
1. あなたがよく食べる果物は何ですか？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 問１でよく食べる果物にりんごを選んだ方にお聞きします。あなたがりんごを食べ  

る理由として該当するものは何ですか？ 

 

 
 

あなたがりんごを食べる理由として該当す

るものは何ですか？  

健康に良いから 2829 

美容に良いから 673 

おいしいから 3738 

値段が手ごろだから 1340 

どこのスーパーでも売っているから 996 

栄養があるから 956 

家にあるから 179 

ダイエットのため 63 

おやつとして 545 

食事として 133 

便秘対策など腸活として 474 

その他 317 



 

 

3. あなたがりんごを食べるタイミングとして一番多いのは？ 

 
 

 

 

4. りんごを買う頻度として、あなたの感覚に一番近いものは？ 

 

 

りんごを買う頻度として、あなたの感覚に一番近いものは？  

日常的に買う 1227 

日常的ではないが割とよく買う 1610 

特売など安いと思ったら買う 648 

気が向いた時だけ買う 522 

季節限定で買う 639 

あまり買わない、全く買わない、その他 221 



5. この一年間で、あなたのりんごを食べる量に変化はありましたか？ 

 
    

6. 問５でりんごを食べる量が「かなり増えた」、「やや増えた」と回答した方お聞き

します。増加の理由は何ですか？ 

 

 



6．問５でりんごを食べる量が「かなり減った」、「やや減った」と回答した方に  お聞

きします。減少の理由は何ですか？ 

 
 

 

7. あなたはりんごをどこで購入しますか？ 

      



8. 同居家族の中でりんごを買うのは誰であることが一番多いですか？ 

 
     

 

同居家族の中でりんごを買うのは誰であることが一番多いですか？  

自分（単身者を含む） 3822 

母親 638 

父親 55 

兄弟、祖父母、子ども 100 

その他（全く買わないを含む） 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 国内産りんごを購入する際、産地(都道府県)を気にしますか？ 

 
 

 

国内産りんごを購入する際、産地(都道府県)を気にしますか？  

非常に気にする 856 

気にする 1444 

やや気にする 1432 

あまり気にしない 915 

気にしない、全く気にしない、その他（全く買わないを含む） 220 

 

  



 

 

10. りんごを買う時期として、あなたの感覚に一番近いものは？ 

 
 

 

りんごを買う時期として、あなたの感覚に一番近いものは？  

一年中 1911 

秋～春 634 

秋～冬 2005 

冬だけ 164 

秋だけ、その他（全く買わないを含む） 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. １回で購入するりんごの量について、あなたの感覚に一番近いものは？ 

 

１回で購入するりんごの量について、あなたの感覚に

一番近いものは？  

1個 607 

２～３個 2210 

４個以上（袋入りなど） 1713 

箱単位 337 

 

 

12. 外国産りんごについて、購入することはありますか？ 

 

外国産りんごについて、購入することはありますか？  

購入している 481 

購入したことは無いが買ってみたい（または興味がある） 874 

買わない 3512 



13. 外国産りんごを購入したことのある方にお聞きします。購入理由として該当するも

のは何ですか？ 

 
 

 

13.  外国産りんごを「買わない」と言う方にお聞きします。理由として該当するものは

何ですか？ 

 

 
 



14. りんごの食べ方として、「そのまま丸かじりやカットして食べる」以外であなたが

一番多くしている食べ方・手段は？ 

 
 

 

 

りんごの食べ方として、「そのまま丸かじりやカットして食べる」以外であな

たが一番多くしている食べ方・手段は？（１つ選ぶ）  

スムージーやジュースにする 869 

ジャムにする 349 

ヨーグルトに入れる 1516 

お菓子に使う 753 

サラダに入れる 883 

サラダ以外の料理に使う 122 

その他 375 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

15. りんごを皮ごと食べることについて、あなたの感覚に一番近いものは？ 

 
 

 

 

りんごを皮ごと食べることについて、あなたの感覚に一番近いものは？  

全く抵抗が無い 2024 

さほど抵抗は無い 1329 

食べ方(カット方法)によっては抵抗が無い 683 

やや抵抗がある 580 

抵抗がある、かなり抵抗がある 251 

 

 

 

 

  



 

16. りんごにポリフェノールが含まれていることを知っていますか？ 

 

 
 

 

りんごにポリフェノールが含まれていることを知っていますか？  

よく知っている 2168 

なんとなく知っている 2182 

全く知らない 517 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

17. りんごに含まれるポリフェノールの主成分「プロシアニジン」について知っていま

すか？ 

 

 
 

 

りんごに含まれるポリフェノールの主成分「プロシアニジン」について知って

いますか？  

よく知っている 409 

なんとなく知っている 1125 

名前だけ知っている 920 

全く知らない 2413 

 

 

  



18. りんごの効果・効能の中で、あなたの購買動機に繋がるものはどれですか？ 

 

りんごの効果・効能の中で、あなたの購買動機に繋がるものは 

どれですか？  

美肌 1706 

便秘改善など腸活 3195 

肥満予防（内臓脂肪軽減） 1576 

高血圧予防 1207 

血糖値対策 729 

老化予防 1217 

アレルギー予防 305 

動脈硬化症の予防 552 

虫歯予防 241 

貧血予防 234 

育毛 68 

整腸作用 1410 



19. りんごの食味で、一番あなたの好みに近いものを選んでください。 

 
 

 

 

 

りんごの食味で、一番あなたの好みに近いものを選んでください。  

甘みが強く、酸味が無い 1202 

甘みもあるが酸味も少しある 3104 

甘酸っぱい 467 

酸味が強い 94 

 

 

 

 

  



 

20. りんごの食感で一番あなたの好みに近いものを選んでください。 

 
 

 

 

りんごの食感で、一番あなたの好みに近いものを選んでください。  

かなり歯ごたえがある 1023 

歯ごたえがある 3389 

やや軟らかめ 414 

軟らかめ 41 

 

 

  



21. りんごを選ぶとき、「香りの良さ」は気にしますか？ 

 
 

 

 

りんごを選ぶとき、「香りの良さ」は気にしますか？  

かなり気にする 646 

気にする 2075 

どちらかと言えば気にする 1453 

あまり気にしない 636 

気にしない 57 

 

 

  



 

 

 

22. 青森県は全国一位のりんご生産県です。そのことを知っていますか？ 

 
 

 

  



 

 

23. 次の品種のうち、あなたが名前を聞いたことがある品種すべてにチェックを入れて

ください。 

 
 



 

24. あなたがりんごの健康や美容に関する情報を知る媒体として、一番多いものは何で

すか？ 

 
 

 

 

あなたがりんごの健康や美容に関する情報を知る媒体として、一番多いもの

は何ですか？  

テレビ 2203 

新聞 210 

雑誌 235 

ラジオ、YouTube 132 

SNS 985 

ネットニュースなどWEB媒体 910 

その他（口コミ等） 192 

 

 

  



 

25. りんごの健康や美容に関する情報で、一番信頼性が高いと感じるのはどの媒体が発

信した情報ですか？ 

 
 

 

りんごの健康や美容に関する情報で、一番信頼性が高いと感じるのはどの媒

体が発信した情報ですか？  

テレビ 2183 

新聞 823 

ラジオ 60 

雑誌 336 

YouTube 81 

SNS 525 

ネットニュースなどWEB媒体 542 

その他（口コミ等） 317 

 

  



 

26. りんごの健康や美容に関する情報で、あなたが一番参考にしたいと感じるのはどの

人が発信した情報ですか？ 

 
 

 

りんごの健康や美容に関する情報で、あなたが一番参考にしたいと感じるの

はどの人が発信した情報ですか？  

医者や研究者 2280 

栄養士 1490 

料理家・シェフ 346 

美容家、美容や健康に詳しいタレント 188 

自分の好きなタレントやインフルエンサー 112 

身近な友人や家族 313 

その他 138 

 

 

 

 

 

  



 

27. りんごの需要拡大のために、あなたが一番効果的だと思うことは次のうちどれです

か？ 

 
 

 

りんごの需要拡大のために、あなたが一番効果的だと思うことは次のうちど

れですか？  

スーパー等りんご売り場でのキャンペーン 1782 

テレビCM等メディアを使ったイメージPR 1126 

りんごの具体的な効果効能のPR 1310 

料理への活用提案 315 

料理以外の新しい食べ方提案 192 

その他 142 

 

 

 

  



 

28. 他の果物には無いりんごの魅力として、食味以外であなたが一番のアピールポイン

トだと感じるのはどれですか？ 

 

 
 

 

 

他の果物には無いりんごの魅力として、食味以外であなたが一番のアピール

ポイントだと感じるのはどれですか？  

健康・美容に良い 2113 

日持ちがする 857 

歯ごたえがある（食感が良い） 369 

種類が豊富 381 

皮ごと食べられる 371 

手ごろな値段 328 

一年中販売されている 385 

その他 63 

 

 

 



29. りんごに関することで、あなたがもっと知りたいと思うことは何ですか？ 

 

 
 

 

30. 青森りんごについてご意見など自由にお書きください。 

    ※全回答から一部を紹介 

 

   ・単身世帯が増えているので、丸かじりで食べやすい300g以下の品種をもっと重視

してもよいと思います。 

 

・青森は自分の故郷なのでいつも応援しています。 

日本全国を転勤して思ったのですが、スーパーなどでの売り場での食べ方や選び

方など分かりやすくポスターなどで消費者に宣伝してほしい。 

よく選ぶ時、どれが良いのだろうと言う方が多かったので。 

 

   ・りんごと言えば青森！なのですが、あまりSNSでリンゴの美味しい楽しみ方、スイ

ーツなどは見ないのが残念です。ほかの果物は映えや、お料理としての活用法な

どをよく見かけるので、もっとリンゴも手ごろに楽しめるお料理アレンジなどの

投稿がたくさんあればいいと思っています。 

 

   ・HPを見て、青森には色んなりんごの種類があることを知りました。また、貯蔵に

ついても研究が進んでいて年中食べられる果物になってきているのを知りまし

た。Instagramで知ったので、もっと広く知ってもらいたいと思いました。 

 



   ・青森県産のりんごが一番おいしいです！ 

りんごにも色んな品種があるってことを知らない人が意外と多いと感じていま

す。みんなに知ってもらえるように、難しいかもしれませんが、生産量が少ない

りんご、日持ちしない夏のりんごなどが青森県外のスーパーなどで売られるよう

になるといいなと思ってます！ 

    

      ・りんごと言えば『青森!』とすぐに連想できる程のブランド力があると思いま

す。ただ、よほど好きな人でない限り、色々な品種を試した事がないと思うの

で、それぞれの品種の魅力をもっと身近に知りたいと思います。 

昨年位に話題になったりんごの品種のぷよぷよのようなゲームや、TV等で青森県

の方がそれぞれの品種を見分けられるのは、スゴいなと思いました。 

それだけ地元の方が見分けられるのに、青森以外の人は「ふじ」や「紅玉」位 

しか知らないというのはもったいないと思います。 

私はりんごが好きで生食以外にお菓子作り等にも使いますが、それでもほとん 

ど品種の特徴を知らない状態です。 

そもそも売っていないので買いにくいという事もあるので、少量の食べ比べセッ

ト等があると面白いかな?と思います。コンビニや自販機のカットりんごにも食

べ比べセットがあったら嬉しいです。また、品種の特徴を利用したレシピや効能

も知りたいです! 

 

・実家が青森というのもあり、りんごが大好きで、年中欠かさず食べています。 

今では年中スーパーで買えるようになり、毎日切らすこともないりんごですが、

毎日食べると友人に言うとなんで？と言われます（笑）まだまだ、りんごの栄養

や効能等の知名度は低いのだと少し悲しくなりました。若い人たちにも楽しくわ

かりやすくりんごの良さが伝わるように、これからも青森りんごを応援しなが

ら、一緒に広げていければと思っています。 

 

・おいしいリンゴをありがとうございます。最近の傾向か、なんでも甘いだけの

果物が多いように思います。甘みと酸味のバランスがとれていてシャキシャキ硬

いリンゴが食べたいです。生産量の少ないリンゴにも興味があるので購入しやす

い環境やPRがあるとうれしいです。 

 

・食べ方がマンネリ化してる気がするので、お菓子などではなく、普段から食べ

れるりんごのレシピなどあれば良いと思う。 

 

・冬に青森りんごを箱でいただき、その美味しさと産地直送の美味しさを実感し

ました。せっかくいただいた美味しいりんごを、なるべく痛ませることなく食べ

たいと思い、自分なりに保存したのですが、やはり鮮度を保つのは難しかったで

す。家庭で出来る保存法を知れるとうれしいです。 



 

・りんごを初めて食べたのが物心付いた幼い頃、お祝い膳に出された世界一、本

当に大きいサイズでした｡それからはりんごが大好きで、青森のりんごのファン

です。りんご尽くし弁当やりんごのかき揚げ〜ケーキにジャム等々、様々に活用

してます。青森の県民ではありませんので、まだまだ知らないりんごを食べてみ

たいです。普通のスーパーにもたくさんのりんごが旬には常に並ぶと嬉しいで

す。同じものばかりでは購入する楽しみが無いですから。関西方面のお店に青森

のりんごがたくさん並ぶことを願っています。 

 

・りんごは主人がダイエットすると言い出したために、購入するようになりまし

た。初めは、ただ安いものを買っていましたが、徐々に色んなりんごの種類を購

入して食べ比べしていました。きっかけこそ、単純ですが買い続けていると他の

種類にも興味が湧いてきます。今では、シナノスイートが好き！とまで種類で答

えられるようになりました。ちなみに、主人のダイエットは終了していますがり

んごの購入は続いています。皮もむいていましたが、栄養があると知り、そのま

ま食べています。虫歯予防になるのは知りませんでした。良いこと尽くしです

ね！ただ、夏は値段が高いのが財布に痛いです… 

 

・りんごを食べるきっかけになったのは息子のアトピー、便秘です。りんごは便

秘に良いと聞き一年中買うようになりました。美容、健康にもいいとテレビで知

り今では家族みんなでりんごを楽しんでます。りんごの時期になるとりんごがと

てもおいしくおやつやデザート、ヨーグルトに入れたり。毎日のように食べてい

ます。息子も小さい頃から食べているのでアトピー、便秘もいい調子です。青森

のりんごはスーパーでもよく見ます。迷わず青森りんごを購入しています。やっ

ぱり青森りんごは味、歯ごたえ、匂いもいいです。青森に旅行に行った時にはお

いしいりんごをたくさん食べたいです。大切に育ててくれた農家のみなさん栃木

にもおいしいりんごがたくさん届いてます。ありがとうございます。 

 

・りんごは、大好きな果物の一つです。実家の母も好きで、シーズンになると、

青森のりんごを一緒に頼んでくれ、産地より直送の物を頂いております。 

その中に入っている、農園での作業や青森の気候の様子を垣間みれるお手紙を楽

しみに読ませて頂いております。りんごも品種が増え、時期ごとに採れるものが

違ったり、奥が深いですね。また作業も年中行われていて、美味しいりんごを届

けるために、生産者の方々のご苦労にも頭が下がる思いです。りんごの効能やレ

シピも沢山知りたいです。 

我が家では、だいたい皮付きのまま頂いていますが、皮を使ってアップルティー

を作りたい時は、剥いています。芯とりんごの皮を使ったアップルティーは、有

名メーカーのアップルティーと匹敵します。これかも美味しいりんごを楽しみに

しています。 



 

・青森を離れてはや10年になりました。東海地方ではやっぱり青森りんごの良さ

がまだまだ届いていないと思います。私は青森のりんごを買って送ってもらって

は色んなの人に食べてもらってます。すると青森のりんごは種類でこんなに味が

違うの⁈美味しい！と毎回驚かれます。 

そのぐらいりんごに興味が無いんです。 

私たちは身近すぎてりんごは美味しいとわかっていますが、青森を一歩でるとり

んごのおいしさを知らない人たちがたくさんいます。 

もっともっと青森のりんごは美味しいんだよ！味が種類によって違うんだよ！と

いうPRを広めてもいいと思います。 

青森のりんごは世界一美味しいです。 

もっともっと日本、世界に広めてください！よろしくお願いします！ 

 

・青森りんご対策協議会のインスタグラムを見るようになり、青森りんごを買う

機会が増えました。これまで知らなかった品種が興味深く(金星など)、珍しい品

種も遠い鹿児島でも手に入ることができる嬉しさから、見つけると買ってしまい

ます。鹿児島では見られない、雪の季節のりんごの木の様子やりんごのお花など

の成長の様子の写真や動画も見ることができ、更にりんごの開花情報があると知

り、現地に見に行きたいと思いました。これからも、様々なりんご情報を楽しみ

にしています。 

 

・りんごが大好きで、いつか青森へ行ってみたいです。長野や岩手ではりんごを

アピールしたポスターやモニュメントがありました。青森にもあると思われます

が、行ってみたい！見てみたい！と思わせるようなものがあると良いなと思いま

す。既にあるかもしれませんが、より、他府県の人にもわかりやすい観光りんご

推し活動をお願いします。 

 

・手軽に買えるが､感動するりんごに出逢った記憶がありません。 

また蜜があるりんごを美味しいと認識し､それ以外は食感でしか選びません。 

品種の違い､美味しい食べ方を知りたい。 

 

     ・小さな頃からりんごは身近な存在で、とっても大好きです。関西では、東北地

方ほどスーパーでりんごの種類が少なく、決まった料理にこれが使いたい！と思

っていても手に入らないことがあり、少しさみしい思いをしています。ぜひ関西

のスーパーでも色々な種類が購入出来るように働きかけやキャンペーン、PRなど

していただけたら嬉しいです。 

 

 

 


