株式会社 イオンリテールの取組
実施店舗名１

イオン仙台幸町店

所在地

宮城県仙台市

実施店舗名２

イオン新発田店

所在地

新潟県新発田市

実施店舗名３

イオン葛西店

所在地

東京都江戸川区

実施店舗名４

イオン堺北花田店

所在地

大阪府堺市

事
前
調
査

実施の工夫

・食育イベント・食事相談ブース併設
・チラシにて事前告知

食育イベント
の概要

・「食育スタンプラリー」を開催
-試食コーナーを9カ所設置し、各ブースに立ち寄った来店客に
食育クイズを出題(出題者は各ブースのマネキン）
-正解した人にはスタンプを押印
-５つ以上回答できた方へは、持ち帰り用食育啓発資材を提供
(ブース協力企業 ※4店舗共通)
味の素/イオントップバリュ/伊藤ハム/カゴメ/キユーピー/ミツカン/ドール

食事相談対応数
調査回収数

調査日：
11月15日(金)
～16日(土)
※イベントと食事
相談ブースの実施
は17日(日)まで

1,161人 ※４店舗合計（管理栄養士2名×3日）
2,000件 ※４店舗合計（２日間合計）

＜食育イベント告知ポスター＞

＜食育スタンプラリー参加カード＞

＜(持ち帰り用教材) 野菜食足りてる？ リマインダーシール＞
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＜スタンプラリー 出題用レシピ例＞

＜スタンプラリー開催風景＞

試食担当者の声

参加者の声
•

試食を食べるときに、主食・主菜・副菜とか、意識し
たことがなかったので、勉強になった。

•

自分の持ち場だけでなく売場各所の試食ブースが連
動し同テーマを訴求したので、説得力があると思った。

•

食育クイズで子どもと一緒に勉強しながら売場を歩い
たのが楽しかった。

•

お客様の反応が良く、出題する自分も楽しかったし、
勉強になった。

＜各店舗での食事相談＞
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葛西店
セ
ミ
ナ
ー
①
（
葛
西
店
・
堺
北
花
田
店
・
仙
台
幸
町
店
）

セミナー趣旨

指導内容
対象者

開催場所

参加人数

協力・協賛

堺北花田店

仙台幸町店

• 「食育落語とバランスのよい食生活の話」を開催
※堺北花田店については、落語は実施せず
• 無関心層の誘致を目的として伝統芸能“落語” （堺北花田除く）と、
管理栄養士による食講座を実施
• 肌荒れ・肩こり・正月太りなど、具体的な健康課題や時節に対応した
野菜料理を、調理方法付で解説し、実生活での実践を促す
・野菜の上手な食べ方術紹介
・手軽にバランスよく野菜がしっかりとれるメニューの紹介
・大人向け/家族対象/来店者全般

開催日

葛西店

店舗内イベントスペース

１月 8日(水)

堺北花田店

イオンモール（施設内セミナー会場）

１月11日(土)

仙台幸町店

幸町南ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（店舗道路向かい/公民館）

１月12日(日)

葛西店

56人

堺北花田店

36人（第１回 19人、第2回 17人）

仙台幸町店

15人

とくになし

＜食育イベント告知ポスター＞

＜WEBページからの募集ページ＞

＜健康課題に応じた野菜レシピと調理方法の紹介＞
低カロリーの
「キャロットケーキ」
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風邪・肌荒れに
「ブロッコリー納豆の
チーズ和え」

冷え・肩こり
「ヒレ肉野菜いため」

＜セミナー実施風景・イオン葛西店＞

＜セミナー実施風景・イオン堺北花田店＞

＜セミナー実施風景・イオン仙台幸町店＞

仙台
（ピックアップ）

大阪
(ピックアップ）

参加者の声 （葛西店）


今回のようなレシピ・具体的例が
あると実践しやすいなと感じまし
た！もっと聞きたかったです！バラ
ンスの良い食事をつくるきっかけと
なりました！



とても楽しく聞かせていただきまし
た。ありがとうございました。



指導内容に大変説得力があった。
指導の進め方も素晴らしく勉強
になった。自身の今後の食育指
導の励みになった(管理栄養士)

参加者の声 （堺北花田店）


竹内先生のお話、今まで聞いた
事ないような内容もありとても楽
しかった。また先生のお話を継続
してお伺いしたい。



今回のように野菜を簡単に摂れ
るレシピやコツに関するセミナーは
うれしい



ビタミン群の効果的なとり方の説
明が良かった。他の野菜について
も知りたいと思った。

参加者の声 （仙台幸町店）


定期的にしてほしい。シリーズでし
てほしい。



落語にうまく食のテーマが入ってい
た。具体的でよかった。



この会場ではもったいないと思うく
らいの素晴らしい内容だった。この
ようなイベントがあることをあの人
にもこの人にも知らせてあげれば
よかったと思った。
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新発田店
セ
ミ
ナ
ー
②
（
新
発
田
店
）

セミナー趣旨

• 「野菜をたっぷり食べよう！食のプチセミナー」を開催
• 食事バランスを整え、不足しがちな野菜を手軽においしく毎日とる
具体策を提示

指導内容

・野菜の栄養機能成分と効果的な調理方法の解説
・(季節ネタ)風邪や冷えによる不調対策に体を温める食事術紹介

対象者

１月25日(土)

・大人向け/家族対象/来店者全般

開催場所

・店内

参加人数

・31人（午前12人、午後19人）

協力・協賛

とくになし

＜セミナー実施風景＞

＜食育イベント告知ポスター＞

参加者の声
 今回のようなセミナーを、季節ごとに催してほしい。
 人数が多くてイスが少なかった。パーテーションで囲ってあるともう少し良
かった。通路の真ん中だったので少し騒々しく、ゆっくり聞いていられなかっ
た。内容はとても良かった。話し方も話し声も心地良かった。
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野菜をもっと摂取したい

各セミナーへの評価

日常生活に有効

（する・1カ月以内に必ずするの合計）

イオン葛西店

56人中 36人

56人中 48人

イオン堺北花田店

36人中 22人

36人中 28人

イオン仙台幸町店

15人中 14人

15人中 12人

イオン新発田店

31人中 18人

31人中 28人

実
践

店名(回数)

実施日

仙台幸町店
(のべ6回)

1月8日(水)
～13日(月祝)

新発田店
(のべ6回)

1月24日(金)
～26日(日)

葛西店
(のべ3回)

1月10日(金)
～12日(日)

堺北花田店
(のべ6回)

1月8日(水)
～13日(月祝)

教材レシピ(協力企業)
実
施
内
容
（
共
通
）

指導ポイント

たらと野菜のシチュー
（味の素）

いまが旬のたらを、たっぷりの野菜と。
魚は野菜と一緒に食べるとよい。

イタリアン鍋（カゴメ）

野菜は加熱するとかさが減り、野菜もたっ
ぷりとれる。いろいろな色の野菜を揃えると、
栄養のバランスも整えやすい。

※仙台幸町・葛西・堺北花田のみ

旬のタラをはじめとした魚貝と、たっぷり野
たら、かき、ほたての昆布蒸し
菜をシンプルに蒸しあげる。低カロリーで案
（ミツカン）
外手軽にでき、素材の味を楽しめる。

立ち寄った人の声

担当者の声

●鍋料理は野菜がたっぷりとれるし、おいしく
 食実態調査に基づいて野菜不足を訴求で
家族皆が好き。もっと頻繁に食べようと思った。 きる仕組みがいいと思った。地域の食の課題
もあらためてわかり自分自身参考になった。
●バランスよくたべる、実は良く意味がわからな
い。今日試食したの鍋メニューを早速作り、
 配付資料など、充実した内容の資料が揃っ
野菜をたっぷりとることからまずやってみる。
ていて説明しやすかった。

実施の工夫

事
後
調
査

食事相談対応数
調査回収数
調査謝礼協力

食事相談ブース併設
管理栄養士2名×2日（550人）
※３店舗合計(堺北花田除く)

実施日：
イオン堺北花田店
2月7日(金)・8日(土)

2,000件（２日間合計）※4店舗合計

イオン仙台幸町店・新発田店
2月21日(金)・22日(土）

味の素/伊藤ハム/カゴメ/キッコーマン飲料/キユーピー/
ドール/ミツカン ※4店舗共通

イオン葛西店
2月28日(金)・3月1日(土）
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イオン仙台幸町店における取組の効果
〔事前調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成25年11月15日(金)・16日(土)
年 齢

性 別

〔事前調査結果分析による来店者（調査協力者）の食生活の傾向〕
① 来店者の ●健康のため食事や栄養に気をつけている人は「気をつけている」「ある程度」の合計で85.2％。
食への意識 ●野菜摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人は37.6％で、実生活に即した具体的な摂取目標
量までは知らない人でも野菜摂取の大切さはおおむね認知されている。

→ 来店者はどの年代も、食への関心があり、野菜をとることの重要さも知っている。

＜健康意識＞

健康のため食事や栄養について
どの程度気をつけているか

＜350g認知＞ 「健康のために１日に食べることが望ましい野菜
の目標量（350ｇ以上）」を知っているか

② 来店者の ●来店者の1日に野菜を食べる量は、「１～２皿」が最も多く、67％を占める。
食生活の特徴 ●野菜を「食べていない」人は2％で、一般消費者の10.2％※ に比べると非常に少ない。

●７割近くの人が主食・主菜・副菜のそろった食事を、1日1回以上とっていると答えている。
→ 来店者はどの年代も、主食・主菜・副菜のそろった食事はとっているが、野菜は不足しがち。

＜実際に食べて
いる野菜量＞

1日にどのくらいの野菜料理を食べているか

＜バランス良い食事頻度＞

※一般消費者の数値はファイブ・ア・デイ協会
平成24年度「1万人野菜摂取web調査」結果より

※

1日のうち、主食（ごはん、パン、めん類など）・主菜（卵、肉、
魚、大豆・大豆製品等が主体のおかず）、副菜（野菜、海草、
いも類等が主体のおかず）のそろった食事をどのくらいとっているか

③認識 VS 行動 ●1日2回以上バランスのとれた食事をしている人でも、食べている野菜の量は「３皿以下」にすぎない
ギャップと誤認 人が8割以上を占める。＝意識と行動の＜ギャップ＞
●野菜の摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人でも、必要量が「５皿以上」という具体的なボ
リュームのイメージと結びついている人は少ない。＝実際は不足していても足りていると＜誤認＞

→ 多くの人に、「野菜が足りていると思っていても、実際は不足している」と伝える必要がある。
→「５皿」というボリュームのイメージを伝え、野菜不足を再認識してもらうことがポイントになる。

＜ギャップ＞ クロス集計
＜バランス良い食事頻度＞
＜野菜摂取量＞

バランス良い食事
1日2回以上と回答した人
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＜バランス良い食事頻度＞×＜野菜摂取量＞

＜誤認＞ クロス集計＜350g認知＞×＜皿数(目安量)認知＞

〔事後調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成26年2月21日(金)・22日(土)
年 齢

性 別

〔事後調査結果 取組の効果〕
掲示物の評価
掲示物を見た人のうち、
42.1%が「買い物の参考になった」、
32.6％が「献立を考える参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。

＜掲示物を見た印象＞

（n=190）

実践の評価

＜食育コーナーに立ち寄った印象＞

食育試食コーナーに立ち寄った人のうち、
44.1%が「買い物の参考になった」、
46.9％が「今後の料理の参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。
（n=145）
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イオン新発田店における取組の効果
〔事前調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成25年11月15日(金)・16日(土)
年 齢

性 別

〔事前調査結果分析による来店者（調査協力者）の食生活の傾向〕
① 来店者の ●健康のため食事や栄養に気をつけている人は「気をつけている」「ある程度」の合計で83.6％。
食への意識 ●野菜摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人は39.8％で、実生活に即した具体的な摂取目標
量までは知らない人でも野菜摂取の大切さはおおむね認知されている。

→ 来店者はどの年代も、食への関心があり、野菜をとることの重要さも知っている。

＜健康意識＞

健康のため食事や栄養について
どの程度気をつけているか

＜350g認知＞ 「健康のために１日に食べることが望ましい野菜
の目標量（350ｇ以上）」を知っているか

② 来店者の ●来店者の1日に野菜を食べる量は、「１～２皿」が最も多く、64％を占める。
食生活の特徴 ●野菜を「食べていない」人は2.6％で、一般消費者の10.2％※ に比べると非常に少ない。
●７割近くの人が主食・主菜・副菜のそろった食事を、1日1回以上とっていると答えている。

→ 来店者はどの年代も、主食・主菜・副菜のそろった食事はとっているが、野菜は不足しがち。

＜実際に食べて
いる野菜量＞

1日にどのくらいの野菜料理を食べているか

＜バランス良い食事頻度＞

※一般消費者の数値はファイブ・ア・デイ協会
平成24年度「1万人野菜摂取web調査」結果より

※

1日のうち、主食（ごはん、パン、めん類など）・主菜（卵、肉、
魚、大豆・大豆製品等が主体のおかず）、副菜（野菜、海草、
いも類等が主体のおかず）のそろった食事をどのくらいとっているか

③認識 VS 行動 ●1日2回以上バランスのとれた食事をしている人でも、食べている野菜の量は「３皿以下」にすぎない
人が8割以上を占める。＝意識と行動の＜ギャップ＞
ギャップと誤認 ●野菜の摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人でも、必要量が「５皿以上」という具体的なボ
リュームのイメージと結びついている人は少ない。＝実際は不足していても足りていると＜誤認＞

→ 多くの人に、「野菜が足りていると思っていても、実際は不足している」と伝える必要がある。
→「５皿」というボリュームのイメージを伝え、野菜不足を再認識してもらうことがポイントになる。

＜ギャップ＞ クロス集計
＜バランス良い食事頻度＞
＜野菜摂取量＞

バランス良い食事
1日2回以上と回答した人
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＜バランス良い食事頻度＞×＜野菜摂取量＞

＜誤認＞ クロス集計＜350g認知＞×＜皿数(目安量)認知＞

〔事後調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成26年2月21日(金)・22日(土)
年 齢

性 別

〔事後調査結果 取組の効果〕
掲示物の評価
掲示物を見た人のうち、
38.4%が「買い物の参考になった」、
20.3％が「献立を考える参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。

＜掲示物を見た印象＞

（n=177）

実践の評価

＜食育コーナーに立ち寄った印象＞

食育試食コーナーに立ち寄った人のうち、
39.0%が「買い物の参考になった」、
39.0％が「今後の料理の参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。
（n=100）
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イオン葛西店における取組の効果
〔事前調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成25年11月15日(金)・16日(土)
年 齢

性 別

〔事前調査結果分析による来店者（調査協力者）の食生活の傾向〕
① 来店者の ●健康のため食事や栄養に気をつけている人は「気をつけている」「ある程度」の合計で88.6％。
食への意識 ●野菜摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人は40％で、実生活に即した具体的な摂取目標
量までは知らない人でも野菜摂取の大切さはおおむね認知されている。

→ 来店者はどの年代も、食への関心があり、野菜をとることの重要さも知っている。
健康のため食事や栄養について
どの程度気をつけているか

＜健康意識＞

＜350g認知＞ 「健康のために１日に食べることが望ましい野菜
の目標量（350ｇ以上）」を知っているか

② 来店者の ●来店者の1日に野菜を食べる量は、「１～２皿」が最も多く、60.4％を占める。
食生活の特徴 ●野菜を「食べていない」人は1％で、一般消費者の10.2％※ に比べると非常に少ない。

●７割以上の人が主食・主菜・副菜のそろった食事を、1日1回以上とっていると答えている。
→ 来店者はどの年代も、主食・主菜・副菜のそろった食事はとっているが、野菜は不足しがち。

＜実際に食べて
いる野菜量＞

1日にどのくらいの野菜料理を食べているか

＜バランス良い食事頻度＞

※一般消費者の数値はファイブ・ア・デイ協会
平成24年度「1万人野菜摂取web調査」結果より

※

1日のうち、主食（ごはん、パン、めん類など）・主菜（卵、肉、
魚、大豆・大豆製品等が主体のおかず）、副菜（野菜、海草、
いも類等が主体のおかず）のそろった食事をどのくらいとっているか

③認識 VS 行動 ●1日2回以上バランスのとれた食事をしている人でも、食べている野菜の量は「３皿以下」にすぎない
ギャップと誤認 人が8割以上を占める。＝意識と行動の＜ギャップ＞
●野菜の摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人でも、必要量が「５皿以上」という具体的なボ
リュームのイメージと結びついている人は少ない。＝実際は不足していても足りていると＜誤認＞

→ 多くの人に、「野菜が足りていると思っていても、実際は不足している」と伝える必要がある。
→「５皿」というボリュームのイメージを伝え、野菜不足を再認識してもらうことがポイントになる。

＜ギャップ＞ クロス集計
＜バランス良い食事頻度＞
＜野菜摂取量＞

バランス良い食事
1日2回以上と回答した人
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＜バランス良い食事頻度＞×＜野菜摂取量＞

＜誤認＞ クロス集計＜350g認知＞×＜皿数(目安量)認知＞

〔事後調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成26年2月28日(金)・3月1日(土)

年 齢

性 別

〔事後調査結果 取組の効果〕
掲示物の評価
掲示物を見た人のうち、
39.3%が「買い物の参考になった」、
32.0％が「献立を考える参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。

＜掲示物を見た印象＞

（n=206）

実践の評価

＜食育コーナーに立ち寄った印象＞

食育試食コーナーに立ち寄った人のうち、
49.6%が「買い物の参考になった」、
46.7％が「今後の料理の参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。
（n=135）
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イオン堺北花田店における取組の効果
〔事前調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成25年11月15日(金)・16日(土)
年 齢

性 別

〔事前調査結果分析による来店者（調査協力者）の食生活の傾向〕
① 来店者の ●健康のため食事や栄養に気をつけている人は「気をつけている」「ある程度」の合計で87.4％。
食への意識 ●野菜摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人は35.2％で、実生活に即した具体的な摂取目標
量までは知らない人でも野菜摂取の大切さはおおむね認知されている。

→ 来店者はどの年代も、食への関心があり、野菜をとることの重要さも知っている。
健康のため食事や栄養について
どの程度気をつけているか

＜健康意識＞

＜350g認知＞ 「健康のために１日に食べることが望ましい野菜
の目標量（350ｇ以上）」を知っているか

② 来店者の ●来店者の1日に野菜を食べる量は、「１～２皿」が最も多く、58.3％を占める。
食生活の特徴 ●野菜を「食べていない」人は2.0％で、一般消費者の10.2％※ に比べると非常に少ない。
●７割近くの人が主食・主菜・副菜のそろった食事を、1日1回以上とっていると答えている。

→ 来店者はどの年代も、主食・主菜・副菜のそろった食事はとっているが、野菜は不足しがち。

＜実際に食べて
いる野菜量＞

1日にどのくらいの野菜料理を食べているか

＜バランス良い食事頻度＞

※一般消費者の数値はファイブ・ア・デイ協会
平成24年度「1万人野菜摂取web調査」結果より

※

1日のうち、主食（ごはん、パン、めん類など）・主菜（卵、肉、
魚、大豆・大豆製品等が主体のおかず）、副菜（野菜、海草、
いも類等が主体のおかず）のそろった食事をどのくらいとっているか

③認識 VS 行動 ●1日2回以上バランスのとれた食事をしている人でも、食べている野菜の量は「３皿以下」にすぎない
ギャップと誤認 人が8割以上を占める。＝意識と行動の＜ギャップ＞
●野菜の摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人でも、必要量が「５皿以上」という具体的なボ
リュームのイメージと結びついている人は少ない。＝実際は不足していても足りていると＜誤認＞

→ 多くの人に、「野菜が足りていると思っていても、実際は不足している」と伝える必要がある。
→「５皿」というボリュームのイメージを伝え、野菜不足を再認識してもらうことがポイントになる。

＜ギャップ＞ クロス集計
＜バランス良い食事頻度＞
＜野菜摂取量＞

バランス良い食事
1日2回以上と回答した人
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＜バランス良い食事頻度＞×＜野菜摂取量＞

＜誤認＞ クロス集計＜350g認知＞×＜皿数(目安量)認知＞

〔事後調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成26年2月7日(金)・8日(土)

年 齢

性 別

〔事後調査結果 取組の効果〕
掲示物の評価
掲示物を見た人のうち、
43.0%が「買い物の参考になった」、
33.5％が「献立を考える参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。

＜掲示物を見た印象＞

（n=179）

実践の評価
食育試食コーナーに立ち寄った人のうち、
39.3%が「買い物の参考になった」、
48.2％が「今後の料理の参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。

＜食育コーナーに立ち寄った印象＞

（n=112）

取組の成果（結果と考察）、活用のポイント（今後の課題）
評価・成果

•
•
•

課題・考察

•
•
•

今後への期待

•

当事業を通じ、お客様への食育活動が実施できた。
試食コーナーを巡り、食育クイズに答えるスタンプラリー企画は、食育と販促がうまく繋がるモデルであった。
今後の継続を検討したい。
落語家と管理栄養士との競演（セミナー）などは、異分野コラボレーションとして新たな取組事例となった。
販売活動のネットワークから一歩進んだ広がりとなり有益だった。
買物を目的とした来店客へ、しっかりとした座学講義へ参加誘致を行うことは難しい。マネキンとの対話程
度の啓発を継続的に実施することの方があっていると思う。
来店客それぞれが多様化しており、それぞれのスタイルがある。指導という形骸的なものでなく、モチベーショ
ンがちょっとずつでも上がるような簡単な仕組みを、細く長く続けられものがよいと思う。
食事相談・血管年齢測定は、よかったと思う。が、継続的な実施となると謝金等のコストと、運営者管理
者などの設置が必要となる。会社・組織としての意思決定が必要だと思う。
当事業の成果は効果などを、ぜひ農林水産省(国）からのプロモーションを行ってほしい。文科省の「朝ご
はん」と「成績」の関係性についての訴え方は、効果的だったと思う。スーパーの店頭を使うプロモーションな
どに期待する。
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