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ケンコーマヨネーズ
「サラダ No.1 企業を目指す！」

～ 秋・冬新メニュー発売 ～

ケンコーマヨネーズはサラダ No.� 企業を目指す。“ サラダは、添え物ではなく料理 ”。もっと日本

人に野菜を食べて欲しい」と話してくれたのは、ケンコーマヨネーズ株式会社経営企画統括室広

報室 渡辺亮彦室長。サラダの枠を超え “ サラダ料理 ” として、サラダをメーンに提案する同社。“ いか

に美味しく野菜を食べてもらうか ”。そのためにマヨネーズ、ドレッシング、ソースを常に進化させて

いく同社について、渡辺広報室長に聞いた。

■直近の状況

　当社の 2013 年 3 月期決算発表では、売上高 545
億 33 百万円、経常利益 25 億 74 百万円（構成比
4.7％）、増収増益で順調に推移している。当社の商
品別の売上構成比は、サラダ・総菜類 45.1%、マ
ヨネーズ・ドレッシング類 30.8％、タマゴ加工品
22.1%、その他冷凍食品など 2.0％。
販売先カテゴリー別では、外食 29.1％、量販店
21.5％、CVS16.8％、パン 15.2％、給食 5.5％、他
11.9％。量販店に対しては、子会社の関東ダイエッ
トクックや関西ダイエットクックなどから惣菜部門
へ、サラダのアウトパック商品や原料として提案。

また、生鮮売場へは、青果部門でのサラダドレッシ
ングとしてだけではなく、肉や魚を使用し、それだ
けメーンになるようなメニュー提案も行っている。
CVS に対しては、サンドイッチの具材や弁当の玉
子焼きとしての供給となっている。
マヨ・ドレ業界には有名なガリバー企業もあり、当
社としては差別化戦略として、各業態のトップ企業
を集中的にターゲットとして展開をしている。

■「ガーリックバターソース」ヒット

　約 1 年前に発売した、「ガーリックバターソー
ス」をはじめとするソースのヒットで、ソース・

「牛肉ときのこのブラウンソース仕立て」クリーミーブラウンソース

「
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■秋・冬向け新商品

　秋・冬向け新商品 10 品を 7 月に発売。「安納芋フィ
リング」だけは、安納芋の原料に限りがあるため
9 月の発売となる。「安納芋フィリング」はベーカ
リー向けの商品。賞味期限は冷蔵で製造日 +45 日
で 500 グラムサイズパッケージ。小規模店舗でも
使い勝手が良い商品である。“ 安納芋 ” はここ数年
で消費者にも認知されており、“ ちょっと贅沢 ” な
商品としての消費者意識もある。取引先からの “ 甘
口商品 ” の要望も多く、今回開発に至った。サラダ
感覚でありながらデザート感覚もあるような商品と
して開発。その他、「カスタードパンプキン」など
の甘口ベーカリー向け商品も開発した。
その他、“ ツナ ” を使用した商品は大変多いが、今
回「ツナサラダトマト」は、人気のトマトと組み合
わせて提案。メ－ンはサラダ提案であるが、サン
ドイッチのフィリングなど、パンと相性が非常に良
い。その他パスタソースとしても相性が良い商品で
ある。

ドレッシング類が伸長している。ユニークな切り口
の商品と、完成度の高い味付けが人気となっている。
515g ペットボトルであるが、業務用として提案して
いる。最近では、市販用として量販店の売場に並ぶこ
ともあるが、現状では市販用としての提案は考えて
はいない。世界のソースシリーズなどは市販用のよ
うに見えるが、近年業務用として、「使い切り 500g、
300g で使用したい」という要望も多くある。1L な
どの業務用からのサイズダウンで多少単価が上がる
が、使い切りでロスの少なさなどからリピートが高い。

■小袋タイプ

　小袋タイプ商品は以前から
あったが、今回パッケージを
リニューアル。業務用のイ
メージを刷新しシリーズ化し
た。500ml、1L で 売 れ て い
る商品を 20ml で小袋化。ド
レッシング、タレ・ソースな
ど全 14 種類。

ガーリック
バターソース

「スイートパンプキンパン」

「ほっくり安納芋デニッシュ」

「ツナトマトと
グリル野菜のホットチャパタ」

「鮭と野菜のかんたんレンジ蒸し」

「緑黄色野菜入り多目的サラダ」

「ガーリックフランス」

「カスタードパンプキン」

「安納芋フィリング」

「ツナサラダトマト」
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■メニュー提案

　今回の秋・冬新メニュー 10 品を発売するにあたり、280 の
メニュー提案を準備している。当社の商品開発チームの中には、
メニュー開発の専門チームもおり、営業チームとも連携をとり
提案していく。このチームでは女性がメーンで活躍している。
　また、当社は年 2 回春と秋に新商品を投入しており、展
示会（「ケンコーフェア」、今年は東京 11 月 6 日～ 7 日、大
阪 11 月 26 日～ 27 日）を開催予定。惣菜、ベーカリー、
居酒屋など、カテゴリー別にメニュー提案を行う予定。

■商品発想

　当社商品には、以前からユニークな商品が多く、ユニーク
な商品開発は当社の伝統ともいえる。商品開発の現場では、
若手が多く女性比率も高いことで、新たな視点での発想が生
まれている。
　約 30 年前にイタリアン系の提案や「サラダそば」「サラ
ダうどん」用のドレッシング提案を行っている。マヨネーズ
に醤油とかつおだしを効かせた和風のドレッシングであった
が、残念ながら時代が早すぎ全国には広まらなかった。しか
し、それらの失敗が「ごぼうサラダ」につながった。「サラ
ダうどん」用に開発したドレッシングの使い道を試行錯誤し
た結果、“ ごぼう ” と良く合うことが分かり、「ごぼうサラダ」
が生まれた。当時はファイバーブームで繊維質のごぼうが注
目されており、当社のロングライフサラダも発売し全国に広
まった。今では誰もが知っている「ごぼうサラダ」は、当社
の開発商品から全国的になった商品ともいえる。

■高い完成度「世界のソースシリーズ」

　マヨ・ドレだけでは限界がある。炒めものや煮
物はマヨ・ドレだけでは厳しい。マヨ・ドレは、ソー
スの中の一分類であると考えており、さらに事業
領域を広げられることを意識した中で、「世界の
ソース」を手掛けた。
　世界のソースシリーズは、世界各地にある美味
しいソースを日本人に合うように、できるだけ完
成度の高い商品を作っている。世界各地のソース
をそのまま作っても、日本人の口に合わないこと
が多く、日本風にすることが大事。開発チームに
はシェフ経験者がいるので、日本人の味の嗜好を
考慮して商品化していく。そしてそれを日持ちさ

「ごぼうサラダ」

「和風たまごの変わり軍艦」

「ふっくらオムレツ
きのこ香るソースとともに」

総合フェア 大阪会場

クリーミー
シャンピニオンソース
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・新店・既存店レポート、小売業トップインタビュー、商品レポート、展示会情報など
・年間サービス利用料：８０，０００円（税込）
※当サービスは当サービス「利用規約」に基づき、申込書の弊社承諾により開始するもの
　とします。また、申込希望の方は当サービス「利用規約」を承諾したものとします。
※利用規約など詳しくは、 http://www.foodnavigation.com/ をご参照下さい。
　（ Food Navigation で検索！）。

≪　入会申込書　≫

企業名 TEL：

FAX：

情報配信先

E-mail：

TEL：

FAX：
連絡先

請求書送付先
担当者  部署・

役職・氏名

配
信
先
担
当
者

住所
部署
役職
氏名

〒

請
求
先

連絡先

FAX. ０４８－４２４－５５４７
『Food Navigation』利用規約に同意し、年間購読に申し込みます。

■『Food Navigation』サービス内容

TEL. ０４８－４２４－５５４６
E-mail：info@foodnavigation.com

株式会社フードナビゲーションジャパン　　　担当　：　小池  宛
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焼肉・希少部位コーナー

米　飯

惣菜売場でのポイントは弁当。弁当類は平
台で展開され、弁当の盛り付けに特に力

を入れているという。百貨店の商品の盛り付け
を目指し、ボリュームを出しつつ、豪華に見得

るように、品
目や色合いな
ども工夫され
ている。

「あゆの塩焼」

「アジフライ」

米　飯

温惣菜

Food Navigation http://foodnavigation.com/http://foodnavigation.com/ 2012 年 08 月 15 日   ／   NO. FNJ2012 － 076

「赤魚の粕漬け弁当」

「季節の彩りはづき弁当」
「季節の味覚御膳」

「豚肉アスパラチーズ巻弁当」

「厚切り鮭弁当」

惣　菜

Food Navigation 年間購読会員様 募集のご案内

せることが商品開発の腕の見せ所ともいえる。業務
用商品で 8 割の完成度を求められる商品もあるが、
世界のソースシリーズのように完成度の高い商品へ
の要望も多い。また、グレードの高い商品を提供す
るため、一部チルドでの開発商品もある。我々は、
本物志向商品も自信をもって開発・提供していく。

■海外展開　
　当社では中国で現地生産・販売を行っている。現
地生産・販売は、根付かすのに時間がかかるが、縮
小する国内市場とは対照的に、中国では沿岸部など
の富裕層を中心に食の洋風化が進んでおり、それま
で余り食べなかった “ 生野菜 ” などを食べるように
なってきた。CVS やマクドナルド、ケンタッキーフ
ライドチキンなどのファストフード、日本の製パン
企業などの進出も多い。当社のサラダ工場は 2005
年からあったが、去年マヨ・ドレ工場を竣工。当初、
サラダ工場を先にスタートさせたのはチャレンジン
グであったが、しっかりと根付いてきており、本業
のマヨ・ドレをスタートするに至った。今後、中国

でサラダ文化を広げていきたい。
7 月 25 日には、インドネシアのマヨ・ドレ工場が
竣工、ハラル認証も取得。インドネシアでも現地生
産・販売を行っていく。まずは、小袋タイプの家庭
用インドネシア風マヨネーズを製造・販売。インド
ネシアは使い切りが主流で大きいものは買わない傾
向にある。インドネシアでも中国同様に CVS やパ
ン屋が増えており、今後の需要が期待できる。

■サラダカフェ
　当社では、デパ地下をはじめとした施設にサラダ料
理専門店「サラダカフェ」を 16 店舗展開。「サラダカ
フェ」では、同類の専門店よりもリーズナブルな価格
で提供し、「ポテトサラダ」をはじめ、「フルーツサラダ」
や「かぼちゃサラダ」が売れ筋となっている。来年度
末までには 30 店舗にまで増やしたい。店舗ありきで
はないが、知名度を上げていくことも重要と考えてお
り、固定客がしっかりとついてきており、利益もしっ
かりと出せている。関西では知名度があるが、関東で
はまだまだなのでさらに注力していきたい。
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