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店頭でのレシピ配布だけでは、畜産物の直接的な販売促進には繋がらない 

［要約］ ３種類のオリジナルレシピを作成、配布し、レシピの主な食材の購買効果に

ついて検討した。レシピ１～３を 30 分づつ、計４回配布し、各レシピの畜産物購買数

量を前日の同一時間と比較したが、購買点数に有意差は認められなかった。また、１週

間連続でレシピセットを設置し、レシピ配布していない前週と比較したが購買点数、Ｐ

Ｉ値（来店者 1,000 名当たりの購買点数）に有意差は認められなかった。 

畜産技術センター・企画指導部・企画研究課       連絡先 046-238-4056 

［背景・ねらい］ 

農畜産物直売所で畜産物を購買する消費者の顧客分析（性別、年代、意識）と購買行動

分析から、消費者への情報伝達や販売促進の方法について検討する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

1  当所と JA さがみ管理栄養士の共同でオリジナルレシピ１～３（図１）を作成した。 

レシピ１を 30 分間配布し、その後 1 時間間隔を開けてレシピ２、レシピ３、レシピ１の

順に計４回配布した。これを平日６月 12 日（金）と休日６月 14 日（日）に行い、それ

ぞれの調査前日を対照日として、レシピ に記載した主な畜産物の購買数量を POS データ

から抽出して比較した。 

2  入口で手渡しにより配布した６月 12 日は各 30 分で 86 名～171 名が来店し、レシピ受

取り率は平均 34.2％（29.8％～38.5％）であった。また６月 14 日は 161～199 名が来店

し、受取り率は平均 25.3％（20.5～27.6％）で平日に比べてやや低い受取り率であった

（表１）。 

3  配布時間及び配布後 30 分間までのＰＯＳデータによる対象食材の購買点数は平日休日

とも対照日と試験日に有意差は認められなかった（表２）。 

4  レシピセットの主な食材の１日の購買点数を総来店者数で除し 1,000 倍して、来店客数

1,000 名当たりの購買点数（ＰＩ値）での比較では、対照週と試験週に有意差は認められ

なかった（表３）。 

 

［成果の活用面・留意点］ 

1  特になし 



 

 

［具体的データ］ 

［資料名］      平成 27 年度試験研究成績書  

［研究課題名］  農畜産物直売所を利用する消費者へのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手法に関する研究 

[研究内容名]  販売促進活動による直売所への来店効果に関する研究 

［研究期間］    平成 27 年度 

［研究者担当名］引地宏二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お肉たっぷり！ジューシー大根餃子 

 
 

〈作り方〉 

（１） キャベツ・にら・大根の葉をみじん切りにする。 

（２） 大根は断面が円になるよう薄くスライスし、塩もみをして  

しんなりさせておく（スライサーを用いると◎） 

（３） ボウルにひき肉・すりおろしたにんにく・鶏卵・（１）・★     

を加えて混ぜる。 

（４） 大根を水で洗い、キッチンペーパーで大根の水気をとり、   

スプーン等で（３）を中心に乗せる。餃子のように肉に包み、

水溶き片栗粉でとめて焼けば完成！！ 

★ 

〈材料〉４人分 

大根         1/２本 

あいびき肉      １パック 

キャベツ       １/２カット 

にら         １/２束 

大根の葉（茎の部分も）少々 

にんにく        1 片 

鶏卵          １個 

水溶き片栗粉     少々 

・醤油           小１ 

・酒           小１     

・塩コショウ       少々 

・冷めてもおいしいため、お弁当に最適です。 

・ﾋﾞﾀﾐﾝやｶﾙｼｳﾑが多く含まれている大根の葉部分も無駄なく 

使えるため、経済的にも◎ 

☆皮がうまく包めない場合☆ 

 皮がうまく包めない場合は、はさみ焼きのようにお肉を大根で挟み、中身

が出ないよう上下の大根を水溶き片栗粉でくっつけると良いでしょう。火が

通りづらい場合は電子レンジで温めると良いです！ 

ジューシーなお肉と大根の独特の食感がたまらない一品 

です！定番メニューになること間違いなし♪ 

☆アピールポイント☆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〈材料〉4 人分 

豚肉薄切りスライス   １パック 

ナス          １本 

ズッキーニ（黄・緑）  2 本 

人参          １本 

【衣】 

鶏卵     ２個 

パン粉     ３カップ 

小麦粉     ２カップ 

・植物油（揚げ油用） 

〈作り方〉 

（１） ズッキーニ、ナス、人参を斜めに薄くスライスする。 

（ナスは、変色しやすいので水に浸して置くと◎） 

（２） 野菜の間に豚肉を挟み、層を作る。 

[例]ズッキーニ→豚肉→ナス→豚肉→人参 

   ※野菜→野菜で終わらせるように挟むと崩れにくいです。 

（３） 層になった具を手でぎゅっと押し付け、形成する。 

（４） 小麦粉→卵→パン粉の順につけ、中火で中まで 

火が通るようじっくりと揚げて完成！ 

 

 

やまゆりポークの野菜重ねカツ 

 
 

・夏野菜以外の野菜でも対応◎ 

・ソースでガッツリ食べても、大根おろしでさっぱり食べても OK♪ 

・お弁当やごはんのおかずにも利用できます！ 

豚肉には、ﾋﾞﾀﾐﾝ B1 が沢山含まれています。ﾋﾞﾀﾐﾝ B1 は糖質をエネルギ

ーに変える手助けをするﾋﾞﾀﾐﾝです！夏バテしやすい季節におすすめな 1

品！甘み旨みがたくさん詰まったやまゆりポークと直売所の色々な野菜を

使ってカラフルなオリジナル野菜カツを作ってみてはいかがですか？ 

★アピールポイント★ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

〈作り方〉 

（１） 野菜は食べやすいよう一口サイズに切っておく 

（２） フライパンに油をひき、おろししょうがを加える。 

（３） ズッキーニ、パプリカ、ナス、甘唐辛子の順に野菜を加え、 

みりんを加える。 

（４） （３）の野菜が少ししんなりしてきたら、具のみフライパ     

ンから外し、野菜の煮汁で牛肉を炒める。 

（５） 牛肉に火が通ったら、フライパンに具を戻し、トマトと特 

製ダレを加えて炒める。 

（６） 茶碗にごはんを盛り、（５）をのせれば完成！！ 

牛肉と夏野菜のピリ辛カラフル丼 
 

〈材料〉4 人分（どんぶり具材） 

ごはん        茶碗１杯 

牛肉切り落とし    １パック（約 200g） 

ズッキーニ（緑）（黄） 各種 小１本 

トマト  １個       パプリカ ２個 

なす   ２本    おろししょうが 小２  

甘唐辛子 １本       食物油  大２ 

 本みりん 大２ 

★特製タレ★（あらかじめ混ぜておく！） 

・めんつゆ（３倍濃縮） 大３  

・豆板醤             小 1 

 

・自分の好きな夏野菜に変えても OK 

 （例）トマト→カラフルなミニトマト 

・辛いのがすきな方は、豆板醤を多めに入れてください。 

・野菜を先にみりんで炒めることにより、野菜の甘みを引き 

立たせます。 

 ピリ辛ジューシーなお肉と野菜がごはんにぴったり！ 

めんつゆと豆板醤という新しい組み合わせ♪ぜひ、お試し下さ

い 

★アピールポイント★ 

図１ 配布レシピ（左からレシピ１、２、３） 

表１ 手渡しによる配布レシピの受取り率 

表２ レシピ食材の購買点数 

表３ レシピ食材の購買点数と PI 値 

6/11 6/12 6/13 6/14

無配布日 配布日 無配布日 配布日

（対照日） （試験日） （対照日） （試験日）

9:30-10:00 9:30-10:30 やまゆりポーク切落し・肩ロース・もも 10 3 10 12

11:00-11:30 11:00-12:00 牛肉切落し・肩・ロース薄切り 0 1 1 1

12:30-13:00 12:30-13:30 ひき肉（合挽き、牛肉、豚肉） 5 2 2 4

14:00-14:30 14:00-15:00 やまゆりポーク切落し・肩ロース・もも 5 4 0 3

対象食材

平　　日 週　　末

レシピ
配布時間

POSデータ
集計時間

来店者数

品目 購入点数 PI値 購入点数 PI値

ズッキーニ 909 93.3 457 44.5

ナス 3,614 371.1 4,013 390.7

トマト 2,949 302.8 3,160 307.7

ダイコン 580 59.6 577 56.2

やまゆりポーク切落し・肩ロース・もも 277 28.4 304 29.6

牛肉切落し・肩・ロース薄切り 53 5.4 64 6.2

レシピ無配布週

（対照週）

6/29-7/5

9,739

7/6-7/12

レシピ配布週

（試験週）

10,271

配布レシピ レシピ１ レシピ２ レシピ３ レシピ１

配布時間 9:30-10:00 11:00-11:30 12:30-13:00 14:00-14:30

来店者数(名) 171 138 91 86 486

受取り枚数(名) 51 49 35 31 166

受取り率(％) 29.8 35.5 38.5 36.0 34.2

来店者数(名) 196 199 163 161 719

受取り枚数(名) 49 55 45 33 182

受取り率(％) 25.0 27.6 27.6 20.5 25.3

計

2015/6/12(金)

2015/6/14(日)

配布日


