど訴求力のあるものかを分析し、他店舗展開のため

の示唆の取りまとめ等に活用することとした。 

 

図表 3 グループインタビューのセグメント 

日本人 外国人 

男性（20～30代）：7名 女性（20～30代）:5名 欧米系（性別、年齢は万遍なく） 

：8名 男性（40代～）：7名 女性（40代～）：7名 

 

 

③ インタビュー内容 

グループインタビューでは、紀ノ国屋の店頭で実施されている食育に関する取り組みを

見ていただいた上で、食育に関する認識や、紀ノ国屋の店頭での取り組みに関する意見を

いただいた。 

グループインタビューでは、①「食育に関する基本的な認識」、②「買い物をする際に、

商品を選択する基準について」、「紀ノ国屋の店舗での取り組みについて」の 3 つの観点

から意見を聴取した。 

 

図表 4 インタビュー項目と内容 

インタビュー項目 内容 

①食育に関する基

本的な認識 

・ 一日の摂取目安カロリーや、野菜の目安摂取量を知っているか。 

・ 日常の食生活の中で、カロリーや野菜摂取量を気にしているか。 

・ 気にかけている場合、どのような具体的な行動をとっているか。 

・ 食事バランスガイドについて知っているか。 

・ 食事バランスガイドにどのような印象を持ったか。（これがあ

れば栄養バランスに気を配った食生活が可能になる、など） 

②買い物をする際

に、商品を選択す

る基準について 

・ 普段買い物する際に、何を重視して商品を選ぶか。 

・ 産地、生産者のこだわり、鮮度、旬、健康に良いかどうかなど

を判断する際には、どういったポイントを重視するか。 

・ 商品を選ぶ基準は、日ごろ買い物する際と、何か特別なイベン

ト（記念日、お客さんを呼ぶなど）の際にはどのように変わる

か。 
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インタビュー項目 内容 

③紀ノ国屋の店舗

での取り組みにつ

いて 

【紀ノ国屋について】 

・ 紀ノ国屋について、どのような印象を持っているか。 

・ 今回の店頭での取り組みは、紀ノ国屋のイメージに合致したも

のとなっていたか。 

【それぞれの訴求ポイントについて】 

・ 特産地について十分に訴求されていたと思うか。 

・ 生産者のこだわりについて十分に訴求されていたと思うか。 

・ 鮮度について十分に訴求されていたと思うか。 

・ 旬について十分に訴求されていたと思うか。 

・ 健康に良いかどうかについて十分に訴求されていたと思うか。 

・ それぞれのポイントについて、どういった点は十分に訴求され

ていて、どういった点については十分ではないと感じたか。 

 

旬食材コーナーなど、各店舗で実施されているイベントを実際に体感してもらい、「商

品を買いたい」と思わせるようなポイントや、改善の余地があるポイント等について意見

を聴取した。30 分程度店舗での取り組みを見てもらった後に、1 時間程度グループインタ

ビューを実施した。グループインタビューの各回は 2時間程度を要した。 

 

図表 5 店頭での取り組みのご紹介の様子、グループインタビューの様子 
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④ グループインタビュー結果 

＜調査結果：紀ノ国屋のイメージ＞ 

紀ノ国屋のイメージについて聴取した結果、「見るだけで楽しい」というイメージがも

たれており、そういった食の楽しさを訴求していくことが、紀ノ国屋のブランド力強化に

つながることが想定される。 

食品専門の高級スーパーというイメージは、商品の説明がわかりにくかったりすると、

「普通のスーパーに行っている人達は見なくていい」というようなお高く留まったイメー

ジをもたせやすい面もあり、注意が必要であることが分かった。 

 

図表 6 紀ノ国屋のイメージ 

 

 

＜調査結果：紀ノ国屋の利用方法＞ 

紀ノ国屋の利用方法としては、「ちょっとした贅沢をしたいときに立寄るお店」という

方が多く、他の店では買えないような「良い品」があれば買っていくというような使い方

をされていることが分かった。 

 

図表 7 紀ノ国屋の利用方法 
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＜調査結果：店頭での取り組みについて＞ 

本事業の店頭での取組について紹介し、意見を聴取したところ、パネルについては、文

字数が多すぎて、店頭で読んでいただくのは難しいとの意見が多かった一方で、冊子にし

て配布すれば、じっくり読んで献立を考えることができるとの意見も多く聞かれた。 

一方、食材とレシピの置かれている位置が遠いため、せっかくのレシピが購買に結び付

きにくいとの指摘がなされた。冊子の中で旬の食材とそれを使ったレシピを紹介する、と

いった工夫の余地が見られた。特に若い女性は、ビタミンやカルシウムなど、栄養素につ

いて詳しく知りたいという意見も見られた。 

 

図表 8 店頭での取り組みについて 

 
 

＜調査結果：買い物の際に重視するポイント＞ 

買い物の際に重視するポイントについては、生産地へのこだわりを強調する意見が数多

く見られた。生産者の顔が出ていると、食材そのものの見た目が多少悪くても安心できる

との意見も見られた。 

 

図表 9 買い物の際に重視するポイント 
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＜調査結果：バランスガイドについて＞ 

食事バランスガイドについて紹介後、意見を聴取したところ、バランスガイドだけでは、

「美味しくなさそう」というイメージをもたれて、そこで終わってしまいがちであること

が分かった。例えば、旬の食材を組み合わせて提案することで、具体的な購買行動、食生

活の変化に結び付くことが想定された。 

若年層向けには朝昼晩の組合せで提案する、摂取カロリーのみに絞るなど、より単純化

した伝え方が必要そうであることが分かった。 

 

図表 10 バランスガイドについて 

 

 

＜調査結果：バランスガイドの活用方法＞ 

バランスガイドの活用方法について意見を聞いたところ、単に配布するだけではバラン

スガイドの中身を伝えるのは難しそうであったが、講習会などを通じて説明することで、

栄養に関する知識の普及に加え、紀ノ国屋へのロイヤリティの向上にもつなげることがで

きると予想された。 

若年層向けには Webや iPhoneのアプリなどを使った訴求方法も、やはり有効だと思われ

た。また、対面販売等で訴求していくことも効果的と思われた。 

 

図表 11 バランスガイドの活用方法 
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＜外国人への調査結果：店頭での取り組みについて＞ 

外国人（欧米系）へ店頭での取り組みについて聴取したところ、パネルと商材の距離が

遠く位置しているものについては、パネルで興味を持ったとしても商材を見つけづらいと

いう意見があった。 

一方、魚売り場の展示は、写真を多用していたり、パネルを一箇所にまとめて展示して

いた点が分かりやすいという意見があった。切り身ではどのような魚か分からないため、

その魚の写真があると分かりやすいという意見もあった。 

 

図表 12 外国人への調査結果：店頭での取り組みについて 

 

 

＜外国人への調査結果：食事バランスガイドについて＞ 

外国人へ食事バランスガイドについて説明後、意見を聴取したところ、食事バランスガ

イドは、日常生活の中でバランスを意識する”リマインダー“としての役割を果たせると

認識されていることが分かった。また、インターネットで入手可能な情報は多いなかで、

”本当に信頼できる情報“として食事バランスガイドを活用したいという意見が見られた。 

食事バランスガイドのバランスゴマの横に商品の写真などを入れるとより分かりやすい

といった意見も見られた。 

 

図表 13 外国人への調査結果：食事バランスガイドについて 
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（３）店舗を訪れる顧客層への効果的な訴求方法 

上記のグループインタビュー等での検討結果を踏まえ、店舗を訪れる顧客層に最も効果

的に訴求するための方法について検討を行った。 

 

「４．（１）「今週の旬食材」コーナーの設置」の章で詳述するように、これまで、紀

ノ国屋では商品のこだわりについての説明、表示が不十分で、顧客に伝えたい情報を十分

に伝達することができていなかったという面があったと思われる。本事業では、紀ノ国屋

の扱う商品の栄養バランスや、各地域の伝統的な生産方法等を訴求することを目的に、通

常店頭で掲載しているようなキャッチコピーと写真のみの POP ではなく、商品の生産方法

や栄養バランスなどの特徴を詳しく記載した食材パネルを作成した。 

 

グループインタビューでは、顧客（特に、紀ノ国屋をたまにしか利用しないような顧客）

に食材の良さをきちんと理解してもらうためには、ある程度の文字数を費やしてでも、き

ちんとした説明を掲載することの重要性には、共感していただいた。ただし、その一方で、

文字数が多すぎて、店頭で読んでいただくのは難しいとの意見も多かった。そういった中

で多く聞かれたご意見が、冊子にして配布すれば、じっくり読んで献立を考えることがで

きるのではないか、というものだった。 

また、食事バランスガイドについても、単に店頭で配布するだけではバランスガイドの

中身を伝えるのは難しく、講習会などを通じた説明とセットでないと、なかなか実際の食

生活の改善につなげていくのは難しいのではないかとの意見もいただいた。 

 

上記のような意見を踏まえ、店頭での取り組み単体で考えるのではなく、検討会委員に

もご協力いただき、食育テキストの作成や食生活改善講習会等の取り組みとも連動させる

ことで、取組効果の向上を図った。 

具体的な本事業への反映方法としては、「５．（４）消費者向けの食育テキスト」で詳

述するように、食育テキストの作成に当たっては、単に栄養バランスについて説明するだ

けでなく、食材の持つ商品のこだわりを掲載し、読み物として顧客に楽しんでもらえるよ

うなものを作成することとした。また、管理栄養士でもある田邊委員にご協力いただき、

食生活改善講習会では、バランスガイドと紀ノ国屋の旬食材レシピを連動させるような講

習を実施していただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


