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[No.249778] 〔⽇本経済新聞〕お問い合わせ回答

分類項⽬:

分類項⽬ 緑

池⽥

剛⼠様

(お問い合わせ番号：249778)

平素は⽇経グループのサービスをご利⽤いただき、誠にありがとうございます。
お問い合わせについて、下記のとおり回答させていただきます。
お問い合わせありがとうございます。
紙⾯・記事の編集過程の詳細については
極めて特殊な場合を除き、
外部からのお問い合わせに個別回答しておりません。
学術的に諸説があることは承知しておりますが
⻑芋にムチンと呼ばれ得る成分が含まれている事実は
以下の新聞記事にも記述があり、
呼称「ムチン」が指す範囲の国際的多様性とも相まって
読者・消費者の皆様とも認識が共有可能と考えております。
潮流 ⿃取県農業会議会⻑ 全国⾷と農の応援団講師
2016/10/30 ⽇本海新聞

13 ページ

1243 ⽂字

川上⼀郎「ねばりっこ」の秘密

PDF 有

（⻄川和尚のらくらく精進料理）たたきオクラと⻑芋の酢のもの
2016/08/11 朝⽇新聞

朝刊 24 ページ

絵写表有 734 ⽂字

そうだったのか！えひめ⾷の探検（３２）やのくにこ
2015/11/13 愛媛新聞

24 ページ

1462 ⽂字

ジネンジョ（⻄条市）

PDF 有

帯畜⼤農業サークルが帯広市街地で限定カフェオープン
2015/10/13 ⼗勝毎⽇新聞

794 ⽂字

マメ知識／疲れた胃腸いたわる⾷事
2015/03/24 東奥⽇報

朝刊 21 ページ 251 ⽂字

PDF 有

★暮らしのアドバイス★ 料理⼯夫して胃腸いたわる
2015/02/02 岩⼿⽇報朝刊
⽣活メモ

8 ページ

274 ⽂字

疲れた胃腸いたわる⾷事

2015/01/29 中国新聞朝刊

20 ページ

291 ⽂字

PDF 有

疲れた胃腸いたわる／⾼栄養を効率よく
2015/01/27 琉球新報朝刊

17 ページ

疲れた胃、守らネバ／京都府

280 ⽂字
1

強い粘り

贈答で⼈気

◎アドバイス＝胃腸をいたわる⾷事
2015/01/26

熊本⽇⽇新聞朝刊

20 ページ

285 ⽂字

PDF 有

＝暮らしのアドバイス＝ 疲れた胃腸いたわる⾷事
2015/01/21 佐賀新聞

27 ページ

274 ⽂字

PDF 有

◎からだ思いごはん＝⻑芋のグラタン ふんわり⾷感、新陳代謝を促進 料理
2014/10/16

熊本⽇⽇新聞朝刊

14 ページ

675 ⽂字

PDF 有

（くらしの扉）秋バテ、おいしく撃退 疲れ切った胃腸に気遣いを
2014/09/08 朝⽇新聞

朝刊 24 ページ

絵写表有 1791 ⽂字

（旬！）オクラ ムチンで猛暑に勝たねば〜
2014/06/24 朝⽇新聞
多くの⾷品を取ろう

⼣刊 3 ページ

【⼤阪】

絵写表有 413 ⽂字

⾵邪予防のお薦めメニュー 野菜摂取１⽇３５０グラム以上

2013/12/24 北⽇本新聞朝刊 7 ページ 848 ⽂字
元気は⾷を楽しむ⼼から 体の治癒⼒を引き出そう＜⼋巻美恵⼦＞／⻑芋／ねばねばが消化助ける／先
⽇、仕事で⻘森へ⾏く機会がありました。⾞窓からは、⻑芋畑のなだらかな景⾊が続きます。その広⼤な
畑を⽬にすると
2013/10/28 河北新報朝刊

写

1112 ⽂字

総菜売り場にぞくぞく登場 ネバネバ系フード 夏バテ解消はコレ
2013/07/24 ⼤阪⽇⽇新聞

23 ページ

453 ⽂字

２０１３・新緑号「楽団」３「ねばりっこ」のふわふわチヂミ
2013/04/30 ⽇本海新聞

3 ページ

（やさい流）秋を⾷らう：１
2012/10/06 朝⽇新聞

旬の野菜を⾷べよう！

829 ⽂字

滋養どろどろ汁 ねばねばで疲労回復

朝刊 17 ページ

絵写表有 1089 ⽂字

中川⼀恵さんのレシピ
2012/06/23

茨城新聞朝刊Ａ版

［信州の野菜を訪ねて］⻑芋
2011/11/22 東京読売新聞
（やさい流）実りの秋に：１
2011/10/29 朝⽇新聞

11 ページ

1299 ⽂字

最適な⼟壌
朝刊

粘り育む＝⻑野

34 ページ写

1032 ⽂字

⻑芋⼊り⾖乳スープ

朝刊 15 ページ

体に優しい最強コンビ

絵写表有 1151 ⽂字

「惣菜・べんとうグランプリ２０１１」受賞作品の紹介
2011/05/02

⽇⾷外⾷レストラン新聞

8 ページ

3655 ⽂字

「惣菜・べんとうグランプリ２０１１」受賞作品 外⾷レストラン新聞独⾃⼨評
2011/05/02

⽇⾷外⾷レストラン新聞

10 ページ

4481 ⽂字

＜おいしい⽣活＞種類も調理法も多彩＊イモ七変化＊すき焼き、かき揚げに
2010/11/24

北海道新聞⼣刊地⽅

6 ページ写 1386 ⽂字

（やさい流）秋の精進：３ 秋の揚げ野菜おろし酢あえ
2010/11/20 朝⽇新聞
味な提⾔
（５）

（５）

揚げ物をさっぱりと

絵写表有 1461 ⽂字

豊橋技術科学⼤先端農業バイオリサーチセンター特任教授 三枝正彦さん
ナガイモ

2010/10/10
味な提⾔

朝刊 17 ページ

PDF 有

⾃然の胃腸薬、⽣⾷で！

中⽇新聞朝刊

地⽅版（三河総合版）

23 ページ 1211 ⽂字

PDF 有

豊橋技術科学⼤先端農業バイオリサーチセンター特任教授 三枝正彦さん
ナガイモ

デンプンを楽しむ

⾃然の胃腸薬、⽣⾷で！
2

デンプンを楽しむ

2010/10/10 中⽇新聞朝刊
味な提⾔
（５）

23 ページ

1211 ⽂字

PDF 有

豊橋技術科学⼤先端農業バイオリサーチセンター特任教授 三枝正彦さん
ナガイモ

2010/10/10

デンプンを楽しむ

⾃然の胃腸薬、⽣⾷で！

中⽇新聞朝刊

地⽅版（尾近知総版）

（元気のレシピ）だしがら昆布のスープ
2010/03/20 朝⽇新聞
2010/02/13 朝⽇新聞

PDF 有

海の恵み丸ごと味わう

朝刊 18 ページ

（元気のレシピ）かぶら蒸し

23 ページ 1211 ⽂字

絵写表有 1163 ⽂字

温かく滋養たっぷり

朝刊 18 ページ

絵写表有 1149 ⽂字

海童保育園、給⾷でインフル防げ！
2009/11/05 佐賀新聞

5 ページ

560 ⽂字

プロに聞く・ビールに良く合う夏バテ解消料理 鮪とねばねば野菜の和⾵カルパッチョ
ロの鉄分
2009/08/02 北國新聞
とうほく

朝刊 22 ページ 599 ⽂字

⾷材の泉／ナガイモ／⾁質柔らかく、あくない／ナガイモは、ヤマ

2008/09/19 河北新報朝刊

3 ページ

452 ⽂字

コンビニでネバネバ続々 ヘルシー、メタボ対策にも
2007/06/28

ＦｕｊｉＳａｎｋｅｉ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

秋期漬物特集：各社の経営戦略＝マルハチ
2006/09/30 ⽇本⾷糧新聞

「伝統⾷」で新たな商機

3 ページ

ｉ． 23 ページ 1233 ⽂字

「ねばねば」⼤型ヒットの予兆

1612 ⽂字

「ねばねば」全国的⼈気／⼭形・庄内の「だし」＋宮城・南三陸町のメカブ
2006/08/28 河北新報朝刊

11 ページ写 782 ⽂字

料理／免疫ＵＰ／オクラ／健康プランニングＩ主宰
2006/07/18 河北新報朝刊

飯渕由美／今が旬のオク

31 ページ写 1058 ⽂字

旬 とやま市場リポート 野菜

県産トマトや⼩松菜が順調

2006/07/06 北⽇本新聞朝刊 29 ページ 299 ⽂字
旬 とやま市場リポート リード
2006/07/06 北⽇本新聞朝刊 29 ページ 119 ⽂字
市場便り〔野菜〕

北海道から新⻑芋

2005/11/25 富⼭新聞

15 ページ

290 ⽂字

⻑野市松代町の⻑芋――⻨飯にとろろ汁⼈気（⻑寿の⾷卓）
...くれた。すりおろした⻑芋に、みじん切りのネギを混ぜ...
2005/09/01 ⽇本経済新聞

⼣刊

15 ページ

絵写表有

600 ⽂字

⾷彩マルシェ／モロヘイヤ／若返り促すネバネバ感／エジプト原産地のモロヘ
2005/08/20 河北新報朝刊
旬の献⽴

0 ページ写 398 ⽂字

鶏とテンペの合わせ焼き 夏野菜のゼリー寄せ ⾖苗のショウガいため

2005/07/28 中国新聞朝刊

16 ページ

絵写表有

1160 ⽂字

⾷彩マルシェ／ナガイモ／ネバネバに若返り効果／イモの種類が数ある中でナ
2005/03/12 河北新報朝刊

0 ページ写 372 ⽂字

波動を⾼める⽣活学：⻑芋
2004/12/10 百歳元気新聞
体にいい！

11 ページ

831 ⽂字

⻑芋とメカブの酢の物 ⽣活習慣病予防に効果
3

吸収抜群、マグ

2004/10/28 中国新聞朝刊
旬の献⽴

16 ページ

鶏⾁のみそマヨ焼き

2004/09/30 中国新聞朝刊
■⻄⽇本ふーど紀⾏

絵写表有

507 ⽂字

⻑芋の梅⾁あえ ホウレンソウのいためもの

16 ページ

絵写表有

1057 ⽂字

『⾼橋本の「⾷べ頃・⾼知」』 豚⾁のとろろあえ

本⽇放送

りのＷエンド
2004/01/10 ⾼知新聞⼣刊

8 ページ

絵写表有

471 ⽂字

畑から旬＝裾野の「⼤和芋」−整腸作⽤に効果 低カロリーで⽼化防⽌も
2003/12/19 静岡新聞

⼣刊 5 ページ 1271 ⽂字

［採れたてレシピ］肌の⽩さが⾃慢「砂丘ながいも」
2003/11/03 ⽇本農業新聞

0 ページ

1585 ⽂字

［ごはんのじかん］スタミナ冷やしうどん＝上村節⼦
2003/08/16

毎⽇新聞

地⽅版

17 ページ

15 ページ

／福岡

絵写表有

体にいい。いただきまぁす 海藻と⻑芋の三杯酢あえ
2003/07/11 中国新聞朝刊

砂地⽣かし丁寧に収穫

絵写表有

0 ⽂字
⼆⽇酔い防ぐ 酒のおつまみ

572 ⽂字

特産⻑芋使いとろろ飴開発／福島・⽩沢村の⽣産組合／福島県⽩沢村の⽩沢⻑
2003/02/03 河北新報朝刊

0 ページ

457 ⽂字

クリック東北／◎⻘森／「屋台村」に新たに１４店舗／⼋⼾市の「新幹線⼋⼾
2003/02/01 河北新報朝刊

8 ページ写 1182 ⽂字

とろろ飴で気分もトロロン／福島・⽩沢村の特産⻑芋を活⽤／⽣産組合が開発
2003/01/29 河北新報朝刊
◎来週のメニュー

15 ページ写 504 ⽂字

管理栄養⼠・近藤美智⼦（東広島市）

2002/10/18 中国新聞朝刊

18 ページ

絵写表有

2636 ⽂字

「おろしたて無添加とろろいも」発売（ヤマトフーズ）
2002/01/25 ⽇本⾷糧新聞
◎来週のメニュー

561 ⽂字

管理栄養⼠・近藤美智⼦（東広島市）

2001/10/12 中国新聞朝刊
⻨ごはん

15 ページ
16 ページ

絵写表有

2526 ⽂字

⾷物繊維をおいしく（元気からだ）

2001/06/04 朝⽇新聞

朝刊 8 ページ

絵写表有 2415 ⽂字

⻑芋…⼭形村から（４）＝ピザやケーキなど、新メニュー考案
2000/11/18

信濃毎⽇新聞朝刊

21 ページ

1074 ⽂字

［⾷べんさい］広島市中央卸売市場 ／広島
1997/12/11

毎⽇新聞

地⽅版

22 ページ

981 ⽂字

⽣活けいざい／ ⻑芋
1991/07/28 中⽇新聞

朝刊 23 ページ 313 ⽂字

⾸肯はできませんが、ウィキペディアでも
ムチンの定義広汎性は指摘されております。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%81%E3%83%B3
以上、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
4

ＲＫＣ公園どお

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
本メールにそのままご返信された場合には、お問い合わせを受け付けられません。
この回答について、さらにお問い合わせ・ご意⾒などをお寄せいただく場合は、
下記 URL よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
⽇本経済新聞 よくあるご質問・お問い合わせはこちらから
http://support.nikkei.com/?site_domain=nikkeifaq
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