1）ノントレイ商品の調査
リサーチャーズクラブプラス第１回リーフパック（トレイレス）見学会 報告書
作成：小田
◆１．日 時 平成 23 年 8 月 8 日 10:00～17:00
◆２．場 所 ①イオン千種店〒464-0858 名古屋市千種区千種 2 丁目 16 番 13 号 052-734-5300
②西友高針店〒465-0068 愛知県名古屋市名東区牧の里 1-401 052-704-3030
◆３．参加者 東先生、安藤さん、小田、河野さん、河原さん（五十音順）５名
◆４．目 的
今年度のリサーチャーズクラブプラスでは、
「リーフパック」をテーマに問題解決に向けて活動するこ
ととした。RC プラス第 1 回ミーティングにおいて、
「リーフパック」に取り組んでいる機械メーカー・
包材メーカーの実態について情報共有したことから、名古屋地区における流通販売店におけるリーフパ
ック商品の導入実態を把握し、社会実験時に消費者目線でどのように PR したらよいかを見い出すこと
を目的とし、本見学会を設定した。
◆５．内 容 名古屋地区の流通販売店に導入されているリーフパック商品の見学
リーフパック商品の PR 方法を検討するべく、商品のお試し（調理等）
今後の進め方を検討
◆６．当日スケジュール
時 間

内

容

詳

細

10：00－11：00

①イオン千種店の ・RC プラスメンバーにて「リーフパック」商品の見学、購入

（60 分）

見学

11：00－12：00

移動

・西友高針店に移動

（６0 分）
12：00－13：00

②西友高針店の見 ・RC プラスメンバーにて「リーフパック」商品の見学、購入

（60 分）

学

13：00－13：30

移動

・メンバーの自宅に移動

料理

・購入したリーフパック商品を使用し、料理をする

試食

・試食および片付け

まとめ

・見学、購入・試食結果をまとめ、意見交換を行なう

（30 分）
13：30－14：30
（60 分）
14：30－15：30
（60 分）
15：30－1８：00
（150 分）

・冷凍の場合の検討方法・役割分担を決める
・ブログへの発信等、今後の活動を考える
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７．報告内容
＜検証項目＞
①ドリップ量
②トレイの重さ
③ラップの重さ
④冷凍・解凍時間
⑤レン爺使用調理
⑥その他まとめ
＜8 月 8 日検証結果＞
・本日の調理方法は、魚は 1．蒸す（土鍋使用）、２．レンジ（レン爺使用）
、3．レンジ（スチームクッ
カー使用）の 3 種類、魚は 1．焼く（魚焼きグリル使用）
、2．レンジ（レン爺使用）の 2 種類を行な
った。＊レン爺は、４～５回レンジ調理ができるトレイである
①ドリップ量
・ムネ肉→賞味期限 8 月 10 日のドリップ量：45ｃｃ
・手羽先→賞味期限 8 月８日のドリップ量 ：20ｃｃ
②トレイの重さ
・リーフパック重さ →３ｇ
・普通トレイ重さ

→２ｇ

・レン爺→大サイズ重さ→２３ｇ（再利用可能）
③ラップの重さ
・検証なし→容量は、リーフパックの方が 3 分の 1 とのこと→各自、冷凍の時に検証
④冷凍・解凍時間
・冷凍時間は、トレイよりリーフパックの方が早く冷凍できた
・解凍時間→検証なし各自、冷凍の時に検証
⑤レン爺使用調理
・さわら、さんま、さばともに美味しく、短時間で調理できた
⑥その他まとめ
・リーフパックの耐久性→50 回ほど包丁の腹で切っても耐えられるが、破れには弱い
・調理時間はスチームクッカーが 1 分 30 秒、レン爺が 2 分、土鍋が 20 分とレンジ調理の方が短時間
で調理が可能である（調理量に差があったので、同量での検証は必要）
・ドリップ量は、日付が古い方が 2 倍近くドリップが出ていた
・レン爺使用の場合、魚には油分が多く含まれているため、ラップが溶けてしまったが、肉の調理では
大丈夫であった
・リーフパック（紙）よりトレイ（発砲スチロール）の方が重さは軽かったが、リーフパックはゴミと
して出す場合、小さくたためるため、かさばらない利点がある（写真参照）
・冷凍時間はトレイよりリーフパックの方が早く冷凍することができたことから、新鮮さを保つことが
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できる
・リーフパックは、トレイの約２分の１とかさばらないので、冷凍する時は場所をとらないので良い
・持ち運びの時に、トレイよりリーフパックの方がドリップ量は多かった（普通のトレイには、下敷き
が引いてあるため？）
＜冷凍検証項目および内容＞
○解凍実施日：8 月 22 日（月）報告日：8 月 27 日（土）
①ドリップ量
②トレイの重さ
③ラップの重さ
④冷凍・解凍時間
⑤レン爺使用調理
・リーフパック→レンジ解凍（小田）冷凍モード、レン爺
・リーフパック→冷蔵庫解凍（安藤）
・リーフパック→冷水解凍（河原）
・リーフパック→常温解凍（河野）
・ジップロップのようにゆでるのに耐えられるのか（安藤）
・マリネして、下味をつけて調理加工（河原）
８．今後の活動内容について
・リサイクルボックスにトレイを持ってくる人にＰＲ（売場よりも、リサイクル置き場に掲示）
・売場にＰＯＰ、ポスターを作成・設置（名前、写真入りＰＯＰ、紙の上で切った様子写真を掲載）
リーフパックの活用法をＰＲ
→清潔さ、保存の便利さ、冷凍・解凍の速度時間短縮、容量のかさばらなさ、ゴミの観点からＰＲ
・中日新聞にて取材などしていただき、ＰＲ（ごみ減量を中心にＰＲ）
・料理教室でリーフパックに入った肉を料理に使ってもらいＰＲ（東方ガスの料理教室等で使用戴く）
・ブログに検証結果をＵＰし、広く一般に向けて普及する
→調理過程を動画で撮ってＹｏｕｔｕｂｅにＵＰも検討
→リサコブログからフェイスブックにもリンクを貼れるようにフェイスブックを立ち上げる（河野）
・ＩＦトレイの容器についても調べる（レン爺活用）
・次回打ち合わせ日程 9 月 5 日（月）10 時～12 時椙山女学園大学 現代マネジメント学部 514 室
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９．当日写真

＜もも切り落とし＞

＜バラスライス＞

＜レン爺鯖みりん干し＞

＜鶏ムネ肉＞

＜リーフパックで切った状態＞

＜土鍋蒸し料理＞
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＜スチームクッカー調理前＞

＜スチームクッカー調理後例＞

＜レン爺調理前例＞

＜レン爺調理後例＞

＜土鍋蒸し料理後＞

＜食卓状況＞
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＜手羽先ドリップ４５ｃｃ＞

＜ムネ肉ドリップ２０ｃｃ＞

＜ドリップ量比較結果＞

＜レン爺調理後＞

＜トレイとリーフパックのゴミの比較＞

＜トレイとリーフパックのかさばり具合の違い＞

＜購入食材＞→調理方法：蒸す（土鍋使用）
、レンジ（レン爺、スチームクッカー使用）
・リーフパック 国産ももスライス ｇ148 円→土鍋蒸し：20 分レン爺：2 分クッカー：1 分 30 秒
・リーフパック 国産もも切り落としｇ128 円→土鍋蒸し：20 分レン爺：2 分クッカー：1 分 30 秒
・リーフパック 国産バラスライス ｇ198 円→土鍋蒸し：20 分レン爺：2 分クッカー：1 分 30 秒
・リーフパック 米産しょうが焼き ｇ128 円→土鍋蒸し：20 分レン爺：2 分クッカー：1 分 30 秒
・レン爺 さわら西京漬け 2 切れ

298 円→2 分 30 秒→今回 1 分 50 秒

・レン爺 さんまみりん干し 2 切れ

398 円→2 分 40 秒→今回 1 分 50 秒 ラップ溶けた
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・レン爺 さばみりん干し 2 切れ

398 円→3 分 30 秒→今回 1 分 20 秒

・真空パック ほっけ開き

398 円→魚焼グリルで 10 分程？

・真空パック 塩しゃけ

398 円→河原宿題

・真空パック 塩ハラス

398 円→安藤宿題

・真空パック ムネ肉

１ｋｇ380 円→全員宿題

・普通トレイ 国産ももスライス

ｇ148 円→小田宿題

・普通トレイ 国産もも切り落とし ｇ128 円→河原宿題
・普通トレイ 国産バラスライス

ｇ198 円→安藤宿題

・普通トレイ 米産しょうが焼き

ｇ128 円→河野宿題

・普通トレイ 塩しゃけ
・袋詰め 鶏がら

１つ

・もやし ２袋
・葉物

1袋

298 円→全員宿題
78 円→安藤宿題
19 円
158 円

１０．参考
・レン爺：http://www.fujidai.com/products3.html
山口県下関市長府扇町 3－85
083－248-0136
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