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第３回「自然に健康になれる持続可能な

食環境づくりの推進に向けた検討会」



GMS（総合スーパー）事業
専門性の高い品揃えと
サービスで、お客さまの
衣食住をサポートする総合
スーパー

イオングループ＆イオンリテール㈱紹介

イオンリテール

本州と四国で「イオン」
「イオンスタイル」など
約400店舗を展開。
北海道･･イオン北海道㈱
九州･･･イオン九州㈱
沖縄･･･イオン琉球㈱

人と地域を豊かにする生活産業として
多くのステークホルダーと連携し、地域社会の持続的な発展と、
豊かな未来の創造に貢献していきます。

SM（スーパーマーケット）事業
食品を中心に、毎日のくらし
に欠かせない商品とサービス
の充実を図っています。

ヘルス&ウエルネス事業
地域の皆さまの健康をサポー
トするドラッグストア、調剤
薬局を展開。
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２０１５年～１６年 青森県との取組売場事例

三者がもつ強みを生かし、野菜の摂取量が少ない、運動習慣が少ない、
脳卒中など加齢性疾患の死亡率が高いなど、
青森県が抱える医療課題の解決に向けて協力して取り組みました。

イオンリテールでは健康増進視点での売場づくりとして、
減塩売場を積極的に構築しました。

◆青森県・弘前大学・イオンでの産学官連携

地域との健康寿命延伸取組について

3



50%

100%

150%

4

イオンリテール㈱ 減塩加工食品 販売動向
イオンリテール 減塩商品伸長率（20年vs15年）
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イオンリテール カテゴリー伸長率(20年vs15年)
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【参考】市場ウエルネス商品伸長率(20年vs15年)

【参考】ウエルネス商品流通チャネル
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イオンリテール㈱ 減塩食品 販売動向 IDPOS

●減塩商品はシニア層の支持が高い。
●減塩商品は都市部の構成比が高い。
世代・性別・地域ごとに、顧客の購買動向分析可能

世代別・地域別 減塩食品動向
全国平均を0として世代別・地域別格差

年代 全国 都市部 地方

～19歳 -0.8% -0.8% -0.9%

20～29歳 -0.6% -0.6% -0.7%

30～39歳 -0.3% -0.2% -0.6%

40～49歳 -0.4% -0.3% -0.8%

50～59歳 -0.2% -0.2% -0.7%

60～69歳 0.3% 0.4% -0.3%

70～79歳 0.7% 0.8% -0.1%

80歳～ 0.9% 1.0% 0.0%

計 0.0% 0.1% -0.5%



千葉市さまとの減塩に対する取組
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卸、メーカー、行政、小売がコラボレーションすることによる相乗効果で
地域の健康課題である「食塩摂取量」を減らす

BEFORE

千葉市民の
食塩摂取量
11.1g*

AFTER

食塩摂取量
減少！

「減塩」のためのコラボレーション

お客さまの前向きな変化について購買データや意識調査で効果検証
4月23日より千葉市店舗にて実験展開開始

*平成29年度「健やか未来都市
ちばプラン中間・見直し報告書」

イオンリテール

千葉市卸・メーカー

 減塩を啓発するための専用売場の展開
 オリジナルレシピの店内、市内での配布
 千葉市HPでの紹介 ※

消費財業界ネットワーク“The Consumer Goods Forum”の「より健康的な生活のためのコラボレーション」
活動に賛同する企業及びステークホルダーが連携し、知識やデータを共有しながら取組モデルを構築

※千葉市ＨＰ https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/suishin/genenrecipetoppage.html

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/suishin/genenrecipetoppage.html
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①消費者の間口広げる（気づきと行動変容）
・減塩商品だけでなく、香辛料等の活用方法提案（千葉市さま提案）

②減塩食生活のネガティブイメージの払しょく
・手軽に美味しい調理提案。（産官協働でメニュー開発・情報発信）

味付けひと工夫 おいしく減塩

スパイス活用 おいしく減塩

酸味・香り おいしく減塩

だし・うま味 おいしく減塩

減塩調味料
おいしく減塩

共同開発メニューレシピ提案内容

千葉市さまとの減塩に対する取組

千葉市さまとの協働によりお客さまへ啓発活動
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千葉市さまとの減塩に対する取組

4月23日～
展開開始

オープンチラシ連動



今取組のメインターゲット（働き盛り世代）を取り込むために、
イオンお買物アプリ会員さまに向けたプロモーションを計画。
（お取引先さまと協議中）

お買い得情報にメニューレシピ・商品情報を添えて提案

千葉市さまとの減塩に対する取組
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特定保健用食品マヨネーズ カロリーケアマヨネーズ

4月健康マヨネーズアプリクーポン展開例

販売伸長率
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後列 左から 味の素㈱、キッコーマン食品㈱、国分グループ本社㈱
前列 左から イオン㈱、千葉市長、イオンリテール㈱

「千葉市民の食習慣の改善に向けた連携に関する協定」を締結しました
～４月２３日からイオンマリンピア店で減塩に関する普及啓発事業を実施～

協定締結式
（１）日時 令和３年４月１９日（月）１４：３０～１５：００
（２）場所 千葉市役所本庁舎３階 市長応接室

イオンは、千葉市、味の素株式会社、
キッコーマン食品株式会社及び
国分グループ本社株式会社と、
千葉市内をフィールドとした減塩普及啓
発事業を実施するため、連携協定を締結
いたしましたので、お知らせします。

また、４月１９日（月）に協定の締結式
を実施し、４月２３日（金）からは
イオンマリンピア店における減塩普及啓
発事業を開始しますので、併せてお知ら
せします。

千葉市さまとの減塩に対する取組

（イオンＨＰより抜粋）



トップバリュ 減塩商品 一例
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常温加工食品において減塩商品の伸長率は約1.4倍

（2015年と2020年比較）



決めたことを

徹底的にやり切る

商品の栄養成分表示
食品関連事業者に対し、原則としてすべての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示を義務付け
（義務）エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム（食塩相当量に換算したものを表示）
（任意）飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類、食物繊維、

ミネラル類、ビタミン類

一般 メーカーの表示 トップバリュの表示

●義務表示５項目に加え、炭水化物の内訳（任意）の
「糖質」「食物繊維」を記載することを基本ルール。
●さらに、必要に応じて（お客さまからのお問合せが

多い成分など）その他の成分についても開示

●義務表示５項目のみで記載しているメーカーは多い

（※各社、任意項目を表示している例は多々ある）

食品表示法（２０１５．４．1．施行）により

トップバリュは、従来よりすべての加工食品に対して表示しています

※消費者庁WEB 栄養成分表示を行っていますか.pdfより抜粋 パッケージ表面にもアイコンバーで表現

トップバリュの取組
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決めたことを

徹底的にやり切る加工食品の原料原産地表示、遺伝子組み換え表示、
包装材質表示についても自主基準で開示

お客さま基準でのわかりやすい情報開示トップバリュの取組
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決めたことを

徹底的にやり切る

VEGETABLE を
POSITIVE/ACTIVE に

_
積極的に取り入れる食生活を提案

※ -tive：～が可能な、～に富んだ

トップバリュの取組 植物置き換え商品 の拡大
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植物に置き換え食品の背景

社会課題の解決

持続可能な地球環境の維持に対する意識や、健康意識の高まりが
肉食中心の食生活からの転換による

⇒植物に置き換え食品のトレンドを創っている

人口増加により
食糧危機が深刻化

食糧・水不足

家畜から排出されるメタ
ンガス量が温暖化を加速

地球温暖化

高エネルギー/高コレス
テロール等の食が増加し

生活習慣病者が増加

生活習慣病

依然として残る
乳アレルギー患者の

存在（参考）

食物アレルギー

出所：NASA
「Global Land-Ocean Temperature Index」refers 
to deviations from the corresponding 1951-1980 
means

出所：Deloitte Foresight 出所：WHO 出所：Food Intolerance Network

トップバリュの取組
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https://www.food-intolerance-network.com/food-intolerances/lactose-intolerance/ethnic-distribution-and-prevalence.html


肉・魚⇒植物性原料 牛乳⇒植物性原料 【参考】穀物⇒野菜

商
品
事
例

お米のかわりに食べる
カリフラワー

大豆からつくったハンバーグ 豆乳ヨーグルト

植物置き換え食品(Vegetive)トップバリュの取組

【豆乳をつかった
クリーミーコロッケ】

【大豆からつくった
メンチカツ】
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