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▽商品特徴︓毎年、全てにおいて⾒直しをかけています。今年は三段仕込み製法を駆使し、更に美味

しい唐揚げづくりに全⼒を⼊れました。 
➀製法へのこだわり 

鶏肉本来のプリッとした食感を更に引き上げるために、お肉に下処理工程をひと手
間加えました｡「⾼知県産生おろし生姜や⻘森県産りんご果汁」などを混ぜ込み、 
仕上げにお肉の表⾯に更に生おろし生姜をからめる製法を採⽤して、ひと晩寝かせ
てじっくりと味付けして、より先味と後味に生姜をしっかりと味わえるようにしています。 

          ②産地へのこだわり 
            ⼟と日照・⾬量のバランスに恵まれて育った⾼知県産生おろし生姜。 

コク、⽢み、風味に優れた⻘森県産生おろしにんにく。 
酸味と⽢さのバランスがとれた⻘森県産りんご果汁を使⽤しています。 

          ③醤油へのこだわり 
            淡口醤油を使⽤し、食材本来の味・香り・旨みを生かし後味スッキリさせています。 
          ④衣 

美味しそうなキツネ⾊の⾒た目とサクッとした食感を持続さためにお肉に衣をつけてす
ぐに揚げるのではなく、少しなじませる時間を取っています。 

          ⑤大きさ 
お⼦様からお年寄りまで幅広いお客様に喜んでいただくため、サイズは 1 粒 25g‐
30g の食べやすいサイズを採⽤しています。 

 
▽取扱店舗︓平和堂グループ 166 店舗 

平和堂 全 157 店舗、エール 全 2 店舗、丸善 全 7 店舗 
           店名︓「アル・プラザ」、「平和堂」、「フレンドマート」、「スーパーフレンド」、 

「フレンドマート.D」、「エール」、「マルゼン」 
           所在︓滋賀県 84 店、大阪府 21 店、京都府 20 店、兵庫県 3 店、福井県 6 店、 

石川県 7 店、富山県 2 店、岐阜県 7 店、愛知県 16 店 
          ※店舗数は、2021 年 4 月 21 日現在の店舗数です。 
 
▽通常価格︓本体価格 188 円（参考税込価格 204 円）/100g 
          ※商品の取り扱い（売場での品揃え）および販売価格は、チラシ・販促・エリア・期間

等により変更する場合があります。 
 
▽受賞記念セール︓4 月 22 日(木)〜26 日(月)は、特別価格にて販売いたします。 
      実施店舗︓平和堂 全店 157 店舗、エール 全店 2 店舗 
      特別価格︓本体価格 178 円（参考税込価格 193 円）/100g 
 
 
 



 

 

▽開発担当者の受賞コメント 
｢唐揚げづくりにゴールはない｣この⾔葉の元に 1 年間試⾏錯誤し

ながら磨き込んだ自慢の唐揚げです｡ 
3 年連続で｢最⾼⾦賞｣を受賞でき大変嬉しいです｡これからも更  

なる美味しさの追求を目指して 
｢Challenge!(挑戦)､ Change!(変える)､ Just Do!!(⾏動あるのみ)｣ 

お客様に喜んでいただける商品開発を頑張ります｡ 
 
 
▽「からあげグランプリ®」とは 

「からあげグランプリ®」とは、一般社団法人日本唐揚協会による、「日本で一番うまい唐揚げ店を
決める」グランプリです。一昨年の第 10 回より「スーパー総菜部門」が新設されました。 

日本唐揚協会は、唐揚げが一番好きで唐揚げを食べると幸せになれる人たちによって組織された、
団体で、2010 年 12 月に一般社団法人格を取得し、正式名称を一般社団法人日本唐揚協会へ
と変わりました。 

一般社団法人日本唐揚協会ホームページ  http://karaage.ne.jp/ 
      第 12 回からあげグランプリ® 結果発表   https://karaage.ne.jp/event/grandprix/ 

 
▽平和堂グループについて 

１957年（昭和32年）滋賀県彦根市に「靴とカバンの店 平和堂」として創業しました。現在は、
滋賀県を中心に近畿・東海・北陸地区で、大型ショッピングセンターや大型総合スーパー「アル・プラ
ザ」、中型店の「平和堂」や近隣型ショッピングセンター「フレンドタウン」、⼩型食品スーパー「フレンドマ
ート」を 157 店舗運営いたしております。グループ会社は、中国での百貨店事業の展開や、国内での
食品製造・ビルメンテナンス・外食業などを実施し、連結営業収益 約 4400 億円の企業グループで
す。 
 エールは、京都府舞鶴市・京丹後市に総合スーパーを 2 店舗、マルゼンは、滋賀県内にスーパーを
7 店舗運営しております。 
平和堂ホームページ  http://www.heiwado.jp/ 
エール ホームページ  http://yell‐web.jp/ 

   マルゼンホームページ  http://www.maruzensuper.co.jp/ 
 
▽注意事項 

・当リリースに記載されている内容は、全てニュースリリース時点での情報に基づきます。 
・当リリースに使⽤しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは

異なる場合があります。 
・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。  
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