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４．スーパーマーケット等の小売店による食生活改善方策の実施 

 検討委員・㈱日本総研と意見を聴取しつつ、下記のように紀ノ国屋が実施した。 

 

（１）「今週の旬食材」コーナーの設置 

①こだわり食材の表示方法の改善 

紀ノ国屋では、事業取り組み前は、特徴やこだわりのある商品についても、あまり店頭

で表示がなされておらず、顧客に伝達できていない状況がアンケートやグループインタビ

ューの集計で指摘されていた。これらの点から商品は一カ所にまとめてわかりやすく展示

する、パネルなどで特徴をきちんと説明するなどして、消費者に分かりやすい展示方法を

となるように改善を行った。 

＜実施目的＞ 

「旬食材」コーナーの設置、「こだわりの生産者」フェアの開催等を通じて、紀ノ国屋

の食に関するこだわりを改めて発信することで、それぞれの食材の持つ価値を消費者の方

に知ってもらい、食の持つ「楽しさ」や「（本当の）美味しさ」を伝えていくことを目的

として実施した。 

＜開催期間・場所、取扱食材＞ 

開催期間：平成 25年 10月～平成 26年 3月  

開催場所：青山インターナショナル、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店、新宿高島屋

店(取り扱った食材は、以下の通りである) 

 

図表 31 「旬食材」コーナーの取扱食材 

月 取扱食材 

10月 

(4品目) 
原木舞茸（大分県）、深谷ねぎ（埼玉県）、丹波黒豆（兵庫県）、生鮭（北海道） 

11月 

(14品目) 

原木なめこ（大分県）、かぶ（京都府）、里芋（京都府）、九条ネギ（京都府）、

ねぎ各種、ミネラルピーマン（宮崎産）、ラ・フランス（山形県）、牡蠣（岩手

・宮城県）、岩手鴨（岩手県）、天然真鯛、まなかつお、鯖、いわし、鰆 

12月 

(12品目) 

三浦大根（神奈川県）、トマト（熊本県）、深谷ねぎ（埼玉県）、九条ねぎ（京

都府）、京野菜全般、フルーツキャベツ（兵庫県）、干し柿（島根県）、あきた

こまち（秋田県）、天然鰤、金目鯛、天然生本鮪、山形牛（山形県） 

1月 

(8品目) 

聖護院大根（京都府）、水菜（京都府）、深谷ねぎ（埼玉県）、蛤、しじみ、あ

さり、南部鶏（岩手県）、ロイヤルポーク（栃木県） 

2月 

(10品目) 

EM栽培キャベツ（神奈川県）、神在ねぎ（島根県）、原木しいたけ、さつまいも、

柑橘類、パン、本鱒、灰干し秋刀魚(北海道)、ラム肉（ニュージーランド）、パ

スチャライズ牛乳 

3月 

(9品目) 

玉ねぎ、アスパラガス、じゃがいも、めばる、あじ、蛍烏賊(富山県)、湯通し塩

蔵わかめ、佐賀牛(佐賀)、いちご 
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＜「旬食材コーナー」について＞ 

10 月初旬より、各店舗の野菜売り場・肉売り場・魚売り場に「旬食材」コーナーを設置

した。 

「旬食材」コーナーでは、商材のこだわりの生産方法、紀ノ国屋で選ばれている理由に

ついて説明しているパネルを展示した。同時に、顧客の栄養バランス意識の喚起のために、

「食事バランスガイド」のパネルを商材の横に展示した。 

旬食材をバランス良く摂取するための参考として、「食事バランスガイド」の食生活チ

ェックブックを店頭で配布した。 

 

図表 32 「旬食材」コーナーの様子 

 

   【「旬食材」コーナーの展示】     【野菜売り場の展示（深谷ねぎ（埼玉県））】 

 

（青山インターナショナル店）              （国立店） 

 

【魚売り場の展示（鰹、鰆、鯛、かきの展示）】 

 

（青山インターナショナル店） 
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（かきの製造過程に関する説明） 

 

（青山インターナショナル店）   

 

【「食事バランスガイド」の食生活チェックブックの店頭配布】 

 

（国立店）           
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本事業で作成したパネル作成については、今までの小売店が取り組まなかったような文

字情報に多さについての賛否はあったものの、消費者が要望している栄養素・産地情報・

生産者情報・流通や作業工程等を明確に伝えるという点で一つの方向性を見出していると

思われる。こられについては、他店舗の今後の示唆になりうると考える。 

≪作成は、図表 31のように 57品目に亘るため下記にその一部を記載する≫ 

 

図表 33 「旬食材」パネル 

 

 

（11月の旬食材「天然真鯛」） 

 

 

（12月の旬食材「島根畑地区 干しかき」生産工程） 

 

 

（12月の旬食材「EM 栽培三浦大根」） 
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（1月の旬食材「田鶴さんの聖護院大根」） 

 

 

（2月の旬食材「国産柑橘類」） 

 

 

（12月の旬食材「田村畜産さんの山形牛」） 
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（２）「こだわりの生産者」フェアの開催 

①生産者フェア 

生産方法や漁法、加工方法などにこだわりを持って取り組んでいる生産者の商品を集め

たフェアを開催した。生産者を店舗に招き、フェアの会場で、自身が生産するに際しての

“こだわり”の内容とその意味を消費者に直接伝えてもらった。 

 

＜実施目的＞ 

扱われている“こだわりの商材”の生産者を店頭に招き、生産者のこだわりを買い物客

へ直接伝えていただく機会として、「こだわりの生産者」フェアを開催した。 

「こだわりの生産者」フェアの開催スケジュールは、下記の通りである。 

 

図表 34 「こだわりの生産者」フェア開催スケジュール 

開催日 店舗 取扱商品 

11月 16日（土） 青山インターナショナル店 ラ・フランス（山形県） 

12月 12日（木）、 

13日（金） 
新宿高島屋店 菊陽人参（熊本県） 

12月 13日（金）、 

14日（土） 

青山インターナショナル

店、等々力店 
干し柿（島根県） 

12月 19日（木） 青山インターナショナル店 あきたこまち（秋田県） 

12月 20日（金） 鎌倉店 あきたこまち（秋田県） 

2月 7日（金）～14日（金） 

3月 7日（金）～17日（月） 

青山インターナショナル

店、国立店、等々力店、吉

祥寺店 

牛肉の精肉工程の動画の放映 

3月 15日（土）、 

16日（日） 

青山インターナショナル

店、等々力店 
佐賀牛(佐賀県) 
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図表 35 「こだわりの生産者」フェアの様子 

 

【ラ・フランスの生産者フェアの模様】 

 

（青山インターナショナル店） 

 

【菊陽人参の生産者フェアの模様】 【干し柿の生産者フェアの模様】 

  
           （新宿高島屋店）  （等々力店、青山インターナショナル店） 
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【あきたこまちの生産者フェアの模様】 

  
       (青山インターナショナル店)               (鎌倉店)  

【佐賀牛生産者フェアの模様】 

  

             (青山インターナショナル店)                          (等々力店) 

 

②牛肉の精肉工程の動画作成 

生産者フェアと並行して、紀ノ国屋の店頭において、生産方法等に関する動画を配信し、

消費者に分かりやすく訴求した。牛肉の精肉工程の動画を作成し、肉コーナーにて配信を

行った。 

図表 36 牛肉の精肉工程動画の配信 

   

                              (国立店)                              (吉祥寺店) 
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（３）健康改善メニューの提案 

管理栄養士である田邊委員にご協力いただき、前述の「今週の旬食材」コーナーで取り

上げた旬食材を活用し、手軽に調理することのできる健康改善メニューのレシピを作成し

た。レシピには各メニューのカロリー、脂質、塩分の含有量を記載するとともに、栄養バ

ランスガイドのどのカテゴリー（主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物）に該当し、い

くつ分の摂取量に相当するかを記載し、バランスガイドを見ながら、健康改善が図れるよ

うに連動を図った。 

作成したレシピは、店頭（「今週の旬食材」コーナー等）で配布するとともに、食生活

改善講習会や、アンケートにご協力いただいたモニターへの個別フィードバックにおいて

活用した。また、作成したレシピ一式を食育テキストの別添資料とし、テキストと連動し

て使っていただけるような形で配布した。 

 

 

（４）食生活改善講習会の開催 

モニターの中から希望者を募り、管理栄養士の田邊委員に協力いただき、栄養バランス

に関する基礎的な知識や、健康改善メニューの作成方法に関する講習会を開催した。 

 

＜実施目的・内容＞ 

アンケート調査にご協力いただいたモニターの中から希望者を募り、管理栄養士である

田邊委員を講師に招き、栄養バランスに関する基礎的な知識や、健康改善メニューの作成

方法に関する講習会を開催した。 

講習会では、各回 2時間程度のお時間をいただき、以下のようなアジェンダで、栄養バ

ランスに関する基礎的な知識や健康改善メニューについて紹介した。 

♢ 栄養バランス：バランスガイドの解説、など。 

♢ 健康改善メニューの紹介：特定産地の食材を使ったメニューのご紹介、など。 

 

＜開催日時・場所＞ 

下記の日程で、計 4会場で一日 2回ずつ実施し、計 210名の方に参加いただいた。 

♢ 平成 25年 11 月 23日（土）：青山会場（南青山会館）参加者数：30名 

♢ 平成 25年 11 月 24日（日）：青山会場（南青山会館）参加者数：60名 

♢ 平成 25年 11 月 25日（月）：国立会場（国立商協ホール）参加者数：72名 

♢ 平成 25年 11 月 30日（土）：鎌倉会場（鎌倉商工会議所会議室）参加者数：48名 

      

＜実施結果＞ 

全会場を通して、講義の後の質疑応答が活発に行われた。国立会場では、質疑応答に 1

時間以上かかるほどの盛況であった。 

一般的な講習会と比べ、普段しっかり料理をされていたり、買い物をする際に「旬」「生

産者」「鮮度」を気にされる方々が多い傾向にあった。 

質疑応答の内容としては、栄養素についてや普段の食生活の中で悩んでいる点から食品

偽装に関する質問、放射能の問題、食材の選び方など幅広い質問が寄せられた。 
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図表 37 講習会の様子 
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５．効果検証と他店舗展開（モニターアンケートの分析（改善効果の検証））

（１）モニターへの事後アンケートの実施、分析結果（改善効果の検証結果）     

①アンケート調査票の集計・分析 

店舗等での取り組み実施後に、取り組みの効果検証を行うため、モニターに対してアン

ケート調査を実施し、調査結果の集計、分析を行った。（第二回アンケート） 

第一回アンケート調査結果の回答と比較分析を行うため、第二回アンケートでは第一回

アンケートで用意した質問項目をベースに作成した。例えば、第一回アンケートでは「○

○について意識しているか」と質問していた場合、第二回アンケートでは「本事業の取り

組みを通じて○○について意識するようになったか」といった聞き方に変更して質問項目

を作成した。分析にあたっては、㈱日本総合研究所に委託した。 

本項では第二回アンケートの集計結果について述べ、次項で第一回アンケートと第二回

アンケートの結果を比較分析することとする。 

 

＜買い物をする際に重視するポイント＞ 

 本事業の取り組みの結果、野菜・魚・肉の購入の際に、どのような点を重視するように

なったかを聞いたところ、野菜・肉に関しては鮮度が最も重視されており、魚に関しては

安心・安全にこだわったものかを最も重視されることが分かった。 

第一回アンケートでは、野菜・魚・肉は共通して鮮度が最も重視されていたが、第二回

アンケートでは、魚については安心・安全に関して、より重視されるようになったことが

分かった。 

 

図表 38 買い物をする際に重視するポイント 

 

買い物をする際に重視するポイント(MA) 
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＜情報提供の状況＞ 

 本事業の中での紀ノ国屋の商品に関する情報提供について聞いたところ、いずれの項目

についても７割前後の方が、情報提供されていると「大いに思う」、「少しは思う」と回

答されており、一定程度の情報提供がされていると認識しているモニターが大半を占める

ことが分かった。 

 項目ごとに見た場合、「品目の特産地に関する情報」については９割近くの方が情報提

供されたと「大いに思う」「少しは思う」と回答されており、次に７割以上の方が「安心

・安全へのこだわり」に関する情報提供がされたと「大いに思う」「少しは思う」と回答

された。 

 

図表 39 情報提供の状況 

 

 

＜栄養バランスに関する知識の状況＞ 

 本事業に参加したことによる栄養バランスに関する知識の変化について聞いたところ、

いずれの項目についても５割前後の方が栄養バランスに関する知識が「十分に深まった」

「ある程度深まった」と回答された。 

 項目別に見ると、「日々の食生活の中で、主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物をバ

ランスよく摂取することが必要なことについて」の知識が「十分に深まった」「ある程度

深まった」と回答された方が７割を超えた。次に「主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果

物をどの程度摂取すべきかについて」の知識が「十分に深まった」「ある程度深まった」

と回答された方が７割近くに達しており、本事業の取組を通じて栄養バランス、またそれ

に基づいてどのように行動すべきかといった知識について、ある程度理解が深まったこと

が分かった。 
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図表 40 栄養バランスに関する知識の状況 

 

 

＜食生活の状況＞ 

 本事業に参加したことによる食生活の状況の変化について聞いたところ、自宅で夕食を

週に４～５回以上調理される方が９割以上を占めた。また、野菜を使う頻度が週に４～５

回以上の方が９割以上であることに対し、肉、魚の使用頻度は週２～３回と回答された方

が５割を占めた。 

 一日の夕食のうち、調理済みの食品（お惣菜等）を活用する平均的な割合が２割以下と

回答された方が８割近くを占めた。 

 

図表 41 食生活の状況 
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図表 42 食生活の状況（調理済み食品の活用割合） 

 

 

＜日本の食文化・食習慣への興味・関心＞ 

 本事業に参加したことによる。日本の食文化・食習慣への興味・関心の変化について聞

いたところ、いずれの項目についても、８割前後の方が「大いに興味を持つようになった」

「少しは興味を持つようになった」と回答した。 

 項目別に見ると、「各産地のどのような特徴が味わいに違いをもたらしているかについ

て」「市場などに多く出回る時期を指す“旬”と、美味しく食べられる“旬”の違いにつ

いて」の食文化・食習慣への興味・関心に「大いに興味を持つようになった」「少しは興

味を持つようになった」と回答した方が８割以上に達した。 

 本事業の取組を通じて、産地のちがいによる特徴や旬の違いなどに関する食文化・食習

慣への興味・関心がある程度深まったことが分かった。 

 

図表 43 日本の食文化・食習慣への興味・関心 

 

 

＜食事バランスガイドの認知度＞ 

 第二回アンケートでは、食事バランスガイドの認知度について調査した。結果、食事バ

ランスガイドを「内容を含め知っている」と回答された方が４割近く占めており、「見た

り聞いたりしたことがある」と回答された方が４割近くを占めた。 

 他方、「知らなかった」と回答された方は２割強に留まった。 
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図表 44 食事バランスガイドの認知度 

 

 

＜食事バランスガイドの活用＞ 

 食事バランスガイドをどのように役立てているかについて聞いたところ、「食事のメニ

ュー（献立）を考えるとき、参考にしている」と回答した方が５割以上を占めており、「食

品を買うとき、参考にしている」と回答した方が２割近くに達した。 

 

図表 45 食事バランスガイドの活用 

 
 

＜食事バランスガイドの日々の食事への影響＞ 

 食事バランスガイドを知って、日々の食事にどのような変化があったかを聞いたところ、

「食事がバランスのよいものになった」と回答した方が５割以上を占めた。 

 一方、「バランスの良い食事の必要性は理解したが、実行に移せていない」と回答した

方が２割程度占めた。 
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図表 46 食事バランスガイドの日々の食事への影響 

 

 

 

＜食事バランスガイドの情報入手先＞ 

 食事バランスガイドの情報をどこで入手したかを聞いたところ、「紀ノ国屋に於ける今

回の事業の取組」と回答した方が最も多く、次に「本・雑誌」「新聞・チラシ」「テレビ」

等のメディアから情報を入手したと回答した方が多い状況であることが分かった。 

 

図表 47 食事バランスガイドの情報入手先 
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②（２）のアンケート調査との比較分析による、改善効果の検証 

＜本事業に参加したことによる意識の変化＞ 

 第二回アンケートの中で、本事業の取組を通じて、産地・旬・鮮度といった日本の食文

化や食習慣、栄養バランスへの意識の変化について聞いたところ、食文化や食習慣、栄養

バランスについて意識するようになった／少し意識するようになったと回答したモニター

は、全体の８割を占めた。結果、本事業に参加したことにより、モニターの大半が食文化

や食習慣、栄養バランスを意識するようになったことが分かった。 

 

図表 48 本事業に参加したことによる意識の変化 

 

 

 

本事業の取組を通じて、食に関する知識や食生活にどの程度改善が見られたかを把握す

るために、本事業の取組前に実施した第一回アンケートと事業取組後に実施した第二回ア

ンケートの結果を比較分析した。 

以下では、比較分析した項目のうち、特に違いのあった項目について記載する。 

 

＜買い物をする際に重視するポイントの変化＞ 

 買い物をする際に重視するポイントの変化を見るために、第一回アンケートと第二回ア

ンケートの結果を比較した。 

 結果、野菜については「品目が健康に良いものか」を重視する方が 10％増加し、「購入

しようと考える品目が旬のものであるか」を重視する方が９％増加した。魚については「購

入しようと考える品目が旬のものであるか」を重視する方が７％増加しており、「鮮度が

良い商品か」「品目が健康に良いものか」を重視する方が５％増加したことが分かった。

また、肉については「品目が健康に良いものか」を重視する方が７％増加しており、「商

品が、安全・安心にこだわったものか」を重視する方が５％増加したことが分かった。 

本事業の取組によって、買い物をする際に栄養や旬、安心・安全といったポイントにつ

いて重視されるようになったことが分かった。 
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図表 49 買い物をする際に重視するポイント 

 

 

 

＜情報提供の状況の変化＞ 

 本事業の取組の結果を検証するため、「紀ノ国屋の情報提供の状況」の変化について第

二回アンケートで聞いたところ、概ね本事業で紀ノ国屋が情報提供を実施できている／現

在までと同様に情報提供できていると感じられている方が大半を占めていることが分かっ

た。 

 項目別に見ると、「品目の特産地に関する情報」「生産者の農法や漁法へのこだわりに

関する情報」「安心・安全へのこだわりの情報」について紀ノ国屋は情報提供がわかりや

すくされていたと感じられていることが分かった。 
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図表 50 情報提供の状況 
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（２）グループインタビューの実施結果 

アンケート調査にご協力いただいたモニターの中の希望者を募り、ご協力いただいたモ

ニターの方々の行動に与えた影響や、店頭での取組の効果をさらに高めていくための方法

等について、より詳細に分析・検証するため、グループインタビューを実施した。 

なお、資料作成・運営などのコーディネートを㈱日本総合研究所に委託した。 

 

① 開催日時・場所 

・ 開催日時：平成 26年年 2月 13日（木）  

 一回目（10:00～12:00）：青山こどもの城・参加人数：6名 

 二回目（14:00～16:00）：国立商協ビル・参加人数：4名 

 

② 実施目的・内容 

グループインタビューでは、紀ノ国屋の店頭での取り組みにご協力いただいたモニター

の方々に対して、「紀ノ国屋を利用している理由（紀ノ国屋への期待）」について確認し

た上で、「本事業における紀ノ国屋の取り組み」について、店頭での取り組みの印象や各

モニターの行動への影響、バランスガイドを使った食育の効果等についてのご意見も聴取

した。 

 

 

③ グループインタビュー結果 

＜調査結果：紀ノ国屋を利用している理由（紀ノ国屋への期待）＞ 

紀ノ国屋のお客様は、紀ノ国屋ではこれを買うと決めてきている方が多く、他店では買

えないこだわりの商品をお求めの方が多いようだった。特に、グループインタビューにご

参加いただいたモニターの方々は品物の良さをよくご存じであり、それだけの価値のある

ものであれば、値段が高いこともそれほど気にならない、というお考えの方が多かった。 

 

・ 紀ノ国屋では野菜を絶対に買う。鮮度が違う。鳥も色々な種類があるので新しいのが出ると

試してみたりする。赤鳥がいいとか、気に入りのブランドもできた。豚肉も飛騨の和豚が気

に入った。ラム肉が普段から並んでいるのと、仔牛肉もあるのでこういったものも紀ノ

国屋で購入している。 

・ 紀ノ国屋では、レタス等の野菜も洗って、切り口を切って売っていると聞いたことがある。

それらの事から野菜はそれで鮮度が違うのかと思って買っている。 

・ 何となく味を覚えているのか、食パンは紀ノ国屋に戻る。野菜は輝きが違う。見た目が本当

に光って見える。他でいいかなと思って買っても紀ノ国屋へ行くと違うので買ってしまう。 

・ 色々行っているが戻ってくるのは紀ノ国屋になっている。金額が高くても、質も絶対大丈夫

だという信頼のもとで行っている。 
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＜調査結果：本事業における紀ノ国屋の取り組み＞ 

「今週の旬食材」コーナーのパネルについては、普段から店頭に掲出されている商材パ

ネルとの違いを十分に認識していただけていなかったようだった。そのせいもあり、店頭

で立ち止まってパネルを読むことはほぼないとの意見が多数だった。 

 

・ ほぼ毎日紀ノ国屋に行っているが、パネルには全く気付いていなかった。目立たないという

ことはないと思うが、何を買うか決めて買い物に行くので、他の情報は排除しているのだと

思う。 

・ 店頭のパネルには気づかなかった。バランスガイドの方が記憶に残っている。 

・ バランスガイドやコマのパネルなどが置いてあるのには気づいた。 

・ 店頭ではではコマがすごく印象に残った。冊子がラックに入れておいてあるのも目に付いた。 

 

一方で、食事バランスガイドを基に作成したバランスゴマのパネルについては、これま

で紀ノ国屋の店頭では見慣れないものだったこともあり、注目していただけたようだった。

紀ノ国屋の顧客は、総じて食生活や栄養バランスへの意識が高かったが、店頭におけるバ

ランスゴマパネルの掲出や、モニターへの個別フィードバックなどにより、自分の食生活

が偏っているということに改めて気づくきっかけとなったという回答も多く、一定の取組

効果があったことが検証できた。 

 

・ 食事バランスガイドやバランスコマを見て、自分の家の食生活のバランスが取れてないこと

はよくわかった。 

・ 紀ノ国屋のフィードバックを見て、肉類が足りないことが分かった。年齢のこともあり、自

分から無理にでも肉類をとらないといけないと思うようになった。 

 

ただし、偏っていることに気付けたとしても、具体的な食生活の改善方法は、バランス

ガイドを見るだけではよくわからなかったとのご意見もあり、レシピとセットでのより具

体的なご提案を求めていらっしゃる方が多いことも確認できた。 

 

・ （食事バランスガイドやバランスコマを見て、自分の家の食生活のバランスが取れてないこ

とはよくわかったが、）実際にそれを活かした食生活を取り入れる技術がない。こういう食

事をとればバランスが取れると具体的に示してもらったほうが良い。 

 

 

なお、紀ノ国屋の顧客は「旬の食材」の情報については非常に敏感なようであり、そう

いった食材の情報と合わせて季節ごとにご案内を差し上げると、栄養バランスに関する意

識も高まり、紀ノ国屋での購買意欲も高まることが期待できる。会員様向けには DMでの送

付や、ウェブサイトでの公開が効果的なアプローチ方法と思われる。 

 

・ 店頭で配布するのではなく、旬の食材のフェアの案内とセットで、DM などで送ってもらえる

と食育テキストのようなものも見るのかなと思う。それを見て、お店に行きたくなるような
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パターンもあると思う。一度送られただけだと捨てちゃうが、頻繁にもらえると、そのつど

目を通して行くのでいいかもしれない。 

・ フェア等の DMが定期的に来るが、絶対買いに行く。手紙はすごくいいと思う。フェアの紹介

は欠かさず見て買いに行くようにしている。 

・ （食育テキストのようなものは、）DM で送ってもらって、時間のある時に読み物として読み

たい。 
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（３）消費者向けの食育テキスト 

アンケート調査結果やグループインタビューの結果、検討委員会での検討結果等を踏ま

え、消費者の行動変容につながるように、食育テキストを取りまとめる。 

特にグループインタビューでの指摘を踏まえ、テキストの内容は、栄養バランス等に関

する基礎知識に加えて、「食材の本当の旬」や、「生産者の生産方法や漁法、加工方法な

どへのこだわり」など、食の持つ「楽しさ」や「（本当の）美味しさ」を一体的に伝える

ような構成とした。 

タイトルも「食育」という用語はあえて用いず、あくまでも食の楽しさを伝えることを

通じて、栄養バランスのとれた食生活の重要性について意識していただけるように心がけ

た。 

 

食育テキストの概要は以下の通り。（食育テキストの詳細は、別添資料としてのテキス

トを参照） 

 

＜食育テキストの概要＞ 

タイトル：「食ナビ ～美味しく食べて健康になりましょう～」 

（目次） 

Ⅰ．栄養バランス 

Ⅰ‐１． 栄養バランスのとれた食生活とは 

Ⅰ‐２． 食事バランスガイドとは 

Ⅰ‐３． 食事バランスガイド活用例（旬食材レシピ） 

Ⅱ．季節感や地域性のある食生活へ ～紀ノ国屋の考える「食」の魅力～ 

Ⅱ‐１． 紀ノ国屋の考える「食」の魅力とは 

Ⅱ‐２． こだわりの「食」 
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（４）他店舗展開に向けた取り組みノウハウの抽出 

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。すなわち、アンケート調査やグループインタビューを通じて、「食の

持つ価値のどのような側面を、どのような方法で訴求することで、消費者の行動変容をも

たらすことができるか」という点について整理・分析を行った。 

 

●消費者に訴求すべき「食の持つ価値」 

紀ノ国屋顧客へのアンケートや、一般消費者へのグループインタビューなどの調査結果

を通じて、消費者が栄養バランスや食材そのものについて常に高い関心を有しており、食

材の産地や生産方法、栄養素等について詳細な情報を求めていることが改めて明らかにな

った。そこで求められている情報は一般的な情報ではなく、具体的にどの栄養素がどの程

度含まれていて、どのように体にいいのかといった栄養に関する具体的な情報や、その食

材の美味しさ、鮮度を担保する「生産方法」に関する具体的な情報のようだった（特に紀

ノ国屋の既存顧客は食に対する意識も高く、より具体的な情報を望んでいるようだった）。 

 

●消費者に訴求するための取り組み 

消費者が上記のような意識を持っている一方で、そういった情報は店頭で POP 等を使っ

て伝えるには情報量が多すぎ、店頭の取り組みのみでは消費者に伝わりづらい（店頭で消

費者の目に留まりづらい）ということもわかってきた。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、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、じっくり読んで素材の

選択や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。そこで、まずは食材

の産地や生産方法、栄養素について詳しく知りたいと感じる消費者に向けた食育テキスト

「食ナビ ～美味しく食べて健康になりましょう～」を作成することとした。 

このテキストは、消費者の方にバランスのとれた食生活に関する知識を紀ノ国屋の持っ

ている食材に関する旬、産地、生産方法等の情報と関連付けて提供することで、食の「楽

しさ」を実感していただきながら食育に取り組んでいただくことを目的に取りまとめた。 

紀ノ国屋以外の店舗でも、本事業で作成した食育テキストに、各店ならではの食材に関

する情報と組み合わせていただくことで、紀ノ国屋が本事業の中で蓄積してきた食育の取

り組みノウハウを活用していただけると考える。 

 

●紀ノ国屋における食育テキスト等の具体的な活用方法 

前述のように、栄養バランスや食材について高い関心を有し、食材の産地や生産方法、

栄養素について詳細な情報を求めている消費者も少なくないことがわかってきた。そうい

った消費者は店頭だけでなく、通勤の途中や自宅などで情報に接する機会を求めているこ

ともわかってきた。 

本事業で作成した食育テキストは、同じく本事業で作成した食材パネルやレシピを別添
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資料として添付して、紀ノ国屋の顧客向けに店頭配布や DMでの送付を行うだけでなく、紀

ノ国屋のウェブサイト上で公開することも検討している。紀ノ国屋の店舗をご利用いただ

く顧客に限らず、様々な方の目に触れるような形で提供することで、「食」に関する知識、

関心を高めていきたい。 
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６．事業の取り組み成果と波及効果 

（１）事業目標の達成状況 

「食材提供の場を活用した食育実践活動事業」の事業目標に掲げている、「本事業で実

施された改善方策にともなう消費者の購買行動の変化（売上点数増：5％）」、および「食

の「楽しさ」や「美味しさ」の理解が、行動変容に与えた影響（日本の食文化や食習慣、

栄養バランスなどに関する意識が、食材選択の際に影響を与える者の増加：10%）」の達成

状況は、以下のとおりである。 

 

【目標①：本事業で実施された改善方策にともなう消費者の購買行動の変化（売上点数増

：5％）】 

昨年度まで同期間に販売された「旬の野菜」の売上点数実績と、本事業による「旬の野

菜」の売上点数を比較し、本事業の取り組み効果を把握した。 

10月～12月にかけて、本事業で旬食材として取り上げた野菜、果物、精肉の販売点数は、

特に価格訴求を行わなかったにもかかわらず、昨年度の同時に比べて大幅に増加している。

特に、事業目標として掲げている「旬の野菜」の売上点数は、昨年度の同時期に比べて 10%

近い増加を示しており、目標値を大幅に上回っている。当該商品外の実績値と比較しても

伸長は顕著な数値を表している 

アンケートやグループインタビューなどでいろいろのご指摘はあったが、実際的には消

費者への訴求効果として、本事業で実施された改善方策（食材の旬やこだわりの生産方法

と、栄養成分の訴求）が、消費者の購買行動に一定の影響を与えたことが示唆される。 

 

図表 51 「旬食材」の売上点数の昨年度の同期間との比較 

 

 

H24年度
販売実績
(点数)

H25年度
販売実績
(点数)

H24年度
販売実績
(点数)

H25年度
販売実績
(点数)

H24年度
販売実績
(点数)

H25年度
販売実績
(点数)

H24年度
販売実績
(点数)

H25年度
販売実績
(点数)

H24年度販
売実績(点

数)

H25年度
販売実績
(点数)

増加率

対象食材
野菜 11,674 14,319 30,253 31,918 22,416 24,584 19,579 21,285 83,922 92,106 9.8%
果物 0 0 3,614 4,317 883 947 0 0 4,497 5,264 17.1%
精肉 693 1,439 1,388 1,540 43,275 45,710 76,968 81,118 122,324 129,807 6.1%
鮮魚 2,380 2,858 13,911 13,110 10,450 10,771 4,823 4,544 31,564 31,283 -0.9%

部門全体

野菜 392,673 397,163 364,149 371,866 452,019 453,921 330,941 335,234 1,539,782 1,558,184 1.2%
果物 0 0 152,237 152,578 148,041 148,863 0 0 300,278 301,441 0.4%
精肉 134,379 141,008 134,646 144,773 170,706 176,520 128,718 129,059 568,449 591,360 4.0%
鮮魚 161,711 139,830 135,888 137,500 176,702 174,799 115,924 120,146 590,225 572,275 -3.0%

10月 11月 12月 1月 10月～1月
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【目標②：食の「楽しさ」や「美味しさ」の理解が、行動変容に与えた影響（日本の食文

化や食習慣、栄養バランスなどに関する意識が、食材選択の際に影響を与える者の増加：

10%）】 

モニターへの二回のアンケート調査を通じて、本事業を通じて得られた日本の食文化や

食習慣、栄養バランスに関する理解が、消費者の食品購入の際に影響を与えるようになっ

たかを検証した。 

 

第二回アンケートの中で、「本事業にご参加いただいたことによる、買い物を行うとき

の意識の変化」についておうかがいしたところ、産地・旬・鮮度といった日本の食文化や

食習慣、栄養バランスについて、「意識するようになった」、及び「少し意識するように

なった」と回答したモニターは、全体の８割を占めた。 

本事業にご参加いただいたことで、モニターの大半が買い物する際に食文化や食習慣、

栄養バランスを意識するようになったことが分かった。 

 

図表 48 本事業に参加したことによる意識の変化（再掲） 
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また、本事業にご参加いただいたことによる、モニターの買い物を行う際の意識の変化

について、より詳細に分析するため、モニターが「買い物する際に重視するポイント」に

ついて、本事業の取り組み前に実施した第一回アンケートと事業取り組み後に実施した第

二回アンケートの結果を比較分析した。 

二回のアンケート調査の結果を比較すると、野菜については「品目が健康に良いものか」

を重視する方が 10％増加し、「購入しようと考える品目が旬のものであるか」を重視する

方が９％増加した。また、魚については「購入しようと考える品目が旬のものであるか」

を重視する方が７％増加しており、「鮮度が良い商品か」「品目が健康に良いものか」を

重視する方が５％増加した。肉については「品目が健康に良いものか」を重視する方が７

％増加しており、「商品が、安全・安心にこだわったものか」を重視する方が５％増加し

た。 

本事業にご参加いただいたことで、買い物する際に特に「健康への影響」や「旬」とい

った点を重視する方が増加したことが分かった。 

 

 

図表 49 買い物をする際に重視するポイント（再掲） 

 

 

買い物をする際に重視するポイント(MA) 
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（２）事業効果（事業で得られた成果、波及効果等）について         

① 本事業で得られた紀ノ国屋としての成果 

 本事業では、前記のような事業目標の達成状況を通じて、モニターとしてご参加いただ

いた紀ノ国屋顧客の行動変容に寄与するとともに、以下のような成果を上げることができ

た。 

 

●消費者の行動変容を促す取り組みノウハウの蓄積（再掲） 

前述のように、紀ノ国屋顧客へのアンケートや、一般消費者へのグループインタビュー

などの調査結果を通じて、消費者が栄養バランスや食材について高い関心を有しており、

食材の産地や生産方法、栄養素について詳細な情報を求めていることがわかってきた。そ

の一方で、そういった情報は店頭で POP 等を使って伝えるには情報量が多すぎ、店頭の取

り組みのみでは消費者に伝わりづらいということもわかってきた。 

紀ノ国屋では、アンケートやグループインタビューでの消費者の方のご意見を踏まえ、

食材の産地や生産方法、栄養素について詳しく知りたいと感じる消費者に向けた「食ナビ 

～美味しく食べて健康になりましょう～」を作成した。こういったテキストの作成、活用

を通じて、バランスのとれた食生活に関する知識を、紀ノ国屋の持っている食材に関する

旬、産地、生産方法等の情報と関連付けて提供することで、食の「楽しさ」、「美味しさ」

を実感していただきながら行う新たな食育の取り組みノウハウを蓄積することができたと

考える。 

紀ノ国屋に限らず、各小売店では、それぞれにその店ならではの食材を販売されている。

本事業で作成した食育テキストや POP を、各店ならではの食材に関する情報と組み合わせ

ていただくことで、紀ノ国屋が本事業の中で蓄積してきた食育の取組ノウハウを、他の店

でも活用していただけるのではないかと考える。 

 

●食材を提供する生産者の魅力の再発見 

本事業を通じて、食材を提供している生産者の魅力を改めて見直すことができた。生産

者は日々新たな取り組みにトライし続けており、各店が提供する食材に関する旬、産地、

生産方法等の本当の魅力を消費者の方々に伝えていくためには、販売者としても常に生産

者とコミュニケーションを図る必要がある。本事業を通じて、生産者の魅力、彼らの作る

食材の価値を再発見することができ、旬食材のパネルや食育テキストを作成することで、

明文化していくことができたと考える。 

 

●食育を通じた顧客との関係性の強化 

本事業の中では、アンケートにご協力いただいたモニターの方に向けての食生活改善講

習会や栄養改善個別相談会、グループインタビューなど、モニターの方にご参加いただけ

る様々な取り組みを提供した。こういった参加型のイベントを通じて、栄養に関すること

だけでなく、紀ノ国屋の商品等に関する様々なご意見をお寄せいただき、意見交換をする

ことができた。顧客とのコミュニケーション手段の一つとして、今後も紀ノ国屋として食

育に取り組んでいきたいと考える。 

なお、本事業を通じて、紀ノ国屋の顧客は、食に関する感度が非常に高く、バランスの



 

63 
 

とれた食生活への意識も高いことがよりわかってきた。そういった意識の高い消費者に本

事業を通じて情報提供したことで、ご家族の方や周辺の消費者の方々の行動変容へと波及

していくことが期待できると考える。 

 

 

② 本事業がモニター周辺の消費者に与えた波及的な影響 

 

●ご家族、ご友人への波及的な影響 

本事業を通じて、紀ノ国屋のメンバーズカード会員であるモニターの方を通じて、ご家

族の方や周囲の方にも、食や栄養バランスに関心を持っていただくことができた。 

例えば、11 月に青山、国立、鎌倉の 4 会場で延べ 4 日間にわたって開催した食生活改善

講習会には、合計 210 名のモニター会員の方にご参加いただいたが、ご家族からのご紹介

でご来場された方や、ご家族を伴ってご来場された方も複数いらっしゃった。また、グル

ープインタビューでは、「食生活チェックブックの配布」や「モニターアンケート結果の

フィードバック」をきっかけに、改めてご友人と栄養バランスについてお話をされる機会

が生まれ、本事業についてご紹介いただいたというお話もいただいており、モニターの方

を通じた周囲への影響の広がりが見られた。 

 

●アンケートフィードバックによる効果 

 第一回アンケートにご回答いただいた方(住所・氏名無記入の方を除く)全員に、3、(2)

で明示したフィードバックを行ったところ、それ以前と以後では“栄養バランス”“栄養

素”への関心度が顕著に変化した。店頭配布のチェックブックの回転や店舗・事務局への

問い合わせが増え、明らかに顧客の本事業を通じた「栄養バランス」への関心度が変化し

て来た事がみられた。 
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