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＼10 月 10 日「お好み焼の日」！/

お好み焼づくしのＣＭ・イベント・キャンペーンで
日本でも、ニューヨークでもコナモンは大盛り上がり！
オタフクソース株式会社(本社：広島市西区、代表取締役：佐々木直義)では、10 月 10 日の「お好み焼
の日」にちなみ、簡単にプロの味の関西お好み焼が楽しめる材料セット「お好み焼こだわりセット」をＰ
ＲするテレビＣＭの放送(10 月 3 日～10 日)や、東京駅での関根勤さん・関根麻里さん親子によるトーク
ショーと 1010 個の商品サンプリング(10 月 4 日)、92 名の一般参加者を招いての屋形船「ジュージュー
号」でのお好み焼教室 (10 月 10 日)など、お好み焼を囲む団らんの機会を広げることを目的とした、お
好み焼づくしの様々な取り組みを実施しました。
また、10 月 6～7 日には、米国ニューヨーク州ニューヨーク市のマンハッタンで開催された「ニューヨ
ーク コナモンコンテスト（New York Konamon Contest）2018」に協賛するなど、日本国内だけでなく、
海外でも日本食文化「コナモン」を盛り上げました。
様々な活動で、10 月 10 日「お好み焼の日」を盛り上げました！
①10/3～10/10、プロの味のお好み焼が再現できる「お好み焼こだわりセット」を紹介するテレビＣＭを全国で放送しました。
②10/4、東京駅での屋形船「ジュージュー号」出航イベントで関根勤さん、麻里さんによるトークショーと、
1010 個の商品サンプリングを行い PR しました。
③10/10、お好み焼教室特別編！東京湾に浮かぶ屋形船で、92 人がプロの味を調理体験しました。
④10/6～10/7、ニューヨークで、日本と現地のお好み焼店が出店する「ニューヨーク コナモンコンテスト」に協賛しました。
⑤10/6、料理動画アプリ「デリッシュキッチン」にて、SNS 映えするパーティーお好み焼レシピの配信を開始しました。
⑥10/10、映画『この世界の片隅に』制作メンバーによる、新コーポレートスローガンテーマの WEB アニメーションを公開しました。
⑦10/5～10/20、関西 2 府 4 県限定で「お好み焼こだわりセット」モニターキャンペーン参加者募集中。
⑧10/1～12/31、東京のお好み焼店で、プロの味を食べ歩く「お好みラリーキャンペーン」実施中。

■10/4 に東京駅で、関根勤さん、麻里さん親子によるトークショーと、

お好み焼こだわりセット

して、タレントの関根勤さん、麻里さん親子によるトークショーとテー

厳選されたこだわり素材
と、3 ステップの焼き時間
約 10 分でできる技レシピ
で、簡単にプロの味がおう
ちで作れる材料セット。

プカットを行いました。屋形船でお好み焼体験をしていただくことに合

＜希望小売価格（税抜）＞
2 人前 271 円、4 人前〔2 人前×2〕431 円

「お好み焼こだわりセット」と「お好みソース」1010 個サンプリング実施
１０月１０日に屋形船「ジュージュー号」が限定出航することを記念

わせ、使用する「お好み焼こだわりセット」を紹介。さらに、お二人のお好み焼の
楽しみ方や、“仕事のこだわり”などを披露いただきました。同日夕方には、同会場
で「お好み焼こだわりセット」と「お好みソース」をセットにし 10 月 10 日にち
なんで 1010 個配布。あっという間に行列ができた会場では、一日中お好み焼こだ
わりセットのポスターや CM を展開し、１０月１０日「お好み焼の日」認知普及に繋げられたとともに、
便利な材料セットで、お好み焼の手軽な作り方とおいしさをご家庭で体感いただける機会となりました。

■10/10 お好み焼教室特別編！東京湾に浮かぶ屋形船でプロの味を調理体験！

ヘラを使って一生懸命ひっくり返したり、
写真を撮ったり、お好み焼を囲んで
大盛況の会場

「お好み焼の日」を記念して、本格的な鉄板と「お好み焼こだわりセット」
を使ったお好み焼づくりが体験できるイベントを、屋形船「ジュージュー号」
で開催。当社では、おいしいお好み焼の作り方を作って学べるお好み焼教室
を、広島・東京の自社施設で毎日（平日）行っており、今回はその特別編と
して、屋形船のテーブル鉄板 26 台を使い、事前に応募された一般の方 92 名
に体験いただきました。参加された方の中には「本当にふっくらしておいしい」と、２枚目を「おかわり」
される方も！ ふっくら美味しく、また簡単にご家庭でつくれるお好み焼の魅力を体感いただきました。

■10/6、10/7 日本のコナモン文化を伝える、New York でのコナモンコンテストに協賛
ロサンゼルスの工場で、調味料の製造・販売を行うオタフクフーズ(Otafuku Foods, Inc.)では、日本の
食文化を代表するコナモン文化を、海外で現地の方に実際に味わい、知っていただける機会として、米国
ニューヨーク州ニューヨーク市のマンハッタンで開催されるイベント「ニューヨーク

コナモンコンテ

スト（New York Konamon Contest）
」に第 1 回から協賛しています。
第 2 回の今回は、昨年の約 8,000 名を大きく上回る約 12,000 名が来場。
米国からの参加 6 店（うち日系企業 2 店）と日本からの参加 2 店の計 8 店
が、お好み焼・広島お好み焼・たこ焼・焼そばメニューを約 8,000 食提供
しました。来場いただいた多くの方が SNS などにも投稿され、メディア
からの注目も高く、ニューヨークでもコナモンが大いに盛り上がった２日
間に、今後の更なる浸透も期待されます。
「初めて食べたけど、とてもおいしい！」
「NY で食べられるところはあるの？」など参加者に大好評！

＜ウェブサイトでの投票結果＞
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位

■10/6 より、レシピ動画アプリ「デリッシュキッチン」にて、SNS 映えのパーティーお好み焼レシピを配信
10 月 6 日より、
「お好み焼こだわりセット」を使用して簡単に作れる、ゆで卵やチー
ズ、枝豆などのたくさんの華やかなトッピングが SNS 映え間違いなしの「みんなで作
ろう♪パーティーお好み焼」のレシピ動画を、レシピ動画アプリ「デリッシュキッチ
ン」で配信しています。一度にたくさん作れて、みんなでワイワイ
楽しめるパーティーお好み焼の魅力を提案しています。動画 QR コード➡
■10/10、映画『この世界の片隅に』制作メンバーが手掛ける WEB アニメーション

『わたしの名はオオタフクコ〜小さな幸せを、地球の幸せに。〜』その 1（全 3 話）を公開
昨今の多様化する食シーンにおいて、美味しいお好み焼を囲む
「小さな幸せ」を、国境や人種を問わず社会全体へ広げていきたい
という想いから、当社では、2018 年度のコーポレートスローガン
「小さな幸せを、地球の幸せに。
」を新たに策定しました。
10 月 10 日には、スローガンをテーマにした WEB アニメーショ
ン『わたしの名はオオタフクコ～小さな幸せを、地球の幸せに。～』
その 1（全 3 話）を公開。本作品には、監督・脚本の片渕須直監督をはじめ、大ヒット映画『この世界の
片隅に』を手掛けた豪華メンバーが参加しており、主人公のオオタフクコが時代を越え、国境を越えて、
普遍的な「小さな幸せ」に出会うストーリーが展開されています。
特設サイト・動画はこちら➡https://www.otafuku.co.jp/corporate/lp/animation/index.html?bn=001

＝10 月 10 日以降も、まだまだキャンペーン実施中＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■10/5～10/20、関西 2 府 4 県限定で「お好み焼こだわりセット」モニターキャンペーン参加者募集
関西の 2 府 4 県にお住まいの方を対象に、「お好ミーティング！」と題したモニ
ターキャンペーンの参加者を募集しています。コナモンの本場関西で、プロの味を
再現できる「お好み焼こだわりセット」を使った感想を伺うと共に、手軽でおいし
いお好み焼の楽しみ方を提案します。
【応募期間】2018 年 10 月 5 日～10 月 20 日
【応募方法】ホームページ（https://www.otafuku.co.jp/event/kansaimoniter/）より応募

■10/1～12/31、東京のお好み焼店で、本格的なプロの味を食べ歩く「お好みラリーキャンペーン」実施
対象となる 138 件の東京のお好み焼店で、お好み焼の枚数に応じてもらえる応募
券を食べ歩いて集めて、枚数に応じた景品に応募できるキャンペーンを実施してい
ます。
【応募期間】2018 年 10 月 1 日～12 月 31 日
【応募方法】お好み焼 1 枚購入ごとに 1 枚もらえる応募券を集めて、
ホームページ（https://www.otafuku.co.jp/event/tokyorally2018/）より応募
～10 月 10 日「お好み焼の日」とは～
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10 月 10 日は、お好み焼を焼くときにジュージュー（10・10）とおいしく音を立てる
順位
年週
ことと、皆で鉄板などを囲んで食べる様子が輪（10 の 0）になって見えることから、
1 2017/10/09～2017/10/15
「お好み焼の日」に制定されています。2017 年のお好み焼の食卓への出現頻度
2 2016/12/26～2017/01/01
（※TI 値）が最も高かった週は、10 月 9 日～15 日の 1 週間で 7.26。平均値の 4.88
3 2017/01/09～2017/01/15
と比べても、「お好み焼の日」の頃に、たくさんの食卓でお好み焼が楽しまれてい
4 2017/02/06～2017/02/12
ることがわかります。
5 2017/05/22～2017/05/28

TI値
7.26
7.21
6.53
6.46
6.32
（※）TI 値とは、1000 食卓当たりのメニュー（or 材料 or 商品）の出現数を表す値
出典：（株）ライフスケープマーケティング「食ＭＡＰ」（2017
6 2017/06/05～2017/06/11 年）
6.08
7 2017/07/10～2017/07/16 6.07
8 2017/01/16～2017/01/22 6.01
商品のプレゼントパブリシティや本件に関するお問い合わせはこちら
9 2017/01/23～2017/01/29 5.99
オタフクホールディングス株式会社 広報部 沖本・小原
10 2017/02/27～2017/03/05 5.95
〒733-8670 広島県広島市西区商工センター7 丁目 4-27 TEL082-277-7112 FAX082-277-7144

