
マルハニチロ株式会社 
室田 一貴 

「魚の国のしあわせ」 
プロジェクト 
シンポジウム 



1．はじめに～マルハニチロのご紹介 

2 

2．開発背景 

3．マルハニチロのとりくみ 



マルハニチロとは 
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• 魚がコア・アイデンティティー 
• 飲料カテゴリー以外、水産物を中心に、肉、野菜、化成品まで自社で取り扱う 

原料調達から、食品製造、保管物流まで自社内で完結できる 
サプライヤーの顔を持つ総合食品メーカー 
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まず最初に～「魚離れ」とは何か？ 
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■ 世界の食用魚介類供給量と人口推移 

一人当たりの魚介類供給量
は増えているのに・・・ 

原因はどこにあるのでしょうか？ 

日本では逆に、近年
減り続けている 

魚介類は供給されているのに、 

消費者のもとまで届いていない 



検証～魚離れを招いているものとは？ 魚介類の摂取意向 
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・食べる頻度を増やしたい人6割を超える 

出典；マルハニチロ 「魚食文化に関する調査」 

■ 魚介類を食べる頻度の増減意向 

今後、魚介類を食
べる頻度を増やし
たいと思う 

61.1% 

ややあてはまる 

非常にあてはまる 

全くあてはまらない 

どちらともいえない 

あまりあてはまらない 

魚介類を食べたくないわけではないようです。 



検証～魚離れを招いているものとは？ 食卓出現数 
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■ 魚介類の食卓出現数（年代別） 

出典；食MAPデータ 
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検証～なぜ魚の消費が落ちるのか。問題はどこにあるのか？ 
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■ 魚介類の食卓出現数（種類別） 

生鮮の魚介類が使われなくなってきています。 
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缶詰・瓶詰 

魚介加工品 

レトルト食品 冷凍食品 

惣菜 

使われなくなった生鮮の分を他が取り込めておらず、 
魚介類の利用機会全体が減っています。 



魚離れ脱却のためのヒント ～「魚」とともに語られる言葉 
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キーワード
「魚」 ①2013年9月－2014年3月 ②2014年4月－9月 ③2014年10月－2015年3月 ④2015年4月－2015年9月

1 魚 魚 魚 魚
2 お魚 お魚 お魚 お魚
3 食べる 食べる 食べる 食べる
4 おいしい おいしい おいしい 良い
5 良い 良い 良い おいしい
6 いう 行く 行く 行く
7 行く いう いう いう
8 肉 肉 肉 肉
9 料理 ない ない ない

10 ない 思う 思う 思う
11 思う 料理 料理 料理
12 野菜 野菜 野菜 野菜
13 言う 釣る 言う 釣る
14 新鮮 新鮮 新鮮 言う
15 多い 言う 釣る 新鮮
16 熱帯魚 熱帯魚 お肉 釣れる
17 お肉 釣れる 買う お肉
18 釣る お肉 釣れる 中
19 買う 海 方 海
20 中 多い 中 買う

共起語

出典；アイカ 評判解析webUIデータ 

「魚」に関する話題の中では、「肉」や「野菜」と一緒に語られている 

■「魚」に関する話題の中で出現する言葉の傾向（ブログデータ200万件のＢＩ解析） 

出現頻度 
高 

低 

魚をもっと食べて頂くためには、 
肉や野菜も含めた、食全体を俯瞰する取り組みが必要です。 
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開発テーマ 
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缶詰での取り組みを中心に事例をご紹介します。 



事例；缶詰 缶詰事業の課題 
12 

課題は、新しいお客様を取り込むことです。 
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▼ 100世帯値（合計） 

（円） 
予測期間 

■ 今後の市場規模推移予測 （コーホート分析；魚介缶詰[ツナを除く]) 

購入容量・個数・金額 ＝ 世代効果 ＋ 加齢効果 ＋ 時代効果 総平均 ＋ 

・ 世代効果 ： 特定の世代の人が受ける影響 

・ 加齢効果 ： 特定の年齢の人が受ける影響 

・ 時代効果 ： トレンドによる影響 

出典；（株）インテージ 調査データ 

• 60代以上の購入がほぼ市場を支えており、新しい顧客が流入していない 

• ライフステージやトレンドの影響は小さい 

• 2023年の市場規模は2013年の8割まで縮小すると予測された 



事例；缶詰 課題を解決するために 
13 

缶詰を新カテゴリーに変える 

マルハニチロの缶詰は 
「魚の旬を閉じこめたもの」「保存食ではなく健康食品」 

マルハニチ
ロの缶詰 

獲れたての
魚の質を落
とさない 

保存料・添
加物なし 

魚の栄養素
であるＤＨ
Ａを豊富に

含む 

骨までおい
しく食べら

れる 

健康に配慮
して作られ
ている 

魚のおいしい食べ方
として缶詰 

・・・・ 



事例；缶詰 具体化策① ～機能性表示食品制度の利用 
14 

具体的な科学的根拠に基づいた価値提案 
他社に先駆けて許可を取得 

健康的な新しい時代の缶詰として、今後、どんどん増やしていく予定です。 



事例；缶詰 具体化策② ～素材や商品のもつ良さをわかりやすく伝える 
15 

旬の素材を使って
いることを 

わかりやすく示す 
使っている調味料を 

わかりやすく示す 

お客様が直接目にされる商品パッケージ上で、 
商品のもつ価値をわかりやすくお伝えします。 



16 

事例；缶詰 具体化策③ ～一般家庭ではやりづらい調理を行う 

魚の味を引き出す「遠火の強火」を再現するマルハニチロ独自の焼き機を使用。 

技術に裏付けされた価値創造を行います。 



事例；缶詰 具体化策④ ～食卓の中の缶詰の深堀 
17 

出典；ドコモインサイトマーケティング みんレポデータ 

「汁ごと調理」と「中身だけ」は半々。「そのまま食べる」のと同等以上に簡単な調理をして利用されている。 

利用シーンに最適な商品を具体化します。 



事例；缶詰 具体化策⑤ ～ラ・カンティーヌブランドの挑戦 
18 

既存の缶詰の枠に捕らわれない試みで、新しい時代の缶詰を創り出します。 

「ワインとフレンチマリアージュ」というコンセプトを様々な食品で具体化 

コミュニティーサイトや 

アンテナショップを活用した 

お客様との直接コミュニケーション 
ブライダルギフト 雑貨 

ルート開拓 

新規顧客開拓 

・・・・・ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmzrbiopDKAhUmY6YKHehYAzQQjRwIBw&url=http://www.kayano-life.co.jp/blog/10478&psig=AFQjCNEy7lqmjYV2j_8hAos5G3qnlkk2ZQ&ust=1452000820287886
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifueTwopDKAhXChaYKHQU-Bv4QjRwIBw&url=http://item.rakuten.co.jp/angers/143714/&psig=AFQjCNEy7lqmjYV2j_8hAos5G3qnlkk2ZQ&ust=1452000820287886


事例；缶詰以外のとりくみ 

    ～すりみ食品 より使いやすく、様々な食品とコラボできる魚介類 19 

魚が苦手な子供や、畜肉製品をしつこく感じる中高年が普段使いできる商品、 
魚の良さを活かしつつ、他の様々な食材と組み合わせやすい商品にしました。 



事例；缶詰以外のとりくみ  

    ～市販用冷凍食品 時短・簡便に頼らない価値創造 20 

マルハニチログループが保有する質の良い魚介類を原料とし、 
おいしい魚介類をより身近に、より手軽にお客様に味わっていただきます。 



未来のお客様に向けて 
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審査委員特別賞を受賞しました。 

築地市場まつり「Fish-1グランプリ2014」 

東京おもちゃショー2015 

理科実験教室 

「おさかな親子料理教室 
～まぐろをまるごと楽しもう♪～＠がすてなーに」 

（東京ガス様＆マルハニチロ）  
（イオンリテール様＆マルハニチロ ） 

「くるんパック 国産魚肉でつくったおさかなソーセージ」 

（タカラトミー様＆マルハニチロ ） 



未来に向けて 完全養殖マグロ  

    ～開発をささえる資源アクセスの強化 22 

出典；西日本新聞 

出典；日経MJ 

資源アクセスを強化し、価値ある魚介類を安定して提供できる体制を構築します。 

出典；ダブルウェーブレポート2015 



未来に向けて 完全養殖マグロ  

    ～日本発の水産商材 世界においしいしあわせを 23 

香港総領事館主催 天皇誕生日レセプション～完全養殖マグロの解体ショー 

世界においしいしあわせをお届けします。 

日本から世界へ 



24 


