大人のア・ソ・ビ・バ
表参道・西麻布に集う、
つねに楽しく ときにマジメに ときに知的に、
“身軽でハッピー”なライフスタイルへ導く、
働く妻・夫のための体験型交流イベント

開催レポート
テ
｜
マ

西麻布にワーキングママ・パパが集う！
食べて♪笑って♪おいしい
宅配野菜試食 de デトックス

日
時

2014年3月5日
（水）19:00-21:00

場
所

東京・西麻布・KREIサロン
主催：共働き夫婦HappyLife事務局（株式会社アネモイ内）

セミナー

宅配野菜会社の特徴
選ぶ際のポイント など
説明者：アネモイ

アネモイ
三嶋

こんばんは、アネモイの三嶋です。我が家では、「ら
でぃっしゅぼーや」を、約 12 年間使っています。実は、
今年に入り、他の会社とかはどうなっているとか、
商品とか内容とかの見直しをしています。１月から
「Oisix」「大地を守る会」と、各社１ヶ月ずつ他のも
試しています。

アネモイ
篠原

・

アネモイの篠原といいます。本日は平日の夜でご多
忙の中、また大雨の中、お集りいただきまして、あ
りがとうございます。時間になりましたので「宅配
野菜の試食会」を始めます。

三嶋

１２年前は、宅配野菜を行っているところの数が少
なかったですが、最近は、いろいろと出てきていて、
農家さんから直接届けてもらえるものもあります。

篠原

本題に入る前に、共働きで働いている皆さんは、”料理”
の分担をどのようにされていますか？アネモイが調
べたアンケート結果では、料理が苦手という男性が
多いのか、約 2/3 が奥さん任せという結果でした。
アネモイとしては、” 料理” を「二人で楽しめる家事」
にしたいなと思っています。
二人で楽しめむために、まずは” 素材” 選びからとい
うことで、今回は” 宅配野菜” をテーマにしました。
それでは、ここからアネモイの三嶋へバトンタッチ
し、本題に進みたいと思います。

ネットなどに比較サイトとかありますが、使ってみ
て、そして食べてみないと、情報だけではわからない、
各社の特徴というか差というのがわかってきます。
その中で、本日は、宅配野菜サービス会社大手のも
のを紹介します。あくまで、個人的な印象です。
それでは、宅配野菜会社の特徴をご紹介します。
まずは「Oisix」。宅配野菜会社の中では、後発組ですが、
ネットの使い勝手がいいです。あと、オリジナルサー
ビスもいろいろとあり、たとえば「牛乳飲み放題」は、
牛乳消費量が多い我が家では感動しました。

三嶋 「大地を守る会」
。こちらは、有機・無農薬野菜の老

舗の一つです。扱う食材にも、独自の基準を設けて
います。この３月から、試しに使い始めています。

「パルシステム東京」。生協の宅配サービスがもとで、
お手頃価格の商品のラインアップが多い印象です。
今度、使ってみようと思っています。
「らでぃっしゅぼーや」。こちらも、有機・無農薬野
菜会社の老舗の一つで、「大地を守る会」から枝分か
れしたような経緯もあったりします。
「Radix」という、
扱う食材にも、独自の基準を設けています。12 年間
使っていますが、特に問題というか、不満もないと
いうくらい、我が家では定番化してしまっています。

三嶋

・

つづいて、こういう宅配野菜サービスを利用するこ
とのメリットを見ていきましょう。
食材に対する安心感、スーパー等への買い物を省け
る、など、いろいろとあると思います。我が家では、
玄米を食べているので、できるだけ農薬を使わない
お米というのは、普通のスーパーよりも、こういう
宅配野菜会社では見つけやすいです。

・

三嶋

この宅配野菜の独特のルールというか、共通ルール
がありますので、紹介します。
まず、利用方法として、定期的に野菜の詰め合わせ
が届く「定期宅配野菜」方式、一定金額内で自動詰
め合わせがされる「●●●くらぶ」方式、欲しいも
のを注文する「個別注文」方式というのがあります。
それぞれの会社さんによって、特定の方式かあるい
は併用方式か異なります。
また、入会金や年会費の有無、配送方法・配送料な
ども、会社さんによって異なります。たとえば、一
定額以上購入すると、配送料がタダになったり、定
期品は配送料がかからなかったりします。

三嶋

逆にデメリットも見ていきましょう。
「値段が割高」を、少し補足すると、一品単位では、スー
パー等と比べれば少し割高ですが、トータルでみる
と、買う食材の量を管理でき、食材費が結構下がる
と思います。我が家ではそうでした。
また、実体験からの話で、3.11 での物流ダウンや異
常気象での野菜価格高騰のときにでも、品数が少し
減っていたかもしれませんが、普段通り届けてもら
えていたので（定期宅配野菜の場合）、そういうとき
に、強いなと感じました。

篠原

ここから、篠原が「自分にあった宅配野菜サービス
を見つけるポイント」をご紹介します。

篠原

また、ワーキングママにもうれしい商品やサービス
も、最近はいろいろとあります。忙しいママのために、
工夫が進んでいて、利用する側としてはうれしいで

まず、みなさんが大切にするポイントはなんでしょ

す。

うか？「安心安全」「価格」「おいしさ」「品揃え」い
ろいろあると思います。

・

宅配野菜サービス会社も、それぞれいろいろな特徴
があり、食の安全や、利用者の利便などを考えられ
ています。
なかなか数値的な比較が難しいのですが、各社の公
表情報をもとに、アネモイで比較をしたのが、この
表です。
どこが一番ということではなく、各社の特徴といい
ますか、そういうのがあります。自分にピッタリな
ものを探していきましょう。
とくに、最後の「おいしさ」という点は、自分の味
覚にあったものを探すということが一番です。

篠原

あと、私は使いたいんだけど、だんな様が OK をして
くれない、という話もよく聞きます。そんなときに
使えるワンフレーズをまとめてみました。

また、今ですと、各社で「お試しセット」というの
を用意しているので、そういうのを試してみるのも、

私も、これから宅配野菜を利用しようと思っていて、

いいと思います。

だんな様への説得の際に効果がありましたので、ぜ
ひ参考にしてください。

篠原

本日は、各社の食材食べ比べも用意していますので、
ぜひ試して、自分の好みを探してみてください。

試食会
試食内容

・トマト（Oisix、パルシステム、らでぃっしゅぼーや）
・ニンジン（Oisix、パルシステム、らでぃっしゅぼーや）
・ヨーグルト（パルシステム）
・焼きたてウインナー（パルシステム）
・野菜ブイヨン（らでぃっしゅぼーや）
・お手軽マメサラダ（らでぃっしゅぼーや）

試食してみて、あなた好みの順位とその理由を教えてください。( 評価は３点満点比較 )

Oisix
ト
マ
ト

２０代・女性：色も真っ赤で断トツに
甘いと思います。
３０代・女性：感動的なおいしさ。フルー
ツみたいでした。

大地を守る会

- 試食なし -

パルシステム東京

２０代・女性：( 他社と比べて ) 少し酸
味が強いか なと思いました。
３０代・女性：身がしまっていておい
しい

３０代・女性：ちょっと柔らかくて食
感が苦手。

ニ
ン
ジ
ン

３０代・女性：いままで食べたことの
ないおいしい人参でした。フルーツみ
たいでし た。

- 試食なし -

２０代・女性：人参の味がすごく濃かっ
たです。味から育てる手 間暇、こだわ
りを感じます。
３０代・女性：甘すぎて苦手。

加
工
品

- 試食なし -

- 試食なし -

３０代・女性：甘すぎず、野菜本来の
味がしました。

らでぃっしゅぼーや

２０代・女性：甘みがあっておいしい。
３０代・女性：甘くておいしいかった。
２０代・男性：サラダにあっている。
２０代・女性：よく熟しているので、
サラダでも主役級に目立つおいしさ。

３０代・女性：甘くておいしかった。

３０代・女性：少し青っぽいけど好き。

３０代・女性：甘くて生でもぱくぱく
食べられて良かった。

３０代・女性：味がしっかり。新鮮。

３０代・男性：フルーツみたいでした .

２０代・女性：人参の苦みが強調され
ている。

２０代・女性：さとうのような甘みが
あった。にんじんに対する認識が変わっ
た!

３０代・女性：ソーセージは市販のも
のとは比べ物にならないです。

３０代・女性：野菜がおいしいので、
サラダがすごくおいしかったです。

２０代・女性：ヨーグルトがクリーミー
でおいしかった。

２０代・女性：野菜ブイヨンのスープ
は市販で買うより健康的で良いと思っ
た。
３０代・女性：スープ本当においしい。
びっくりしました。

今回の試食会で初めて知ったことや印象に残ったことなどがあればご記入ください。
３０代・女性：こんなにたくさんの種類の会社がある
とは知らず、いろんな選択肢があるのだなと知った。
試す機会には色々と特色を調べて使いたいと思うの
で、今日のこの会はとても役に立ちました。サラダが
おいしかった !!

３０代・女性：初めて知ったこと。→そんなに高価で
はない ! もっと高いイメージだった。印象に残ったこ
と。→特にトマトが、どの会社もスーパーより美味！

３０代・女性：システムなどほとんど知らなかったの
で、とても為になりました。何よりどれも想像してい
たよりずっとおいしくておどろきました。スーパーで
売っている野菜とこんなにも違うのかと・・・。これ
を機に体に良い物を便利に取り入れる宅食を前向きに
考えようと思います !

2０代・女性：野菜のお味がこんなに違うとは ! 味覚
オンチにも明確に違いがわ かったので驚きました。味
も含め、栄養価がちがうんだろうなーと思い、野菜を
比較した上で選 択することの大事さ、面白さが印象的
でした。

３０代・男性：こんなにたくさんの種類の会社がある
とは知らず、いろんな選択肢があるのだなと知った。
試す機会には色々と特色を調べて使いたいと思うの
で、今日のこの会はとても役に立ちました。

３０代・女性：大地を守る会の人参も興味あったので、
試食できずに残念。おいしっくすのいらないものを交
換できるシステムが面白そう。にんじんひとつでも各
社の理念的なものが見えると思いました。

アンケート結果
性別
女性
男性

8人
5人

年代
20 代
30 代
40 代

3人
9人
1人

A

C

C

夫
どちらかというと夫
どちらかというと妻
妻

A 週に 1-2 回
3-4 回
B
5-6 回
C
毎
日
D

18%
55%
9%
18%

野菜などの食材を、普段どこで購入しますか ?( 複数回答 )

近くのスーパーマーケット

11 人

( イオンやセブン & アイ、サミットなど )

高級スーパーマーケット
( 紀伊国屋や成城石井など )

1人

八百屋さん

2人

ネットスーパー 0 人

( スーパーのネットサイト含む )

テイクアウトなど

（総菜やお弁当など）

その他

D

（仕事内容）
営業職

IT エンジニア

自営業

営業アシスタント

商品企画・営業企画

人事

一回の料理にかける時間はどの
ぐらいですか？
C

A

D

1人
1人

A

B

B

B

A
B
C
D

職業
正社員 ( フルタイム ) 9 人
個人事業主
1人
その他
2人

一週間にどのぐらい料理をされ
ますか？

料理を作るのは、夫婦どちらの
役割が多いですか ?
D

婚姻状況
既婚 7 人
未婚 5 人
（子供いる 1 人）

40%
40%
0%
20%

A
B
C
D

30 分未満
30 分 ~1 時間
1 時間 ~1 時間半
2 時間以上

9%
73%
18%
0%

どういうポイントで野菜を選んでますか ?
( 優先順位の高い上位 5 つに番号をおつけください )

適正価格

41 点

国産

37 点

おいしさ

26 点

遺伝子組み換えでない

23 点

新鮮さ

12 点

無農薬

10 点

有機栽培・オーガニック

9点

栄養価の高さ
産直
その他

7点
4点
2点

宅配野菜会社の印象を教えてください。（イベント開始前と後で実施）

Oisix

大地を守る会

知らなかった

3人

知らなかった

7人

名前は知っていた

7人

名前は知っていた

4人

現在利用中

0人

現在利用中

1人

過去に利用したことがある 1 人

過去に利用したことがある 0 人

パルシステム東京
知らなかった

1人

名前は知っていた

9人

現在利用中

1人

過去に利用したことがある 0 人

らでぃっしゅぼーや
知らなかった

3人

名前は知っていた

7人

現在利用中

1人

過去に利用したことがある 1 人

安心・安全

開
始
前
の
印
象

アレルギー
対応

品揃え

価格

おいしさ
便利さ

イ
ベ
ン
ト
後
の
印
象

品揃え

安心・安全
アレルギー
対応

価格

おいしさ
便利さ

参加者の５段階評価総計

印象がある

３０代・女性：おしゃれなイメージ。
２０代・女性：ヤマト運輸を使ってい
たり、消費者の立場を良く考えてくれ
ているように思った。
２０代・女性：飽きずに使えそうかな
と思った。
３０代・女性：途中で変更できるのが
よい。

コ
メ
ン
ト

３０代・女性：レディミールが気にな
る。
３０代・男性：種類が多く、カスタマ
イズできそうなイメージ 味で勝負し
ている。
２０代・女性：にんじんに葉がついて
たり、ジュース缶のデザインだったり
おしゃれな印象です。
３０代・男性：きれい。
３０代・男性：
（お試しセットは）思っ
ていたより、いろんな種類が入ってい
る。
３０代・男性：味で勝負。

わからない
２０代・女性：（安全・安心に対する）
こだわりがすごいです。食を通して
色々な社会問題に取り組んでいそう。
信用できる感じでした。
３０代・女性：大地さんを知らなく、
今回は大地さん目当てで来たので残
念。
３０代・男性：宅配に関して、木曜日
確定で土曜日ＡＭ配達、小ロットの
セットもあることは初めて知った。
２０代・男性：安心そう
３０代・男性：（お試しセットは）厳
選した内容になっていて季節感が伝わ
りやすい気がする
２０代・女性：（お試しセットは）サ
イズ感がちょうどよい。野菜も洗って
ある状態なのが良いと思う。
３０代・男性：土が付いている野菜が
多く、新鮮そう。でも、洗って使うの
が大変そう
３０代・女性：使いやすい野菜で良い
３０代・女性：（お試しセットは）高
そう、というか高い 。
３０代・男性：普段よく使う野菜が多
く量も適切で使い勝手が良さそう。味
で勝負している

３０代・男性：質・量のバランスが良
いイメージ
２０代・女性：野菜以外も充実してお
り、スーパーに行かなくても済むくら
いの量
３０代・男性：お試しセットは、あま
りお得感がないかも

２０代・女性：他社にはない感じのラ
インナップだと感じた
３０代・男性：4 社の中で一番ネーム
バリューが高く、安心感がとてもあり
ました。
３０代・女性：安い！届く時間が土日
も可であれば、是非使いたい！
２０代・女性：実際に社員の方が説明
してくださって、こだわりや他社の違
いが理解できた。
２０代・女性：パルシステムで育った
ので、やはりパルシステムの商品はす
ごくおいしく感じます。野菜もそうで
すが、その他の商品もすごく魅力を感
じます。
３０代・男性：便利さと品ぞろえが魅
力

２０代・女性：種類が様々あってお試
しにはうれしい。キャベツなど半玉と
量を減らしてもちょうど良いと思った。
３０代・女性：サラダとスープはおい
しかった 。
２０代・女性：生産者の名前も明記さ
れており、品質が良さそうな印象 。
２０代・男性：ジュース・ブイヨンな
どもあり、商品の種類が多く選ぶのが
楽しそうなイメージ 。

３０代・女性：面白い野菜がある。ブロッ
コリーが大きい
３０代・男性：（お試しセットは）値段
の割に種類が多い。
３０代・男性：無添加の加工食品の種
類が多く、おいしい点が魅力的。

３０代・男性：時短料理をしたいけど、
できあいの総菜などは買いたくないの
で、とてもよい。
３０代・女性：気になるのでカタログ
じっくり読んでみます。

３０代・男性：ネームバリューの高さ、
味に関してもバランスが良いと思いま
す。大手の安心感を感じました。

３０代・女性：現在、パルを利用中で、 ２０代・女性：様々な加工品（サラダ、
他社と比較してもメリットがあると感 スープ）を試食できて、野菜以外の商
じた。
品サービスも理解できたのでよかった。
３０代・男性：実際にご説明頂いたこ ２０代・女性：にんじんがすごくおい
とでより良さが分かりました。
しい！段ボールのデザインもかわいく、
３０代・女性：本当に感動的なおいし
さでした。食について考えを変えねば
と思いました。

自宅に届いたときに気分が上がりそう
です。

株式会社アネモイ
〒106-0031 東京都港区西麻布2-24-2 KREI ビル
TEL. 03-5704-5908

FAX. 03-6862-9803

Mail. info@ane-moi.com
URL. www.ane-moi.com

