
尾張北ブロック企画★★ 

食べたい♪試したい♪♪伝えたい♪♪♪ 

商品モニターからの組合員の声を紹介します。 
    

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■回答結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■以前に「あと一品!! ごろっと唐揚げ」を利用した事がありますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モニター商品 

あと一品!! ごろっと唐揚げ 冷凍２１０ｇ（約６個） 
■ 価格帯：   通常価格 税込４２９円 

■ 商品特徴： はぐくみ自慢の若鶏モモ肉を使用。夕食におすすめな大きめサイズ。 

レンジ調理で簡単。 

■WEB での回答：69％ 

■紙での回答：23％ 

■未回答：8％ 

11 月に実施したブロック企画の商品モニターでは３３７名の応募をいただく事が出来ました。 

今回１００名の組合員のみなさんにモニターをしていただき、声を寄せていただきましたので、 

集約結果や回答の概要を紹介いたします。 

69%

23%

8%

1%

1%

3%

95%

頻繁に利用していた

たまに利用していた

1回だけ利用した

今回初めて利用した

今回のモニターで 

初めてこの商品を試された方が 

95％、1 回以上利用した事がある 

方が、5％という結果でした。 



「頻繁に利用、又はたまに利用」と回答された方。。。   

どこが気に入って利用していただいていましたか？   複数回答可 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「１回だけ利用、今回初めて利用」と回答された方。。。  

利用していなかった理由など。                複数回答可 
 

 

その他の回答 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■味がわからなかったので注文するのに

迷っていた。少し値段が高いので。 

■大袋のものを買う事が多いため。 

■唐揚げは冷凍食品をあまり利用しなかっ

た。 

■商品そのものを知らなかった。 

■知らなかった。チラシにのっていたのか

もしれないが、見落としていた。 

■店頭で販売している事に気付かなかっ

た。 

■まだコープを利用して日が浅くて商品を

気にしていなかった。 

■おいしいかどうか味に不安があった。 

■とり肉が苦手なので、でも、から揚げは

夫が好きなのでチャレンジしてみまし

た。 

■１回だけ利用したが、質が良くないと感

じた。 

味

20%

国産・産地

指定

20%

簡単調理

20%

使い勝手

20%

サイズ（1個の大きさ）

10%

価格

10%

利用歴のある方のお気に入りの

ポイントは、「味、国産・産地指定、

簡単調理、使い勝手」と回答。そ

の他、「サイズ感、価格」でした。 

価格が高い

28%

量目が少ない

21%

その他

51%

利用していなかった理由について

は、「価格が高い」「量目が少ない」と

いった回答や、 

約半数の方より、その他（内訳は右

表）について回答をいただきました。 

 



今回、「あと一品!! ごろっと唐揚げ」を実際に試してみていかがでしたか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「非常に良かった・良かった」と回答された方の声や、 

他の組合員へお伝えしたいおすすめポイント、有効活用法などを紹介します。 

ジューシーで柔らかいお肉と、カリッとした衣が美味しかったです。一つずつが大きいので、食べ応

えもあります。 

大きな唐揚げで満足感があって、美味しかった！ 

大きめでレンジ調理できるところが嬉しいです。 

味が濃すぎず丁度よい。衣が油っこくなく美味しい。チンした後、トースターで焼くとカリッとして美

味しい。この商品を買うようになって、お惣菜の唐揚げを買わなくなったくらい好き。パクチーや水

菜など、野菜たっぷりで食べると美味しい。 

レンジで簡単にできる。味が濃すぎず、ころもも薄くてとても美味しい。孫も夫も、又買ってと好評

だった。 

思ったより大きくてお得だと思いました。ごはんに合う濃いお味でした。冷めたお弁当にもよく合い

そう。ぶよっとした柔らかすぎる肉ではなく、食べ応えのある肉質で良かったです。レシピはそのま

ま食べたいのでないですが、レンジを短めにしてあとカリっとトーストが一番いいです。 

唐揚げが大きくて食べ応えがあった！男の人でも満足いく大きさで、美味しかった。 

レンジでチンで手軽でもう一品出来るところ。 

レンジ後に油がお皿にすごく出て、ベタベタしていましたが、お肉の臭みがなく食べやすかったで

す。 

レンジで簡単にできるので忙しい方にぜひ利用してほしい商品でした。思ったより柔らかくて子ど

もも食べやすいと思います。一個の大きさが夕食にぴったりです。 

お肉が柔らかくて味付けもちょうどよかったです。 

食べ応えがあるサイズで食べ盛りのお子様も満足！ 

ラップなしでレンジであたためできる点が便利です。男の人でも簡単にすぐできます。ジューシーで

柔らかく噛み切れやすいと思いました。おろしポン酢などかけて食べるとおいしさアップしました！

もちろんそのままでもおいしかったです。 

さっぱり味でとても食べやすかった！ 

2%

24%

47%

27%

非常に良かった、良くなかった

（家族で意見が分かれました）

非常に良かった

良かった

あまり良くなかった

今回のモニターで、71％の方が、 

良かった・非常に良かったと回答。 

27％の方が、あまり良くなかった

と回答。また、家族で意見が分か

れたという方もみえました。 



普段お弁当用には冷凍唐揚げを買うのですが、いつものものよりも大きくて、夕ご飯としても十分

に一品として成り立ちます！ジューシーで満足感がありました。今回は普通に食べましたが、次は卵

とじにして唐揚げ丼とかでもいいなぁと思いました。 

鶏肉がしっかり味付けされており、美味しかった。 

火が通りやすいやすい、外側は少し固くなり幼児には少し噛みきりにくかった様子でした。 

商品名通り｢あと一品｣に丁度いいなと思いました。 

電子レンジで手軽にジューシーな唐揚げが食べられて子どももおお喜びでした！ 

美味しさは組合員の保証つきのはぐくみ自慢の若鶏使用。レンジで簡単にあと一品できます。 

家族 4 人で試食。大人は 1 つ、中 3 と小 6 の息子たちは 2 つ食べてみました。 

大きくて食べごたえがあった。肉そのものがおいしかった、岐阜県（国内）の肉だからかな。 

香辛料が強いと感じる唐揚げもあるが、これはちょうど良かった。 

国産と書いてあるより岐阜県産とあって、隣県なので親しみと安心感を感じた。 

大きさがよい。価格が 400 円をきると嬉しい、税込で 398 円とか。 

商品名にある通り、1 つ 1 つがゴロッと大きくてよかった。ただ、うちは家族が多いので 1 袋では

足りないので、お弁当とかにはいいかなと思いました。味も美味しかったです。 

いかにも市販の冷凍食品！という濃い味付けではなかったので、食べやすかった。 

レンチンだと皮がべちょっとしてしまうのが嫌で、トースター加熱しました。美味しく食べられまし

た。 

やはりモモ肉だという事もありますが、ジューシーさが他のと違います。他の唐揚げ商品に比べ高

いだけのことはあるなと改めて思いました。あと、衣の味がとても濃くしっかりしているので、女性

や子供だと数個で満足できそうな感じでした。でも夫は違ってもっと食べれそうだったので、『もう

一品』という扱いだと働き盛りの男や学生が居ると量が足らないのかなぁとやはり思いました。な

ので、主婦の簡単なお昼ごはんや子供のお昼ごはんにはぴったりだと思いました。例えば味がしっ

かりあるので、ご飯の上にキャベツ敷いて上にこれを乗せて、上にマヨネーズ少しと一味少しをかけ

るだけでとても美味しい唐揚げ丼の出来上がりだなぁと食べながら思いました。 

ジューシーで食べ応えがあってとても美味しいです。冷凍食品の唐揚げで一番美味しいです！ 

娘のお弁当に入れたのですが冷めても美味しい様で喜んでいました。 

単純に、美味しかったです。噛んだらジュワって肉汁が、出てきました。レンジで出来るのに、ここま

で美味しい唐揚げは正直初めてでした。やわらかくて美味しかったです。そのまま食べてみて欲しい

です。 

量が少ないと思い込んでいましたがごろっとしていてボリュームがあり満腹になりました！レンジ

で温めて食べることができるのも簡単で助かります！子育て中で油を使う料理は危険、手間がかか

ると控えているので嬉しい商品です。 

酢がきいていて、それほど重たくない。 

お弁当に入れるにはもう少し小振りの方がいいです。一個が若干大きいので、もう少し小さくて数

があった方がいいです。 

1 品足りないという時にレンジでチンすればすぐに唐揚げができるので楽でした。2 歳、4 歳の子

供でもパクパク食べていました。 

一つが大きいので、食べごたえがあり、主人と息子に好評でした。 



ボリュームがあり、肉質も良い感じでした、単品でいただくと、ちょっと脂っこかったですが、レタス

の上に切ってトッピングとして使ったらちょうどいい加減にしてなりました。 

大きめサイズなので満足感がありました。衣が厚すぎることも無く美味しくいただきました。家族が

多いので大容量があるといいなぁ。まずはそのまま食べて、1 つだけ、4 等分に切って天むす風にし

て食べました。 

高校生の男の子のお弁当に、唐揚げはよく入れるのですが、この商品は、大きめ唐揚げが、ポイント

の気がします。食べ応えがあります。価格もお手頃で、美味しいです。 

やわらかくて味も良く、辛すぎず塩分控えめな感じで良かったです。大きさは食べ応えがあって良

かった。 

大きさがちょうどよくて食べやすいです。レンジで簡単なので お弁当にもいいかも。 

レンジでチンするだけで一品できるのでとても便利です！ 

商品名の通り 1 個が大きく「ごろっと」していて食べ応えがありました。味付けもしっかりついてい

て、お弁当のおかずにしてもおいしかったです。 

個数と値段を見ると高いのかな？と思っていましたが、1 つ 1 つが大きくて食べ応えがあり、夕飯

にあと一品と言う時にとても役立ちました！ 

一品足りないなと言うときに、揚げ物でレンジでチンだけで用意できるなら簡単で楽です！ 

大きく食べ応えがあった。 

一つが大きめでボリュームがあり、見た目がいい。 

個宅で利用しています。今までのモニターの応募してるのを見た事なかったけど、案内が入ってた

ので応募してみました。まず、食べてみないと商品わからないので、試してみて良かったです。 

とても美味しかった。お弁当や後一品欲しい時に便利。 

その名のとおり大ぶりで満足感のある唐揚げでした！なのに身は柔らかくジューシーで 1 歳の子ど

ももバクバクかじりついて食べていました。量も多すぎず 1 回で食べ切れる量なので、少し食卓が

寂しい時の一品として使いやすいと思います！ 

大きい唐揚げだから夕飯のおかずにピッタリ！味もしっかりしていて美味しかった！ 

柔らかくて、後味も気にならず、揚げたてと変わらない位美味しいです。岐阜県産で、安心して食べ

れます。 

冷凍とは思えないジューシーな唐揚げでした。大きめな唐揚げなので、食べ応えがありました。 

１個あたりの大きさが普通サイズよりも少し大きめなのでお弁当に入れるとボリューム満足になり

ました。だが、夕食用にとなると個数が足りないかなぁと・・・。 

「はぐくみ自慢の若鶏もも肉」を使っているので安心。価格が高めに感じるが素材でいいものを使っ

ていて高いのは仕方ないと思う。 

家族で食べたのですがレンジでチンするだけで良いと書いてあったのでチンしてみたのですがちょ

っとフニャフニャしていました。味は大人も子どもも大好きな甘くて濃い味でした。チンした後にオ

ーブントースターで軽く温めなおしたら外はパリパリになったので手間はかかるかも知れませんが、

レンチンだけではなくオーブントースターであたためなおしたほうがベターです。この値段では他の

冷凍と思うと少し高いのかあとも思いました。大きさは大きくて食べごたえもあり good です。 



商品の袋にも記入してありますが、レンジであたためた後、トースターでされにあたためると外はカ

リッ中はジューシーです（お米の残りが少なくて）ロールパンにはさみてりやきソース＆マヨネーズ

をかけててりやきチキン風サンドにしたらとてもおいしかったです。 

冷凍のわりにお肉がジューシーでした。朝食に便利でした。 

肉質がしっかりしているけどやわらかく、下味もしっかりついていておいしかった。 

しょうがの風味がきいていて冷めてもおいしかったです。 

味しみが良く、噛むとジュワーッと汁があふれでて美味しかったです。 

生姜味がしっかりついていた。 

とてもやわらかく小さな子どもでも簡単にかみ切れるのでとてもよかったです。 

とにかく簡単に本格的（カリッと具合）なメインおかずになります。味が濃い目なので、丼にしてレタ

スとマスタードを散らしてからあげ丼にしてみたら子どもが喜びました。 

冷凍唐揚げは油っぽいものが多いが、これはくどさを感じなかった。（普段、唐揚げはささみで作る

くらい苦手だがおいしく食べることができた）味付けも濃すぎずちょうどよかった。 

１つでも食べごたえ有で、お弁当に使いました。お昼ごはんに娘（2 才）と食べたり、いろんな場面で

使えそうです。 

短めに電子レンジ温め、小さめに切り（1/4 の大きさ位）うす切玉ねぎととき卵そうめんつゆで卵と

じ風にしました。唐揚げとはまた違った感じでおいしかったです。 

味と見栄えがよい。 

裏面の”から揚サラダを試してみました。やっぱりから揚げはカラッとしていた方が好みなので単独

で食べた方がよかったと思いました。次回はカラッとそのまま（オーブンに入れて）食べたいです。 

おかずの１品として使用→大きくて味もよく好評でした。お弁当の１品として使用→冷めてもお肉は

柔らかく、１つが大きいので食べごたえがあり、高校生男子に大好評でした。 

「あまり良くなかった・良くなかった」と回答された方の声 

その「理由」について、いただいた声を紹介します。 

食感は良かったが塩辛かった。 

確かに少し大きめだけど、夕食の一品としては物足りないかも。6 個で 429 円なら最近多い唐揚

げ専門店でテイクアウトするかも。味は生姜がきいていて、お肉も柔らかくおいしかった。けど、夫は

味が濃いと言っていました。 

子供が冷凍の唐揚げを食べないので試せるなら、と思ってモニターに応募しました。届いて早速夕

御飯に出してみたのですが、本人は美味しいとは言っていましたが、結局１つ食べただけで二つ目に

は手が出ず、やっぱりかぁ～と感じたので。大人は美味しくいただきました！ 

レンジで調理出来るのはとても助かります！加熱をし過ぎたのかもしれませんがお肉がパサパサの

部分がありました。5 個入りだったので、もう少し増量されると嬉しいです。大きさは大満足です！ 

若鶏もも肉が軟らかすぎて食感が悪い。 

子供は美味しいとパクパク食べていましたが、私は衣が多過ぎると感じました。また、名前の通りご

ろっと大きいので、レンチンだけでは衣のベタつきが気になりました。レンチンの後にトースターで

表面をカリッと焼いたら良くなりました。味は美味しかったので、レンチンだけでも美味しい衣だと

リピートしたいと思えます。 



油っこく感じた。１つ食べて満足してしまった。コスパが悪いと思った。この量で￥429 は高い。 

あと１品！に 429 円は少し高いかな？と思いました。出来れば 300 円台が良いかな。。。？ 

味付けがあまり好みではなかった。 

衣のカリッと感がなく、べちゃっとしている。不味いわけではないが、また買いたいと思うほどの魅

力はない。 

お弁当に入れて冷めた状態で食べると硬かった。 

味は普通に美味しいが、価格が高いと思う。 

レンジだから仕方ないかもしれないけれど、ベチャっとしていた。最初、大きくて嬉しいなと思った

が、食べてみると衣(特に肉の間というか、外側より中の)が厚くて、底がベチャっとしていた。たま

に胸肉薄衣の唐揚げは注文していて、そちらの方が好みだし美味しいと思った。レンジで簡単だか

ら子どものお弁当に良いと思ったけれど、4 歳の子どもは途中で残してしまった。 

電子レンジ調理の冷凍唐揚げはベチャっとしてしまって油で揚げたものにはどうしても勝てないと

いうイメージがあった。今までパリッとした冷凍唐揚げには出会えていないが今回もやはりそれは

覆らなかったため。味はよかった。すぐ食卓に出せるのは助かる。 

味付けが普通の唐揚げでした。産地やレンジで手軽なのは良いと思います。 

大き過ぎて食べづらかった、記載通りの時間ではまんべんなく上手く温められなかった、味が濃か

った。 

歯応えは良かったけれど塩辛かった。 

他の冷凍唐揚げと大差なかった。今まで利用していなかったのは、価格にも魅力がなく、目につい

ていなかったからだと思う。 

大きめが 3 個と普通サイズが 2 個、合わせて 5 個入っていました。一緒にレンジ加熱した際 大き

なものが中まで熱くなったのか心配になり その３つだけ 再加熱する手間がでた。柔らかく味は良

かったのですが、 全体的にべちゃ、となったのでもう少しサクサク感がほしいです。 

味がしょっぱく、またベチャベチャした感じで、あまり美味しくはなかったです。 

約 6 個入りと袋に記入ありましたが 5 個しか入ってませんでした。グラム計算だとは思いますが、

５個～と表示をしたほうがいいのかなと思いました。 

岐阜県産の鶏肉を使用している点は魅力的ですが、値段の割に添加物が入っているので気になり

ます。他社の冷凍唐揚げに比べるとずっと良い味わいなのかもしれませんが、普段、冷凍食品や加

工食品をあまり食べないので、加工食品独特の味(ジャンキーな感じ)を強く感じてしまいました。ま

た、5 歳の娘には味付けが濃すぎて食べられなかったため、親子で使用できる味付けだと嬉しいで

す。 

サイズは大きめだけど６個は・・・少ない。大袋でもう少し安くほしい。味は普通・手軽さは◎ 

肉が少し固かった（部分的に固い所があった）味は良かった。 

大きさも味も良いと思いましたが、中身にネチョとした部分がありました。（油？・粉？）レンジの後、

トースターで焼くと外側はカリッとしておいしかったですが・・・ 

もう少し安価だと嬉しいです。 

良かったのですが、少し味の濃さが気になりました。大人がアルコールと合わせて食べるのにちょう

ど良いので、幼児に食べさせるには味が強すぎました。 

レンジ調理なので、べっとりしてしまう。もう少し量が多いとうれしいです。 



あと１品というにはちょうどいいがその量にしては値段が高い。この値段でならもう少したくさんほ

しい。 

値段が高い。値段の高さを理解してもらうわかりやすい工夫があった方がよいのでは。 

少し味が濃いように思いましたが、お弁当などにはちょうど良いかも。 

価格が高い。味はとてもしっかりした味で良かったのですが、やはり価格が。 

 

今回のモニターを通じて「あと一品!! ごろっと唐揚げ」を今後利用していただけそうですか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニター商品をどのような場面・料理で使用されましたか？ （複数回答可） 
                
  

     使い方に関するご意見 

その他の回答 

■あと一品欲しいけど、時間がないと言う時に使った！ 

■子供の小腹が空いた時に食べました。 

■休日の朝ごはんに使用。 

■お酒のつまみ。 

 

 
夕食の場面 ６２ 

 
お弁当の一品として ２３ 

 
昼食の場面 １１ 

 
その他（内訳は以下） ７ 

家庭菜園で獲れた野菜サラダを付け合

わせた。 

夕ご飯のカレーうどんのお供で食べた。 

サラダと共に夕食に。 

カレーのトッピング具材に。 

チキン南蛮/油淋鶏。 

半分は単体で朝食に、残り半分はサラダ

のトッピングとして夕食に使用。 

パプリカなどを甘酢あんにしたのを添

えたので、子どもたちはまた違った味わ

いが楽しめたと言ってくれた。 

あんかけや、酢鶏にもしたかったです。 

チャーハンと一緒に昼食におかずの一

品として。 

アレンジして甘酢を絡めてタルタルソ

ースをかけてチキン南蛮風にしました。 

59%38%

3%

利用すると思う 利用しないと思う

未回答

あと一品!! ごろっと唐揚げを試して 

７１%の方が 良かった 

と回答されましたが、今後の利用は、 

59％の方が利用すると思う 

という結果でした。 

  



モニターされた方よりご提供いただいた画像の紹介 

「スイートチリマヨソース仕立ての唐揚げ」♪  「チキン南蛮仕立ての唐揚げ」� 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               野菜と一緒に盛り付けて♪ 

                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  お弁当のおかずの一品として� 

 
 
 
 
 
                              

 
 

 

 



モニターされたみなさんの声を参考に、職員で「簡単アレンジレシピ」をつくってみました！！ 

 



 



 



今回のモニター活動を通じてご意見・ご感想など 

まだまだ知らない良い商品がありますが、試すか迷った時に組合員さんの口コミはとても参考にな

ります。私の感想もお役に立てばいいなと思います。 

この味は濃いですね。 

おいしかったです。ご馳走様でした。写真は撮り忘れてしまいました。 

商品を試せるのはとてもよい！色々試して楽しみたい♪ 

はぐくみ自慢のお肉を使っていて、安心して食べることができる。このような商品をもっと増やして

欲しい。モニター企画があると、食べたことがない商品を利用するきっかけになると思う。無料提供

ではなく、割引価格で体験でもいいので、モニター企画を増やして欲しい。 

モニター企画がなければ食べる事はなかったと思うので、子供の反応がいまいちだったのは残念で

したが、また何か機会があれば是非参加したいなと思いました。 

今回モニター初参加でしたが、こういった商品が試せるのは大変ありがたいです！ 

食べ盛りの孫が 2 人もいるので、もう少し大きいサイズがあれば嬉しい。 

からあげは好みがすごくあるので今回試せてとてもよかった。おいしかった。レンジだけでもっとカ

リっと感があればもっと楽チンなのになぁと思った。 

つまみが足りない時に手軽に出来るのは良いと思いましたが、夕飯のおかずとしてはレトルト感が

有り、使わないと思いました。 

またモニターがあれば参加してみたいです。色んな人の意見が集まって、商品が良い方向に改善し

て、美味しい商品がどんどん増えてくれると良いなと思います。 

知らない商品を色々試せるのは良い機会だと思う。 

おいしい唐揚げを本当にありがとうございました。今回初めて知ったので次回から利用したいと思

います。唐揚げの大きさによると思いますが、今回 5 個入っていて 5 個の場合の加熱時間が記載

されているとより便利になると思います。欲を言えば、6 個の方が家族に分けやすいため、6 個入

っていてほしいです。 

このようなお試しがあると口にあえば注文しようと思うのでまたお願いしたいです。 

モニター体験ありがとうございました。実際に食べてみることで次回も購入しようと思いました。 

210g 約 6 個と書いてあったが 5 個しか入ってなかった。ちょっとガッカリした。 

一応「約」と書いてあるが、6 個という数の方を我が家では重視するので、6 個入っていて欲しかっ

た。1 個が大きめで食べ応えがあり、良かったが、5 個と書いていたならガッカリ感がなかったと思

う。モニター企画のことを知らなかった、というか気がつかなかった。もう少し目立つように募集を

してほしいです。 

またぜひ、モニター企画お願いします！ 

少し高いけど食べてみたかった商品をモニターとして試すことができとても良かった！ 

あじも濃い味なのかなと思っていたら生姜のあっさり味でとても気に入りました！ 

いつも同じものを頼みがちなので、知らなかった商品もモニターとして紹介してもらえると今後買

ってみようと思いました。 

初めてモニター企画に参加しました。アンケートを書いたら商品を試せるのは新しい商品の発見に

もなって楽しいです。また参加させてもらいたいなと思います。 



美味しくて、大満足でしたが、できれば 5 切れでなく、6 切れにしてほしいです。家族数が色々でも

分けやすいです。 

6 個しか入っていないのかと最初思いましたが、実際開封して食べてみて、その時食べきる量かな

と思うといいと感じました。ごろっと、がどんな風かわかりませんでしたが、大きくて、からあげ大好

き家族としては満足。からあげも商品は多数あるので、モニターをしなければ、まだ買わなかったか

と思います。今まで買っていたものより味の良さもいいと思ったので、開発されたものはモニター

で試すのもいいと思います。 

モニターでどんな商品とか味が分かると安心して買う事ができるので良かったです。 

こういう企画は、初めて参加したのですが、次回もまた参加したいです。 

味が濃くないのが本当に良かったです。油淋鶏にしたり、バリエーションも広がります。 

気になった商品を事前に試せるのはありがたい。特に子どものお弁当に入れたいものは事前に試し

てちゃんと食べられるか確認できるので助かるなと思った。 

もう少しやはり金額が安ければ、進んで選ぶだろうなぁと思いました。 

たくさんの商品があり、気にはなっているが購入しようか迷っているものもたくさんあるため、この

ような企画はとても有り難い。 

普段唐揚げは自分で作っているので、できあがりの物をお試しできるのは良いかと思います。普段

食べているものよりも食べた事ない物や今まで出てなかった商品だとお試しできて嬉しいと思いま

す。 

店舗での受け取る際、店員が分かっていなかったようで、長い時間待たされた。更に、こちらは手紙

に記載通りの期間内にきちんも受け取ったにも関わらず、その 4 日後に店舗から、未受け取りにな

っていると催促の電話があり不愉快だった。 

とてもいい企画だと思います。これだとうちでは子供 1 人分です。500g から 800 くらい入って

いるといいと思います。 

初めてモニターをしてみたが、つまらないと感じた。例えば、少し高くていつも利用できないが、食

べてみたらすごくおいしかったから高くても、買ってみようとかそう思えるような商品を扱ってもら

いたい。 

また、食べたいと感じさせてくれる唐揚げでした。こういった、現物お試しのモニターは、頻繁に企

画していただきたいなと思いました。 

モニター企画に参加でき嬉しかったです！ 

レンジですぐにできるのはとっても簡単でしたし助かりました。でも 4 人家族だとやっぱり量が少

し少ないのかなとは思いました。 

選択肢が増えるキッカケにもなり、モニター企画に参加できてよかったです。今回もう少し価格が安

ければ、ぜひ利用したいのですが…。 

モニターは初めてだったがとても良かった。普段はこの個数のものより多いパックを購入するので、

お試しできて良かったです。 

このモニターでこの様な美味しい、又安心して食べられる商品に出会う事が出来たので良かったで

す。 

普段家でから揚げをやるときは竜田揚げを作っているので、竜田揚げとは違ってから揚げっていう

感じの衣だなぁと思いました。大きさはいい感じでしたが、数が少ないので普段大きなお皿に山盛

り（ムネ肉 2 枚分）作る我が家には足りないです。少人数の家庭や少食の家庭ならいいと思います。 



あまり大きくて丸みがあると お弁当に入れにくいため、小さくするか 大きくても平たくしてもら

えたら使いやすいと思います。 

モニターでなければ出会わなかった商品を試せてよかったです。 

もう少しスパイシーの方がご飯がすすむと思った。 

冷めても美味しく、やわらかいので良いですね。唐揚げの量を増やした 2 倍サイズで価格を落とし

た製品があったら良いです。唐揚げが 1 個あたりにすると高く感じました。お腹が空いてる時にレ

ンチンで手軽に食べれるので仕事終わりのお酒のおつまみに最高です。 

貴重な体験の機会をいただきありがとうございました！今まで買ったことのない商品だったので、

味や容量などを知る機会となり、とても良かったです！ 

モニター企画を体験して、使いやすさや価格などしっかりと考えながら利用することができました。 

商品の存在を知らず、はじめて知りました。新発売の商品かと思っていましたが、店に行ったら、販

売していたので、見つけて嬉しくなりました。今回のモニターをきっかけに、利用させていただきた

いと思います。有難うございました。 

モニターをさせていただき大変ありがたく思っております。普段購入しない商品を口にする機会を

いただけ、嬉しいです。健康のことを考え、宅配も店舗も生協さんを頻繁に利用しております。これ

からも利用し続けることになりますので、今回のようなモニター企画により消費者の意見を汲み取

り、今後もさらに良い商品を提供していただけるよう願っております。個人的には、園児くらいの年

齢の子供が安心して食べられる(添加物、味付け)の冷凍食品が増えると、お弁当作りが楽になり、

ありがたいです。 

今まで購入した事が無い商品でも実際に食べてみるととても美味しくこれからも色々な物を購入し

ようと思いました。今回の唐揚げ量目 210g は少し少ないかもと思うので、もう少し増量した方が

いいかもとは思いました。 

モニター企画は気になっていた商品がお試しできるのは今後の購入意欲が UP する可能も大なの

でありがたい企画だと思う。商品購入者が増えると良いですね。 

・電子レンジの加熱時間は、600W の場合の時間表記がほしい。 

・塩分量はもう少し少なくしてもよい。 

・価格が高めなので、安売りのときに利用したい。 

モニターに参加して気になっていた商品をお試しできたのでよかったです。 

唐揚げは大きさよりも量で勝負した方がいいのでは・・・？弁当にいれるにしろアレンジするにもで

かいから切らないといけなくて、そこがまた手間・・・。でも一人暮らしや家族が少ない家庭には使い

切れる量だからなのかな？ 

今まで大袋のから揚げを購入することが多く（育ち盛りの男の子 2 人いるので）それを半分ずつ使

用して・・という形でしたがとてもおいしかったのでまた購入しようと思います。やはり量の面で我

が家には少ないかな・・・と思ったので、パンにはさんでみました。コレはコレでとてもおいしかった

のですができれば、大容量のものもあるともっとうれしいです。 

気になっている商品やまだ利用したことのない商品を試すのにとても良い企画でありがたいと思

います。又、様々なモニター企画を期待しています。 

大袋のものがあると嬉しい。あと値段ももう少し安ければ使い安いです。 

こういう企画はどんどんやって欲しいです。使ってみたり食べてみたりしないと真の所、本当のとこ

ろは分かりませんので。 



知らなかった商品についてじっくり考えることができるのでとてもいい企画だと思いました。 

スマホサイトに写真を！とありましたが、食した後で知り写真はとれません。パソコンからも回答出

来るとよいですが、生協登録電話番号を入力がエラーになりスマホから回答が出来ませんでした。

固定電話と携帯電話のいずれも不可でした。 

生協のいつもの買い物だと慣れたお気に入りの食品ばかりでした。モニターに参加させて頂いて初

めて食べることができたり、美味しかったので同じ会社さんが出している別の商品の試してみたく

なりました。 

添加物の少ない安心安全でおいしい食品を手軽な値段で期待しています。 

モニターに選んでいただきありがとうございました。生協さんの商品はおいしくて安全な物ばかり

で大好きです。これからも応援しています。 

とてもおいしかったです。欲を言えばもう少し小さめで個数が多いとうれしいなと思いました。３０

０円台だと更にうれしいです。 

普段注文する商品はなじみの品が多く、新しい商品（使ったことがない）を知るいいチャンスになっ

た。 

モニターとして味見できたのはとてもよかった。おいしかったのでやはり生協の商品はいいと思う。

しかし値格と量のバランスがよくないと思う。 

普段手を出さない商品を試すことができてよかった。 

四歳の孫はとても喜んで食べていました。すぐに、噛みきれるのでパクパク食べていました。 

モニター企画のおかげで、新しい出会いがありました！ 

これからも安心安全な商品をお願いします！ 

● ここからは、 『毎日のくらしの中で SDGｓにつながる取り組み』 についての 

アンケート結果です。 （番外編） 

● 商品モニターに関するアンケート結果は以上です。 

                       ご協力いただき、誠にありがとうございました。 



ありがちですがエコバッグを持参するようにしています。エコバッグを忘れたとき用にビニール袋も

何枚かカバンに常備しています。 

なるべく詰め替えできる物を買います。 

エコバッグ持参。時々詰め替え商品を買う。（洗剤、シャンプー） 

コープのお店で鶏肉を買うときはノントレーのもの。 

最近よく商品に記載されているサスティナブルのマークを見て買う事が増えました。 

マイバッグを持って行くことくらいです。 

本当に必要なものだけ頼む。エコバッグにビニール袋も入れておき、小分けの袋をもらわない。 

必ずエコバッグを持参すること。 

エコバッグ(買い物袋)をいくつか必ず常備・持参する。 

白いトレーなどに入ってないお肉を買う事があります。買い物はまとめ買いしています。 

買い物かごを持参しています。折り畳める買い物があるといいなと思っています。 

ペットボトル等買い物に行く時に持っていく。 

食べ切れる量、食べ終わったらリサイクルできる容器を購入しています。 

番外編１． お買い物の際に、環境などを意識して工夫していることがあれば教えてください。 

マイバッグやマイバスケットを活用する、使い捨て食器を断る、ペットボトル容器よりも紙パックや

瓶、缶入りを選ぶ、すぐ食べるなら消費期限が近いものを買う、野菜などは近くの直売所や無人販

売所で買う。(輸送や包装にコストがかからない。) 

トレーではなく袋に入っている精肉などを購入する。 

コープは他のスーパーにはない国産の冷凍食品を沢山品揃えでくださっているので、冷凍品はコー

プで買うと決めています。 

使う日を考えて日にちの短いものを購入。 

同じ位の品質であれば、環境配慮されている商品を少し割高でも買うようにしている。 

商品を手前から取るように心がけています。 

リサイクル品の考慮。 

エコバックやプラの買い物袋は必ず持って出る。 

マイカゴをこの前やっと買いました。マイバッグより便利です。 

レジ袋持参。 

賞味期限・消費期限が近い物から買う。 

エコバックを常に持ち歩いて、ビニールを購入しないようにしています。 

レジ袋を使わないようにエコバッグを利用する。 

マイバックを利用する。 

エコバックの持参。 

エコバッグ、マイバッグを常に使用している。お買い物の回数を少なくして、車を使用する回数を減

らしている。 

なるべくまとめ買いで使いきれる量を買うようにしている。 

エコバッグ、簡易包装のものを選ぶ。 

エコバッグはもちろんですが、簡易包装の物を選んだり、手前取りを意識するようにしています。 



食べる日にちを考えながら期限の長いもの短いものを購入するようにしている。 

マイバッグ持参。 

買い物に行くとかは食品ロスを無くすため必要な分だけを買うようにしています。 

品質、値段を、環境より優先してしまっています。 

簡易包装のものを選ぶ、徒歩や自転車で行く。 

過剰包装は、避けています。あと、スチール缶も、捨てるのが面倒なのでトマト缶?とかコーン?缶

は、あまり買わず、紙パックのトマトやコーンを使います。 

マイバッグを持つ事。不要な物はいただかないで断る。車を使う時は出先からの帰り道ついでに別

の用も済ませるようスケジュールを組む。 

エコバックは必ず何枚か持参する。 

その日につかうなら おつとめ品を買うようにしている。 

エコバッグはもちろん、袋や包装をしてくれる際は断る。 

エコバッグは、必ず持参する。 

エコバッグを忘れない。 

牛乳とか前から取っています。 

エコバッグを利用している。 

敢えて消費期限の長い商品を購入し、自宅でのロスをなくすようにしています。 

買い物バックを持ち歩く。不必要な梱包やカラトリーは断る。 

リサイクル出来るものは基本的にする。 

お肉のプラパックではなくて、袋パックを選ぶようにしている。 

過重包装でないもの、ペットボトルではなく、瓶入りの商品を買うようにしています。 

又マイバッグは、必ず持参しています。 

袋を購入することがないよう、買い物袋はいくつか常備しています。また、常にスプーンやフォーク

を鞄に入れており、購入後すぐに食べるときにも、お店でスプーン等をもらわないようにしていま

す。 

・なるべくビニールに入っている商品ではない商品を購入しています。 

・エコバックは持参。 

・歩いていけるスーパーへ行く。 

エコバックを持参する。食糧をムダにしないために使い切れる量を買うようにしている。 

できるだけゴミの出ない包装のものをえらぶようにしている。（大容量・おトクパック等） 

マイバックをいくつか持参し肉や魚などビニール袋にできるだけ入れずに持ちようにしている。 

つめかえできる商品を選ぶようにしています。 

なるべくつめかえのものを買いようにしています。 

・エコバックは持参し保冷剤も持参しています。（スーパーの氷入れのビニール袋減らす為） 

・ゴミの分別をしています（小牧市は細かい分別で少々やっかいな点もありますが・・・） 

・食品ロスの為スーパーですぐ使えそうな食材はその日に購入し使い切っています。SALE 品でお 

 財布にも良いです。 

レジ袋は絶対に買わない。 



賞味期限・消費期限に気を付け食品ロスをしないようにしています。 

エコバックはもちろん、子ども用のストロー（繰り返し使えるタイプ）やスプーン・はしを常に持ち歩い

ています。 

商品の手前取り。 

食品ロスが出ないように買いだめしすぎないようにしている。 

プラごみを減らせるよう過剰包装のものは選ばない。食べきれる量を買ったり、冷凍したりするよ

うにしている。 

献立は決めず、見切り品や安いものを買っている。 

賞味期限にこだわらず商品を選んだり、環境マークの商品を選ぶ。又、ムダな物を買わないよう（衝

動買い含め）買い物をメモして行く。 

買い物袋持参。国産をできるだけ選ぶ。 

産地はとても重要なポイント（地産地消）。食品ロスを考えて 4 日分位の献立を考えるアレンジもと

り入れてみる。 

出来るだけ、食べきれる量を考えて、買い物をしています。 

エコバックの使用。近くのスーパーは自転車で行く。 

 
 
番外編２．プラスチック製品の使用削減など、ご家庭で取り組んでいること、 

これからやってみたいと思っていることなど、教えてください。 

外出の時に水筒を持っていく、繰り返し使える容器や食器を使う、詰替商品を買う、プラハンガーは

クリーニング店に返す。 

リサイクルステーションに持っていく。 

プラはリサイクルゴミへ。容器はガラスやジップロックを再利用。 

なるべく車を使わず歩くようにしている。 

環境問題の学習。 

出来るだけ詰め替えの商品を買う。詰め替え商品もプラを使わない包装にして欲しい。 

子供が使うストローは繰り返し使えるものを使っています。汚れたプラは、洗って資源ゴミに出せる

ようにしています。 

資源回収に出している。 

エコラップやシリコンのフタを使ってサランラップをなるべく使わない。 

調味料の入れ物はプラスチックじゃないものを選んでいます。 

洗濯洗剤やシャンプーなどの容器をボトルではなく、詰め替え用を使用している。 

紙ストローを使用。 

なるべく水筒を使って、ペットボトルを減らしている。 

出かける時は水筒を持参する。 

簡易包装のものをえらぶ。 

基本的に詰め替え商品を買うようにしています。 



少しなら電気を使わない手洗い洗濯。 

ラップなどを洗って繰り返せる物に変えるといいなと思っています。 

ラップを使い捨てから、繰り返し使えるものへ。 

保存容器やお弁当箱、蜜蝋ラップを使ってなるべくラップを使わない。 

カフェ等でのプラスチック製品の利用を控え、紙製容器やマグボトルを使ってみたい。 

家族が少人数なのでたくさん入っているものは買わないので、どうしてもトレーが増えます。白いト

レーを削減できるように買う時に気をつけたいと思います。 

ラップをなるべく使わず、電子レンジで使える蓋を使用している。 

エコバッグを持ち歩く。 

袋入り精肉をなるべく買う。 

プラ製品は削減というより、徹底した分別が大切だと思っているのできちんとやっている。 

政府もレジ袋有料化よりポイ捨てなくす事を考えてもらいたい。 

自然にかえる物、学校や保育園での図工や製作に使用出来る物、子ども達は工作好きなので、そう

いう物を使って作ったり。 

マイバッグは必ず持ち歩くようにしている。 

トレーや卵の容器は回収ボックスに入れている。 

買い物に行く時はレジ袋を購入せずに、必ず家からお買い物カバンを持っていくようにしています。 

水は、水筒に、浄水器の水を入れて、持ち歩いています。最近、炭酸水を作るソーダストリームを購

入したので、炭酸水のペットボトルも買わなくなりました。 

使用量を一気に減らすのはなかなかすぐには難しいけど、リサイクルに回す事、再利用は頑張って

います。 

食品トレーとか、卵パックは、リサイクルできるようにスーパーや生協に持っていきますが、やはり

時々面倒だなと思ってしまうこともあります。 

プラの分別の徹底をしている。 

買うときに捨てるときのことを考えてゴミが少なそうなものを買う。（捨てるのが大変そうなものは

なるべく買わない）リサイクルに回せるものは回す。（資源ごみ回収以外にもペットボトルのキャップ

や使い捨てコンタクトレンズのパッケージなど）米のとぎ汁、パスタや野菜の茹で汁も、そのまま流

さずに洗い物に使う。 

プリンカップなど洗って、仕分けケースにしている。 

なるべく紙包装の商品を買う。 

正しいゴミの分別をして出すこと。 

しっかり分別。 

生ゴミで、肥料にしたり、野菜の皮のきんぴらにして、ゴミを減らしたい。コンビニで使い捨ての箸と

か、スプーンもらわず、持ち歩いている。 

詰め替えできる物を利用している。 

トレーなしのお肉を購入する。 

エコバック。 

ストローを使い捨てのプラスチックではなくて、洗って何度も使えるものを利用しています。 



ラップをなるべく使わない様に、蓋や食器を活用しています。脱プラスチック生活が目標で、弁当箱

をステンレスに変え、蜜蝋ラップを作りましたが、いまいち使いこなせていません。シャンプーボトル

がゴミになるので、シャンプーバーを使いたいと思っています。又、生ゴミは、コンポストに入れて、

ゴミに出さない様にしています。 

プラスチック製のスプーン等を使うことがあれば、一度で捨てるのではなく、洗って何度も使用して

います。 

スーパーのビニール袋を使わないようにしています。 

今、取り組めていることはなくて、ペットボトル製品の購入頻度が高いので減らしていきたいな・・と

思っている。資源回収は積極的に活用している。 

使用削減もできるかぎりで行いたいが、リサイクルに出せるように洗えるものは洗いもっとしっかり

分別できるようにしていきたい。 

買い物かごやエコバックを使用しています。 

子どもが SDGｓに興味を待って本を読んでいます。「寄付をしたい」と言っていました。 

ゴミの分別化を日々やっています。食品の余りものから環境への配慮した何かが出来ると良いかな

と思っています。日々食材は使うので消費者も一緒にできるといいですね。 

ジュースのプラスチックストローを鼻にさしてしまっている海がめの映像を見てしまい、胸が痛みま

した。どうしたらゴミが減らせるのか・・・。これからやってみたいことは、ゴミ対策の講習会などあれ

ば参加したいと思います。 

外出時は水筒持参。ペットボトル飲料は非常時用にしている。 

ラップをなるべく使わずに、タッパーなどを洗って何度も使える容器を活用。 

食品トレーのリサイクル。 

電気や暖房を効率よく使い環境にもお財布にもやさしい生活をしてみたい。 

パウチ商品のあるものは、それを買う。みなさんの取り組み紹介していただくと自分もできるか

も？と思えるかなと思いました。 

家族が少なくなり、必要量が少なくてすむもので店頭では測り売りなどがあれば利用したいと思

う。 

電気・ガス・水のムダ使いをしないように心掛けている。家庭菜園で、薬にたよらず、作物を作りつづ

ける。（庭の落ち葉野菜クズを利用して、「たい肥」としている） 

リサイクル出来る物はリサイクルしていきたいと思います。 

お肉やお魚は出来る限り、対面販売で購入し、食品トレーの使用を減らす。外出時はマグボトルを使

用する。 

 
 
 


