
《2月のTOPICS》

・ 2019年節分～「恵方巻」方角は、東北東。

・ 青森の2月中は、まだ雪片付けに追われる。

・ バレンタインデー～「手づくり＆友チョコ＆義理チョコ」コーナー展開拡大

・ バレンタインデー～ラッピング用品の拡充

・ 受験生応援メニューの訴求

・ 春の味覚の提案訴求

・ 合格発表、卒業、新生活準備、転勤などお祝いメニュー等の提案を訴求。

《鮮魚情報》

・ ワカメ、ふのり、コンブ、メカブ等海藻類の入荷が増えてくる。

・ ほたるいか入荷が見えはじめる。

・ サクラマス漁がスタートする。

・ カレイ類（水ガレイ、母ガレイ、マコガレイ、真ガレイ）の入荷

・ かすべの入荷が増え始める。

・ 県内で徐々にトゲクリガニの入荷が見えはじめる
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・メンマの日・一夜正月/テレビ放送記念日・抹茶の日・海苔の日 ・建国記念日・干支供養の日・仁丹の日 ・食糧管理法公布記念日 ・ビスケットの日

・頭痛の日・バスガールの日 ・北方領土の日・フナの日 ・パンの日・レトルトカレーの日 ・いなりの日・雪の特異日・夫婦の日 ・大喪の礼

・節分・のり巻きの日 ・福の日・肉の日・ふく（ふぐ）の日・聖バレンタインデー・チョコレートの日・煮干しの日 ・富士山の日

・立春・銀閣寺の日・ビートルズの日・針供養 ・寒天の日・天気図記念日・同窓会の日 ・嫌煙運動の日・方言の日

・プロ野球の日・ふたごの日・笑顔の日 ・ニットの日・ふとんの日・ふきのとうの日・簿記の日 ・アレルギーの日・ワインの日

●冬のミニ白神トレッキング（鯵ヶ沢町：要予約）●雪国体験「かまくら村」（青森市）●小嵐山・黒石温泉郷雪まつり　雪の降るさと（黒石市）●乳穂ヶ滝氷祭（西目屋村）

●冬の青森かまくら村と青森ねぶた（青森市）●弘前エレクトリカルファンタジー（弘前市）●しちのへホワイトバトル2019（七戸町）●たっこにんにくまつり（田子町/下旬）

●十和田湖冬物語雪と光のファンタビスタ（十和田湖）●弥生の里凧揚げ大会（田舎館村）●旧正マッコ市（黒石市）●津軽くろいしみんなの雪だるま（黒石市）

●のへじ停車場ランタンまつり（野辺地町）●弘前城雪燈籠まつり（弘前市）●大間マグロ食ツアー（大間町）●浅虫温泉スノーハイキング（青森市）●三内丸山縄文冬祭り（青森市）

●青雪灯りまつり（青森市）●太宰ミュージアム～雪と光りのページェント（五所川原市）●やぶこぎ大会（青森市）●岩木山南麓豪雪まつり（岩木町）●旧正まける日（七戸町）

●温泉郷ゆきまつり（黒石市）●鮟鱇雪中切り実演（風間浦村）●津軽酒造巡り（弘前市）●イガ米・きてけ～フェア（中泊）●県小学生スキー大会（野辺地町）

●青森雪の街フェスタ（青森市）●全日本ずぐり回し選手権大会（黒石市）●南郷蛍雪まつり（八戸市）●早生えんぶり祭り（階上町）●グルメｉｎふかうら（深浦町）

●浪岡城落城記念やぶこぎ大会（青森市）●りんごの里いたやなぎ「雪まつり」（板柳町）●沢田ろうそくまつり（旧相馬村沢田地区）●黒石じょんから宵酔酒まつり（黒石市）

●子ども会郷土芸能発表会（東通村）●十和田市伝統芸能まつり（十和田市）●南部地方えんぶり（南部町）●八戸えんぶり（八戸市)

●あじゃら学童スキー大会（大鰐町）●下北の名湯と布海苔採り体験ツアー（風間浦村/下旬～3月下旬）●百石えんぶり(おいらせ町）
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●3日「節分」～恵方巻は女性用・子ども用を提案訴求。●鍋メニューの強化 ●「ひなまつり」コーナー展開 ●卒業祝い・ごちそうメニュー

「ハーフ・2種セット」等の商品企画 ●バレンタインデー「手づくりとチョコ」の需要大 ・ちらし寿司、巻物、手まり寿し、シチュー、グラタン

●春の海藻類メニュー提案 ●風邪予防対策 お菓子類、ケーキ等展開

●ウインタースポーツ

・トレーニングウエア・スキー用品

●「節分」・・・イワシ、巻き寿し（魚介類）、そば、大豆、くじら等 ●「ひなまつりのお祝い」・・・

●「受験生」・・・合格祝いにタイ、刺身、寿し、肉料理他 ちらし寿し、ハマグリ、ケーキ、デザート、桜餅他

●春の海藻類・・・ワカメ、ふのり、コンブ、メカブ等 ●「合格祝い・卒業式・転勤」・・・握り寿し、巻物、

●「バレンタイン」・・・チョコ、ケーキ、ドリンク類、パスタ、サラダ類、ワイン他 刺身、焼肉他

●鍋・ホットメニュー・・・マダラ、カキ、鮭、あんこう、おでん具材、肉類他

<魚介・海藻類> <野菜> <主力メニュー>

ワカメ、ふのり、コンブ、メカブ等 ほうれん草、キャベツ、レタス、にんじん、パプリカ、 海鮮恵方巻、イワシの焼魚、手巻き寿し、節分そば、

サクラマス、ホタルイカ、マガキ、ハマグリ、 菜の花、かぼちゃ、かぶ、エリンギ、タマネギ、 刺身盛合せ、ちらし寿し、オパエリア、各種鍋物、おでん、

マダイ、サワラ、アサリ、ヤリイカ、ニシン、 ブロッコリー、アスパラガス、タラの芽、ウド、 シチュー、シーフードグラタン、煮込みハンバーグ、焼肉

サーモン、あんこう、鮭 トマト、春菊 サラダ、
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「ひなまつり」関連商材
訴求～強化期間

バレンタインデーに向け「手づくり＆友チョ
コ＆義理チョコ」需要ピーク。ギフト、ラッ
ピングコーナーの拡充

鍋メニュー具材と各メーカーが出している
鍋つゆのクロスMD

第７週

立春/恵方巻、イ
ワシの訴求

第８週

節分は「豆まき」
を初め、「恵方
巻」や「イワシ」商
品の強化。家族
で楽しめるプロ
モーション展開を
図る。

日頃の感謝を込めてご主人、友人や彼へ
の贈り物ニーズが高まる。手作りチョコに
限らず、お父さんの好きなお酒のおつま
みや鍋を囲むシーンを想定。

寒さも続きまだホットメニューの需要は高
い。マンネリしがちな鍋コーナーも春商材
の提案と共に各メーカーが出している鍋
つゆと併せて展開。

春物商材を積極的に展開する。ワカメを
初めとしてメカブ、茎ワカメ、まつもなど食
べ方も様々。春の販促ツールで売り場展
開を図る。

SNSを意識した大人の
女性も、子供も好きな
きれい色のちらし寿し
や手巻き寿しセットや
グラタン、ハンバーグ、
カレーなどアレンジメ
ニューの提案。お菓子
やケーキの需要拡大。
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・節分だよ！！月初めの市！ ・北海道のお取り寄せならうまいっしょ

・立春　生鮮大市 ・お買得品が満載！火曜市・夫婦で過ごすバレンタイン！・びっくり得の市 ・輝くなでしこになろう

・この1年の福を呼び込もう！ ・MEAT　FESTA ・コストコフェア ・魚の驚き市 ・今、おいしいのはコレ！・大盤振舞市

・一の市 ・恵方巻 ・3連休のごちそう ・その想いにときめきを ・良いものをお得に！家計応援

・いちにさんの市 ・感謝セール ・もうすぐバレンタイン ・決算セール ・ワンデービッグバーゲン

・節分・海産まつり ・2/9は肉の日 ・手作りバレンタイン・うまいもの特集 ・決算大均一祭 ・月末大市

・決算謝恩セール ・感謝祭 ・お客さま感謝デー

家計調査統計局データ/2018年2月

（付録～Meiji　HPより作成しました。）

㈱明治では2017年に、15歳～74歳の男女2,000人を対象に、バレンタインに関する意識と実態調査を行いました。

その中でも興味深い内容をピックアップしてみましたので、是非参考にしていただけたらと思います。

①　参加率が一番高いのが10代の女性。あげる相手で最も多いのが83.7%で「女性の友人」と答えています。
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②　カカオポリフェノールがたっぷりと含まれる高カカオチョコが、健康を気遣う両親や祖父母、またビジネス層へもチョコレートを健康価値で選ぶと喜ばれそうです。

③　チョコレートをあげる予定の女性によると、「チョコを渡す時」よりも「チョコを選んでいる時、作っている時」が最も楽しいとの結果が出ています。

④　チョコレートの準備に欠かせない情報として「テレビ番組・CM」や「レシピ動画サイト」、「SNS」などを利用しています。

⑤　SNSを意識した手作りチョコはもちろんのこと、10代・20代女子は「簡単に作れること」、「見栄えのいいもの」が優先されていることがわかりました。
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⑥　チョコレートをあげる相手別で1人あたりの予算を聞いたところ、本命チョコと義理チョコは予算がダウンとなり、自分へのチョコ、

　　配偶者、父親へのチョコは予算増となりました。

《参考編》

2017年の結果によるとハロウィン推計市場は約3%減となり、バレンタインは市場最高額になると報告されています。

中水青森中央水産㈱



統計資料によるとチョコレートの国内生産量、小売金額共に右肩上がりとなっています。

総務省「家計調査」によると、チョコの消費量は30年で1.5倍にも増えています。中でも2月のチョコレートにかける支出は、ふだんの2.8倍と高い結果となっています。
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●おすすめのポイント

新物入荷が増え値頃感が出てくる月です。海藻コーナーの充実と共に

まだ寒さが厳しい2月「新物わかめでしゃぶしゃぶ」を企画したい。

●商品の産地と動向（参考中水売価）

ふのり： 1k／10入・・・k1500～1300

まつも： 1k／10入・・・k1500～1300

生わかめ： 500g／20入・・・P150～120

めかぶ： 500g／20入・・・袋400～300

●売り方

・袋売り

・インストアパックでg売り。

●食べ方

しゃぶしゃぶ、サラダ、和え物、汁もの、酢味噌和え他

●栄養と効能

海藻類は、カロリーが低く、ミネラル・ビタミンを含み食物繊維が豊富で、健康食品、

ダイエット食品としても人気が高く、健康食品の一つとなる。貧血防止に役立つ鉄も多く、

ガンや老化予防に有効なセレンも含む。「めかぶ」「もずく」は、ガンを予防する効果がある

参考レシピ（弊社HP掲載） 食物繊維やフコイダンが豊富に含まれていることで注目商品！

２月のおすすめは海藻類
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●おすすめのポイント

身が柔らかく、甘みがあり、子持ちが多くみられます。

●商品の産地と動向（参考中水売価）

産地： 北海道（オホーツク、噴火湾、根室、古平）

規格： 3k/10～12入/@1500～@1200

5k/20～22入/ｋ450～ｋ300

一時期幻の魚と言われるほど激減しましたが、ここ2・3年前から徐々に

回復の兆しが見えはじめてきました。春の訪れとともにやってくる使者に

今年も期待したいものです。

●売り方

1尾または2尾売り

惣菜コーナーにて塩焼きにして

●食べ方

脂がのったニシンは塩焼きが一番美味しい。

ハーブ焼き、ニシンそば他

●栄養と効能

血中のコレステロールを低下させ、血液の流れを良くするEPAや、頭の働きを良くするDHAを

多く含み成人病予防に効果があると言われています。また、骨粗鬆症の予防に欠かせない

カルシウムや貧血予防に良い鉄分が豊富に含まれています。下記の表でわかるように、

参考レシピ（弊社HP掲載） 栄養価の高い魚と言える。

２月のおすすめはニシン
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●おすすめのポイント

ひな祭りの定番品として「春」の季節感をアピールし、お祝い刺身商材、

手巻き寿し・ちらし寿し等関連商材と併せメニュー提案を図る。

●商品の産地と動向（参考中水売価）

産地： 千葉県、中国

規格： 千葉県：5k/25～60玉・・・ｋ2500～2000 g598～g698円売り

中国：2k/20～100玉・・・ｋ1300～700 g98～g158円売り

●売り方

・g売り

・タイムサービス～詰め放題

・ひなまつり向け潮汁作り方POPを準備しておく

●食べ方

潮汁、刺身、焼きはまぐり、

●栄養と効能

骨や歯を丈夫にするカルシウム・リンが多く、精神を安定させます。また、タウリン・鉄分が

豊富で疲労回復やコレステロール値を下げ、動脈硬化の予防、肝臓の機能を高め

貧血改善にも効果があると言われています。

参考レシピ（弊社HP掲載）

２月のおすすめはおひなさま向け「はまぐり」
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●おすすめのポイント

身が柔らかく、甘みがあり、子持ちが多くみられます。

●商品の産地と動向（参考中水売価）

・真ガレイ ・ババガレイ

盛漁期： 11月～2月 盛漁期： 2月～3月

産地： 青森県全域（むつ湾外ヶ浜主体） 産地： 津軽海峡、むつ湾

規格： 5k/20～25入（大）・・・k800～600 規格： メス/2～5入：3k台

5k/30～40入（中）・・・k600～400 ・・・ｋ1800～1300

5k/50～60入（小）・・・k500～300 オス/4～8入：3k台

・・・k800～600

●売り方

・g売り

・1尾売り

●食べ方

煮付け、唐揚げ、焼き物

●栄養と効能

ヒラメやカレイはタンパク質を多く含み、脂肪分が少なくヘルシーな魚です。

特にタウリンが多く、動脈硬化の予防や血圧の正常化、血糖値の上昇抑制に

参考レシピ（弊社HP掲載） 効果があると言われています。

２月のおすすめは真ガレイとババガレイ
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●おすすめのポイント

スルメイカと違い身が柔らかく、甘みがあり、子持ちも見られます。

●商品の産地と動向（参考中水売価）

盛漁期： 1月～3月

産地： 北海道（松前地区）、青森県（西海岸地区）

規格： 大/18～22尾・・・ｋ2500～2000

小/30～35尾・・・ｋ1500～1300

●売り方

・g売り

・大サイズ/1杯売り

・小サイズ/2～3杯売り

・お刺身単品売り、盛合せ

●食べ方

刺身、マリネ、煮付け、唐揚げ、焼き物、和え物、サラダ

●栄養と効能

タンパク質には旨みのもととなるグルタミン酸やコレステロールの蓄積を抑えるタウリンを

参考レシピ（弊社HP掲載） 多く含み、視力向上や肝機能を高めてくれる効果もあると言われます。

２月のおすすめはヤリイカ
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