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2015 年 10 月 5 日 
報道関係各位 
ニュースリリース 
 

｢味の地域差に関する調査 2015｣結果の速報 
― めん類メニューの好みや使うソースで明らか、顕著な地域差 ― 

 
 
 株式会社日本能率協会総合研究所（代表取締役社⻑：加藤 文昭 本社：東京都港区）は、2015 年 5
月〜6 月に、全国の男⼥個⼈、及び主婦を対象に、2 回にわたって、『味の地域差に関する調査 2015』
を実施いたしました。本調査は、味の地域差を明らかにする総合的な調査ですが、この中から、下記の
ような実態が明らかになりましたのでご報告いたします。 
(http://www.jmar.biz/2015/10/2015-3.html) 
 
 

◆「⽢い味」好き年々増加。「苦い味」苦⼿な⼈は６割弱で⾼⽌まり。 
好きな味は「甘い味」「うま味のある味」「和風だしのきいた味」「コクのある味」の順で半数以上、
嫌いな味は「苦い味」「激辛味」が半数以上、3 位の「酸っぱい味」29％。 
◆北海道・東北ではみそラーメン、東海ではこってり味のうどん、 

四国でうどんメニュー、九州でとんこつラーメンが⼈気。 
「焼きそば：ソース味」64％が最も多く、次いで「ラーメン：しょうゆ味のスープ」6 割以上、「ラ
ーメン：みそ味のスープ」「温かいうどん：関⻄風薄い⾊のかけ汁」が 5 割台。東海では「カレー
うどん」「みそ煮込みうどん」が好まれ、九州では「ラーメン：とんこつスープ」が 7 割を超えた。 
◆東北、北陸・新潟では和⾷の⼀汁三菜メニューが⼈気。 

中国、四国ではテーブルクッキングが⼈気。 
「刺⾝」が 71％、「から揚げ・⻯⽥揚げ」「ハンバーグ」「みそ汁」「天ぷら・かき揚げ」「焼き⾁・
鉄板焼き」「ギョーザ」「お好み焼き」「すき焼き」「ステーキ」「卵焼き」「しょうが焼き」「焼き⿃」
が６割台。東北では「焼き⿂」「和風漬物」、北陸・新潟では「焼き⿂」「和風漬物」「野菜の煮物」。 
◆⾸都圏以北と北陸・新潟では「中濃ソース」、 

中京圏以⻄では「ウスターソース」プラス各種ソース。 
⾸都圏以北と北陸・新潟では「中濃ソース」、中京圏以⻄では「ウスターソース」プラス「お好み
焼きソース」「濃厚・トンカツソース」などの各種ソース。 
◆男性が好きな「焼⾁のたれ味」、⼥性の好きな「バジル味」は好きな⼈が増加中。 
「焼⾁のたれ味」は 3 年前と⽐較して全体で 7 ポイント、男性では 11 ポイント増加し、「バジル
味」は、3 年前と⽐較して全体で 7 ポイント、⼥性で 10 ポイント増加した。 

 
 
【調査概要】 
《味嗜好編》全国 10 地域の 20〜50 代の男性・⼥性を対象に、2015 年 5 月 28 日(木)〜６月 2 日(火)

に FAX 調査を実施。有効回収数 2,085 ⼈（発送数 2,800 ⼈・有効回収率 74.5％） 
《料理編》全国 10 地域の 30〜50 代の主婦（既婚⼥性）を対象に、2015 年 6 月 3 日(水)〜9 日(火)

に FAX 調査を実施。有効回収数 1,577 ⼈（発送数 2,100 ⼈・有効回収率 75.1％） 
 
 

《本件についてのお問い合わせ先》 
株式会社日本能率協会総合研究所 消費者研究部  担当：土井 
       〒100-0004 東京都千代⽥区大手町２-２-１ 新大手町ビル２階 
TEL:03-6202-1287   FAX:03-6202-1294 E-mail:info_mlmc@jmar.co.jp 

  



 

 

 

◆「⽢い味」好き年々増加
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る味」「和風だしのきいた味」「コクのある味」の順で、半数以上の⼈が好きと答えています。嫌いな味
は「苦い味」「激辛味」が半数以上と双璧で、

そのうち、基本の五味について、時系列の推移をみたのが図表１です。
「甘い味」は好きな⼈が３⼈に２⼈と一番多く、

6％に過ぎず、減少傾向です。
次いで好きな⼈が多いのが「うま味のある味」です。

んど変化がなく、嫌いな⼈はほとんどいませんでした。
「しょっぱい

加し、嫌いな⼈が
「酸っぱい味」は好きな⼈
「苦い味」は好きな⼈

結果でした。「苦い味」は
準が続いていま
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◆北海道・東北ではみそラーメン、東海ではこってり味のうどん、 
四国でうどんメニュー、九州でとんこつラーメンが⼈気。 

 
 
 

ラーメンの好きなスープの味や、和風・中華めん類の好みについて聞きました。「焼きそば：ソース味」
が全体で 64％の⼈が好きと答えて最も多く、次いで「ラーメン：しょうゆ味のスープ」が 6 割以上、「ラ
ーメン：みそ味のスープ」「温かいうどん：関⻄風薄い⾊のかけ汁」が 5 割台で続きました。 

この中から、各地域で全体より 5 ポイント以上⾼い上位 3 項目をピックアップし、めん類の好みの地
域差を⾒ました。 

トップの「焼きそば：ソース味」は好みの地域差がほとんどなく、全体より 5 ポイント以上⾼い地域
がないので、どの地域のランキングにも登場しません。2 位の「ラーメン：しょうゆ味のスープ」は北関
東・甲信、⾸都圏でトップ、3 位の「ラーメン：みそ味のスープ」は北海道、東北でトップでした。 

４位の「温かいうどん：関⻄風のかけ汁」は関⻄以⻄の地域ではランクインしており、特に関⻄では
7 割超えと⼈気でした。四国では、「温かいうどん：関⻄風のかけ汁」以下、「ぶっかけうどん」「冷たい
うどん」がベスト 3 で、“うどん“⼈気の⾼さが目⽴っています。 

北陸・新潟では「冷たいそば」「冷たいうどん」「冷たいそうめん」と冷たいめん類が好まれ、東海で
は「カレーうどん」「みそ煮込みうどん」とこってり味のうどんが好まれていました。 

九州では「ラーメン：とんこつスープ」が 7 割を超えているのも特徴的です。 
 

 

図表 2 好きなめん類（ＭＡ） 

 
 
 

  
 
 

 
北海道 

⻘森 
秋田 岩⼿ 
山形 宮城 
新潟 福島 

富山 群馬 栃木 
石川 山梨 埼玉 茨城 

福井 岐阜 ⻑野 東京 千葉 
島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川   

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重            
福岡            和歌山            

⻑崎 佐賀 大分 愛媛 香川                   
熊本 宮崎 ⾼知 徳島                   
⿅児島                          

沖縄                               
 
 
 
 
 

※「ラーメンで好きな味・タイプ」の中からスープの味、「めん類で好きな食べ方・味付け」について聞いた中から、各地域
ごとに全体平均より 5 ポイント以上⾼い項目の上位 3 項目をピックアップしました。 

0% 50% 100%

ラーメン：みそ味のスープ
冷たいそば

温かいそば：関東風かけ汁

北海道(n=207)

0% 50% 100%

ラーメン：みそ味のスープ
冷やし中華：⽢酢しょうゆだれ
温かいうどん：関東風かけ汁

東北(n=206)

0% 50% 100%

ラーメン：しょうゆ味のスープ
ラーメン：みそ味のスープ

冷たいそば

北関東・甲信(n=196)

0% 50% 100%

ラーメン：しょうゆ味のスープ
ラーメン：みそ味のスープ

カレーうどん

首都圏(n=216)0% 50% 100%

カレーうどん
みそ煮込みうどん

温かいうどん：関東風かけ汁

東海(n=213)

0% 50% 100%

冷たいそば
冷たいうどん

冷たいそうめん

北陸・新潟(n=210)

0% 50% 100%

温かいうどん：関⻄風かけ汁
温かいそば：関⻄風かけ汁

関⻄(n=216)

※3位該当なし

0% 50% 100%

温かいうどん：関⻄風かけ汁
ラーメン：とんこつスープ

ぶっかけうどん

中国(n=213)

0% 50% 100%

温かいうどん：関⻄風かけ汁
ぶっかけうどん
冷たいうどん

四国(n=209)0% 50% 100%

ラーメン：とんこつスープ
温かいうどん：関⻄風かけ汁
温かいそば：関⻄風かけ汁

九州(n=199)
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◆東北、北陸・新潟では和⾷の⼀汁三菜メニューが⼈気。 
中国、四国ではテーブルクッキングが⼈気。 

 
 
 

好きなメニューを主食以外の 41 項目でみると、「刺⾝」が 71％と 7 割を超えてトップ、次いで「か
ら揚げ・⻯⽥揚げ」「ハンバーグ」「みそ汁」「天ぷら・かき揚げ」「焼き⾁・鉄板焼き」「ギョーザ」「お
好み焼き」「すき焼き」「ステーキ」「卵焼き」「しょうが焼き」「焼き⿃」が６割台で続きます。この 6 割
以上の⼈が好きと答えた上位メニューを⾒ると、13 項目中 8 項目が⾁主体のメニューでした。 

この中から、各地域で全体より 5 ポイント以上⾼い上位 3 項目をピックアップし、おかずの好みの地
域差を⾒ました。 

「納豆」が北海道、東北でランクイン、4 位以下も⾸都圏以北で好きな⼈が目⽴っています。 
東北では「焼き⿂」「和風漬物」もランクインし、ごはんに⿂の主菜と⼩鉢などのおかず数品が食卓に

並ぶ和食の一汁三菜メニューが⼈気なようです。北陸・新潟でも「焼き⿂」「和風漬物」「野菜の煮物」
と、東北同様、和食の一汁三菜メニューが⼈気でした。 

北関東・甲信では「ステーキ」「野菜サラダ」「茶碗蒸し」、⾸都圏では「ハンバーグ」「ギョーザ」「ス
ープ」と洋風・中華風が中心です。 

関⻄では該当したメニューは「冷やっこ」のみでしたが、週に 1 回以上食べるメニューでは「すまし
汁・お吸い物」が全体より 5 ポイント以上⾼く、「お好み焼き」が 1 割を超えていました。 

一方、中国では「焼き⾁・鉄板焼き」、四国では「寄せ鍋など鍋料理」「おでん」がランクインし、食
卓をみんなで囲むテーブルクッキングメニューが⼈気でした。 

九州で「ポテトサラダ」「⾁じゃが」とジャガイモメニューがランクインしたのも特徴的です。 
 

図表 3 好きなおかず（MＡ） 
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島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川   
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※「あなた自⾝が好きなメニューは？」と聞いた主食以外の 41 項目の中から、各地域ごとに全体平均より 5 ポイント以上⾼
い項目の上位 3 項目をピックアップしました。 

0% 50% 100%

納豆
焼き魚

和風漬物

東北(n=206)

0% 50% 100%

焼き魚
和風漬物

野菜の煮物

北陸・新潟(n=210)

0% 50% 100%

冷やっこ
関⻄(n=216)

※2位・3位該当なし

0% 50% 100%

焼き肉・鉄板焼き
ポテトサラダ

中国(n=213)

※3位該当なし

0% 50% 100%

卵焼き
寄せ鍋など鍋料理

おでん

四国(n=209)0% 50% 100%

ポテトサラダ
スープ

肉じゃが

九州(n=199)

0% 50% 100%

ハンバーグ
ギョーザ
スープ

首都圏(n=216)

0% 50% 100%

焼き鳥
納豆

北海道(n=207)

※3位該当なし

0% 50% 100%

ステーキ
野菜サラダ
茶碗蒸し

北関東・甲信(n=196)



 

5 

 

 

◆⾸都圏以北と北陸・新潟では「中濃ソース」、 
中京圏以⻄では「ウスターソース」プラス各種ソース。 

 
 
 

10 地域の主婦を対象に、普段料理によく使う調味料を聞きました。全体では「ケチャップ」「こしょ
う」が 9 割を超えて双璧、次いで「つゆの素・めんつゆ」「マヨネーズ」が 8 割以上、「ごま油」「穀物酢」
「かつお風味のだしの素」「オリーブオイル」「サラダ油」「焼⾁のたれ」「濃口しょうゆ」が 7 割台と、
これらの調味料はどの家庭でもよく使われているものです。 

各地域で全体より 5 ポイント以上⾼い上位 5 項目をピックアップし、家庭で使われている調味料の地
域差を⾒ました。 

全体で 3 位の「つゆの素・めんつゆ」は、北海道と宮城・福島では 9 割を超えて 1 位です。以下、「ご
ま油」は宮城・福島で、「穀物酢」は関東以北で、「かつお風味のだしの素」は宮城・福島と北関東・甲
信で 8 割以上でした。「焼⾁のたれ」は福岡で 8 割を超え、「濃口しょうゆ」は阪神圏と福岡で 8 割前後
と、特によく使われているのも特徴となっています。 

全体の上位の中では、「ケチャップ」「こしょう」「マヨネーズ」「オリーブオイル」「サラダ油」は目⽴
った地域差はなく、全国的によく使われています。 

各地域の上位 5 項目を⾒ると、ソース類が多く挙がっています。⾸都圏以北と北陸・新潟では「中濃
ソース」、中京圏以⻄では「ウスターソース」プラス「お好み焼きソース」「濃厚・トンカツソース」な
どの各種ソースが使い分けられているのが特徴となっています。 

一方、元々地域性が⾼いとされてきた、みそやしょうゆは、「淡口しょうゆ」が四国で、「辛口みそ：
淡⾊（信州みそ等）」「辛口みそ：⾚（越後みそ等）」が北陸・新潟でランクインしています。ランク外で
も、「豆みそ」は中京圏で、「⻨みそ」は岡⼭・広島、四国、福岡でよく使われています。しかしながら
年々減少傾向となっており、その地域でどの家庭でも普通に使われている、主流の調味料というわけで
はなくなっているようです。 

図表 4 よく使う調味料（ＭＡ）  

 
 

 
北海道 

⻘森 
秋田 岩⼿ 
山形 宮城 
新潟 福島 

富山 群馬 栃木 
石川 山梨 埼玉 茨城 

福井 岐阜 ⻑野 東京 千葉 
島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川   

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重            
福岡            和歌山            

⻑崎 佐賀 大分 愛媛 香川                   
熊本 宮崎 ⾼知 徳島                   
⿅児島                          

沖縄                               
 
 
 
 

※「普段料理に使う調味料は？」と聞いた 148 項目の調味料の中から、各地域ごとに全体平均より 5 ポイント以上⾼い項目
の上位 5 項目をピックアップしました。 

0% 50% 100%

中濃ソース
ラー油

和風醤油味ドレッシング
だし入りみそ

三温糖

首都圏(n=164)

0% 50% 100%

ウスターソース
本みりん

お好み焼きソース
ごま味のドレッシング

料理酒

中京圏(n=156)

0% 50% 100%

中濃ソース
辛口みそ：淡色
辛口みそ：赤

北陸・新潟(n=159)

※4位〜5位該当なし

0% 50% 100%

濃口しょうゆ
白砂糖

ウスターソース
お好み焼きソース

濃厚・とんかつソース

阪神圏(n=163)

0% 50% 100%

お好み焼きソース
ウスターソース
ぽん酢しょうゆ
味塩こしょう
合わせみそ

岡山・広島(n=161)

0% 50% 100%

お好み焼きソース
ウスターソース
淡口しょうゆ

濃厚・とんかつソース
料理酒

四国(n=153)

0% 50% 100%

濃口しょうゆ
焼き肉のたれ
ウスターソース

お好み焼きソース
濃厚・とんかつソース

福岡(n=159)

0% 50% 100%

つゆの素・めんつゆ
穀物酢

普通の食塩
中濃ソース
一味唐辛子

北海道(n=152)

0% 50% 100%

つゆの素・めんつゆ
かつお風味の和風だしの素

穀物酢
ごま油
白砂糖

宮城・福島(n=156)

0% 50% 100%

穀物酢
かつお風味の和風だしの素

中濃ソース
中華だしの素
七味唐辛子

北関東・甲信(n=154)



 

 

 

◆男性が好きな「焼⾁のたれ味」

 
 

調味料系の選択肢
トップ、以下「かつおだしの味」「塩味」「みそ味」「マヨネーズ味」が

男⼥の差が
のたれ味」の２項目は男性の方が好きな⼈が多く、特に「焼⾁のたれ味」
て全体で 7

⼥性の方が好きな⼈が多
ト味」とやわらかい洋風の味が多く挙がりました。「バジル味」
7 ポイント、

 
 

 

男性が好きな「焼⾁のたれ味」

調味料系の選択肢 41
トップ、以下「かつおだしの味」「塩味」「みそ味」「マヨネーズ味」が

男⼥の差が 10 ポイント以上あった項目をピックアップしました。
のたれ味」の２項目は男性の方が好きな⼈が多く、特に「焼⾁のたれ味」

7 ポイント、男性
⼥性の方が好きな⼈が多

ト味」とやわらかい洋風の味が多く挙がりました。「バジル味」
ポイント、⼥性で 10

 

男性が好きな「焼⾁のたれ味」
⼥性の好きな「バジル味」は好きな⼈が増加中

41 項目を挙げ、好きな味・風味を聞きました。全体では「しょうゆ味」が
トップ、以下「かつおだしの味」「塩味」「みそ味」「マヨネーズ味」が

ポイント以上あった項目をピックアップしました。
のたれ味」の２項目は男性の方が好きな⼈が多く、特に「焼⾁のたれ味」

男性では 11
⼥性の方が好きな⼈が多かった残り

ト味」とやわらかい洋風の味が多く挙がりました。「バジル味」
10 ポイント増加したのも特徴的です。

図表

  

男性が好きな「焼⾁のたれ味」
⼥性の好きな「バジル味」は好きな⼈が増加中

項目を挙げ、好きな味・風味を聞きました。全体では「しょうゆ味」が
トップ、以下「かつおだしの味」「塩味」「みそ味」「マヨネーズ味」が

ポイント以上あった項目をピックアップしました。
のたれ味」の２項目は男性の方が好きな⼈が多く、特に「焼⾁のたれ味」

11 ポイント増加していました。
かった残り 8 項目は、「コンソメ味」「チーズ味」「ホワイトソース味」「トマ

ト味」とやわらかい洋風の味が多く挙がりました。「バジル味」
ポイント増加したのも特徴的です。

図表 5 好きな味・風味
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男性が好きな「焼⾁のたれ味」、 
⼥性の好きな「バジル味」は好きな⼈が増加中

項目を挙げ、好きな味・風味を聞きました。全体では「しょうゆ味」が
トップ、以下「かつおだしの味」「塩味」「みそ味」「マヨネーズ味」が

ポイント以上あった項目をピックアップしました。
のたれ味」の２項目は男性の方が好きな⼈が多く、特に「焼⾁のたれ味」

ポイント増加していました。
項目は、「コンソメ味」「チーズ味」「ホワイトソース味」「トマ

ト味」とやわらかい洋風の味が多く挙がりました。「バジル味」
ポイント増加したのも特徴的です。

好きな味・風味

 
⼥性の好きな「バジル味」は好きな⼈が増加中

項目を挙げ、好きな味・風味を聞きました。全体では「しょうゆ味」が
トップ、以下「かつおだしの味」「塩味」「みそ味」「マヨネーズ味」が

ポイント以上あった項目をピックアップしました。
のたれ味」の２項目は男性の方が好きな⼈が多く、特に「焼⾁のたれ味」

ポイント増加していました。 
項目は、「コンソメ味」「チーズ味」「ホワイトソース味」「トマ

ト味」とやわらかい洋風の味が多く挙がりました。「バジル味」が好きな⼈
ポイント増加したのも特徴的です。 

好きな味・風味（ＭＡ）

⼥性の好きな「バジル味」は好きな⼈が増加中

項目を挙げ、好きな味・風味を聞きました。全体では「しょうゆ味」が
トップ、以下「かつおだしの味」「塩味」「みそ味」「マヨネーズ味」が 5 割以上で続きます。

ポイント以上あった項目をピックアップしました。10 項目のうち、「カレー味」「焼⾁
のたれ味」の２項目は男性の方が好きな⼈が多く、特に「焼⾁のたれ味」が好きな⼈は

項目は、「コンソメ味」「チーズ味」「ホワイトソース味」「トマ
が好きな⼈は、3

（ＭＡ） 

⼥性の好きな「バジル味」は好きな⼈が増加中

項目を挙げ、好きな味・風味を聞きました。全体では「しょうゆ味」が
割以上で続きます。
項目のうち、「カレー味」「焼⾁
が好きな⼈は 3 年前と⽐較し

項目は、「コンソメ味」「チーズ味」「ホワイトソース味」「トマ
3 年前と⽐較して

⼥性の好きな「バジル味」は好きな⼈が増加中。 

項目を挙げ、好きな味・風味を聞きました。全体では「しょうゆ味」が 64％と
割以上で続きます。 
項目のうち、「カレー味」「焼⾁

年前と⽐較し

項目は、「コンソメ味」「チーズ味」「ホワイトソース味」「トマ
年前と⽐較して全体で

 
 

％と

項目のうち、「カレー味」「焼⾁
年前と⽐較し

項目は、「コンソメ味」「チーズ味」「ホワイトソース味」「トマ
全体で
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 「味の地域差に関する調査 2015」は、全国の男⼥個⼈、及び主婦を対象に、2 回にわたって、下記項
目について調査しました。 
 《味嗜好編》20〜50 代男⼥個⼈対象 《料理編》30〜50 代の主婦対象 

①味の好き嫌い ①よく作る家庭料理メニュー 
 ②好きな料理ジャンル・メニュー ②和風料理の味付け意識 
 ③代表メニューの食べ方・味付け ③代表的な家庭料理の味 
  ラーメン／和風・中華めん類／鍋料理  みそ汁／和風の野菜の煮物／和風の麺類／卵焼き 
  フライ／天ぷら／サラダ  炊き込みご飯／チャーハン・炒めご飯／野菜炒め 
  みそ汁・スープ  鍋料理／フライ・揚げ物 
 ④食事や買い物の実態 ④よく使う調味料 
 
 
 
  本調査は、味の地域差・性年代差がわかる基礎データです。今回はその中から、「好きな味／嫌い・
苦手な味」「好きなめん類」「好きなおかず」「よく使う調味料」「好きな味・風味」に焦点をあて、結果
の速報を報告しております。 
 (http://www.jmar.biz/2015/10/2015-3.html) 

【調査購入のご案内】 
 本調査は、弊社自主企画による調査に複数企業がご参加いただく方式で実施し、以下のアウトプット
一式を提供いたします。 
 ・購⼊費⽤：《味嗜好編》《料理編》各定価 400,000 円／ＭＤＢメンバー価格 360,000 円(税別） 
 《味嗜好編》《料理編》セット価格定価 750,000 円／ＭＤＢメンバー価格 675,000 円(税別） 
 〔オプション企画〕時系列データ集《味嗜好編》180,000 円《料理編》230,000 円(税別） 
 ・調査のアウトプット 
 (１)調査報告書：《味嗜好編》A4 判・75 ページ《料理編》A4 判・74 ページ、2015 年 7 月発⾏ 
 (２)集計結果数表：《味嗜好編》A4 判・562 ページ《料理編》A4 判・659 ページ・2015 年 7 月発⾏ 
 (３)集計データ一式：《味嗜好編》《料理編》2015 年 7 月発⾏ 
 (４)〔オプション企画〕時系列データ集：《味嗜好編》《料理編》2015 年 7 月発⾏ 
  
 ※本調査の成果物の著作権は（株）日本能率協会総合研究所が保有します。 
 ※弊社は、本調査にご参加・購⼊いただいた企業（法⼈・個⼈）以外には、成果物を提供いたしません。ただし、本調

査を告知するための限定的な利⽤、及び発刊から一定期間経過後はこの限りではありません。 
 ※本調査の成果物のご利⽤はご参加・購⼊いただいた企業（法⼈・個⼈）の内部でのご利⽤のみに限らせていただきま

す。 
 
《本件についてのお問い合わせ先》 

株式会社日本能率協会総合研究所 消費者研究部  担当：土井 
       〒100-0004 東京都千代⽥区大手町２-２-１ 新大手町ビル２階 
TEL:03-6202-1287   FAX:03-6202-1294 E-mail:info_mlmc@jmar.co.jp 

 
 

本件引用の際は、お⼿数ですが、上記あて掲載紙をご送付ください。 
 


