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◦料理と部位の関係・子供好きな肉料理ついてきく

ネ ッ トde ア ン ケ ー ト

切り落とし全盛時代に顧客は
どの部位を使うか

　「切り落としばかりが売れる」。精肉売り場の担当者から最近、よくきかれる言葉

だ。しかし、精肉売り場には多くのアイテムが並び、その料理用途にあった部位を使っ

て商品化がなされている。焼き肉は焼き肉用、すき焼きはすき焼き用、ステーキは

ステーキ用といった具合に。そんな豊富なアイテムがありながら、切り落としに人

気が集まるのはなぜか。

　不況の影響も大きいだろう。しかし、価格が安いからといって毎日切り落としで

は飽きもくるはず。そんな“ 飽き”を克服するくらい、切り落としはさまざまな料理

に活用できるような、万能アイテムなのだろうか。そこで、今回のネットアンケー

トでは料理と部位の関係についてアンケートを実施した。

　焼き肉に使う部位はどこなのか、しょうが焼きに使う部位は？−など。また、

併せて子供の好きな肉料理についての調査も行った。果たして親の目からみた子供

の好きな肉料理は何なのか。この二つのアンケート結果を併せ紹介してみよう。

　アンケートの有効回答数は971件。男女の比率は女性が52.6％、男性が47.7％。年

代別では30代が一番多く、35.6％となり次いで40代の26.8％、20代の14.7％の順と

なった。都道府県別では東京が一番高く、次いで神奈川、愛知、大阪、埼玉の順。

地方別では関東が37.5％で1位。次いで近畿16.6％、東海が13.2％となった。

Ｑ１　家で焼き肉を行うときに、一番よく買われる牛肉の部位は

定番のカルビが過半占める

　アンケートでは焼き肉の“王

道”“ど真ん中”ともいえるカルビ

が５割以上の支持を受けて１位と

なった。次がロースの22.7％で、

その差は実に倍以上となってい

る。13.8％で３位になったバラだ

が、バラとカルビは同じ部位でも

あるので、販売するさいは「カル

ビ」と明記した方が販促につなが

りやすいのではないだろうか。

　地方別にこのアンケートみてみ

ると、北海道ではカルビの支持率

が68.3％と全体の平均値よりも高

くなっている。しかし、その北海

道よりも高いのが九州で70％と圧

倒的な支持を集めた。ちなみに、

関東は55.3％と全体よりも少し高

い程度。

31.8％。全体の平均値よりも20％

近く下がっており、その替わりに

高くなっているのがバラとハラ

ミ。とくにハラミは12.7％と１割

以上の支持を受けており、全体の

平均値の３倍近い数字になってい

る。都道府県別にみてみると、大

阪のハラミ支持率は17.5％で、近

畿のそれよりもさらに高くなって

いるのが分かる。

　低い方で目を引

くのが近畿地方の
家で焼き肉を行うときに、
　　　　一番よく買われる牛肉の部位は

Q 1
ロース......................................................................................22.7%

バラ ..........................................................................................13.8%

カルビ......................................................................................50.9%

モモ .............................................................................................2.8%

ウデ .............................................................................................0.2%

ヒレ .............................................................................................0.4%

ハラミ.........................................................................................4.5%

レバー.........................................................................................0.4%

センマイ....................................................................................0.2%

ミノ .............................................................................................0.3%

テッチャン................................................................................1.2%

赤センマイ................................................................................0.2%

切り落とし................................................................................2.3%

Ｑ２　では、焼き肉をするとき、二番目によく買われる牛肉の部位は。

ごちそう感でロースが入る
　１位となったのがロースの36.2

％。次がカルビの24.5％で、バラ

が16.0％で続いている。高級部位

に属するロースが１位とは、少し

意外だが、家庭での焼き肉はどこ

かごちそう感を残しているのかも

しれない。切り落としはＱ１、Ｑ

２ともに２％台と低く、アンケー

トみる限りでは、切り落としを焼

き肉に使う人はそれほどいないよ

うだ。
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　地方別にみてみると、北海道

（22.0％）、東北（14.3％）のハラ

ミの支持割合が高い。Ｑ１では１

割を超えていた近畿のハラミ支持

だがここでは9.2％とほぼ全体の

平均値並みであった。

　ロースの割合が高かったのが九

州の43.7％で、これは全地方の中

でも１番の数字。九州の中でも福

岡県をとってみると、ロースを支

持する割合が48.6％と５割近くに

Ｑ３　家ですき焼きを行う場合、一番買われる牛肉の部位は。

すき焼きの場合はロースがダントツに

　家庭で食べるすき焼きはハレの

日のごちそうの一つであるといえ

る。アンケートではそのごちそう

感にふさわしく、高級部位のロー

スが58.1％と半数以上の支持を集

め１位となった。しかし、次にき

たのが、切り落としの14.7％で、

モモやバラを上回る支持率を集め

る結果になり、昨今の「切り落と

しばかり売れる」という言葉の一

端が少し垣間みえるような結果に

なった。

　一口に切り落としといっても、

さまざまな部位が使用されている

ので、すべてが低価格であるとは

いえないが、通常のすき焼き用と

するアイテムよりは価格帯を抑え

て販売している店舗は多いだろ

う。家庭ですき焼きを行う回数

は、それほど多くはない。その多

ンケートみてみると、ロースの支

持割合が60％を超えているのが

近畿（65.3％）と四国（68.4％）。最

も低いのが甲信越の48.3％であっ

た。都道府県では東京が61.1％で

大阪が67.6％となり、ともに60％

を超える結果に。

　切り落としの支持が20％を超え

くないすき焼き

を、あえて切り落

としで行うとは、

価格以外にも何

か、切り落としに

は魅力があるのだ

ろうか。

　地方別にこのア

家ですき焼きを行う場合、
　　　　　　　一番買われる牛肉の部位は

Q3
ロース......................................................................................58.1%

モモ ..........................................................................................13.1%

ウデ .............................................................................................0.3%

バラ ..........................................................................................13.7%

切り落とし.............................................................................14.7%

Ｑ４　家でしゃぶしゃぶを行う場合、一番買われる牛肉の部位は

すき焼き同様にロースが強い

　しゃぶしゃぶもごちそう料理の

一つであるといえるが、すき焼き

に比べると、手軽感があり、家庭

でも行われる頻度はすき焼きより

も多いと思われる。使われる部位

に関してもすき焼きとほぼ似てい

るが、アンケートの結果にもその

相似性が出ているようだ。大きな

違いは切り落としの順位がモモに

次いで４位に入っている。しか

し、それでも１割以上の支持を集

めており、しゃぶしゃぶに切り落

としをというケースも少なくない

ようだ。

　地方別にみてみよう。

　ロースの割合が６割を超えた地

方が関東（60.7％）、北陸（68.8％）、

近畿（67.1％）、九州（60.3％）の４

となった。全体の平均値と比較す

ると倍以上の割合である。

　都道府県にみてみると、東京

（61.3％）、愛知（67.7％）、大阪（68.4

％）と主要な大都市ではロースの

支持割合が６割を超える結果とな

った。

も46.9％と全体の

平均値よりも10％

以上高くなってい

る。逆に低かった

のが、回答件数は

低いが、四国で

28.6％と３割に満

たない数値。ほか

のバラやカルビ、

ハラミに票が流れ

たようだ。

た地方は東北（21.2％）と甲信越

（20.7％）の二つだが、中国地方

も19.2％と全体の平均値よりも高

い支持率を得ている。逆に低かっ

たのは北海道（7.9％）と九州（6.9

％）だが、北海道はモモの支持率

が31.6％と高く、全体の平均値の

倍以上の支持を集める結果となっ

た。

では、焼き肉をするとき、
　　　　　二番目によく買われる牛肉の部位は

Q 2
ロース......................................................................................36.2%

バラ ..........................................................................................16.0%

カルビ......................................................................................24.5%

モモ .............................................................................................4.9%

ウデ .............................................................................................0.1%

ヒレ .............................................................................................1.2%

ハラミ.........................................................................................9.0%

レバー.........................................................................................2.3%

センマイ....................................................................................0.1%

ミノ .............................................................................................1.6%

テッチャン................................................................................1.8%

赤センマイ................................................................................0.1%

切り落とし................................................................................2.2%

家でしゃぶしゃぶを行う場合、
　　　　　　　一番買われる牛肉の部位は

Q4
ロース......................................................................................59.3%

モモ ..........................................................................................14.5%

ウデ .............................................................................................0.6%

バラ ..........................................................................................14.9%

切り落とし.............................................................................10.8%

地方。低かった

のが中国の45.8％

で、地方で唯一５

割を切る割合とな

った。中国で高か

ったのが、バラで

29.2％と３割近い

支持を集める結果

Ｑ５　家でビーフカレーをつくる場合、一番よく使うのは

角切り多いがスライスも迫る

　家庭の定番料理の一つでもある

カレー。そのカレーに使う肉とい

うと一昔前なら角切りを連想した

が、現在はどうなのだろう。アン

ケートでは角切りの割合が高かっ

たが、45.1％と半数には届かなか

　地方別にみてみよう。

　スライス肉の方が角切りより高

いという地方が北海道（スライス

肉46.2％）、北陸（70.6％）、東海（42.0

％）と３地方あった。中でも北陸

はスライス肉がかなり支持を集め

る結果となっている。角切りの支

持割合が５割を超えた地方は近畿

（50％）、中国（56.9％）、この２

地方ともスライス肉に関しても３

割以上の支持を集めており、その

差はそれほど大きくはない。

家でビーフカレーをつくる場合、
　　　　　　　　　　　一番よく使うのは

Q5
スライス肉.............................................................................34.1%

角切り肉.................................................................................45.1%

ミンチ.........................................................................................3.6%

ブロック肉.............................................................................17.2%

った。２位のスラ

イス（34.1％）との

差は10％弱で、ゆ

くゆくはスライス

が角切りを抜くと

いう状況も十分に

考えられる。

まで高くな

っている。

ちなみに、

愛知県のロ

ース支持率
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Ｑ６　ビーフカレーをつくる場合、一番買われる牛肉の部位は

切り落としに次いでモモ肉

　ビーフカレーにはどのようなア

イテムが一番使われているのだろ

うか。一番支持が高かったのが、

切り落としで25.5％と、４分の１

の支持を集める結果に。２位のモ

モ（24.2％）との差はわずかだが、

やはり、家庭の定番メニューとも

いえる料理に切り落としを使うこ

とは多いようだ。３位には19.7％

と２割近い支持率でバラが入って

いる。

　地方別にみてみよう。

　切り落としの割合が一番高いの

ち中国はモモの割合が38.5％と全

体の平均値よりも圧倒的に高くな

っている。

ビーフカレーをつくる場合、
 　　　　　　　一番買われる牛肉の部位は

Q 6
ロース......................................................................................15.3%

モモ ..........................................................................................24.2%

ウデ .............................................................................................1.8%

バラ ..........................................................................................19.7%

切り落とし.............................................................................25.5%

スネ肉.........................................................................................6.8%

すじ肉.........................................................................................6.6%

内臓肉.........................................................................................0.0%

が東海と北陸

で、ともに31.3

％と３割以上の

支持を集めてい

る。２割を切っ

た地方が甲信越

（17.9 ％）、 中

国（17.3％）、四

国（11.1％）、九

州（19.4％）の４

地方で、このう

　アンケートでは、スライス肉が

角切り肉を追い越し、１位となっ

た。それもかなりを差を付けて。

５割以上の人がスライス肉を支持

しており、角切りを使うという人

は３割に満たない。ビーフカレー

とポークカレーのこの差はいった

Ｑ７　家でポークカレーをつくる場合、一番よく使うのは

ビーフと違いスライスが半数超える

い何なのだろうか。ともにカレー

という家庭での定番料理である

が、片やスライス肉を使うという

人が半分以上を占めている。

　やはり、価格にその要因がある

のかもしれない。牛肉の角切りの

価格帯と豚肉のスライス肉の価格

ケースが多いからなのかもしれな

い。

　地方別にみてみよう。

　すべての地方でスライス肉が１

位となっているのだが、その差が

最も接近しているのが、中国地方

で、スライス肉38.5％、角切り肉

が34.6％と、その差は４％を切っ

ている。

　中国地方でもう一つ特徴的なの

が、ブロック肉の支持率の高さ。

23.1％と２割以上がブロック肉を

一番使うと回答している。逆にス

ライス肉と角切り肉の差が大き

いのが北海道でスライス肉が61.5

％、角切り肉が23.1％となり、30

帯が同レベルとい

う状況にあり、同

じ価格帯で検討す

るなら豚肉の場合

は、違う料理にも

転用しやすいスラ

イス肉を選択する

家でポークカレーをつくる場合、
　　　　　　　　　　　　一番よく使うのは

Q 7
スライス肉.............................................................................51.8%

角切り肉.................................................................................29.3%

ミンチ.........................................................................................4.8%

ブロック肉.............................................................................14.0%

％以上の差が出ている。

　都道府県別にみてみると、スラ

イス肉と角切り肉の差が大きいの

は大阪（スライス肉63.8％、角切

り肉20.7％）と福岡（64.5％、19.4

％）で、ともに20％以上の差とな

っている。

Ｑ８　ポークカレーをつくる場合、一番買われる豚肉の部位は

意外にカタロースが１位に

　一番支持が高かったのがカタロ

ースの23.8％。次いでバラの20.8

％、切り落としが17.1％で続いて

いる。カタロースという価格の高

い部類に入る部位が１位となった

がその割合は４分の１に満たな

い。ビーフカレーの場合もそうだ

ったが、カレーに関しては各家庭

で好みが分かれるようだ。こだわ

りもあるのだろう。

　地域別にみてみよう。

　カタロースの割合が高かったの

が、回答件数はそれほど多くない

が、北陸で47.1％と５割近い支持

割合となった。次いで高かったの

が、九州の29.7％、近畿の28.1％

の順となった。一番、低かったの

は東海の16.1％。

　バラの支持が高かったのは、甲

信越で34.5％と３割を超える支持

率を集めた。甲信越以外で３割を

超えた地方は東北（31.7％）東海

（31.3％）の二つの地方。逆に低

（20.3％）の３アイテムが20％を

超えている。愛知はバラの割合

が高く31.7％と全体の平均値より

も10％高くなっており、もう一つ

特徴的なのがロースで21.7％とな

り、カタロースを抑えて２位に入

った。

　大阪で一番回答割合が高かった

のがカタロースで29.8％と３割近

い数字となったが、次いで２位に

は切り落としの24.6％が選ばれて

おり、カタロースと切り落としの

差は全体の平均値よりも詰まって

いる。

家でポークカレーをつくる場合、
　　　　　　　　一番買われる豚肉の部位は

Q 8
ロース......................................................................................16.7%

カタロース.............................................................................23.8%

ヒレ .............................................................................................3.7%

モモ ..........................................................................................16.6%

ウデ .............................................................................................1.2%

バラ ..........................................................................................20.8%

切り落とし.............................................................................17.1%

かったのは四国で

10.5％と全体の平

均値の約半分の支

持しか集められな

かった。

　都道府県別にみ

てみると、東京は

カタロース（24.4

％）、 バ ラ（22.8

％）、切り落とし
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　野菜炒めも家庭で手軽にできる

メニューとして食卓に上る頻度は

高い。アンケートで１番回答割合

の高かったのがバラで40.5％とか

なりの高い支持率となった。次

が切り落としの29.3％となってお

り、この二つのアイテムで７割近

い支持率を集める結果となった。

カレーと比較をすると、かなり片

寄った意見だといえる。

　地方別にみてみよう。

　バラの支持率が一番高かったの

が、中国の52.8％で、この中国地

方だけが唯一５割を超える支持を

集めた。逆に低かったのが、甲信

越の36.7％。切り落としの支持が

る。

　都道府県では、大阪の切り落

としが37.1％と高い支持を集め、

29.0％のバラを抑えて１位となっ

ている。

高かったのは関東

（32.4％）で、次

にくるのが北海道

の31.7％。一方、

低かったのは甲信

越の16.7％で、東

北地方（19.4％）

と併せたこの二つ

の地方が２割を切

る結果となってい

バラ肉が40％超える支持を

Ｑ９　家で豚肉の野菜炒めをする場合、一番買われる豚肉の部位は

家で、豚肉の野菜炒めをする場合、
　　　　　　　一番買われる豚肉の部位は

Q 9
ロース......................................................................................11.5%

カタロース................................................................................9.4%

ヒレ .............................................................................................2.4%

モモ .............................................................................................6.4%

ウデ .............................................................................................0.5%

バラ ..........................................................................................40.5%

切り落とし.............................................................................29.3%

定番のロースに高い支持

Ｑ10　家でトンカツを揚げる場合、一番買われる豚肉の部位は

　後始末の面倒くささなどから、

揚げ物のトンカツは家庭での調理

が嫌がられることも多いが、食肉

消費総合センターの「食肉を使っ

た夕食料理メニュー出現頻度調

査」では毎年ランクインされてい

る人気メニューである。出来合い

の総菜を使ったり、冷凍食品を使

う場合もあるだろうが、精肉から

調理をするという家庭も少なくな

が、ロースで51.9％と半数以上の

支持を集めた。次がヒレで26.9％

となり、やはりトンカツの“王道”

ともいえるロースとヒレが高い支

持を得るという結果に落ち着い

た。

いはず。

　１位となったの 家でトンカツを揚げる場合、
　　　　　　　　一番買われる豚肉の部位は

Q1 0
ロース......................................................................................51.9%

カタロース.............................................................................14.9%

ヒレ ..........................................................................................26.9%

モモ .............................................................................................3.9%

ウデ .............................................................................................0.2%

バラ .............................................................................................2.2%

　地方別にみてみよう。

　ロースで一番支持が高かった地

方は四国（63.2％）で、次が北海道

（61.5％）。この二つの地方が６

割を超える支持を集めている。逆

に低かったのが中国で37.7％と唯

一４割を切る結果に。中国でもう

一つ特徴的なのがカタロースとモ

モ。

　カタロースは26.4％と２番目に

高い割合となっており、モモは

11.3％と全地方の中でも唯一、１

割を超える支持を得ている。ちな

みにカタロースも全地方で１位の

支持割合。

バラ、切り落としが上位にくる

Ｑ11　家で肉じゃがをつくる場合、一番買われる豚肉の部位は

　家庭的な味の代表として上げら

れることの多い肉じゃが。それゆ

えに各家庭でのこだわりがあるの

で、使用する部位に関してバラつ

くのではと予想したが、アンケー

トは予想とは違った結果になっ

た。

　１位はバラで41.0％の支持を集

めており、２位には切り落としが

35.4％でランクイン。先の野菜炒

めと似たような回答結果となった

が、野菜炒めより１位と２位の回

答は差が詰まっている。そして野

菜炒めより、肉じゃがの方が、こ

る。その一方で切り落としの割合

は38.3％となり、この二つのアイ

テム差は、全体の平均値よりも詰

まる結果に。バラの回答割合が一

番高かった地方は東北（62.1％）

で、この地方だけが唯一６割を超

えた。また東北は切り落としの割

合（24.2％）が低く、この二つのア

イテムの格差は30％以上とかなり

大きい。

　北陸（バラ41.2％、切り落とし

47.1％）、近畿（31.5％、37.0％）、

中国（33.3％、43.1％）の三つの地

方は全体の１位と２位の順位が逆

転をしている。なお、この現象は

都道府県別にみた場合、東京（39.0

％、40.7％）、大阪（27.9％、37.7％）

でもみられる。

の二つのアイテ

ムの占有率（76.4

％）は高い。

　地方別にみてみ

よう。

　関東は意外にバ

ラの回答割合が低

く38.9％となり、

４割を切ってい

家で肉じゃがをつくる場合、
　　　　　　　一番買われる豚肉の部位は

Q1 1
ロース.........................................................................................9.9%

カタロース................................................................................6.1%

モモ .............................................................................................6.9%

ウデ .............................................................................................0.8%

バラ ..........................................................................................41.0%

切り落とし.............................................................................35.4%

ロースが他を引き離す

Ｑ12　家でしょうが焼きをつくる場合、一番買われる豚肉の部位は

　タレメーカーが多くのしょうが

焼き用タレを出しているが、やは

り手軽につくれるしょうが焼きも

家庭での人気メニューの一つとい

える。１位となったのは、やはり

ロースで48.9％と５割近い支持を

集めた。２位にはカタロースの

20.2％が入ったが、その差は倍以

上あり、３位のバラ（19.7％）とは

僅差となっており、しょうが焼き

におけるロースは頭一つ抜けてお

り、その使用頻度の高さがうかが

われる結果となった。

　地方別にみてみよう。

　ロースの支持が一番高かったの

が北海道（63.2％）で60％を超え

る高い割合となっている。一番
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低かったのは中国の35.2％。カタ

ロースの支持が高いのが東北で

27.7％だったが、東北はロースの

割合も52.3％と半数を超える支持

を集めており、この二つのアイテ

ムの占有率は、80％近くあり、全

体のそれよりも高くなっている。

家でしょうが焼きをつくる場合、
　　　　　　　　一番買われる豚肉の部位は

Q1 2
ロース......................................................................................48.9%

カタロース.............................................................................20.2%

モモ ..........................................................................................10.5%

ウデ .............................................................................................0.8%

バラ ..........................................................................................19.7%

牛・豚合い挽きミンチが独走

Ｑ13　家でハンバーグをつくる場合、一番使われるのは

　ハンバーグも一からつくるとな

ると手間のかかる料理だが、子供

には喜ばれる料理の一つであり、

定番メニューにしている家庭も多

いのではないだろうか。またハン

バーグは工夫のしやすい料理でも

あり、その家庭のオリジナルハン

バーグというものも、牛と豚の合

い挽きミンチが74.5％と圧倒的な

高い支持を得る結果になったとい

える。２位には牛肉のミンチがき

ているが14.0％その差はかなり大

きい。

　地方別にみてみよう。

　どの地方も合い挽きの割合は高

くなっているが、北海道（67.5％）

と甲信越（55.2％）の二つの地方だ

った地方は東海の19.5％で、豚肉

のミンチが高かった地方は北海道

の25％であった。都道府県別にみ

ても愛知県の牛肉のミンチの割合

は27.3％と東京（13.7％）、大阪（15.9

％）と比較をしても高くなってい

る。

けが70％を割って

いる。一番回答割

合の高かった地方

は中国の87.0％だ

った。牛肉のミン

チを使うという回

答割合の一番高か

家でハンバーグをつくる場合、一番使われるのはQ1 3
牛肉のミンチ........................................................................14.0%

豚肉のミンチ...........................................................................9.9%

鶏肉のミンチ...........................................................................1.6%

牛と豚の合い挽きミンチ.................................................74.5%

ハンバーグと焼き肉が上位

Ｑ14　あなたのお子様（お孫様）が一番好きな、お肉を使った料理あえて
一品選ぶとするなら

　１位は18.5％の支持を集めた牛

肉と豚肉の合い挽きハンバーグ。

２位には15.2％と約３％近い差で

牛肉の焼き肉が入った。ハンバー

グは５位に牛肉のハンバーグが

6.6％の支持を集めており、上位

に２品顔を出すということは、や

はり子供には人気の高いメニュー

であるといえる。

　各地方別で１位から３位までの

料理を上げてみよう。

　◆北海道◆　１位＝牛肉と豚肉

のハンバーグ（18.2％）、２位=鶏

肉のから揚げ（12.1％）、３位＝牛

の焼き肉・豚肉のしゃぶしゃぶ・

トンカツ（9.1％）

　◆東北◆　１位＝牛肉と豚肉の

ハンバーグ（30.6％）、２位＝ポー

クカレー（14.3％）、３位＝牛肉

のすき焼き（12.2％）

　◆関東◆　１位＝牛肉と豚肉の

ハンバーグ（18.3％）、２位＝牛肉

の焼き肉（12.0％）、３位＝牛肉の

ハンバーグ（11.2％）

　◆甲信越◆　１位＝牛肉の焼き

肉（26.9％）、２位＝鶏肉のから揚

げ（15.4％）、３位＝豚肉の焼き肉

（11.5％）

　◆北陸◆　１位＝ビーフカレー

（23.1％）、２位＝豚肉の焼き肉・

牛肉と豚肉のハンバーグ（15.4％）

　◆東海◆　１位＝鶏肉のから揚

げ（18.6％）、２位＝牛肉と豚肉の

ハンバーグ（15.1％）、３位＝牛肉

の焼き肉（10.5％）

　◆近畿◆　１位＝牛肉の焼き肉

（24.1％）、２位＝牛肉のステー

キ・牛肉と豚肉のハンバーグ（12.1

％）

　◆中国◆　１位＝牛肉と豚肉の

ハンバーグ（29.3％）、２位＝牛肉

の焼き肉・ビーフカレー（12.2）

＝牛肉と豚肉のハンバーグ（24.4

％）、２位＝牛肉の焼き肉（17.9

　◆四国◆　１位

＝牛肉と豚肉の

ハンバーグ（33.3

％）、 ２位 ＝ 牛

肉の焼き肉（27.8

％）、３位＝ギョ

ウザ（11.1％）

　◆九州◆　１位

＝牛肉と豚肉の

ハンバーグ（27.3

％）、 ２位 ＝ 牛

肉の焼き肉（16.4

％）、３位＝牛肉

のすき焼き・牛

肉のステーキ（9.1

％）

　では、主な都道

府県別に上位３位

までのメニューを

みてみよう。

　◆東京◆　１位

あなたのお子様（お孫様）が一番好きな、
お肉を使った料理あえて一品選ぶとするなら

Q1 4
牛の焼き肉.............................................................................15.2%

豚の焼き肉................................................................................1.7%

牛肉のすき焼き ......................................................................6.5%

牛肉のしゃぶしゃぶ.............................................................2.6%

牛肉のステーキ ......................................................................7.8%

ビーフカレー...........................................................................6.2%

ポークカレー...........................................................................4.7%

牛肉のハンバーグ..................................................................6.6%

豚肉のハンバーグ..................................................................1.6%

牛肉と豚肉の合い挽きハンバーグ...............................18.5%

豚肉の冷しゃぶ ......................................................................0.4%

鶏肉のから揚げ ......................................................................9.9%

牛丼 .............................................................................................1.1%

豚丼 .............................................................................................0.4%

豚肉のすき焼き ......................................................................0.1%

豚肉のしゃぶしゃぶ.............................................................2.0%

ウインナーを使った料理....................................................1.1%

ハムを使った料理..................................................................0.1%

ビーフシチュー ......................................................................1.1%

ポークシチュー ......................................................................0.0%

豚肉のステーキ ......................................................................0.6%

ギョウザ....................................................................................4.3%

焼きそば....................................................................................1.0%

八宝菜.........................................................................................0.0%

酢豚 .............................................................................................0.6%

しょうが焼き...........................................................................2.0%

トンカツ....................................................................................3.0%

その他.........................................................................................0.6%



52

％）、３位＝ポークカレー（10.3％）

　◆神奈川◆　１位＝牛肉と豚肉

のハンバーグ（14.0％）、２位＝牛

肉のハンバーグ（12.3％）、３位＝

牛肉の焼き肉（10.5％）

　◆埼玉◆　１位＝牛肉のハンバ

ーグ（23.7％）、２位＝鶏肉のから

揚げ（15.8％）、３位＝牛肉と豚肉

ハンバーグは週末、焼き肉は土曜

Ｑ15　Ｑ14で回答された料理が食卓に乗る頻度が高いと思われる曜日は

　Ｑ14で回答割合の高かった料

理、上位７品目を取り上げ、出現

頻度の高い曜日を表にまとめてみ

た。やはり、子供に人気のある料

理は週末での調理が多いようで、

中でも土曜日の食卓に上る頻度は

料理名 １位 ２位 ３位

牛肉と豚肉の合い挽きハンバーグ 週末（土日のどちらか）（31.8％） 土曜日（20.5％） 金曜日（11.4％）

牛の焼き肉 土曜日（31.7％） 週末（土日のどちらか）（27.9％） 日曜日（23.1％）

鶏肉のから揚げ 週末（土日のどちらか）（24.2％） 分からない（21.0％） 土曜日（19.4％）

牛肉のステーキ 土曜日（26.4％） 日曜日（24.5％） 週末（土日のいずれか）（18.9％）

牛肉のハンバーグ 土曜日（31.8％） 金曜日（22.7％） 日曜日（15.9％）

牛肉のすき焼き 土曜日（31.1％） 週末（土日のいずれか）（26.7％） 日曜日（22.2％）

ビーフカレー 土曜日（28.2％） 週末（土日のいずれか）（23.1％） 日曜日（15.4％）

のハンバーグ（13.2％）

　◆愛知◆　１位＝牛肉の焼き肉

（15.4％）、２位＝鶏肉のから揚

げ（13.5％）、３位＝牛肉のすき焼

き・牛肉のステーキ・牛肉と豚肉

のハンバーグ（9.6％）

　◆大阪◆　１位＝牛肉の焼き

肉・牛肉のステーキ（21.4％）、

３位＝牛肉と豚肉のハンバーグ

（16.7％）

　◆福岡◆　１位＝牛肉と豚肉の

ハンバーグ（19.2％）、２位＝牛肉

の焼き肉・牛肉のすき焼き（15.4

％）

高い。

　これはごちそう感のある料理や

家族団らんの料理が上位にきたこ

ともあり、やはり週末に集中した

ようだ。


