
西三河ブロック企画★★  食べたい♪試したい♪♪伝えたい♪♪♪ 
 

商品モニター結果と組合員の声を紹介します。 
               

 

 

■以前に利用したことがあるか？              ■今回、利用してみてどうだったか？ 

                                                        
■モニターを通じてレモン香るやわらかイカフライを今後利用していただけるか？ 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

               

 

 

                                

                     

 

今回モニターいただいた商品は。。。  

【冷凍】レモン香るやわらかイカフライ 

＊価格帯：３５８～３９８円    

＊商品特徴 

タレのレモンの香りにこだわりました揚げたてのイカフ

ライにたれを絡めると、湯気と一緒にふわっと香るレモ

ンの匂いを楽しめます。 

１０月に企画したブロック企画の商品モニターでは２８７名の応募をいただく事が出来ました。 

今回１００名の組合員の皆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 

集約結果といただいた声を紹介いたします。 

今回のモニターを通じて、レモン香るやわら

かイカフライを初めて試された方が８１％でし

た。 

これまで利用したことがなかった理由として、

「いつも手作りをしているから」 

「揚げ物はいつもの定番を利用しているから」

「揚げ物の冷凍食品はあまり使わなかった」 

「どんな味なのかわからない」 

など意見をいただきました。 

利用していなかった皆さんも今後、「利用す

ると思う。」といった声をたくさんいただきまし

た。 

★回答結果 



■今回モニターされた組合員より他の組合員へお伝えたいオススメポイントや有効活用法など                   
                          
■今回のモニター企画を通じてご意見・ご感想など 

調理が簡単で美味しいモニター商品だったのでとてもよかったです。このような商品ですと試したいと思うの
でこれからもモニターに応募したいです。また、学校給食で出ていたものなので子どもたちとの会話にもつな
がると思いました。 

 
今回はモニターを通じてレモン香るやわらかイカフライに関するたくさんの声を寄せていただきまし

た。また、懐かしの学校給食の思い出も教えていただきました。番外編では、食品ロスについてご家庭

で取り組んでいる事やリサイクルやごみの削減など取り組んでいる事、これからやってみたいこと等

も回答いただきました。 

■調理の写真もいただきましたので、紹介します。 

 

 

 

イカが柔らかった子ども

でも噛みきれる所が良

かったです 

ぱぱっと作れるのが良

かった 

イカが驚くほど柔らかか

ったです。 

油も少量で揚げ焼きで

きるのも楽チンなポイン

トです。 

付属のソースを付けても

美味しいし、つけなくて

塩とかで食べてもさっぱ

りして美味しいです。 

オススメの食べ方として

我が家ではパンに挟ん

でも食べましたがとても

美味しかったです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『非常に良かった』『良かった』とお答えいただいた皆さんから、他の組合員にお知らせしたい！！ 

この商品の「オススメポイント！」を紹介します。 

味、味、味！とても美味しい。 

レモン嫌いな子どもが学校で食べて美味しかったと言っていたので購入しました。ホントに美味しく 

て、簡単なのでまた利用します。 

一足先に新商品が試せるのはとても貴重ですし、美味しい！これいいな！と思ったらお友達や他の 

家族にも知らせられるので良いと思います。 

一口で簡単に噛み切れるほど柔らかかった。味付けも甘めで、子供も喜んで食べていた。調理もフ

ライパンでできるので簡単。 

タレの味もおいしく、イカもやわらかくてとてもおいしかったです。私は名古屋出身なので知りませ 

んでしたが、西尾の子どもたちはこんな美味しい給食を食べているのか～、とわかり、面白かったで 

す。0 歳の息子も将来これを食べるようになるのだと思い、楽しみになりました。 

レモンの風味がふわっと香り、爽やかな甘さが家族にも大好評です。 

① イカが柔らかくて食べやすかった。 

② タレのレモンが爽やかで、揚げ物がサッパリして美味しかった。 

③ ほとんど下拵えができているので、調理が簡単で、タレのおかげで味がきまり助かります。 

調理が簡単で美味しい。衣が薄付きで剥がれにくく、脂っこくない。さっぱり味。大人も子供も好き 

な味で満足。 

食べやすいサイズ、そして冷凍のまま揚げればいいという手軽さが便利。弁当のおかずにしても。 

衣が細かいので、あげている最中に衣があまり剥がれず、油が汚れないところも良い。イカも噛み切

りやすいので、小さい子やお年寄りにも。 



●量も値段もお手頃●調理がとても手軽で手早く仕上がる●油の量が少なくてヘルシー●イカがと 

ってもやわらかい●レモンの酸味がさっぱりしている●味付けが美味しい●ご飯にもお酒にも合う 

（20 歳娘）●給食で食べたことある！（中 1 娘） 

無料で商品を試せる点がよかった。また、今回の商品に興味があった。 

フライパンで揚げ焼きでできるので油の後処理もいらないし、いかもとても柔らかく、普段はいかは 

固いからと言って食べない息子がたくさん食べてました。 

商品名のとおりレモン香る爽やかなイカフライで、添付の甘辛のタレが食欲をそそります！次はキャ 

ベツを敷いたごはんにかけてイカフライ丼にして食べたいと思います！ 

タレの味が酸っぱすぎず、甘すぎず絶妙だった。コショウ辛くなく、またイカ自体が柔らかいので子 

供でも食べられてよかったです。 

フライパンでできるので、簡単。イカが柔らかくて、3 歳の子どももパクパク食べられた。 

イカが柔らかい年寄りにも食べやすそう 

手軽で、味が美味しい。お弁当に入れて、子どもが喜んだ。 

揚げたてにソースを絡めたらさわやかで食べやすい。噛み切りやすいから子どもでも食べやすいあ 

と一品にちょうど良い量。 

イカがとても柔らかくて味付けが美味しい 

とても柔らかいイカにレモンソースがよく合います。 

やわらかく、子供でも食べやすそう。1 袋を大人 2 人で食べたけど、もっと食べたいと思った。 

レモンが効いてさっぱりしていて美味しかったです！レモンのおかげなのか揚げ物もサッパリして 

いるように感じて、食べやすいと思いました。リピートしたいです！ 

レモンがとてもさっぱりしていて、自分では作れない味で新鮮だった。 

調理法が簡単でソースもおいしかったです。イカフライのレモン煮、テレビで見たことはあり、とても 

興味があったのですが、食べた事はなかったのでコープの商品で購入できるのは嬉しいです。イカ 

も柔らかくて子どもたちにも食べやすかったようです。 

レモン風味の甘ダレがとても美味しいです。一口で食べられるサイズもイカを噛み切る必要がなくよ 

かったです。 

普段自分が選ばない商品と出会えたのが良かったです。 

揚げ物だけれどタレにレモンが効いていて、爽やかさやさっぱり感あがあり、とっても美味しいかっ 

たです。イカが苦手な娘も、「イカが柔らかくて美味しい。また食べたい。」と好評でした。冷めても美 

味しそうなので、お弁当に入れても美味しいかも？しれません。せん切りレタスの上に、イカフライと 

タレをかけて、いただきました。 

タレはすぐに解凍されるし量も十分ありました。 

タレが少し多めではあるが、イカがやわらかく揚げなくてもいいところ。フライパン一つで出来上が 

り使い勝手が良い。 

レモン味が大変よくイカもやわらかく美味しかったです。 

家の好みの油で揚げられます。大きさもお弁当に入れやすいです。 

懐かしい味！おいしい！ 

ちょくちょく耳にするメニューでしたが、イメージがつかなかったものです。とっても簡単に美味しく 

作れたので、時間がない時やもう一品という時最適です。 

イカが柔らかくて酸味もほどよいです。簡単に揚げ焼きできます。あと一品欲しい時のお助け商品 

です。パプリカなどの野菜といためて酢豚風にしてもいい。 



イカがとてもやわらかくて食べやすかったです。タレが子供たちが好きかどうかわからなかったの 

で絡めなかったのですが、つけて食べても気に入ってました。今度は絡めてみたいです。 

子どもが給食メニューベスト３に入るくらい大好きで、カタログで商品を見つけてファンになりまし 

た。もう一品足りないという時にとても便利です。フライ部分のカリッとしたのがとても美味しいで 

す。 

調理がかんたん。やわらかくて高齢者にもおすすめ。冷めてもおいしく、お弁当に入れて好評でし 

た。 

食べるのに丁度良い大きさでした。レモンなのでさっぱりしていて美味しかったです。レモンの酸っ 

ぱい感じもなく子どもでも食べやすいと思いました。 

イカがとても柔らかく、たれをつけるとレモンの爽やかな甘めの風味で酸っぱいのかと思っていま 

したが違いました。 

イカがやわらかく食べやすかったです。大きさも大きすぎず小さすぎず食べやすい大きさでした。タ 

レもレモンの風味がちょうどよかったです。 

ph 調整剤が使用されていないのは嬉しい！レモンの香りがほんわりいい感じ。玉ねぎをタレでくっ 

たり煮てフライと絡め、下にはキャベツ千切りをしく！ 

揚げやきにして、タレをからめるだけなのですごく簡単！＆おいしいです。 

レモンの味が強いと思ったが、しょうゆと上手くマッチしていて美味しかった。キャベツの千切りの 

上にイカフライを並べてしょうゆタレをかけたがキャベツも美味しくなった。 

野菜と合わせて丼ものにしても美味しそう。添付のたれを使わず、塩であっさりと食べてもいい。 

簡単に作れて弁当にもご飯にも両方ともご飯がすすみます 

やわらかく、食べやすかったが、レモンの風味はしなかった。 

フライということでたくさんの油で揚げると思っていましたが、フライパンで揚げ焼きすればできる 

というところが簡単で油の処理もいらないのでよかったです。調理の仕方だけではなく、レモンの 

風味もあり、他県出身の夫もおいしいと食べていました。 

揚げるだけなのに、衣がはがれることなくきれいに調理できて良かった。朝から作っても苦になら 

ない。 

イカが柔らかくて 2 歳の子供でも食べやすかった。サッパリしていて食べやすい。 

簡単で、サイズも丁度いい！フライパンひとつでできるし、切らなくてもお弁当に収まるサイズなの 

で、洗い物も少なくて良い。 

イカがすごく柔らかく、レモンもほのかに香り子供には丁度良かったようです。大人はもう少しレモ 

ンが欲しかったです。調理の手軽さも良かったです。 

イカが驚くほど柔らかかったです。油も少量で揚げ焼きできるのも楽チンなポイントです。 

イカが柔らかく、子どもでも問題なく食べられた。 

揚げて、そのまま食べても美味しいですがついてるタレに絡めると更に美味しいです。 

イカが柔らかくて子供でも食べやすそう 

調理も簡単で、イカも柔らかく、味も美味しかったです。ただ、4 人家族の我が家には量が少なく。イ 

カをもう少し大きくするか、量がもう少しあるとメインできるかなと思います 

イカはやわらかいけど弾力あり、酸味と甘味のバランスもよく、出来たては衣がカリッと、お弁当に 

はしっとりと、美味しかったです。 

子供が食べやすいような大きさで、噛みきりやすく、味付けも甘めで好評でした。 

イカの歯応えが、美味しい。塩で食べるのが美味しかった。 



揚げ焼きで簡単かつヘルシーに調理出来る点柔らかいイカが食べやすく調理しやすいサイズである 

点食感もあり味付けもしっかりしていて、お弁当のおかずにもなる点※子供たちは少し酸っぱいと 

言っていました。 

使い勝手が良く、手軽に出来るので忙しい時などに便利。レモンに香りは、あまり感じませんでし

た。付け合わせの野菜などにもタレを絡ませて食べたら美味しかったです。 

イカが本当にやわらかくてびっくりしました。衣が適度で食べやすいですね。 

時短でできます いかは柔らか 冷めても美味しくいただけます 備え付けのたれは 全部いれると 

濃いめで お弁当のおかずに ぴったりです 

油も少なく作れて、味もとても美味しかったです。付属のソースを付けても美味しいし、つけなくて 

塩とかで食べてもさっぱりして美味しいです。オススメの食べ方として我が家ではパンに挟んでも 

食べましたがとても美味しかったです。 

イカの臭みもなく、厚さ、やわからさもちょうど良かったです。タレの味も美味しかったです。もう少 

しレモンを抑えると実際の給食の味に近いかなと思いました。給食ではタレを 2 度漬けするので、 

もう少したっぷり入っていると嬉しいです。 

フライパンで揚げ焼きができ、調理が簡単だったイカが柔らかく、4 歳の娘が好んで食べていた 

揚げてもイカが柔らかく、レモンの風味でさっぱり食べられる。味付けも、薄すぎず濃すぎず良かっ 

たです。 

レモンの香りが良く柔らかい！冷めても美味しい。 

簡単に調理できて、給食と同じで美味しいと子供がよく食べた 

簡単調理！簡単味付け！柔らかいイカで、子どもも食感を嫌がらず美味しく食べられます。 

・西尾市安城市エリアの学校給食で人気の（イカフライのレモン煮）をイメージした商品であるという 

こと。地元出身者でない人（私も）にとっては、地域のものを知りたいという気持ちがあると思うの 

で、この地域で親しまれているものというのが、ポイント！だと思います。 

・また、タレは漬け込み過ぎると、イカのサクッと感が無くなり、味が濃くなってしまって、辛かったの 

で、食べる直前にタレをくぐらせて食べるのが、私と子ども 3 人（中学 2 年、小学 6・1 年生）には、 

人気でした。 

味がしっかりしていて美味しい！作り方も簡単で、思い立ったらすぐに出来たためです。夫も何これ 

美味しい。もっと食べたいと申しておりました。 

イカが柔らかった子供でも噛みきれる所が良かったですぱぱっと作れるのが良かった 

小さい子からお年寄りまで、食べやすい味だと思います。酸味も控えめで甘さもしつこくなく、イカ 

が柔らかいので安心して提供できるメニューだと思います。一般的なイカフライよりも小振りなとこ 

ろも家庭向きだと思います。 

大さじ 2 ほどの油で揚げ焼きしてみましたが、揚げ焼きで簡単に出来上がりました！余分な油を捨 

ててタレを絡ませるので、揚げ焼きで十分かな？と思います。甘いタレの中にほんのり酸味を感じ 

る、お弁当サイズです。 

簡単に作れて、美味しかった。 

揚げ物をあまりあまりしない。けど、美味しかった。レンチンがありがたいです。 

■『あまり良くなかった』『良くなかった』とお答えいただいた方のご意見は、今後の商品改善に活かし

てまいります。ご意見ありがとうございました。 

「やわらかイカフライ」と名前がついているので仕方ないですが、少しやわらかすぎてイカを食べ 

ている感じがしなかったので。レモンの香りもほのかでした。 



量目がもう少し多いと良い（高い） 

もう少しボリュームがあるとよい。レモンの香りがしませんでした。（サイズが大きい）タレの味は 

おいしかったです。 

タレは大変おいしかった。イカに味が無く物足りないので、レモン味の生姜醤油に漬け込みたいと 

思った。 

フライということで揚げ焼きとはいえ油を多く使う点でしょうか…我が家は子供達も独立し夫婦 

2 人だけになってから揚げ物を家でする機会が殆ど無くなりました。今回商品モニターに当選し 

たことで久し振りに揚げ物をしました。出来合いの物と比べて家で揚げた揚げたては味も格別に 

美味しいのですが、若くないカラダのことを考えると正直購入を躊躇ってしまいます。 

一番の理由は アミノ酸などが使われていて無添加ではない為。味については、レモンの味より 

もしょうゆが際立っているように思う。しょうゆを減らし、塩とレモンを増やした方が好みの味に 

なると思う。イカの柔らかさ、衣の薄さは良いと思う。 

・素材のサイズが小さい 

・フライ調理をしたところ、揚げカスがたくさん出た（パン粉ではなくイカの成分のようだった） 

・タレの味がもう一歩という感じ、レモンと砂糖はもう少し強い方が良い 

甘さがあともう少しあったほうがいいなと思いましたできれば食品添加物が入ってないほうが 

いいなと思います 

子供の意見ですが、味が濃い、レモンの味がしない、とのことです。私はやっぱりイカは油はねが 

すごいなあと感じました。 

イカフライの量が少ないです。メインのおかずにするには少ないので、他のおかずも準備しなくて 

はいけなくなり少し面倒です。あと、裏面の説明書きに火を通す時間が書いてあると助かりま 

す。 

タレが我が家には、ちょっと合わなかったので。申し訳ありません。 

■今回のモニター企画へのご意見、ご感想となります。 

もう少し、量を増やして欲しいです。美味しいので、もう少し食べたいと家族が言っていました。 

始めてのモニターなので、翌週には間に合うように慌てて食べて、モニター用紙に記入しましたが、 

それが未提出扱いになっていたとは・・私が書いた用紙は何処でどうなってしまったのでしょう?? 

いろいろ、お試ししてみたいと思いました。 

知りたかった味付けが分かり参考になりました。実は最近、給食献立を参考に夕飯を調理していま 

す。きっかけは、コロナ感染増加のため休校になり子ども達が「あーぁ、この日の給食が食べたかっ 

たなぁ…。」と呟いていたのを耳にしたからです。それでは！と、お昼ご飯は給食献立の真似をして 

食べさせてみたら、とても喜んでくれました。学校が再開した今でも献立(今は安城市)を参考にし 

て試行錯誤しながら夕飯で挑戦して、義務教育を終了した長女も「この味、懐かしい！」と食べてく 

れています。 

調理が簡単で美味しいモニター商品だったのでとてもよかったです。このような商品ですと試した 

いと思うのでこれからもモニターに応募したいです。また、学校給食で出ていたものなので子ども 

たちとの会話にもつながると思いました。 

もっと添加物が少ないものを開発してほしい。原材料欄を参考に商品購入をしているのでできるだ 

け安心して手軽に食べられるものが増えて欲しい 

初めて応募しましたがとても美味しくて、当選して嬉しかったです。 

良い企画だと思うので、皆さんにどんどん意見をもらってほしい。 



家族にレモンや酸味のある食べ物が苦手な者がいるので、普段はレモン味の物を買わないがお試し 

で食べられて良かった。苦手だと言っていた家族も気に入ったようで、一番たくさん食べていまし 

た。乳児がいると揚げ物をするのが難しいので、欲をいえばイカフライが電子レンジ調理が出来る 

となお良いと思います。 

初めてモニターを利用させて頂きましたが、とても楽しかったです！自分の意見が商品開発の役に 

立つと思うと、料理をいつもより味わいながら食べられるし、新たな発見があって自分自身のため 

にもなりました！ 

食べたことがない商品を試すきっかけができてよかったです。内容量に対して値段が高いので、息 

子が産まれ節約中の我が家ではそうしょっちゅうは買えないと思いますが、とてもおいしかったの 

で食べたくなったらまた買いたいです。他のモニター企画にも参加してみたいと思いました。 

今回はフライだったのですが、野菜を一品加えて加熱するだけでできるお手軽な食材があればまた 

応募したいです。 

初めてモニター企画に参加しましたが、こういった形で商品改善や普及に協力できるのは嬉しいで 

す。また機会があれば、参加させていただきたいです。 

新商品などのモニター企画、これからもやっていただきたいです。 

今まで知らなかった商品を知る機会となった。サンヨネの肉まんやウインナーのように 無添加の商 

品もあれば、購入できるものが増えるので有り難い。 

なつかしい商品を試せてよかった。味がすこし、給食のよりも酸っぱい感じがした。もう少し甘めだ 

と、子供にはいいかも。 

追いレモンがあるともっと良かったです。我が家は 4 人家族(大人 2 人、小学生 2 人)です。1 人 3 

～4 枚食べたいので大容量タイプもあると選べるのでいいかなと思います。 

このようなモニター企画がある事を今回初めて知りました。知らなかった商品を知るいい機会なの 

で、今後もぜひ利用させていただきたいです。Instagram でもいつも coop さんやアンバサダー 

の方の投稿を見て、参考にしてます。実際に利用している方のご意見はとても参考になります。 

イカは柔らかく、調理も簡単でとても良かったです。味が、もう少しレモンと甘味を感じたものが好 

きだったので、そこだけが少し残念でした。気になっていた商品だったのでモニターで試せて良か 

ったです。ありがとうございました。 

モニターでお試しできてよかったです。知らなかった商品を知ることができて、これからこれか買お 

うと思います。 

柔らかいイカと、レモンソースがとても合って美味しかったです。子どももパクパク食べられました。 

嬉しい企画を、ありがとうございました！モニターに応募したのは初めてです。美味しくいただき、

子どもたちと給食の話もできて、よかったです。また機会がありましたら、応募したいです。 

知らなかった美味しい商品を知ることができてとても良かったです。 

知らない商品を試すことができて有意義でした。 

色々な商品を試せるのは嬉しい 

冷凍食品などは家族 4 人分だと少ないと思ってなかなか買えません。 

レモン香るやわらかイカフライがあるのも知らなかったので他にも知らないものや実際に利用する 

と美味しいものが意外とあると気付きました。 

今の小学校は給食でどんなものを食べているのか知る機会がなかなかないので、給食をイメージし 

たものが手軽に食べられるのは嬉しいです。子供が「学校のはこれに昆布が入ってるんだよ！」と嬉 

しそうに話していて親が学校のことを知れる会話にもなりとても良かったです。 



西尾市出身で、給食で実際にこのメニューを食べて育ちました。給食を最後に食べてからもう 20 

年ほど経ちます。それでも、当時の味にはもう一歩届かないかなと…食べ応えが少ない（給食での 

サイズは記憶にないけど、大人になった今食べると今回のは小さいかな）のと、タレの味はもう少し 

頑張ってほしいです。個人的には、「夕食用イカフライ」（生協商品）と、一色中学校のブログ掲載のレ 

シピのタレを絡めたのが、食べ応えがあって味の再現度も高いと思っていて、自宅ではそうして食 

べています。揚げるのはともかく、タレを作らなくて良くなるなら…と思って、今回モニターに応募 

してみました。家族は「おいしい」と言っていましたし、私も悪くはないなと思いましたが、本物を知 

っているだけにもう少し頑張ってほしい！と思わずにはいられません。あと、「夕食用イカフライ」で 

はほぼ出ない揚げカスが今回気になりました。揚げ方なのか商品なのかわかりませんが、揚げカス 

が少ないとありがたいです。 

仕事柄学校給食を毎日食べているのですが、正直「イカフライのレモン煮」とは別物だなと感じまし 

た。私が感じた違いは、・サイズが小さい・酸味というかレモン風味が強い。給食のものはもう少し甘 

みがあるように感じました。あくまでイメージとのことなので、商品としてはとても美味しかったで 

す！しかし、「イメージ」とありながらも同じような献立を想像していたのも事実です。美味しいけど 

別物、勝手に期待値が上がったことで別物としてマイナスポイントになってしまった。これが正直な 

感想です。サイズが小さいからこそ火の通りが早くて調理時間が短くなる、食べやすいというメリッ 

トを感じました。揚げ焼きの場合[フライパンの油を拭き取ってタレをかける]と記載がありました 

が、とても油っぽく感じたので揚げ物と同様にタッパーで油を切りました。揚げたてをたべるとサッ 

クサクで美味しい！サクサクすぎてタレをかけるのが勿体無いと感じるほど美味しかったです。幼 

稚園児の娘は食の好き嫌いがあるのですが、これはパクパク食べて私が止めるまで食べていまし 

た！美味しくてすぐなくなってしまうので、おかずとしてはもう少し内容量が増えると嬉しいです。 

長くなりましたが、今回の商品名にとても興味がわいていたので試せてよかったです。個人的に給 

食の献立が大好きなので今回は学校給食とは別物と感じましたが、商品としてぜひまた購入すると 

思います！！ありがとうございました。 

機会があればまた利用したいです。モニターだと新たな商品の発見もあるし、楽しいなと思いまし 

た。 

企画の時点で、原材料が見えるといいなと思います 

気になるけど注文したことがなかった商品を試せて、美味しさも確認できてとても良かったです！ 

味はとても美味しいので、もうちょっと量があるといいなと思います。 

子供が給食で美味しいと言っていましたが、子供の説明ではよく分からず。今回、モニターを利用し 

て、確かに美味しいと思いました。簡単に作れるのもいいですね！モニター企画、これから気にして 

みます。 

テレビで、西尾の給食のイカフライのレモン煮を見たことがあったので、一度食べてみたかった。今 

回の企画で試すことができてよかった。 

購入したことのない商品を知ることができた。（学校給食ではレモン煮が定番と聞いていて気には 

なっていた）良い体験であると、次回購入してみたいと思うし、同企業（会社）の別の商品も試してみ 

たいと思い購買意欲が増すと思う。また、周囲へすすめたくもなる。 

自分ではなかなか手を出さない商品もあります。高額な商品や量が多い商品は少量でモニター企 

画で提供していただけると嬉しいです。 

レモン香るやわらかイカフライ、とてもイカがやわらかく食べやすいです。酸味が控えめなので、小 

さなお子さんにもちょうどいいのかも！ 



高校生(女)のお弁当を毎日作っています。冷凍食品は、ほぼ使うことなく、子どもが喜んでくれる、 

元気が出る具材をと考えて作っていますが、ネタもなくなってきました。今回、手間がかかって、自 

分ではすることのないイカフライをいただけて、美味しく、手軽にお弁当に使えて、助かりました。子 

どもも喜んでくれました。タレも美味しかったです。お弁当には、イカフライを 4 つずつ、2 回に分け 

て使ったので、タレも小さく二つに分けてもらえるなら、使い勝手がよいと思いました。商品に、タ 

レをつけるのと、つけないのと、2 パターンあっても良いかもしれません。 

モニター企画だから食べてみようと思って応募しました、お試し企画だからこそ普段買わない物を 

食べれたりするのでとても良い企画だと感じました。 

モニター企画に初めて応募しました。家族で味見して感想を言い合うのは初めてでしたが、とても 

楽しく食卓での会話が弾みました。 

気になってはいるけどなかなか購入までには至らない商品もたくさんあるので、このようなモニタ 

ー企画があると気軽に参加出来て今後の購入検討に繋がるのでぜひ続けて頂きたいです。今回の 

イカフライのレモン煮も子供たちに大好評でした！ 

各地の給食メニューを取り上げてほしい 

家族皆で美味しく頂きました。ありがとうございました。イカの厚みがもう少しあれば、更に良いと 

思います。子供が安城市の小学校ですが、学校で食べるイカフライは、もう少し甘いと思うと言って 

いました。 

子どもが学校で出た給食の中で美味しいと言っていたイカフライを試食出来て良かったです。 

今回の商品はソース以外は似たようなものが生協の商品にあり想像ができる商品だったと思う。私 

自身がよくやるのは味付け肉に野菜をプラスして笠かさまししたりアレンジをしています。生協の 

商品の中にはアレンジがしやすいものがたくさんあります。特に野菜を多く食べられるような商品 

があります。生協の商品を使っているのは多くの主婦なのでアレンジ力があると思います。そうい 

った形にアレンジの方法を教えてもらってカタログに乗せたらもっと商品が売れるのではないかと 

思いました。 

娘が給食で 1 番好きなイカフライのレモン煮を生協さんでも取り扱いがあり、1 回購入したが、とて 

も柔らかくて味付けがさっぱりと美味しく娘も絶賛でした。良くリクエストされるので、また購入し 

たいです。 

また、新しい商品など試せたりできたらいいなと思います 

ずっと気になっていた商品でした。息子が給食に出るイカフライのレモン煮が美味しかったと言って 

いました。試すことができて本当よかったです。調理手順も簡単なのでまた購入したいと思います。 

この様な企画が有れば、参加して商品を作ってくださる方の熱意を感じたいと思いました。ありが 

とうございました。 

イカフライのレモン煮が西尾の学校給食で人気なのを TV で見て、気になっていました。子どもに人 

気なのは納得です！学校給食のメニューは気になるものが多いので、家庭で再現できると嬉しいで 

す。 

・家族が食べ盛りなので、大袋の企画で、値段が小袋よりもお得であれば、ストックすると思います。 

小袋だと、メインのおかずではなく、あと一品欲しいときに出す商品になります。 

大人 2 人で食べましたが、量が少なく感じました。値段はそのままで、今の 1.5 倍くらいの量なら 

夕食のメインにもなるかなと思いました。揚げ物は面倒なので、一回でまとめてたくさん作りたいと 

思いました。 

いろいろな商品を試して、おいしいものを見つけたいので、このような企画は嬉しいです。また参加 

したいです。 



買う前にどういう感じなのか知れたのが良かったです。前に道の駅で買ったイカフライのレモン煮 

のが給食の味に似てました。一個 100 円というのが微妙ですが。他にもモニター出来たらやりたい 

なと思いました。 

取り扱いメニューを試して意見交換する事で、商品の品質向上にも繋がると思います。私は今回初 

めてのモニターでしたが、こうした機会で味を試せる事は有り難いです。 

味はとても良いのですが量が少なすぎ。値段は高くても良いので 500g くらいのがあれば買いた 

い。7 から 9 個というのがイマイチ。家族で分ける時に気になる。 

家族がイカ好きなので応募しました。商品名から想像していたよりも子ども向けの味付けでしたが、 

お弁当にはちょうど良いサイズだと思います。夕飯には少し物足りないかな？ 

新たな商品を知るきっかけになり、とても良かったです。今回はレモン大好きな私がとても飛びつ 

くような献立で、尚西尾市の給食人気献立だったのでとても楽しみでした。その高いハードルを超 

える美味しさだったので尚更うれしかったです。企画ありがとうございました。 

気になっていた味を試せてよかったです。 

モニター企画を初めて利用させて頂きました。普段気になる商品をお試しさせて頂けるのはありが 

たいです。これを機に今回の商品をまた購入させて頂きたいです。 

応募して比較的すぐに当選結果が出て、商品もすぐに届いたのでよかったです。 

引っ越しきたのでモニターを利用するのは初めてでした。子供には酸っぱすぎたようで正直不評で 

したが、大人は大変美味しくいただきました。主人もまた食べたいと言っています。 

この企画で『レモン香るやわらかイカフライ』を知ってから、テレビでも「西尾市の学校給食で人気。」 

と放送されていたので、食べてみるのがとても楽しみでした。知ることが出来て良かったですし、こ 

れからも食べてみたい商品になりました。ありがとうございます。 

美味しくお試しできて、光栄でした。また、機会があれば、ぜひお試ししたいです。 

新しい商品を試せて良かった。 

揚げ物はどうしても避けがちですが、こちらの商品は、油跳ねもなくとても柔らかくて驚きました。 

また、気になっていた商品をこのような形で試すことができ大変嬉しかったです。 

味はとても美味しかったですが、家族で食べるには量が少なく感じました。また、値段ももう少し安 

いと購入したいです。 

無料で本品と同じものが試せてとても良かったです。甘酸っぱくてとても美味しかった。4 歳の息 

子もとても喜んで食べていました。イカも柔らかくタレもたっぷりでしっかり味もついているし、と 

ても簡単に作れました。 

とても興味が沸き給食ってどんな味を食べているのか知りたくなった。 

いろいろ生協の商品は利用していましたが今回のように知らない商品がたくさんあると思います 

ので、今後もこのようなモニター企画をやってほしいです。 

他にもこんなモニター商品たくさん出して下さい。お願いします。 

また何かのモニターをしてみたいです 

こどものころ大好きだったイカフライのレモン煮が上手に再現できていて、とても懐かしくて嬉しか 

ったです。もっと給食メニューが登場すると嬉しいです。 

モニターすることで味が分かるので、このような企画はとてもいいです。中央からあいちに変わっ 

てよかったです。 

また今回のような企画を立ててほしい 

モニターをする事によって一つの商品を作って味わう事に集中したのは初めてでした。すごく楽し 

く調理出来てよかったです。 



知らない商品、食べたことないもの・・・等はなかなか注文しにくいですが、試してみると子供たちの 

好きが分かったりして、家族の会話も増えました。家族も楽しく参加してくれました。 

初めてのモニターでしたがやはりとっても美味しくてたのんでよかったです。今後もモニターで試し 

て、リピートしたり、他の人の意見を参考に購入をしていきたいです。「レモン香るイカフライ」できれ 

ば８切れ→９切れだとありがたいです。（三人家族の為）値段アップしてもいいので９切れがいい派 

です。 

我が家のファン食品だったので迷わず申し込みしました。子供は給食で食べた事はあったのです 

が、親は初めて食べてとてもおいしくて又機会があったら注文したいです。 

モニター企画を沢山してほしい 

固定概念に囚われ、いつも決まった味のものを購入していたが新しい味を知る良い機会となった。 

モニター企画は意見が伝えられる機会で、思っていることを知っていただけるいい企画だと思いま 

す。 

 


