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Only A Download
Buyer Can Be Used

2

※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

現状

基本戦略

y 和菓子・洋菓子を含めた「お菓子」については、市場全体は横ばいで推移しているが、饅頭や羊羹、かりんとう…といった従来の伝統的な和菓子の消費は減少傾向にあり、チョコレー
ト、洋生菓子を中心とした洋菓子の消費が増加傾向にある。
y 「お土産」については、商品の独創性や、ブランドによって選ばれている傾向が見られる。ただ、美味しいというだけでなく（美味しいのは前提としてさらに）商品自体に関しては、「ごま
＋チョコ」「チーズ＋餅」といった従来の素材を用いつつも新しい組み合わせを行う和洋折衷＝ハイブリッドな要素（発想）が、ブランドに関しては、ネーミング（特に地域名）、ロゴ、パッ
ケージ、世界観…といった商品を取り巻く付帯要素の重要性が、それぞれ売上に多大な影響を与えていると思われる。
y 「弁当（駅弁）」についても、売れている、もしくは人気があるのは、地域名・駅名を含めてブランドが立っている（確立されている）ものか、従来に無い新種の弁当に大別され、特に商
品自体に特徴の無い「幕の内弁当」の類は見当たらない。

y 現在、取得申請中の4つの商標に基づき、それぞれに共通もしくは個別の差別化要素を付加し、オリジナリティかつ競争力のある新商品の開発、販売を行う。

差別化要素

①ハイブリッド

②トータル・ブランディング

和風←→洋風 / 古い（歴史・伝統） ←→新しい（流行）
地元（ローカル）←→全国（ワイド）

上州からっ風

展開の方向性

上州からっ風弁当

内的要素

外的要素

ネーミング、ロゴ、パッケージ・デザイン
世界観

y 「上州豚」「下仁田ネギ」「玉こん
にゃく」「桑の葉もしくは桑茶飯」等、
地元の素材を元に内容を構成
y リーズナブルな通常版と、デラック
ス版＝「かかあ天下」の2種類を用
意する。
y 内容がオーソドックスな分、パッ
ケージにギミックを加える。
y 無宿者、国定忠治をモチーフに食
べる場所を選ばない、持ち運びに
便利でかつエコを意識した捨てや
すい素材を選びながら、竹の皮や
わら縄などワンポイントのギミックを
加える。

まゆまん
y 和洋問わず、まゆの形の中に、餡
やクリーム等を内包するお菓子の
総称とする。
例）
y スポンジケーキ＋クリーム
y スポンジケーキ＋餡
y 蒸し饅頭＋餡
y 餅＋クリーム

まゆベリー

桑りんとう

y 和洋問わず、まゆの形の薄いクッ
キー等で、餡やクリーム等を挟む
（サンド）するお菓子の総称とする。
例）
y クッキークリームサンド
y まゆベリーパイ
y まゆサブレ

y 基本は「かりんとう」をベースにしつ
つ、ミルク＝白、桑＝グリーン、黒
＝チョコレート…等、従来の和風の
かりんとうに拘らないラインナップを
揃える。
y また、かりんとうに拘らず、桑の葉
の形をした、焼き菓子（クッキー、サ
ブレ…等）の総称とする。

y 女性をはじめとしたお土産、スイーツ需要に対して訴求する、和洋折衷、新旧折衷のレトロポップなデザインのパッケージング
を行う。
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全体概要

「上州からっ風」ブランド

グランドデザイン 「上州からっ風」ブランド
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ハイブリッド

歴史 →富岡製糸場 →明治 →文明開化
↓
レトロ、フレンチ

現代性
↓
ポップ

＋

レトロポップ （和洋&新旧 折衷）

レトロな書体
（ロゴマーク、ロゴタイプ）

上州からっ風
ブランド・ロゴ

筆文字
（墨文字）

＋

ポップなデザイン
フレンチテイスト

各商品
個別ロゴ

＋

レトロ・タイプ

からっ風

＋

Popなレイアウト、イラスト
＋
（パステルカラー等の）カラーリング
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＋

風のイメージ＝風のヴィジュアル
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縦イチ、部分組文字 （
墨）

横イチ、組み文字 （墨）

※反転イメージ

落款（印鑑）風 （朱）

※反転イメージ

墨）
縦イチ、ストレート （

落款（印鑑）風 （墨＋朱）

縦イチ、落款（
印鑑）
風 （
墨）

※反転イメージ
縦イチ、落款（
印鑑）
風 （
墨＋朱）

落款（印鑑）風 （墨）

全商品共通の「上州からっ風」ブランドロゴを、
筆文字ベースでデザイン
※書体は、ダミー・イメージです。
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①「からっ風」をイメージさせる風のヴィジュアルを、シンプルな線もしくは単色や白抜きで表
し、パッケージ（容器もしくは包装紙）の一部にあしらう

② 「からっ風」をイメージさせる風のヴィジュアルを、色や線ではなく、立体（折り、エンボス、
箔押し…等の加工）によって表し、パッケージ（容器もしくは包装紙）の一部にあしらう

まゆまん

まゆまん

桑りんとう
※テキストやイラストは、ダミー・イメージです。
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個別商品概要

①上州からっ風弁当

上州からっ風弁当
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「峠の釜飯」「だるま弁当」「とりめし」…等と競合せず、独自のマーケットを創出

1,000～
1,100円

650～
750円

デラックス版

オリジナル

上州からっ風弁当

上州からっ風弁当

既存価値

かかあ天下

付加価値

地元名産（地の物）を素材として使用

＋

洋風アレンジ、味付け
文明開化テイスト

下仁田ネギ、上州豚、玉こんにゃく、桑（葉、
実）、バター、牛乳

＋

牛肉、牛なべ（スキヤキ）、ハム、牛乳、バター、
カレーライス、カツレツ、ビール…等

和洋&新旧 折衷

ごはん

内容①
ベーシック和風

内容②
ベーシック和風

桑茶めし
（炊き込みご飯）

桑茶めし
（炊き込みご飯）

おかず

＋
＋

パッケージ

バターとワインを使った
下仁田ネギ、シラタキ、
上州もち豚の

富岡ハムのもも肉の
ハムのバターソテー

洋風すき焼き
or
上州豚の
スライスバター焼き
or
上州豚のワイン煮

上州ねぎ豚の
しゅうまい

内容④
デラックス

パッケージ案
上州豚を使った
コロッケ

① or ②

ビール煮
内容③
オプション洋風

内容③
アクティブ

バターライス、ミルクライス
（洋風ライス）

＋

おにぎり ×2個
※1つは、洋風（炊き込みご飯）
1つは、和風（桑茶飯）

＋

洋風すきやき
（カレー風味）

＋

•富岡ハムのグリル
•上州豚の赤ワイン煮
•ヘルシーシュウマイ
…等のおかずを追加

その他

串焼き
（玉こんにゃく→上州豚→下仁田
→ネギ上州豚）×2本

パッケージ案

※1本は、洋風（バターガーリック風味焼き）
1本は、和風（伝統的な煮込、等）
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容器を大きめにして
「オリジナル」を増量した上に、

③
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食べ物文明開化（ぶんめいかいか）年表

近代の生活文化

西暦

明治

おもなできごと

1869

2

東京にパン屋ができる。
横浜でアイスクリームが発売される。
このころ東京のあちこちに牛なべ屋が開業する。

1871

4

長崎で、はじめて、かんづめ（イワシの油づけ）がつくられる。

1872

5

明治天皇がはじめて牛肉を食べ、その後、牛なべが庶民のあいだに流
行する。
長崎でハムがつくられる。
文部省が肉食と牛乳の飲用をすすめる。

1874

7

東京の木村屋が、日本独特のあんパンを売り出し、大評判になる。
牛乳の飲用がひろまる。

1876

9

東京の上野に、日本人のための本格的な西洋料理店ができる。

1877

10

東京でビスケットが発売される。

1878

11

東京でチョコレートが発売される。

1881

14

バターの製造が始まる。

1885

18

ウスターソースの製造が始まる。
宇都宮で、はじめて駅弁が販売される。

1887

20

サイダーが発売される。

1888

21

東京の上野にコーヒー店「可杏茶館（コーヒーかん）」がオープンする。
日本人向きのビールがつくられる。

1894

27

このころ、洋食屋や家庭にカレーライスがひろまる。

1895

28

東京の銀座の洋食屋がカツレツを売り出し、評判になる。

1901

34

東海道線に食堂車ができる。

1908

41

マーガリンが製造される。

※http://www.shikakunavi.net/kids/gika/data/shokumotu3.html、より抜粋
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明治維新を経験した民衆は、都市部から次第に西洋文化を取り入れていきました。江戸改め
東京ではかつての武家屋敷・藩邸が壊され、新しい建物が建てられます。しかし、農村部では
依然として江戸時代と変わらぬ生活が続いていました。新しいものと古いものが混じり合った
時代が明治初期の文明開化期なのです。
食事では、はじめ「薬食い」といわれていた牛肉食は、やがて宮中でも行われるようになり、
文明開化の象徴ともいうべき牛鍋屋の繁盛となりました。その様子は、仮名垣魯文の『安愚楽
鍋』に記されている通りです。かつては荒神様のいる自在鉤の下の囲炉裏でしか、食べ物を料
理する「清い火」はないと信じられていたのですが、家に独立した小部屋が多くなるにつれて、
小さな炉や火鉢を置いて、親しい身内だけで肉鍋を煮たりするようになりました。これを小鍋立
てといい、一軒の家に一つの火という考えは薄れていきました。飲酒も集団で祭礼の際に飲む
群飲が減り、買い酒を一人で楽しむ独酌が増えた。
また、来客の時、茶を出すことが一般化し、茶受けも梅干し・漬け物ではなく甘い茶菓子に代
わっていきました。砂糖が安くなったので、都市部の子どもは、あんパン・あめ玉を楽しむように
なったそうですが、農村にはなかなか広がっていかなかったのです。1872～73年頃、牛乳・
ビールが商品化され、東京では精養軒をはじめ、築地日新亭・神田橋三河屋のような西洋料
理店が有名になり、戸外での飲食が流行しました。
明治から大正にかけて、生活は次第に近代化されていきました。しかし、その近代化に取り
残された階層の人たちもたくさんいたのです。例えば、地租改正の結果、没落した農民は、土
地を手放し、住み慣れた土地を離れて都市に流入しました。だが、彼らを待ち受けていた生活
は、彼らの生命を維持するだけで精一杯の都市下層民としての生活でした。農村に踏みとど
まった農民の大半も小作人としての生活であり、米を生産していながら、米を食べることができ
ず、米を買うという生活をしなければなりませんでした。ちなみに大正３年＝1914年の小作人
の１人１日の平均的な食生活をみると、主食＝裸麦２：米１の割合が中心で、獣鳥肉はまったく
なく、動物性蛋白は全部魚類から摂取しています。
しかも魚類といっても、干し魚が主で、生鮮魚は祭りの時に出る程度だった。少ない副食物の
中心は味噌汁と漬け物であった。これ以外の女工を含む労働者の食事はどうでしょうか。朝食
は麦飯・味噌汁・たくあん漬け、昼食は麦飯・味噌汁に煮付けの一品料理であり、味噌汁の中
身は日によって多少異なりますが、朝昼晩3食とも同じです。献立は単調で変化に乏しいので
す。動物性食品は安い魚ばかりであり、肉・卵などはありません。栄養摂取量をみると極端に
低水準です。もう少しましなサラリーマンの場合でも、カレーライスや○○ランチも大衆食堂で
食べられるようになったのですが、大抵は一品料理で丼１つですますものだったようです。さら
にパン食が広がりました。この階層の最もポピュラーな西洋料理はコロッケだったのです。当時
流行した歌に「今日もコロッケ、明日もコロッケ」という歌詞がある程です。

※http://www.shikakunavi.net/kids/gika/data/shokumotu3.html、より抜粋
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下仁田ネギのステーキ イベリコ豚とレモンの香り添え
世界最高峰の豚肉を、甘味がしっかりのった下仁田ネギのおともに味わう、シンプルでゴージャスなネギのお料理です。
主役は下仁田ネギで、それを引き立ててくれるのが、イベリコの脂から出る芳香。イベリコ豚の料理ではなく、ネギの料理。値段からすると逆じゃないのって感じです
が･･･(^^;味わってみると、これはネギが主役の料理だと実感できる、冬ならではの野菜料理です。

イメージ

下仁田ネギは、冬のネギのなかでは最高のブランド野菜。
価格もハンパじゃないけど(^^; 東京だと産地も近いんで、けっこう小分けで売ってて、買いやすいです。
ネギっていうと薬味のイメージが強いかもしれないけれど、これは日本ではめずらしい「加熱専用」ネギ。
火を通せば通すほど、とろけるようなやわらかさと甘味が引き出されます。焼き鳥に使うネギも、今のシーズンならこれが最高だし、鍋に入れるネギも、下仁田ネギだと
出汁の旨味まで違ってくるくらいなの。
ものすごく似ている種類が、西洋ネギのリーキ。
太さと加熱したときの甘さ・やわらかさは、リーキのがちょっと上かな？リーキはデパ地下青果店なら、ほぼ１年中手に入ります。
どっちも基本は煮込み料理なんだけど、私はこのネギの甘味を最大に引き出すのは、ローストだと思うのよね(^^)だから、おいしい加熱用ネギがgetできたときは、ネ
ギのステーキに。
オーブンやオーブントースターで丸ごと加熱して、お塩とレモンだけでも十分おいしいけど、冷凍庫には、わが家の在庫・ラストになったイベリコ豚のバラしゃぶしゃぶ用
が！ これを使わない手はないでしょう♪
イベリコのバラなんて、80％が脂身みたいなものなんですが、この脂が、実においしいんです。
加熱してちょっと焦げたりすると、ベーコンのような芳香がするの～！ 豚の脂ってくどいようなイメージもあるけど、イベリコの脂は成分の半分以上が、オリーブオイル
と同じオレイン酸なんで、これが豚の脂？ってびっくりするくらい、あっさりしています。
下仁田ネギもリーキも、加熱して甘く柔らかく美味なのは、白い部分。青い部分はスープを取ったり、他の料理に使ってね。ネギをフライパンに入る長さに切って、それ
にイベリコのバラを薄くしっかり巻いていきます。
脂身の融点が低いんで、粉などは使わないでも、手でしっかり押さえれば、脂同士が溶けてうまくくっつきます。
そこに、軽く塩胡椒。下ごしらえは、以上で完了！超簡単♪
適温に熱したフライパンに、テフロン加工のなら油は引かずにそのまま、イベリコを巻いたネギを入れて、加熱していきます。
中火～弱火で、ネギのなかまでしっかり火が通るように、ゆっくりと。
焼いてると、揚げ物ができるんじゃないですか～ってくらい、イベリコの脂が出ます。これは、焼くのに必要な分だけ残して、別のお皿に移しておいてください。（あとで、
野菜炒めたりするのに使うとおいしいよ～）
こうやって脂を取りながら焼き続けると、イベリコの表面がカリカリに、脂身はほとんど透明になってきます。
ネギにも、しっかり火が通ったかな？そのくらいで、最後の仕上げ。（これはしなくても十分おいしいと思うけど）
日本酒にほんの少々バルサミコを足して、それでフランベ♪
フランベまで行かなくても、ほんのちょっと蒸し焼きに。
水分を飛ばして、イベリコの表面が再びカリカリになったら出来上がりです(^^)
ベーコンのような芳香のお肉に包まれた、やわらかくてジューシーな甘いネギ。ネギだけど、なんだかすごいごちそうでしょ♪
これに相性のいいソースは、シンプルだけど、やっぱりレモン。
今日使っているのは、熊本県産の国産レモン。
皮がものすごく薄く、びっくりするくらいジューシーで、しかもその酸味がやわらかくて･･･そのまま飲めちゃいそう♪
こんなきめ細かくて美しい果肉のレモン、国産レモンも普通に買えるようになったからといっても、めったにお目にかかれません。
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松本一本ねぎ豚丼

簡単！豚そぼろの３色丼

イメージ

• 江戸時代から松本で栽培されていた伝統の「松本一本ねぎ」。
• やわらかでクセがなくおいしいと大人気です。
■材料（4人分）
• 松本一本ねぎ：500g
• 豚バラ肉（薄切り）：200g
• 砂糖：大さじ3
• しょうゆ：大さじ5
• みりん：大さじ3
• だし汁：カップ1/2
• ごはん：150g×4
• 紅しょうが：12g
■作り方
• 松本一本ねぎは5cmの長さの筒切りにする。
• バラ肉は5cmの長さに切る。
• 鍋にだし汁・砂糖・しょうゆ・みりんを煮立て、松本一本ねぎとバラ肉
を入れてぽったりするまで煮ふくめる。
• ごはんを丼に盛り、ねぎと豚肉を盛り、煮汁をかけ紅しょうがを添え
る。

イメージ

■材料（4人分）
• 豚ひき肉 ３００ｇ
• 「味の素KKコンソメ」<顆粒> 小さじ２
• 「AJINOMOTO胚芽の恵みコーン油」 小さじ１
• 卵 ４個
• 「瀬戸のほんじお」 少々
• こしょう 少々
• 「AJINOMOTO胚芽の恵みコーン油」 小さじ１
• きぬさや １６枚
• ご飯・丼ぶり ４杯分

■作り方
（１）豚ひき肉にコンソメをまぶし、１０分おく。きぬさやを塩ゆでし、せん
切りにする。
（２）フライパンに油小さじ１を熱し、（１）の豚ひき肉を炒め、そぼろを作
る。
（３）ボウルに卵・塩・こしょうを溶き入れ、フライパンに油小さじ１を熱し、
卵のそぼろを作る。
（４）丼にご飯を盛りつけ、（２）のひき肉のそぼろ・（３）の卵のそぼろ・
（１）のきぬさやを彩りよくのせる。

※ねぎは、斜め薄切りにすると煮溶けてしまう。
※豚肉は、湯でこぼしてから角煮風に味つけしたものを盛り合わせて
もよい。
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上州からっ風弁当

Only A Download
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デザイン・コンセプト
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

上州名物、かかあ天下に空っ風
イメージ

浪曲 上州を代表する博徒国定忠治の浪花節
「上州名物かずかずござる。かかあ天下に空っ風、おっとまだある長脇差…」

国定忠治
三度笠

縞合羽

イメージ

刀（小松五郎義兼）
国定忠治イメージ
内的要素

イメージ

外的要素

モチーフ

からっ風

かかあ天下

国定忠治
木枯らし紋次郎

上州の地場産業として換金性の高い養蚕業が
発展した結果、経営権を持ち、養蚕業を担った
技術集団としての女性達

上州無宿、股旅
＝気ままな上州男性

品質の優れた繭と生糸と織物を生産する能力
を持ち、男性よりも収入の多い
＝たくましい上州女性

オリジナル

デラックス版

上州からっ風弁当

上州からっ風弁当

オリジナルに、さらに幾つかの具を追加し、内
容・価格共に、オリジナル（男性）よりも一段高
いデラックス判（女性）という位置付けとする。

携帯性に優れ、食べる場所を選ばない容器・
パッケージと、「上州無宿」をアピールするデザ
イン

オリジナルをベースとしながら、かかあ天下＝
上州女性の要素（ロゴ・デザイン）を付加

竹皮・竹製の
容器

藁縄

無宿者イメージ

Copyright© 2014 contents KNOWLEDGE .All Rights Reserved. All contents/contents is licensed under contents KNOWLEDGE.

縞模様

皇国養蚕図（折茂幹一氏蔵）
（「群馬県史」より転載）

かかあ天下

上州名物（地の物）をふんだんに使った和風の
弁当を基本としながら、そこに文明開化、フラ
ンス（フレンチ）等のエッセンスを追加

無宿者
股旅姿の男性

イメージ

養蚕に従事する
女性

イメージ

蚕あがりの図（青木裕氏蔵）
（「群馬県史」より転載）
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上州からっ風弁当

Only A Download
Buyer Can Be Used

パッケージ案
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

1
エコ（紙製簡易）容器
＋
紙包装

イメージ

＋
紙製簡易容器

＝
縞模様の包装紙

※実際は縞模様

2
エコ（紙製簡易）容器
＋
小風呂敷

イメージ

上段＝
おかずのみ

＋

＝

下段＝
御飯のみ
紙製簡易容器
2段重ね（重箱仕様）

※実際は縞模様

縞模様の弁当風呂敷
（布製：再利用可能）

3
竹製容器
＋
藁縄

イメージ

＋

イメージ

＝

イメージ
竹製容器
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【参考】 竹皮・竹容器を利用した駅弁

Only A Download
Buyer Can Be Used
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

イメージ

イメージ

イメージ

「旬菜飯 竹皮弁当」 山口駅 580円
• いわゆる爆弾おにぎりが2ケと焼き鯖、鶏の唐揚げ、竹の子
煮、椎茸煮。
• 従来のおにぎり駅弁ならば、横に添えられているはずのおか
ずが上にデーンと載っている。

イメージ

「百年の旅物語「かれい川」 肥薩線、嘉例川駅 1,050円
• 嘉例川駅が竹林に囲まれていることから、風情のある竹皮製
の容器に入っている。味ごはんの上には、地元名産のシイタ
ケやタケノコの煮物、キヌサヤなどが乗り、竹林をイメージ。
• おかずは「ガネ」と呼ばれるニンジンやニラなどの野菜をまぜ
たサツマイモの天ぷらが中心。千切りダイコンの煮物、ナスと
カボチャのみそ田楽、シイタケとタケノコが入ったコロッケなど。

イメージ

「あゆ物語」 出水駅 900円
•広瀬川での一年の収穫をイメージした作品。
•鮎の甘露煮と、大きく切った煮しめと、地元産の厳選されたご
飯の、口の中でのバランスはシンプルで郷愁を感じる商品。

イメージ
イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
イメージ

「みつせ鶏 とりトロ弁当」 佐賀駅 730円
• 第４回九州駅弁ランキング、第3位
• 中味はかしわ飯（＝とり飯）の上に錦糸玉子、しいたけの煮物、
鶏の照り焼き

イメージ

「高菜むすび」 品川駅 680円
• 高菜で包まれた俵型のおにぎり（ふりかけ、鮭、梅）が3つ、玉
子焼き、かまぼこ、さつま揚げ、から揚げ、肉団子。

イメージ

「やまのごはん」 中央本線小淵沢駅、茅野駅 800円
• ハイキングや登山に適した、食べやすく竹かごに入ってコンパ
クトで持ち運びしやすい、おにぎりのお弁当。
• うめ・みそ・栗おこわの3種類のおにぎり、マスの塩焼き、つく
ね、きゃらぶき、大学芋、たくあん。

イメージ
「21世紀出陣弁当」 東京駅 1,000円
•容器は竹皮の駕籠。
•ごはんはひじき(2個)、ゆかりのおにぎり
•おかずは、ぶりの照り焼き、常節(トコブシ)の旨煮、こんにゃく
の味噌田楽、しそ薩摩揚げ、鶏唐揚げ、香り卵、野菜の炊き合
わせ、栗甘露煮、昆布巻き、小女子(こうなご)の佃煮、漬け物。

イメージ

「純系名古屋コーチンとりめし」 名古屋駅 880円
• 名古屋コーチンのダシ汁で炊いたご飯は、うるち米ともち米を
ブレンドした風味豊かな炊き込みご飯。その上に照り焼きにし
た100％純系の名古屋コーチン肉がごろりと載る。
• 脇には山菜やうずらの卵、シイタケ煮などを添えたシンプルな
つくりだが、竹籠の容器が旅情をかきたてる。

イメージ

イメージ

「鯛のいなり手箱」 北陸本線、加賀温泉駅 900円
•竹皮容器の中にはタイの焼き身をのせた「いなり」が5つ。
•揚げの中身はタイのほぐし身と一緒に炊いた発芽玄米。
•箸休めの惣菜は、レンコン、コンニャク、サトイモなどの煮物の
みだが、薄味の調製だが素材の味が生きている。

→ 竹（皮・竹製）容器の弁当は、傾向として、おにぎりや炊き込みご飯が多い。
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【参考】 風呂敷弁当 / わら縄結い
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

「マーくん風呂敷弁当」

手延べそうめん/木箱入り【わら縄結い】

•
•
•
•

• 時代遅れとも思われる手間を私たちかも手の麺は大切に守り続けます。
• 1本1本に魂を込めて延ばす手延べの麺は最高の手技です。
• 古来より伝わる伝統の手延べ製法で作り上げた極寒製手延べ素麺をワラ縄で結った本格的な素
麺木箱に詰めています。
• 懐かしい復刻版のラベルを貼り付けた一品です。

千葉マリンスタジアム
1,100円
9つに仕切られた区画に4種類のすしが入っている。
名前からすると子供向けのようだが、写真の通り「千葉県産の産品が9種類入った内容」（公式サ
イト）は大人向け、というかつまみ。
• その他、さつま揚げ・豚肉の生姜焼き・いわしの煮たもの等
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上州からっ風弁当

Only A Download
Buyer Can Be Used

包装紙 パッケージ案①
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

上州無宿、股旅
イメージ

「上州からっ風」
ブランドロゴ

商品ロゴ
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上州からっ風弁当

縞模様（縞柄）

上州名物、
かかあ天下に
空っ風

上州からっ風弁当

風マーク

キャッチコピー
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上州からっ風弁当

包装紙 パッケージ案②

Only A Download
Buyer Can Be Used
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

上州からっ風弁当

上州からっ風弁当
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上州からっ風弁当「かかあ天下」

Only A Download
Buyer Can Be Used

包装紙 パッケージ案①
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

養蚕に従事する上州女性イメージ

女性が手前に大きく出て、男は後ろに引っ込む…

上州からっ風弁当

上州名物、
かかあ天下に
空っ風

かかあ天下

上州からっ風弁当

かかあ天下

商品ロゴ
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上州からっ風弁当「かかあ天下」

Only A Download
Buyer Can Be Used

包装紙 パッケージ案②
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

上州からっ風弁当

かかあ天下

上州名物、
かかあ天下に
空っ風

上州からっ風弁当

かかあ天下

商品ロゴ分割

縞模様の地の色を変える
例）
オリジナル＝男性＝ブルー
かかあ天下＝女性＝ピンク
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Only A Download
Buyer Can Be Used

コンセプト/商品概要
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

商品名

まゆまん

商品定義
コンセプト

富岡（及び群馬）の地元の特産品を素材としてふんだんに使った、
「健康」で「ヘルシー」な、養蚕の象徴である「繭（玉）の形をした饅頭 （及びその他のお菓子）

基本仕様

方向性

y 全商品に共通して、饅頭の皮と生地部分に、 ①上州産小麦粉 ②上州富岡産天然繭（絹たんぱく質） 、を使用する。
y また、全商品に共通要素として、（皮と生地部分に）③こんにゃく、④桑の葉、⑤（磯辺温泉、妙義温泉等の）鉱泉の使用、も併せて検討。
y その他、バター、ミルク…等、地元に関連する素材を生かした、商品ヴァリエーションをラインアップする。
y 和洋問わず、まゆの形の中に、餡やクリーム等を内包するお菓子の総称とする。
y 同じ「まゆ形」でも、「まゆまん」は餅やスポンジケーキなど、「側が柔らかいもの」の総称、「まゆベリー」は、クッキーやサブレなど、「側が固いもの」の総称、とする。

まゆまん

内容①
和風

① 白まゆ

② 黒まゆ

③ 緑まゆ

④ 紫まゆ

オリジナル

生地の部分に、カカオもしくはコーヒーを
混ぜ込んだもの。

生地の部分に、桑の葉を混ぜ込んだも
の。

生地の部分に、桑の実を混ぜ込んだも
の。

y （外＝餅）＋（中＝桑の葉餡）

y （外＝餅）＋（中＝桑の実餡）

y （外＝餅）＋（中＝餡）

内容②
和風＋洋風

y （外＝餅）＋（中＝クリーム）
y （外＝饅頭）＋（中＝チョコクリーム）

y （外＝餅 / 饅頭）＋（中＝チョコクリー
ム / コーヒークリーム）

y （外＝餅 / 饅頭）＋（中＝桑の葉ク
リーム）

y （外＝餅 / 饅頭）＋（中＝マルベリー
ク / リーム）

内容③
洋風＋和風

y （外＝スポンジケーキ）＋（中＝餡）

y （外＝スポンジケーキ）＋（中＝餡）

y （外＝スポンジケーキ）＋（中＝桑の葉
餡）

y （外＝スポンジケーキ）＋（中＝桑の実
餡）

y （外＝スポンジケーキ）＋（中＝クリー
ム）

y （外＝スポンジケーキ）＋（中＝チョコ
クリーム / コーヒークリーム）

y （外＝スポンジケーキ）＋（中＝桑の葉
クリーム）

y （外＝スポンジケーキ）＋（中＝マルベ
リークリーム）

内容④
洋風
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商品名

まゆベリー

商品定義
コンセプト

富岡（及び群馬）の地元の特産品を素材としてふんだんに使った、
「健康」で「ヘルシー」な、養蚕の象徴である「繭（玉）の形をした洋風菓子

基本仕様

方向性

y 全商品に共通して、饅頭の皮と生地部分に、 ①上州産小麦粉 ②上州富岡産天然繭（絹たんぱく質） 、を使用する。
y また、全商品に共通要素として、（素材部分に）③こんにゃく、④桑の葉、⑤（磯辺温泉、妙義温泉等の）鉱泉の使用、も併せて検討。
y その他、桑の実、無発酵バター、ブルーベリー…等、地元に関連する素材を生かした、商品ヴァリエーションをラインアップする。
y まゆの形の薄いクッキー等の、主に洋菓子の総称とする。
y 同じ「まゆ形」でも、「まゆまん」は餅やスポンジケーキなど、「側が柔らかいもの」の総称、「まゆベリー」は、クッキーやサブレなど、「側が固いもの」の総称、とする。

まゆベリー

① 半生菓子

内容

y クリームサンドクッキー
y ゴーフル
y ウェハース
…等、クリームでサンドしたもの

② 焼き菓子
y クッキー
y ビスケット
y クラッカー
y サブレ
y パイ
…等、1枚もの。

③ デザート菓子
y こんにゃく等を使った、ゼリー
y ブルーベリー味（紫）
y マルベリー味（緑）
…等

④ 干し菓子
y キャンディー
y ドロップ
y グミ
y ガム
…等の
y ブルーベリー味（紫）
y マルベリー味（緑）
その他、
y キャラメル
y ヌガー
y チョコレート
…等
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商品名

桑りんとう

商品定義
コンセプト

養蚕の象徴である「桑」と、富岡（及び群馬）の地元の特産品を素材としてふんだんに使った、
「健康」で「ヘルシー」な、かりんとう （及びその他のお菓子）

基本仕様

y 全商品に共通して、材料に、 ①上州産小麦粉、②桑の葉、を使用する。
y 従来の一般的な「かりんとう」に拘らず、桑の葉、桑の実、無発酵バター、ミルク、とうもろこし…等、地元に関連する素材を生かした、自由な商品ヴァリエーションをラ
インアップする。

方向性

※桑＝「か」と読ませる

y 基本は「かりんとう」をベースにしつつ、ミルク＝白、桑＝グリーン、黒＝チョコレート…等、従来の和風のかりんとうに拘らないラインナップを揃える。
y また、かりんとうに拘らず、桑の葉の形をした、焼き菓子（クッキー、サブレ…等）の総称とする。

① かりんとう（花林糖）

緑

内容①
蜜ありタイプ

内容②
蜜なしタイプ
（素材練り込み）

黒

• 桑の葉
（オリジナル）
• 抹茶

• 黒みつ
• しょうゆ味

• お茶
• 緑黄色野菜
• ほうれん草

• 黒ゴマ
• そば

茶
• チョコレート
• コーヒー
• カフェオレ

白
• ミルク
• チーズ

② 桑の葉型お菓子

紫（どどめ）

黄

• 桑の実
• ブルーベリー

• カレー
• 柑橘系（みか
ん、柚子、等）

•梅

• とうもろこし
• かぼちゃ
• 緑黄色野菜

• 人参
• トマト

• 豆腐
• こんにゃく

Copyright© 2014 contents KNOWLEDGE .All Rights Reserved. All contents/contents is licensed under contents KNOWLEDGE.

赤

内容①
クリームあり

内容②
クリームなし

• クリームサン
ド（クッキー）
• ゴーフル
• ウェハース

• クッキー
• サブレ
• パイ
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駅弁ブームの裏側（１）それは“本物の駅弁”か？
“ゴースト駅弁”やOEM製品も

“OEM駅弁”を見分ける方法もある

スーパーで買った北海道の駅弁。同じものを実際に駅まで買いに行ったら、現地では販売していな
かったーー。
駅弁サイト「駅弁資料館」を運営する福岡健一氏は、「一部のスーパーでは、まれに、実際の駅に
置かれていない弁当が販売されている」と話す。駅弁フェア専用の弁当が存在するというのだ。
こうした“ゴースト駅弁”は、以前から駅弁愛好家たちに指摘されてきた。「最近は小売店側が目を
光らせているため、以前よりは減ってきた」（業界関係者）ともいわれているが、いまだに「なかでも北
海道でよく見つかっている」（福岡氏）。

イベントに出れば１日1000個以上の弁当が売れることもしばしば。だが、地方には「家族経営で１
日10～20個程度の生産能力しか持たず、大量生産や実演販売まで手が回らない業者も多い」（駅
弁サイト『駅弁の小窓』運営者）。そんな小さな地方業者が、どうやって大量発注に応えるのか。
実はスーパーで販売される地方駅弁のなかには、「会場近くの弁当業者にレシピと材料、容器など
を渡し、製造委託する」（大手スーパーのバイヤー）ケースがある。つまりOEMだ。
駅弁フェアの裏には、駅弁を集めて中小スーパーに卸す駅弁問屋の活躍がある。だが、その問屋
が、大量生産のためOEMを促すことがあるという。「関東のスーパーで販売される一部の地方駅弁
は、静岡県・伊豆の工場で大量生産されている」と、駅弁問屋「旅食」の塚本弘社長は憤る。ある大
手問屋は、OEM業者からロイヤリティまで取っているという。

ゴースト駅弁が出現するのは、業者にとって駅売りよりイベントでの収益が大きいからだ。特に京
王百貨店の駅弁大会では「大会のために新商品を開発し、反響を見て販売を続けるかを決める“プ
レ駅弁”も出てきた」（旅行ジャーナリストの小林しのぶ氏）。もともとあった駅弁をイベントに出すので
はなく、イベントのために駅弁を作るという逆転現象が起こっているのだ。
イベント向けに作られる弁当のなかには、ゴースト駅弁だとの批判をかわすため、大会期間中だけ
は駅に置かれるものもある。
例えば、京王百貨店の今年の目玉として企画された「ふくめし」や「磯の鮑の片思い」。大会期間中
は駅にも置かれていたが、現在は販売中止か予約販売となっている。この手法なら、紛れもない駅
弁。だが「まるでアリバイ作りではないか」（業界関係者）との批判も聞かれる。

イメージ

イメージ

イメージ

今年の京王百貨店駅弁大
会の目玉、「ふくめし」（小倉
駅）。大会では実演販売で
好評を博したが、現在、駅で
は販売されていない

地方の駅弁を会場に運ぶ
ルートは大きく分けて３つ。
輸送や実演販売のほか、会
場近くの業者に製造を委託
する場合もある

コンビニ駅弁も、味は価格に
比例する。スリーエフでは
「本物志向に応えるため」、
業者から直接取り寄せる方
向へと転換

弁当業者にとって、レシピを見てそっくりな弁当を作ることはお手の物。だが「使う水が違うし職人も
違う。同じ味が再現できるとは思えない」（塚本氏）。
ただ、OEM自体が悪いわけではない。「サンドイッチだけは地元の別業者に委託するなど、もともと
小規模なOEMはある」（福岡氏）からだ。遠方から輸送すると鮮度や味が損なわれることもある。実
演販売でもご飯だけは会場近くの弁当工場で炊くなど、部分的に製造委託をする業者は多い。
だが、気になるのは、本来の駅弁が売られている地域とは全く関係ないところで作られるケース。
「その地域で作ったものを運んできた」と期待して買うだけに、別の地域で別業者が作るのでは買う
意味も半減してしまう。
では、OEMかどうかを見分ける方法はあるのか。答えはイエスだ。パッケージの製造者表示の欄
を見ると、OEM駅弁には、販売業者の名前の後に「TR」などとアルファベットが並んでいる。これは
「製造所固有記号」と呼ばれ、販売業者と実際の製造者が違う場合に表示されるもの。地元で委託
している場合も含まれてしまうが、一つの目安にはなるだろう。
製造工場が異なるという点では、コンビニで販売される駅弁も同じ。製造は普段コンビニ弁当を
作っている業者が請け負い、駅弁業者はレシピ提供などの「監修」にとどまることが多い。
だが、通常の駅弁は1000円前後するもの。コンビニ業者は「原料の大量仕入れや包装の簡素化
でコストを削減。味は忠実に再現した」というが、低価格駅弁は素材の質などを落としている可能性
がある。
実際に監修した業者からは「価格を下げたら凡庸な味になった」との声も。一方、価格を据え置い
たコンビニ駅弁の味は、本来の駅弁に勝ることもあったという。本当においしい駅弁は安くは買えな
いようだ。
このように、駅弁ビジネスの現状には疑問の声があがっている。では、今後はどのような方向に向
かうのだろうか。
前出の京王百貨店は「もう一度本質に戻り、既存の駅弁を中心として新しいものを提案したい」と
話す。「地域に根ざした駅弁を発掘する」とはイトーヨーカ堂。来期は、各社が原点に回帰し、より地
域に根ざした駅弁を打ち出すもようだ。

http://trendy.nikkei.co.jp/special/index.aspx?i=20070628t2001t2
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駅弁ブームの裏側（２）ここまで来た！ ユニーク駅弁
キワモノ食材や真空パックなど、新たな工夫が続々

「持ち帰り前提」の駅弁も

駅の弁当販売が落ち込むなか、各社は「見たことのない駅弁」を開発し、注目を集めようとしている。
数年前から増えてきたのが、容器に付いたひもを引いて中身を温める「加熱式」の駅弁。容器下部
に水袋と石灰が備わっており、ひもを引くと水袋が破れて石灰と反応し、発熱する。加熱式そのもの
は珍しくないが、最近では温まるという利点を生かして、これまで弁当向きではなかった食材までも
駅弁化され始めている。
その代表格が新富士駅の「駅弁版 極 富士宮やきそば弁当」（富陽軒）だ。肉かすで炒めた太めの
麺にイワシの粉をかけて食べる、富士宮やきそばを駅弁化した。
「麺類は冷えると硬くなってしまうため従来の容器では商品化が難しく、加熱式を採用した」（富陽
軒）という。食べてみると、確かに温めることでコシのある麺の食感やソースの風味を十分に味わえ
た。サクラエビの炊き込みご飯も珍しい。

観光客を振り向かせようと、奇抜な食材に挑む駅弁もある。
琵琶湖ナマズにちなんで開発されたのは、草津駅の「照焼なまず弁当」（南洋軒）。しょうゆとみりん
で焼いたナマズは身が程よくしまり、鯉よりはクセがない印象。紅しょうががよいアクセントになって
いる。
釧路駅の「しか肉もみじ弁当」（釧祥館）も地域性を連想させるキワモノ弁当だ。飼育している食用
のシカ肉を昆布ダシや大根おろしに漬け込み、甘く煮込んだものをごはんの上に盛り付けてある。シ
カ肉特有の臭みはなく、食感はやや硬めの牛肉といったところだ。
駅弁業者は、「肉や魚の駅弁は出尽くしている」（南洋軒）と語る。そこで「琵琶湖のナマズ」「北海道
のエゾシカ」のように、地域と関連付けた珍食材で訴求するわけだ。
とはいえ、味にクセのある珍食材をどう調理するかは課題。なかには少々戸惑ってしまう味の駅弁
もあった。「最初は、もの珍しさで買っていく人が目立った」（釧祥館）。衝動買いを誘う商品だけに、
どれだけリピーターをつかめるかがカギとなりそうだ。
一方で、定番食材を使う駅弁も新たな工夫を凝らしている。
味を追求するあまり、見た目の良さを“捨てた”のが、新潟駅の「鮭の焼漬といくら弁当」（三新軒）。
箱を開けると、しょうゆ漬けの鮭とイクラが真空パックで収まっている。
見た目は少々味気ないが、いざ食べてみると真空パックの鮭は驚くほどジューシーで軟らかい。食
べる直前にパックから出すため、イクラのプチプチとした食感も存分に味わえる。
駅弁にとって水分を多く含む食材は、汁漏れや腐敗の危険性があるためタブー。だが真空パックな
ら汁漏れの心配もなく、「出来たての味をそのまま味わえる」（三新軒）。
また、駅や車内で駅弁を食べる人が減少するなか、あえて「持ち帰り用途を狙う商品も出てきた」（駅
弁サイト「駅弁の小窓」の運営者）。福井駅などで販売する「香ばしい焼かにめし」（番匠本店）の容器
は電子レンジ対応。そのままでも食べられるが、500Wのレンジで１分半加熱すると焼いたズワイガ
ニの風味がより高まる。家庭に持ち帰って食べることを想定した戦略だ。

新神戸駅などで販売されているシチュー駅弁、「海岸通 ハイカラ ビーフシチューランチ」（淡路屋）も
加熱するからこそおいしく食べられる駅弁の一つだ。
汁物特有の水分という難敵を、ご飯に染みこまない独自のルーを開発して克服。味は薄めだが、
大きめにカットされた野菜の風味が感じられる。ルーとご飯の間にビニールを敷く手もあったが、
「安っぽく見えるため、やめた」（淡路屋）という。
万能にも思える加熱式だが、駅弁業者にかかるコストは高い。さらに昨年からは航空会社が加熱
式容器を危険物と見なしたため、駅弁フェア向けの空輸ができなくなった。それでもユニークな駅弁
を生み出すために加熱式を採用する業者は少なくない。

http://trendy.nikkei.co.jp/special/index.aspx?i=20070704t2000t2
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イメージ

イメージ

駅弁の加熱式容器は、
紐をひくと石灰の粉末と
水が混ざり、高熱の蒸気
が出てくる仕組み

「駅弁版 極 富士宮やき
そば弁当」（新富士駅な
ど、980円）。東海道新
幹線の新富士駅などで
販売。通販は行っていな
い

ご飯にしみこまない、独
自開発のシチューを用い
た「海岸通 ハイカラビー
フシチューランチ」（新神
戸駅など、1000円）

「照り焼きなまず弁当（草
津駅、980円）」は白身
魚に近いがやや個性的
な味。下は炊き込みご飯
になっている。現在は予
約販売のみ

エゾシカを大胆に盛り付
けた「しか肉もみじ弁当
（釧路駅、1180円）」。食
感は、やや硬めの牛肉と
いったところ

「鮭の焼漬といくら弁当」
（新潟駅など、1050円）
は、食べる直前に真空
パックから出す。鮭のみ
の通販も行う

「香ばしい焼かにめし（福
井駅など、1250円）」は
容器が電子レンジ対応。
ご飯はカニのダシで炊い
たもの
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弁当の新潮流（１）常識を覆す“熱々”の弁当
駅でもコンビニでも、「出来たて」がトレンドに

価格帯は外食店並みに

駅弁といえば作り置き──そんな常識を覆す、温かい出来たての駅弁が話題を呼んでいる。JR新
神戸駅のステーキ弁当だ。
新幹線の改札から続くコンコース。食欲をそそる肉のにおいが立ち込める。ここでは駅弁売り場の
中に厨房を設けて、焼き上げたばかりのステーキを弁当にして販売している。昨年のすき焼き弁当、
シチュー弁当に続く出来たて駅弁の第３弾。今年１月から販売を始めた。現在は、ステーキ弁当とす
き焼き弁当を扱う。１日50～100食の限定だが、「遅くとも夕方くらいまでには売り切れる」（調理製
造元の淡路屋）。
過去にも実演販売で出来たての駅弁を提供する駅はあったが、期間限定が多かった。新神戸駅の
ように「常設の厨房まで備えるのは珍しい」（サイト「駅弁資料館」を運営する福岡健一氏）。
注文を受けてから調理する実演販売は、普通の弁当よりも手間暇がかかる。「もうけようと思ったら
手を出さない」（淡路屋）。にもかかわらず出来たてに挑む背景には、「百貨店の駅弁大会で人気の
駅弁でさえも、地元の駅では売れなくなっている」（サイト「駅弁の小窓」の運営者）という事情がある。
「駅で売れないことには、駅弁文化に未来はない」（大手駅弁流通業者）
そこで創業100年を超える淡路屋が目をつけた集客装置が、出来たて駅弁だった。「実演販売が
名物になって大勢の人が駅に集まり、駅弁に注目してくれるようになれば」と淡路屋は話す。

駅弁だけではない。「出来たて」は競争が増すばかりの弁当業界で、差別化を図るためのトレンド
になりつつある。
例えば、昨年10月にオープンしたJR東京駅地下の商業施設「グランスタ」。21軒の弁当屋が軒を
連ねるが、そのうち20軒が厨房を備え、調理したばかりの弁当を熱々のまま販売する。「旅行客と近
隣オフィスのビジネスマンがターゲットの２本柱。ワンランク上の生活をテーマにし、都内の名店を中
心に集めた」（東京駅の施設を管理・運営する鉄道会館）。
ここに店舗を構える鳥麻の「比内地鶏の親子丼」は、乾いたパサパサの卵と鶏という親子丼弁当の
概念を一新する。親子丼鍋を使って鳥を煮込み、半熟に仕上げた卵と一緒に炊きたてのご飯に載せ
るまでを、その場で行う。
こうした本格的な出来たて弁当には落とし穴もある。「味や価格の競合相手が、弁当屋ではなく外
食店になる」（飲食店コンサルタント）ことだ。新神戸駅のステーキ弁当は1500円、グランスタの親子
丼は1200円と外食店並みの価格帯。とあれば、冷めてもおいしく食べられるのが強みの弁当なら
甘かった「味への評価」は厳しくなる。
セブン-イレブンも店内調理に参入
一方、弁当の販売不振が続くコンビニは、サイドメニューで出来たてに力を入れる。大手のなかで
は弁当の落ち込みが少なく、中食事業の伸びが目立つファミリーマートの原動力は「フライドチキン」。
昨年は１億個近くを売り上げた。「一緒に300円台前半の安い弁当を購入する人が多く、弁当の売り
上げを支えた」（ファミリーマート）。

イメージ

イメージ

イメージ

淡路屋の黒毛和牛 ステー
キ弁当。注文を受けてから
じっくりと焼き上げる。容器
に入った甘辛のソースをか
けて食べる

注文後、約３分で出来上が
る。「店舗で提供するのと、
同じ味を再現している」（鳥
麻）

セブン-イレブンが販売する
和風鶏唐揚げ（180円）。ほ
かにコロッケ、アメリカンドッ
グなどを提供する

http://trendy.nikkei.co.jp/special/index.aspx?i=20080310t2002t2&page=1&icp=
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弁当の新潮流（２）「二極化」が止まらない
「非日常」「価格破壊」「健康」がヒットのカギ？

売上を伸ばす「250円均一」弁当

駅弁の高価格化が止まらない。昨年の新作でいえば、JR松阪駅の「松阪牛物語」は3150円、JR米
原駅の「近江牛勝負刻」は3500円……。
松阪牛物語は、加熱式容器を使ったすき焼き弁当。三重県産の米を炊き上げたご飯の上に、松阪
牛のすき焼き肉120gが載る。弁当には、使った肉が松阪牛であることを示し、その牛の個体を識別
できる番号などが記された証明書のコピーが付く。
味は価格に見合うのか。一般に弁当の原価率は30％台半ばで、駅弁はそれ以下といわれる。一
方、松阪牛物語は「地元精肉業者の協力で肉を安めに調達できたが、それでも原価率は４割以上」
と調理製造元のあら竹は話す。

逆に、日常で食べる弁当は、低価格化が進む。最近急増しているのは、ご飯が250gで、おかずを
足すと600gを超えるボリュームながら、価格を250円（または税込みで263円）に抑えた弁当を10
種類前後そろえるスーパーや弁当屋だ。郊外に立地する中小の店舗が中心で、昨年末には東北か
ら九州まで100店舗近くに達した。千葉・西船橋のスーパーてらおは１日に450～600食、東京・鶯
谷の弁当屋デリカぱくぱくは１日に600～800食を売り上げる。

高額駅弁が増え始めたきっかけの一つといわれているのが、3800円のJR東京駅「極附（きわめ
つき）弁当」のヒット。「当初は企画ものとして開発したが、予想以上に売れたために定番商品にした」
（東京駅の駅弁を手がける日本レストランエンタプライズ）。その結果、「駅弁の売れる、売れないは
価格だけではない」というのが業界の共通認識に。1000円前後が中心だった駅弁に、3000円台の
価格のものが相次ぐようになった。「旅という非日常を彩ってくれる駅弁には、つい財布のひもが緩
むのだろう」と旅行ジャーナリストの小林しのぶ氏は分析する。

イメージ

3150円の「松阪牛物語」。
予約販売のみ。「松阪牛証
明書」と「と畜検査証明書」
のコピーが付く
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3800円の「極附弁当」。毎
日限定30食だが、今でも少
なくとも１日20食は売れると
いう

250円の「チキンカツ弁当」。
消費税を含めて250円に収
めたのは、混雑時のレジ効
率を上げるためでもある

“価格破壊”弁当には仕掛け人がいる。経営コンサルタントの渡辺一紀氏が各店にレシピを提供し、
アドバイスを送る。原価は150～200円と５割を超えるようだが、「食材の仕入れから調理までのす
べての工程を店の従業員が手がけることでコストを省く」（渡辺氏）。
一方、日常でも「健康」を打ち出す弁当にはカネを惜しまない消費者が増えている。自然食品を主
に扱い首都圏を中心に30店舗を展開するスーパー、ナチュラルハウスでは900円のハンバーグ弁
当が若い男女に人気だという。
試行錯誤が続くコンビニ弁当は「中高年層をつかむのが課題」（流通業界担当アナリスト）。スリー
エフは、横浜の有名シェフが集まる横浜ガストロノミ協議会が監修し、横浜の昔ながらの味を再現し
た790円の「仏國式鶏煮込み弁当」を１月に期間限定で発売した。500円前後が中心のコンビニ弁
当では高めだが、それでも安いくらいの材料と手間暇をかけたという。ファミリーマートは、40～60
代の社員が高価格帯の弁当開発に参加する
「空弁」「速弁」も進化
空港の「空弁」、高速道路のサービスエリア（SA）で売られる「速弁」「どら弁当」は、独自の進化を遂
げている。
ブームの落ち着いた空弁は、お土産需要が増え始めた。「真空パックや酢じめで日持ちしやすい
魚ものが好評」（JALUX）という。「スイーツの人気も高まっている」（「空港スイーツ」ブランドを手がけ
るジャパンフーズシステム）。
スタートしたばかりの“道”の２つは全く逆の方向に進んでいる。東名高速や中央道などで売られる
速弁は「地元の料亭の味を提供」（中日本エクシス）し、価格は平均2000円ほど。高級路線を走り、
昨年秋には、北大路魯山人の孫弟子にあたり、宮内庁の料理人も務めた鈴木國友氏の手作りによ
る弁当「國友の冬懐石」が登場。浜名湖SAで１日限定10食を販売する。

イメージ
一方、常磐道や東北道などのどら弁当は「家族で手軽に楽しめる地域の特産物」（ネクセリア東日
本）がコンセプトで、価格帯は1000円以下が中心だ。なんと犬向きの「どら弁当ポチ」（630円）も登
場。ドッグランのあるSAなどで人気を呼び、休日は100食を超える。

900円の「豆腐入りハン
バーグ弁当」。食材も調味
料も店内で販売する自然食
品だけを使う。１日20食弱
の限定だが、ほぼ毎日完売

「どら弁当ポチ」（630円）は、
市原SA、高坂SA、守谷SA
などで取り扱う

http://trendy.nikkei.co.jp/special/index.aspx?i=20080310t2002t2&page=1&icp=
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東京駅に売られているお土産で、買いたい和菓子ランキング BEST30

東京駅に売られているお土産で、買いたい洋菓子ランキング BEST30

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/011/tokyo_wagashi/

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/011/tokyo_yogashi

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

商品名
芋ようかん
銘菓ひよこ
ごまたまご
ハニーカステラ
人形焼
黒糖ようかん
栗きんつば
空飛ぶどらやき
雷おこし
うす焼草加
ぬれ甘なつと
あんこ玉
和菓子になった東京ばな奈
揚まんじゅう
天然海老入りせんべい
三笠山
東京月餅
揚もち
白玉豆大福
東京大納言
特撰手焼
山の手乳菓
昔大丸せんべい
松崎煎餅
手巻納豆
おかき一客
京花びし
料理仕立て むらさきふわり
味の民藝
すきや橋

発売元/販売元
舟和
吉野堂
銀座たまや
日本橋文明堂
木村家本店
とらや
花園万頭
飛こうき雲
常盤堂
銀座 松崎煎餅
花園万頭
舟和
グレープストーン
御門屋
つきじちとせ
日本橋文明堂
新宿中村屋
御門屋
銀座 あけぼの
つきじちとせ
銀座 松崎煎餅
亀屋万年堂
喜八堂
銀座 松崎煎餅
銀座 あけぼの
御門屋
清閑院
つきじちとせ
銀座 あけぼの
銀座 松崎煎餅

ポイント
100
89.4
68.7
63.8
63.0
50.4
50.4
43.1
39.8
33.7
32.9
31.3
31.3
28.9
25.6
24.0
22.4
20.7
18.7
17.5
13.0
11.8
10.6
8.5
7.7
7.3
6.9
6.1
4.9
3.7

ふんわり甘い素朴な美味しさ 舟和の『芋ようかん』が1位に
• 和菓子のお土産で見事1位を獲得したのは舟和の『芋ようかん』。同じようかんでは、とらやの『黒糖ようかん』が
6位に入っています。名前も形も有名な『ひよこ』が2位に、銀座たまやの『ごまたまご』が3位でした。
• 『芋ようかん』の主原料であるさつま芋には、ビタミンやミネラル、食物繊維などがバランスよく含まれています。
そのため健康に気を遣う方にも喜ばれる和菓子です。
• 『ひよこ』のかわいらしい形はご存知の方も多いはず。この形は、もっと愛される形のお饅頭を作りたいと考えて
いた吉野堂の先々代店主である石坂茂氏の夢の中にあらわれたひよこが元になっているそうです。『ひよこ』は
2003年8月に、特許庁の立体商標登録も取得をしています。
• 『ごまたまご』は黒胡麻ペースト、黒胡麻あん、スポンジ生地、ホワイトチョコのコーティングと全部で四層になっ
ていて、特に甘い物に目がない方にオススメのお土産です。
※2005年11月期「goo調べ」ランキング調査概要
1. 調査対象：「gooリサーチ」登録モニター
2. 調査方法：非公開型インターネットアンケート(選択回答形式)
3. 調査期間：2005年11月24日～2005年11月26日

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

商品名
東京ばな奈
チーズケーキ
スウィートポテト
モンブランフロマージュ
チョコレートケーキ
東京ミルフィーユ
モンブランマロン
バウムクーヘン東京トゥルム
アリスのショートケーキ
栗のケーキ
東京ばな奈ムーンゴーフレット
東京チョコレートケーキ
むかしバームクーヘン
銀座マドレーヌ
ナボナ
東京ストリートカマンベールチーズケーキ
ちーずまる
アリスのゴーフレット
ゴーフレット
東京ブッセ
ガトー・ヴァリエ・オ・ラングドシャ
銀座フレンチパイ
東京クッキー＆チョコレート
ラガナッシュ
ラ・フィーヌ
花椿ビスケット白缶
ＪＲトレインくんクッキー
東京プチフィナンシェ
そふとクッキー
リーベスバウム（アソート）

発売元/販売元
グレープストーン
資生堂パーラー
代官山シェ・リュイ
代官山シェ・リュイ
Tops
ユーハイム
代官山シェ・リュイ
ユーハイム
クイーン・アリス
銀座 コロンバン
グレープストーン
Morozoff
KIHACHI
銀座 コロンバン
亀屋万年堂
東日本キヨスク
日本橋文明堂
クイーン・アリス
東京風月堂
廣尾瓢月堂
ブールミッシュ
銀座 コロンバン
Morozoff
資生堂パーラー
クイーン・アリス
資生堂パーラー
東日本キヨスク
Morozoff
銀座 コロンバン
ユーハイム

ポイント
100
50.9
39.8
39.5
37.9
37.7
33.7
29.2
28.6
27.9
24.1
23.9
22.3
21.2
21.2
20.4
19.4
16.7
15.9
14.3
12.5
10.6
10.3
9.5
8.8
8.5
7.2
6.9
4.2
4.2

東京土産 洋菓子のダントツ人気は『東京ばな奈』
• 東京からの帰省土産。洋菓子での一番人気はダントツで『東京ばな奈』でした。ポイントに差はついたものの、資
生堂パーラーの『チーズケーキ』が2位に。また、代官山シェ・リュイからは『スウィートポテト』（3位）、『モンブラン
フロマージュ』（4位）、『モンブランマロン』（7位）と、10位以内に3品が入っています。
• 堂々1位の『東京ばな奈』は、天然バナナから作られたバナナカスタードクリームをやわらかいスポンジでふんわ
りくるんだ一口サイズのお菓子。このスポンジが黒ココアでできた「黒ベエ」という姉妹品もあります。
• 資生堂パーラーは、1902年に日本で初めてソーダ水やアイスクリームの製造・販売を始めた歴史あるパーラー。
銀座生まれの資生堂パーラーの『チーズケーキ』は、一口サイズでワインにもよく合う洋菓子です。
• 3位にランク・インした代官山シェ・リュイの『スウィートポテト』は、種子島産のさつま芋を使用しているそうです。
さつま芋の自然な甘みは、甘いお菓子が苦手な方にも喜ばれるのではないでしょうか。代官山シェ・リュイの代
官山一号店では、洋菓子だけでなくカレーパンやラスクも人気です。

4. 有効回答者数：1,081名
【モニター性別】 男性＝45.11% / 女性＝54.89%
【モニター年代】 ～19歳＝2.31％ / 20歳代＝24.24％ / 30歳代＝37.19％ /
40歳代＝25.62％ / 50歳代＝8.05％ / 60歳代以上＝2.59％
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【モニター居住地】 北海道＝5.00％ / 東北＝4.81％ / 関東・甲信越
＝ 47.36％ / 北陸＝2.22％ / 東海＝8.88％ / 近畿＝18.32％ /
中国・四国＝7.03％ / 九州・沖縄＝6.38％

※「CAPE Report」は、インターネット等の情報を集計・編集したものに、弊社独自の分析・評価・解釈を加えたマーケティングレポートです。
※「CAPE Report」は、規約に同意されダウンロード購入されたユーザー以外への、データ複製・配布使用は禁止されています。
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

1位 芋ようかん （舟和）

2位 銘菓ひよこ （吉野堂）

イメージ

3位 ごまたまご （銀座たまや）

イメージ

イメージ
6本詰め … 599円
8本詰め … 798円
10本詰め … 998円～

• 芋ようかんは、さつま芋を一本一本手で皮をむき、添加物を一切使わ
ず、さつま芋と砂糖で造りあげております。
• 独特の素朴な風味を生かした、甘味を押さえたようかんです。浅草の
味をどうぞご賞味下さい。
• 芋ようかんの主原料であるさつま芋は、成分表で見ると、糖質、ビタミ
ン、ミネラル、食物繊維をバランスよく含んでおり、又、カロチン、ビタミ
ンB1なども含まれ、加えて加熱するとのり状になるでんぷんのおかげ
で、ビタミンCが、蒸したり焼いたりしても比較的減りにくいという長所が
あります。
• 最近の特徴として、芋ようかんは価格が手ごろで、素材や作り方が好
きでおいしいとの評価をいただいているのも、自然食品としての側面が、
消費者ニーズにマッチしたものと見ております。
• 芋ようかんの宅配を希望されるお客様が大変多くなっていますのも「味
が良い」のと東京を代表する浅草の銘菓として、お客様に認められて
いるからと存じます。

5個入 578円 (税込)
6個入 735円 (税込)
9個入 1,050円 (税込)
14個入 1,575円 (税込)

イメージ

イメージ

イメージ
5個入り 価格 500円(税込)
9個入り 価格 680円(税込)
15個入り 価格 1,150円(税込)

• 大正元年の創業以来、口解けの良い黄味餡を風味豊かな皮で包みこ
んだふっくらかわいいひよ子のお菓子です。

• 黒胡麻のペーストと黒胡麻あんをカステラ生地で包んでホワイトチョコ
レートでコーティングしたかわいいたまご型のお菓子です。
• 4層からなる絶妙のハーモニーがお楽しみいただけます。

• 大正元年、先々代の店主石坂茂の「もっと愛される饅頭を」という想い
から生まれたお菓子です。ひよこを模した姿は、見た目にも愛らしく、ど
なたにも喜ばれております。
• 大きさや味など、こだわりの隠元豆を使用。純白に近くなるまで丹念に
さらし、「白雪餡」と呼ぶ生白餡を作ります。さらに雑味を取り除き、砂
糖や卵黄を加えて練り上げて、コクのあるおいしい「黄味餡」に仕上げ
ます。
• ひよ子の皮（生地）に使われる小麦粉は、佐賀県や熊本県を中心に、
九州で生産された小麦粉を使用し、「ひよ子専用粉」として製粉。独自
の割合で混合、熟成させて使います。その「ひよ子粉」を新鮮な卵と上
白糖などで作られた「糖蜜」とこねあわせることにより、皮に香ばしさと
コクが生まれるのです。
• ひよ子だけのために作られる粉だから、だれにも真似のできない独自
の風味に仕上がります。
• 大正元年のひよ子誕生以来、味も形もほとんど変わっておりません。
焼き上がりは、天候でも左右します。湿度の高い日には、ひとつかみ多
めに粉を加えたり、機械では計れない、人の「勘」もお菓子づくりには重
要です。
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

1位 東京ばな奈 （グレープストーン）

2位 チーズケーキ （資生堂パーラー）

イメージ

8個入 ￥1,000
12個入 ￥1,500
16個入 ￥2,000
(すべて税込)

3位 スウィートポテト （代官山シェ・リュイ）

イメージ

イメージ

• たっぷりのバナナカスタードクリームをふんわりスポンジケーキで包み
ました。
• まわりは、ふんわり柔らかいスポンジケーキ。中には、天然のバナナを
ていねいに裏ごしして作ったバナナカスタードクリームがトローリ。ひと
口食べると、甘くてやさしいバナナの味と香りが口いっぱいに広がりま
す。
※お召し上がり直前に冷蔵庫で冷やして頂いてもおいしくお召し上がりい
ただけます。

SS ＝3個 840円 (税込)
S＝6個 1,660円 (税込)
M＝9個 価格: 2,420円 (税込)
L＝12個 3,230円 (税込)

イメージ

イメージ

• 資生堂パーラーの一番人気の発売から２２年目を迎えたロングラン
チーズケーキです。熟成したチーズの美味しさそのままに焼き上げた
プチフールタイプ。
• チーズそのままを食べているような濃厚さは、チーズケーキフリークの
方でも、印象深い逸品になるでは。
• 一口サイズのチーズケーキでも、濃厚なチーズの味が、１個で十分に
満足を与えてくれます。
• コーヒー、紅茶はもちろん、ワインとの相性のいいお菓子です。
• 良質なデンマーク産クリームチーズとサワークリームをビスキュイ生地
で包み、しっとりとしたプティフールタイプに仕上げました。
• 保存性に乏しかったチーズケーキを、長期間（製造から３０日以上）美
味しく頂ける様独自の製法に工夫を凝らしました。
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3個入り 1,155円
（クール料込み・送料別途）
9個入り 3,360円
（クール料込み・送料別途）

イメージ

• 昔鉄砲今ポテト。種子島からおいしいさ伝来「スウィートポテト」。
• 自然解凍（室温にて6～8時間）又は電子レンジにて解凍してお召上が
り下さい。
• 種子島産のさつまいもをほっこりしっとり焼き上げました。
• 無添加の大自然のおいしさをどうぞ！
• おしみない手間ひまをかけて、ていねいにつくり上げられるおいしさ。そ
のひとつひとつがシェ・リュイからのメッセージです。
• 新鮮な牛乳や卵、さまざまな色どりと味わいをそえるフルーツやナッツ、
豊醇な香りのリキュールやブランディ…。シェ・リュイのお菓子は自然の
めぐみをふんだんにいかしながら、ほんものの素材だけで、職人が丹
念に手仕事でつくり上げています。

※「CAPE Report」は、インターネット等の情報を集計・編集したものに、弊社独自の分析・評価・解釈を加えたマーケティングレポートです。
※「CAPE Report」は、規約に同意されダウンロード購入されたユーザー以外への、データ複製・配布使用は禁止されています。
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

定番土産「東京ばな奈」、なんで「東京」でバナナ？
今年もお盆の帰省などで買って行った人、もらった人も多いだろう、東京土産の定番「東京ばな奈」。
でも、昔からずっと疑問に思っていたこと。それは「東京で、なんでバナナなのか？」ということだ。
東京とバナナの因果関係について、製造元の株式会社グレープストーンに聞いてみた。
東京ばな奈「見ぃつけたっ」の発売は、1991年。正式名称にある「見ぃつけたっ」の「ぃ」「っ」が、ワク
ワク感、いたずらっぽさを演出してるのだろうか。
気になる「東京でなぜバナナ？」という問いに、菓子企画部の大野さんはこう答える。
「東京は日本中の都市の中でも特に、いろんな世代・職業・個性の人々が暮らし、訪れる街です。そ
こで、だれにとっても懐かしいバナナのお菓子にしようと考えました」
年配の人にとっては、バナナは昔はなかなか食べられなかった「憧れのおやつ」。下の世代にとって
は、遠足に持っていった思い出のおやつ。今の子たちにとってはたぶん、生まれて初めて自分の手
でむいたいちばん身近な果物ということもあり、「誰もが親しみと懐かしさを感じる、ありそうでない食
べ物なのでは？と思ったわけです」と言う。
発売当初の栞には、こんな一節もあったのだそうだ。
「いろんな土地からたくさんの人々があつまってみんなのふるさとになった。だから東京にはいっぱ
いふるさとがあっていいなぁ みんなのふるさとがとろんと溶けた東京ばな奈」。
ちなみに、東京ばな奈と聞くと、バナナクリームをふわっとしたスポンジ生地で包んだバナナ型のお
菓子を誰もが思い浮かべるが、実はいま通年アイテムのみでなんと15種！
発売順に、東京チョコばな奈、東京ばな奈パイ「見ぃつけたっ」、東京ばな奈ゴーフレット「見ぃつけ
たっ」、東京ばな奈ムーンゴーフレット「見ぃつけたっ」、東京ばな奈アイスモナカ「見ぃつけたっ」、東
京ばな奈生シュークリーム、東京ばな奈のロールケーキ＜チョコバナナ＞、和菓子になった東京ば
な奈「見ぃつけたっ」、東京ばな奈しっとりクーヘン、東京ばな奈バウム・ブリュレ、東京ばな奈しっと
り生クーヘン、東京ばな奈の黒ベエ、東京ばな奈レーズン、東京ばな奈しっとりクーヘンの黒ベエと、
「どれだけ見つけたり、しっとりするんだよっ！」なことになっているのをご存知だろうか。
こうしたファミリー商品の多くは、羽田空港やデパートなどでも販売しているそうだが、やっぱり充実し
ているのは東京駅。
「東京駅構内では、売店によって性質が異なっており、バウムクーヘンの専門店と黒ベエシリーズの
専門店がオープンし、行列人気をいただいております」という。エリアごとに買えるグッズが違う、ディ
ズニーランドみたいだ。
ところで、こんなに大増殖している東京ばな奈ファミリー。気になる売上は、なんと2005年の年間売
上で税込約71億円（！）だとか。
「年間に売れた箱を積み重ねていくとだいたい上空300km。人工衛星が飛んでるぐらいの高さです。
また、東京駅を出発点にバラで1本1本並べていくと、シンガポールまで行きます」
いろんな人の懐かしい思いをのせ、どこまでも飛んでいく東京ばな奈であった。
エキサイトニュース、2006年08月27日 00時00分
http://www.excite.co.jp/News/bit/00091156471251.html
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好きな全国の有名駅弁ランキング BEST30 2006

好きな全国の有名駅弁ランキング BEST30 2008

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/011/ekiben/

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/011/ekiben_2008/

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

商品名
ますのすし
峠の釜めし
いかめし
かにめし
柿の葉寿し
だるま弁当
牛肉どまん中
かにちらし寿し
石狩鮭めし
ひっぱりだこ飯
味噌煮込み牛たんせいろ
かしわめし
元祖特選牛肉弁当
瀬戸の牡蠣めし
笹寿司
深川めし
豊後さば寿司
ふく寿司
瀬戸のあな子
桃太郎の祭ずし
わっぱ舞茸
いちご弁当
朴葉みそ弁当
南紀くじら弁当
北海手綱
焼麦弁当
南蛮あごめし
鮎屋三代
大和しじみのもぐり寿し
鰰（はたはた）すめし

駅名
富山駅／北陸本線
横川駅／信越本線
森駅／函館本線
長万部駅／函館本線
吉野口駅／和歌山線
高崎駅／高崎線
米沢駅／奥羽本線
米子駅／山陰本線
札幌駅／函館本線
西明石駅／山陽本線
仙台駅／東北本線
折尾駅／鹿児島本線
松阪駅／紀勢本線
広島駅／山陽本線
妙高高原駅／信越本線
東京駅／東海道新幹線
大分駅／日豊本線
下関駅／山陽本線
松山駅／予讃線
岡山駅／山陽本線
秋田駅／奥羽本線
宮古駅／山田線
高山駅／高山本線
紀伊勝浦駅／紀勢本線
小樽駅／函館本線
鳥栖駅／鹿児島本線
佐世保駅／佐世保線
八代駅／肥後おれんじ鉄道
松江駅／山陰本線
秋田駅／奥羽本線

ポイント
100
97.3
88.9
71.3
57.7
37.6
34.7
33.2
32.2
29.5
27.7
27.2
25.2
23.0
22.3
21.8
21.0
16.8
14.9
12.9
12.4
11.6
9.7
9.2
7.4
6.7
5.9
4.5
4.2
3.7

都道府県
富山県
群馬県
北海道
北海道
奈良県
群馬県
山形県
鳥取県
北海道
兵庫県
宮城県
福岡県
三重県
広島県
新潟県
東京都
大分県
山口県
愛媛県
岡山県
秋田県
岩手県
岐阜県
和歌山県
北海道
佐賀県
長崎県
熊本県
島根県
秋田県

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

商品名
いかめし
ますのすし
かにめし
峠の釜めし
牛肉どまん中
柿の葉寿し
かにちらし寿し
石狩鮭めし
牛肉道場
瀬戸の牡蠣めし
ひっぱりだこ飯
元祖特選牛肉弁当
ふく寿司
深川めし
だるま弁当
味噌煮込み牛たんせいろ
笹寿司
かしわめし
豊後さば寿司
ぶりのすし
瀬戸のあな子
佐賀みつせ鶏とりトロ弁当
桃太郎の祭ずし
南紀くじら弁当
わっぱ舞茸
いちご弁当
朴葉みそ弁当
鰰（はたはた）すめし
南蛮あごめし
北海手綱

駅名
森駅／函館本線
富山駅／北陸本線
長万部駅／函館本線
横川駅／信越本線
米沢駅／奥羽本線
吉野口駅／和歌山線
米子駅／山陰本線
札幌駅／函館本線
米沢駅／奥羽本線
広島駅／山陽本線
西明石駅／山陽本線
松阪駅／紀勢本線
下関駅／山陽本線
東京駅／東海道新幹線
高崎駅／高崎線
仙台駅／東北本線
妙高高原駅／信越本線
折尾駅／鹿児島本線
大分駅／日豊本線
氷見駅／氷見線
松山駅／予讃線
佐賀駅／長崎本線
岡山駅／山陽本線
紀伊勝浦駅／紀勢本線
秋田駅／奥羽本線
宮古駅／山田線
高山駅／高山本線
秋田駅／奥羽本線
佐世保駅／佐世保線
小樽駅／函館本線

ポイント
100
98.3
92.8
90.5
48.1
48.1
37.9
35.9
31.2
29.4
29.4
28.7
27.4
26.9
26.7
25.4
25.2
23.4
20.7
20.2
20.0
18.5
17.5
14.5
14.0
13.5
12.7
10.5
9.7
6.5

都道府県
北海道
富山県
北海道
群馬県
山形県
奈良県
鳥取県
北海道
山形県
広島県
兵庫県
三重県
山口県
東京都
群馬県
宮城県
新潟県
福岡県
大分県
富山県
愛媛県
佐賀県
岡山県
和歌山県
秋田県
岩手県
岐阜県
秋田県
長崎県
北海道

富山の『ますのすし』と横川の『峠の釜めし』が大接戦

人気ナンバーワンの座を懸けて名物駅弁が激突！

• 列車の旅を彩り、旅人に大きな幸福感を与える駅弁。10日の駅弁の日にちなみ、好きな全国の有名駅弁ランキングを行ったところ、
『ますのすし』『峠の釜めし』『いかめし』など、その地域でしか味わうことのできない旬の食材や特産を最大限に活かす方法で調理
したおいしさの詰まった有名駅弁が上位を獲得しました。
• 『ますのすし』は1912年に富山駅で販売して以来、全国各地にファンが増え、今では駅弁の域を超え富山名物となった有名な駅弁
です。丸い容器の中に富山名産のコシヒカリの酢飯、鮮やかなオレンジ色のますが敷き詰められ、見た目も鮮やか。他の駅弁より
も日持ちする（製造後20～30時間が食べ頃）ということで、旅のお土産に持ち帰る人も多いそうです。
• 北海道のおいしい海の幸が生んだ名物弁当『いかめし』は3位にランク・イン。いかの中に入っているのは、うるち米ともち米を混ぜ
合わせた生米です。秘伝のたれで味付けしたいかの旨みとごはんがマッチングした一品ですね。
• 名前のユニークさが目を引く7位の『牛肉どまん中』は、1993年に販売開始された駅弁です。山形は米沢の特産、山形米どまんな
かの御飯の上に、米沢牛の薄切りロースとそぼろがふんだんにのった牛丼弁当。米沢駅では様々な牛肉弁当が販売されています
が、この『牛肉どまん中』は美味しさとユニークな名前から全国のデパートでの名産展にもよく顔を出すということもあり、知名度は
群を抜いています。
• 駅弁の日ということで、駅によっては新作弁当の販売といった、駅弁に関連したイベントを行っているところもあるそうです。駅弁目
当ての小旅行は、いつもと違った満足感を味わえるかもしれませんよ。

• 列車での長旅には欠かせない 駅弁。近年ではコンビニエンスストアの進出や 駅ナカ事業の発展などの理由で駅弁の売上げが減
少傾向にあるそうですが、その土地土地の食材が手軽に楽しめる駅弁人気はまだまだ健在。「駅弁を食べるのも旅の楽しみの1
つ」と言う人は少なくないようです。
• 「好きな全国の有名駅弁ランキング2008」で1位の栄冠を勝ち取ったのは《いかめし》でした。《いかめし》の中でも特に有名なのが、
北海道・函館本線の 森駅で売られている「いかめし阿部商店」のもの。小ぶりなイカの胴体にうるち米ともち米を詰めて秘伝のタレ
で煮込んだシンプルな一品ですが、東京・新宿の 京王百貨店が毎年開催している「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」では、実
演弁当売上個数ランキングが37年連続全国1位という驚くべき人気を誇ります。
• 続く2位には、 2006年調査のランキングで《いかめし》を押さえて1位に輝いた富山県の《ますのすし》が入りました。《ますのすし》
は、魚のマスと酢飯を笹の葉で包んだ押し寿司です。全国的には「源のますのすし」が有名ですが、「高田屋」「せきの屋」「吉田屋」
など30を超える業者が存在し、それぞれの味比べをするのも面白いかも。また 富山空港でも 空弁として販売されているそうです。
飛行機での旅行が多い人なら、こちらを買い求めてみては？
• 以下、北海道の 長万部駅などで売られている《かにめし》や、信越本線の 横川駅の名物《峠の釜めし》など、上位陣は昨年とほぼ
同じ顔ぶれとなりました。そんな中注目したいのが、いきなりの上位入りとなった9位の《牛肉道場》。山形県・米沢市の名物である
米沢牛を使った牛そぼろとスライス肉をごはんの上にたっぷりと載せたボリューム満点の一品で、2005年にはファミリーマートから
《牛肉道場》をモチーフにした弁当「牛肉番長」も販売されていました。
• 台湾や韓国など、日本以外にも列車向けに弁当を販売する国はありますが、日本ほど多種多様な弁当が販売されている国は無い
のだとか。せっかく日本に生まれたのですから、いろいろな駅弁を思う存分楽しんでみたいですよね。
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ジャパンフーズシステム 全国駅弁大会 2008年4月累計 - 1～10位
http://www.japanfoodssystem.co.jp/ranking/ekiben.php

イメージ

•商品名：N７００系新幹線弁当
•価格（内税価格）：1050円
•都道府県名：兵庫県
•駅名：新神戸駅
•東海道・山陽新幹線N７００系新型車両デビューの記念弁当。N７００系を模
した陶器製の容器に、子供も楽しめる内容を盛り付けました。食べた後は、
小物入れ等に使用できます。

イメージ

•商品名：越前いかめし
•価格（内税価格）：650円
•都道府県名：福井県
•駅名：敦賀駅
•新鮮なイカに板場さんが味付けしてきれいに仕上げたこだわりの商品です。

イメージ

•商品名：柿の葉寿し（８個）
•価格（内税価格）：880円
•都道府県名：奈良県
•駅名：吉野口駅
•大和路の郷土料理すし飯にしめサバをのせ大和特産の柿の葉で包んだ押
寿しです。

イメージ

•商品名：若狭牛ステーキ重
•価格（内税価格）：1100円
•都道府県名：福井県
•駅名：鯖江駅
•上品かつさし（脂）が多い良質のお肉を福井県産若狭牛を料理人が一枚一
枚丹精込めて焼き上げ、福井を代表するお米「コシヒカリ」のごはんの上にの
せました。アクセントの青山椒がお肉の風味を引き立たせます。

イメージ

•商品名：鹿児島黒豚炙り弁当
•価格（内税価格）：1100円
•都道府県名：鹿児島県
•駅名：出水駅
•「かごしま黒豚」１００％使用。肉の旨味を最大限に引き出す秘伝のタレで味
付け、黒酢と黒糖を合わせた風味豊かな酢めしの上に敷き詰めました。お肉
の切り方にもこだわった「かごしま黒豚」の旨味をお楽しみ下さい。

6位

1位

イメージ

•商品名：富山ますのすし
•価格（内税価格）：1300円
•都道府県名：富山県
•駅名：富山駅
•富山といえば｢ますのすし｣と答えるくらいの超有名駅弁、西の横綱です。

イメージ

•商品名：越前かにめし
•価格（内税価格）：1100円
•都道府県名：福井県
•駅名：福井駅
•珍味として喜ばれるずわいがにの雌の卵巣・みそをほぐして炊込んだご飯
にかにの足の抜き身を並べました。

イメージ

•商品名：明石名物 ひっぱりだこ飯
•価格（内税価格）：980円
•都道府県名：兵庫県
•駅名：西明石駅
•蛸壺風の容器に醤油味の炊き込みご飯、蛸のすり身のてんぷら、蛸のうま
煮、穴子のしぐれ煮と季節の野菜を添えています。

イメージ

•商品名：ぶた八の炭焼あったか豚どん
•価格（内税価格）：1100円
•都道府県名：北海道
•駅名：帯広駅
•帯広と言えば、「ぶた丼」甘味とコクがありながら、さっぱりしている秘伝のタ
レと、炭火で焼き上げたぶた肉をふんだんに盛り付けた、ぶた丼専門店「ぶ
た八」の味をお弁当にてご賞味あれ。

イメージ

•商品名：網焼き 牛たん弁当
•価格（内税価格）：1100円
•都道府県名：宮城県
•駅名：仙台駅
•牛タンと言えば仙台が発祥の地。このお弁当は加熱式の容器を使用し、ひ
もを引くだけで軟らかい牛タンと、あったかい麦飯が味わって頂けます。仙台
を代表する食文化の一つです。

2位

7位

3位

8位

4位

9位

10位

5位
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お菓子の生産額 ※単位：億円 （全日本菓子協会調べ）

グラフ イメージ

■経過：
• 昭和57年よりドロップをキャンデーに統合
• 昭和62年からキャラメルとキャンデーを統合して飴菓子に区分
• グミ、ゼリーは昭和60年まで「その他」に入っていたが、61年より飴菓子類に分類
• 平成４年より小麦粉系せんべいを「せんべい」として「焼菓子」より分離するとともに、「焼菓子」をその他に編入するとともに、「その他」を精査し修正
■区分内容：本統計の品目に含む品物は次の通り
• 飴菓子：キャンデー類、キャラメル、ドロップ、グミ、ゼリー
• チョコレート：チョコレート?，チョコレート?、チョコレート菓子
• チューインガム：板ガム、コーテッドガム、風船ガム"
• せんべい：小麦粉せんべい
• ビスケット：ビスケット、クッキー、クラッカー、乾パン、サンドビスケット、プレッテル、半生ケーキ類
• 米菓：あられ、せんべい（うるち米製野茂の）、あられ（もち米製のもの）
• 和生菓子：羊かん、まんじゅう、その他和生菓子
• 洋生菓子：ケーキ、カステラ、ドーナツ、その他洋生菓子
• スナック菓子：ポテト系、コーン系、
• 油菓子：かりんとうなど
• その他：豆菓子、その他の焼菓子、甘納豆、錠菓、清涼菓子、おこし、砂糖漬菓子など

※全国菓子工業組合連合会（全菓連）、お菓子何でも情報館 （http://www.zenkaren.net/）より抜粋して再構成。
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お菓子の購入金額平均 ※単位＝円） （平成18年「家計調査」：品目分類/全世帯）
■平成18年の家計調査の品目分類による一世帯当たり品目別平均支出金額。

菓子の種類
ようかん
まんじゅう
他の和生菓子
カステラ
ケーキ
ゼリー
プリン
他の洋生菓子
せんべい
ビスケツト
スナック菓子
キャンディー
チョコレート
チョコレート菓子
アイスクリーム・シャーベット
他の菓子
合計

グラフ イメージ

y 生菓子が4割、冷菓（アイスクリームなど）が1割、その他の菓子が3割を占めている。
y 生菓子の中では洋生菓子(ショートケーキ、サバラン、モンブラン、チーズケーキ、シューク
リーム、スイートポテト、パウンドケーキ<他の洋生菓子)が多い。

購入金額
720
1,352
8,434
858
6,148
1,484
1,468
4,415
4,406
2,516
2,798
1,840
3,685
739
5,575
17,651
64,088

構成比
1.1%
2.1%
13.2%
1.3%
9.6%
2.3%
2.3%
6.9%
6.9%
3.9%
4.4%
2.9%
5.7%
1.2%
8.7%
27.5%
100.0%

注：取り上げられている主なお菓子の例
• 和生菓子… ようかん、まんじゅう、最中、どら焼、タルト、大福餅、おはぎ、ちまき、カステラ、
• 洋生菓子… ショートケーキ、サバラン、モンブラン、チーズケーキ、シュークリーム、スイートポテト、
パウンドケーキ
• 他の菓子… 鯛焼き、甘納豆、カリントウ、チューインガム、玩菓など

※全国菓子工業組合連合会（全菓連）、お菓子何でも情報館 （http://www.zenkaren.net/）より抜粋して再構成。
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平成18年家計調査のデータ（品目分類）
まんじゅうや、ようかん、かりんとう…等の伝統的な和菓子は全体的に減少、もしくは微
減傾向にあり、チョコレートや洋生菓子を中心に洋菓子が全体的に増加傾向にある。

ようかん
グラフ イメージ

まんじゅう
グラフ イメージ

他の和生菓子
グラフ イメージ

カステラ
グラフ イメージ

• ようかんは近年たべられなくなっているよう
です。
• ゆったりした時をすごしながら、ようかんを食
べ、お茶を飲む習慣がなくなってきたので
しょうか。

• まんじゅうは、平成７年に減少して以来食べ
られなくなっているようです。
• 美味しいまんじゅうが、なぜ食べられなくなっ
たのでしょうか。
• 時代の流れとあわせて考えてみるのもよい
かも知れません。

• 他の和生菓子(おはぎ、どら焼き、桜もちな
ど)は、増えているようです。

• カステラも近年食べられなくなっているようで
す。
• 美味しいカステラは、本当に美味しいのです
が、どうしたのでしょうか。

ケーキ
• ケーキは平均的に食べられているようです。
グラフ イメージ

せりー
• ゼリーの統計は、平成12年からです。
グラフ イメージ

プリン
グラフ イメージ

他の洋生菓子
グラフ イメージ

• プリンも平成１２年からです。こちらは18年
に急に伸びているようです。

• 他の洋生菓子(シュークリーム、タルト、ワッ
フルなど)も、平成12年からの統計になりま
す。
• 18年に急に伸びているようです。

※全国菓子工業組合連合会（全菓連）、お菓子何でも情報館 （http://www.zenkaren.net/）より抜粋して再構成。
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平成18年家計調査のデータ（品目分類）
まんじゅうや、ようかん、かりんとう…等の伝統的な和菓子は全体的に減少、もしくは微
減傾向にあり、チョコレートや洋生菓子を中心に洋菓子が全体的に増加傾向にある。

せんべい
グラフ イメージ

ビスケット
グラフ イメージ

スナック菓子
グラフ イメージ

• せんべいは、微減の状況になっています。
• お茶飲み会では、せんべいは良く食べられ
ているようですが。

チョコレート
グラフ イメージ

チョコレート菓子

• ビスケットは、年によってでこぼこしています。
• 平成17年、18年と減少しているようです。

• スナック菓子は、平成４年までは右肩上がり
でしたが、その後は微減になっているようで
す。

グラフ イメージ

アイスクリーム・シャーベット

キャンディー
グラフ イメージ

• チョコレートは、右肩上がりで、まだのびてい
るようです。

グラフ イメージ

他の菓子
• キャンディーも同じような状況になっているよ
うです。

グラフ イメージ

• チョコレート菓子は平成17年からの統計と
なります。

• アイスクリーム・シャーベットは、平成6年が
ピークで、微減の状況になっているようです。

• 他の菓子(落雁、おこし、かりんとうなど)は、
平成6年がピークで、その後は微減の状況
のようです。

※全国菓子工業組合連合会（全菓連）、お菓子何でも情報館 （http://www.zenkaren.net/）より抜粋して再構成。
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

水分含量区分

製法区分
もち菓子
蒸菓子

焼き菓子
生菓子

製法の特徴
もち米、うるち米およびその加工品を主原料として製造される

おはぎ、赤飯、大福餅、道明寺、柏餅、すあま、羽二重餅

調整生地を成形し、蒸上げて製品とするものの総称

じょうよまんじゅう、かるかん、葛桜、ういろう、ゆべし

焼く方法によって平鍋もの、彫型もの、流し込み型もの、オーブンものなどに分類される。通常火床を
使用して焼き上げるものを平鍋ものとし、密閉式の焙焼窯やトンネル窯で焼き上げるものをオーブン
物とする

平なべもの

どら焼き、桜餅、中花、金つば、つやぶくさ、茶通、唐まんじゅう

オーブンもの

栗まんじゅう、げっぺい、桃山、カステラ

流し菓子

寒天、砂糖および餡を主材料とした流動状の生地を型に流して成形したもの。いずれも組織形成材料としては寒天を使用する
のが一般的であるが、近年は新しい材料の開発によりカラギーナン、ペクチンのほか各種天然高粘質物が利用される

きんぎょく、ようかん、水ようかん

練り菓子

あんやもち粉を材料とし、つなぎや砂糖を加え、強くもみ、こね、練り上げて生地とし、成形してすぐ仕上げるもの

ねりきり、こなし、ぎゅうひ、雲平

揚げ菓子

油で揚げたもの

あんドーナツ、揚げげっぺい

あん菓子

.

おか菓子

別に調整した製品やその他のものを組み合わせて造形したもの

焼き菓子

上記に同じ

半生菓子

石衣
最中、鹿の子、すはま
平なべもの

茶通

オーブンもの

桃山、黄味雲平

流し菓子

各種の応用仕上を組み合わせて生菓子のものより日持ちをよくしたもの

きんぎょく、ようかん

練り菓子

上記に同じ

ぎゅうひ

小豆、菜豆類など豆類を原料とした甘納豆と、果実、野菜類、昆布などの砂糖漬けがある。原料の風味を活かすことが大切。

甘納豆、文旦漬

打菓子

みじん粉、煎り麦粉、栗粉、きな粉などの粉類と砂糖に、しとり用のシラップを加えて揉みまぜ、好みの木型に詰めて形成したの
ち打ち出し、表面に軽く蒸気をあて、乾燥して仕上げるもの

落がん、片くりもの、雲きん種、懐中しるこ

押し菓子

打ち物に使用する材料に、練り餡や特徴づけの副材料を配合し、ようかん舟、とい舟、木枠などに型くずれしない程度に押し付
けて成形、仕上げるものをいう。打ちものより水分が多いので口溶けがよい

塩がま、むらさめ

掛け菓子

炒った豆やビスケット、りん種、あめ玉、ゼリー、粟などをセンターとしてシラップやチョコレートをなどを掛け、そのままあるいは
艶付け、焙煎して仕上げるもの

おめでとう（ひなあられ）、おこし、ごかぼう

焼き菓子

生、半生菓子の焼きものと同様な材料を適宜配合して水種、絞り生地、展延生地を調整成形、焙焼してパリッと仕上げたもの

押し焼き、丸ボーロ、卵松葉、小麦せんべい、中華風クッキー

あめ菓子

砂糖を主原料として水飴を少量加えたもの、水飴を主として砂糖を少量加えたものがあるが、煮詰めてから静かに冷却、透明
な状態にしたものや、ある程度冷却して強く引き、白い引き飴状にしたもの着色したものがある

有平糖、おきな飴

揚げ菓子

油で揚げたもの

かりんとう、揚げ豆、揚げ米菓、揚げ芋、新生あられ

豆類を主原料とした菓子類の総称で掛けものに属するおのろけ豆や、五色豆、揚げ物に属する各種の揚げ豆および味付け落
花生や塩豆、節分用大豆でおなじみの炒り豆がある

炒り豆、おのろけ豆

うるち米をのせんべいと、もち米のあられ、おかきがある。後者のほうがソフト

あられ、せんべい

砂糖漬け菓子

干菓子

主な製品

豆菓子
米菓

※全国菓子工業組合連合会（全菓連）、お菓子何でも情報館 （http://www.zenkaren.net/）より抜粋して再構成。
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水分含量区分

製法・生地区分

主な製品

スポンジケーキ類

ショートケーキ、ロールケーキ、トルテ、デコレーションケーキ

バターケーキ類

パウンドケーキ、フルーツケーキ、バターケーキ、チーズケーキ、バームク－ヘン

シュ－菓子類

シュークリーム、エクレア、サントノーレ

発酵菓子類

サバラン、ババ、デニッシュペーストリー

フィュタ－ジュ類

タルト、タルトレット、ミルフィユ、フラン、アップルパイ、シュツルーテル

ワッフル類

ワッフル

デザート菓子

パンケーキ、クレープ、プディング、ババロア、ゼリー、ムース、パルフェグラッセ

料理菓子

ピザパイ、ミートパイ

生菓子

スポンジケーキ類・バターケーキ類・発酵菓子類・タルト・タルロレット類の一部、
半生菓子
砂糖漬類

干菓子

キャンデー類

ドロップ、キャラメル、ヌガー、ボンボン、ゼリー錠菓

チョコレート類

ソリッドチョコ、カバーリングチョコ

チューインガム類

味ガム、風船ガム、キャンデーガム

ビスケット類

ビスケット、クラッカー、プレッツエル、ウエハース、乾パン

スナック類

ポテト系、コーン系、小麦粉系

※全国菓子工業組合連合会（全菓連）、お菓子何でも情報館 （http://www.zenkaren.net/）より抜粋して再構成。
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※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

『かかあ天下』と『無宿者』
上州名物は、『かかあ天下と空っ風』。
しかし、本当は『かかあ天下と無宿者』である。
『かかあ天下』の由来。
『かあちゃん』が『とうちゃん』をほったらかして、働き過ぎたためである。
上州は養蚕が盛んで、『かあちゃん』がマユから絹糸や絹織物を作って高額な収入を得ていた。
したがって、家庭では『かあちゃん』が実権を握っていた。
働き者で家族を養っていたところから、上州の主婦は『かかあ天下』と呼ばれる様になったという。
イメージ

『無宿者（やくざ者）』の由来。
『かあちゃん』の収入が多く裕福だったので、『とうちゃん』は働く必要が無かった。
ウチでブラブラしていても仕事の邪魔となる。
『かあちゃん』から小遣いをもらいバクチに手を出す。
負けが科さんで仲間と悪事に手を染める。
地元に居られなくなり無宿者となる。
江戸時代の上州は裕福だったため、農家の男達からこの様な無宿者がたくさん出現したらしい。
当時、一般武士の手当ては、一年間で三両から五両程度だったらしい。
農家の『かあちゃん』が絹で稼ぐ売り上げは、年間で十から十五両程度だったという。
武士の３倍以上の収入があったことになる。
そんな上州の無宿者で、全国的に名前を知られたのが『国定忠治』である。
名主の倅で、その例に漏れず実家は裕福だったらしい。
その人物像は、浪花節や講談で語られている様な『義理人情を持った男』ではなかったらしい。
弱い百姓や町人には、脇差を振り回して脅し、強そうな役人やヤクザ者には、闇討ちしたり逃げ出したり。
どうみても大物とは見えなかったという。
上州男の典型か。
いやいや、キリスト教思想家で文学者の上州人『内村鑑三』は、上州人について次のような内容の詩を残している。

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

上州人は、智恵もなく、才能もない。
しっかりして、無骨で、飾り気がなく、だまされ易い。
ただ、正直をもって万人に接する。
至誠、神によって勝利を期す。
上州男児として、喜ぶべきか、悲しむべきか。
http://blog.golfdigest.co.jp/user/ukigumo/archive/32

Copyright© 2014 contents KNOWLEDGE .All Rights Reserved. All contents/contents is licensed under contents KNOWLEDGE.

※「CAPE Report」は、インターネット等の情報を集計・編集したものに、弊社独自の分析・評価・解釈を加えたマーケティングレポートです。
※「CAPE Report」は、規約に同意されダウンロード購入されたユーザー以外への、データ複製・配布使用は禁止されています。

注意事項

Only A Download
Buyer Can Be Used

41

※ページ内の写真、イラスト、テキスト…等は、全てダミー・イメージです。

y有限会社コンテンツナレッジ（以下「当社」といいます）が提供する「CAPE Report」は、既存コンテンツ
の二次利用に類するものではなく、著作権法第32条および同第30条の3に基づき当社が独自に行
なう、データ集計及び評価分析作業に対する労働対価として有償で提供するものです。
y「CAPE Report」は、分析対象である各種コンテンツにおける客観的価値基準の確立とその普及およ
びライセンス契約の推進を目的として制作されているものです。
y「CAPE Report」を始めとする、当社独自ノウハウによるコンテンツの分析・評価・解釈を行なったレ
ポート資料等については、インターネット上の情報等を集計・編集することで作成しておりますが、あく
まで当社独自の解釈・評価・分析を行なった資料であることをご理解の上、ご利用下さいますようお願
い申しあげます。
y「CAPE Report」に記載された内容については、無断転載はお断りしております。「CAPE Report」はダ
ウンロード購入した方のみがご利用いただける商品となっております。当社にご連絡なく、加工・複製・
二次利用・WEB公開等の行為はお断りしております。これに反する行為が確認された場合には、当社
及び法的代理人による法的措置を執る可能性がございます。
y「CAPE Report」に関する取材・お問合せ等については、別途、 info@reconnaissance.jp までご連絡
下さいませ。
y「CAPE Report」を活用した上で生じた利益・不利益については、当社はその一切に関知いたしません。
y「CAPE Report」に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
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