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皆様、いつもお世話になります。飲料・デザート担

当の後呂（うしろ）です。 

 

まず、これまでに何度かお伝えしましたが、弊社で

は 10 月 11 日（大阪）と 25 日（東京）に TPC マーケ

ティングセミナーを開催いたしました。両日とも多数

の皆様にご参加いただき、大変ありがとうございまし

た。今回はシニア層へのマーケティングとして“フレ

イル”と“介護食”についてセミナーを行いましたが、

来年以降も皆様のマーケティング活動にお役立ちで

きるようなテーマでセミナーを行っていきたいと考

えておりますので、よろしくお願い致します。 

 

なお、今回のセミナー内容も含めて、弊社では化粧

品・ヘルス・フード領域を取り扱うお客様向けの出張

形式の無料セミナー（TPCインハウスセミナー）も行

っておりますので、ご興味ある方はご連絡ください。 

 

さて、話はガラッと変わりますが、2018年も残り 2

ヶ月となりました。今年は来年の改元を前に“平成最

後の○○”といったフレーズがメディアで取り上げら

れるなか、“平成最後の紅白歌合戦”や“平成最後の

クリスマス”など、まだまだ話題性のあるイベントも

控えておりますので、“平成最後”の様々なイベント

に向けたプロモーションを仕掛けることが需要を喚

起するのではないでしょうか。 

 

それでは、今号もどうぞお楽しみください。 
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今月の気になる業界ニュース 

■ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 「骨の健

康とレモン」に関する情報発信を開始（10 月

4日） 
ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、10月中旬より「骨

の健康とレモン」についての PR 動画を配信することを発

表。これは、同社が研究を進めるレモンが骨の健康に効

果的であることを浸透させていくことなどが目的となって

いる。同社は 2018 年から「公益財団法人 骨粗鬆症財

団」に賛助会員として加入しており、今後も骨の健康とレ

モンの関係についての情報を発信していくとしている。 

 

■キリンホールディングス オセアニア事業見

直しへ（10月 10日） 
キリンホールディングスは、グループ会社でオセアニア

の総合飲料事業を担う Lion Pty Ltd（以下、ライオン

社）が Lion-Dairy and Drinks 事業（以下、ライオン飲料

事業）の株式を第三者へ譲渡する検討を開始したことを

発表。これは、キリンとライオン社がクラフトビールなど、オ

セアニアで成長が見込まれるプレミアム飲料への投資拡

大の優先度が高いことなどが要因となっており、オセアニ

アにおける事業展開を再編していく。 

 

■雪印メグミルク 通販事業強化 

（10月 12日） 
雪印メグミルクは、千趣会の子会社であるベルネージ

ュダイレクトの株式を取得して子会社化することを発表。

この子会社化は機能性食品の通販事業強化などを進め

るための取り組みとなっており、展開をさらに活発化して

いく。 

このコーナーでは、9 月終わりから 10 月に発表のあった飲料・デザート業界のトピックをご紹介いたし

ます。詳細についてさらにお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。 
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■森永製菓 「チョコフレーク」の生産終了へ 

（9月 28日） 
森永製菓は、国内生産拠点（森永スナック食品/森永

甲府フーズ）の将来的な閉鎖に伴う、生産拠点の再編に

合わせて発売から 50 年以上親しまれてきた「森永チョコ

フレーク」の生産を 2019 年夏ごろまでに終了すると発

表。近年、チョコレート商品が多様になる中で苦戦を強い

られていた同ブランドの生産を終了して、収益力の強化

を図っていく。 

 

■よつ葉乳業 ドリンクヨーグルト市場参入 

（10月 1日） 
よつ葉乳業は、10 月 1 日に「よつ葉のむヨーグルト」を

発売して、ドリンクヨーグルト市場に参入。同市場への参

入においては、同社東京工場に約 15 億円を投じて生産

ラインを新設しており、2022 年までにドリンクヨーグルト売

上高を約 20億円としたい方針。 

 

■キリンビバレッジ 「キリンレモン」の販売計

画を 600万ケースに上方修正（10月 3日） 
キリンビバレッジは、炭酸飲料のロングセラーブランド

「キリンレモン」の販売目標を当初の 360 万ケースから約

7割増（当初目標比）の 600万ケースに上方修正すること

を発表。同ブランドについては、2018 年に発売 90 周年

を迎えるにあわせてリニューアルを実施。これが奏功して

好調に売上を伸ばしており、7 月には販売目標を当初目

標比の約 4 割増となる 500 万ケースに引き上げていた

が、その後も好調を維持していることから再度販売目標

を上方修正することになった。好調に販売している要因と

しては、アーティストとのコラボレーションが話題を喚起し

ており、20～30 代を中心に新規ユーザーのトライアルが

進んでいることなどが挙げられます。 



 

今月の気になる飲料・デザート新製品 

ここでは、飲料・デザートの新製品から注目の商品をご紹介します。なお、弊社ホームページでは、こ

こで紹介した商品も含む飲料新製品を、TPCブログで月 2回（木曜日）ご案内しております。 

＜飲料＞ 

■「ココナッツ習慣」 

(2018年 10月 2日発売)(エルビー) 
素材のおいしさがそのまま楽しめるプレーン味のココ

ナッツミルク。中鎖脂肪酸を多く含むバージンココナッツ

オイルと鉄分を配合しており、健康や美容を気にする女

性の毎日の習慣に好適。 

 

■「ボディメンテ ドリンク」 

(2018年 10月 9日発売)(大塚製薬) 
体の適切な水分量維持をサポートする“水分・電解質”

の補給をベースに、独自成分である体を守る乳酸菌

B240 を組み合わせて開発した飲料。体液の組成に近い

電解質により体の水分量をキープし、乳酸菌 B240 により

体調維持をサポートする。低カロリーですっきり飲みやす

く、グリーンシトラス風味が味わえる。 

 

■「コクア」(2018年 10月 16日)(ブルボン) 
ココアの濃厚さとコーヒーのキレを組み合わせた新感

覚のココア飲料。甘さを抑え、コーヒーをアクセントとして

加えることでココアのビター感を引き立て、キレのある後

味に仕上げている。 

 

■「スーパーC.C.レモン」(2018年 10月 16日発

売)(サントリー食品インターナショナル) 
クエン酸を機能性関与成分とした、日常生活の疲労感

を軽減する機能性表示食品。1 本当たりにクエン酸

2700mg を配合しており、レモン 50 個分のビタミン C を含

んでいる。疲労を感じたときに好適の酸味と、飲みやすさ

が両立した味を実現している。 

 

＜ヨーグルト＞ 

■「明治ブルガリアのむヨーグルト プレーン 

コク仕立て」(2018年 10月 9日発売)(明治) 
砂糖、甘味料を使用せず、ヨーグルト本来の自然な風

味が味わえるドリンクヨーグルト。まろやか EX乳酸菌を使

用し、酸味がマイルドに感じられる味に仕立てた。また、

乳脂肪をぜいたくに配合しており、しっかりとした飲みご

たえとコクが楽しめる。 

＜アルコール類＞ 

■「僕ビール、君ビール。  流星レイディオ」

(2018 年 10 月 30 日発売)(ヤッホーブルーイ

ング) 
ローソンとの共同開発商品で、同社初のライ麦を使用

したビール。シトラスのようなフルーティーなホップの香り

が軽快で、飲みやすいのが特徴である。一般的にビール

には大麦を用いるが、一部ライ麦を使用することで、独特

のボディ感と、飲んだ後にかすかに感じられるスパイシー

な余韻を楽しめる。 

 

■「酒粕焼酎 吟乃風」 

(2018年 9月 28日発売)(合同酒精) 
8 年間熟成させた、まろやかな風味で味わい深い酒粕

焼酎。アルコール分 43％。冬から春にかけて吟醸酒など

の清酒を造る時にできる良質な酒粕を、地下から汲み上

げた天然水を使ったもろみに加えて仕込み、春先にか

け、そのもろみを減圧蒸留し、8 年の歳月をかけ、じっくり

熟成させた。 

 

＜アイスクリーム・デザート＞ 

■「マシュマロアイスでしゅ。いちご味」 

(2018年 9月 25日発売)(赤城乳業) 
イチゴ味のマシュマロでイチゴアイスをサンドしており、

ふんわり柔らかで、うっすらピンク色のマシュマロがかわ

いらしさを感じさせるアイス。ガリガリではなく、フワフワの

食感が楽しめる。 

 

■「＆フルーツベジタブル 果実と野菜のスム

ージーゼリー GREEN」(2018年 10月 2日発

売)(森永乳業) 
3 種の果実と 8 種の野菜をミックスしたスムージーゼリ

ーで、忙しい現代女性の食生活をサポートする。キウイシ

ードのプチプチした食感が楽しめる。砂糖、人工甘味料

不使用。 
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今月の気になる飲料・デザートトレンド 

ここでは、最近の飲料・デザート分野においてトレンドのキーワードをご紹介していきます。 

無糖炭酸飲料 
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今回は「無糖炭酸飲料」についてご紹介したいと思いま

す。 

 

「無糖炭酸飲料」とは、その名の通り糖分を有していない炭

酸飲料となります。お酒を割る用途だけではなく、飲用水とし

ての需要も拡大を続けており、注目の飲料カテゴリーの一つ

であるといえます。 

 

主な商品としては、アサヒ飲料の「ウィルキンソン タンサン 

ドライ」やサントリー食品インターナショナルの「南アルプスス

パークリング」日本コカ・コーラが展開する「カナダドライ・ザ・

タンサン・ストロング」「い・ろ・は・す 無糖スパークリング」など

が該当します。 

 

人気の秘密としては、通常の飲用水に物足りなさを感じる

人でも爽快感を得ることができる点が挙げられます。また、有

TPC社員の飲料・デザート購入録 

このコーナーでは、弊社社員が実際に最近購入した飲料・デザートの購入経緯をご紹介いたします。 

おいも屋さんのラテ 

■会社名：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

■価 格：178円（税抜） 

■容 器：プラカップ 

■容 量：200ml 

■購入場所：オフィス近くのコンビニ 

■商品特徴  
セブン＆アイホールディングス限定のさつまいも味ラテ。風味豊かな安納芋を使用し、

北海道産生クリームと生乳を加え、ふんわり滑らかな口当たりに仕上げている。 

■購入理由 
甘いものが欲しくなり、今まであまり見たことないようなフレーバーでどんな味か気になっ

たため。また、個人的にさつま芋自体も好きなので。 
■食後の感想 

・口に入れた瞬間からさつま芋の優しい甘さが感じられます。甘すぎずサラサラしてお

り、非常に飲みやすかったです。 

（出典：https://tobuy.jp/eat/softdrink/post-3660） 

糖炭酸飲料よりも健康的である点や食事などにも適した飲料であることから、多くの消費者から支持を集め、市場は成長を

続けています。また、近年では機能性表示食品規格を取得する動きも活発化し、今後も更なる市場活性化が期待されます。 



 

TPC メンバーに聞きました！《Drink＆Dessertアンケート》 

このコーナーでは、TPC メンバーに飲料・デザートに関するアンケート調査を実施！小ネタにどうぞ☆ 

アイスクリームの購入実態 
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今月は、「アイスクリームの購入実態」について、社内アンケートを実施。15名の方から回答をいただきました。 

まず、今年の夏と昨年の夏と比べてアイスクリームを食べた回数は増

えたかどうか尋ねた結果、8 人（出現率 53.3％）が「増えた」、2 人（同

13.3％）が「減った」、5人（同 33.3％）が「変わらない」と答えました。 

「増えた」と答えた人の中には、今年の夏はとても暑かったため、例年

よりもアイスを多く食べたという声が多数寄せられました。一方、「減っ

た」と回答した人の中には、「暑すぎて食欲がわかなかったため、アイス

よりも飲料ばかり取った」という意見もありました。 

今回のアンケートで、多くの方にとって、アイスを食べることは暑い夏を乗り切るための楽しみになっていることが

分かりました。皆さんもお気に入りのアイスを見つけてみてはいかがでしょうか。次回のアンケート調査もお楽しみ

に！ 

Q1. あなたは、今年の夏、昨年の夏と比べてアイスクリームを食べた回数は増えましたか。（SA） 

次に、今年の夏に一番多く食べたアイスクリームのタイプを尋ねたとこ

ろ、「バー」が 6 人でトップとなり、40.0％の出現率でした。これに、「カッ

プ」が 4 人（出現率 26.7％）「モナカ」が 3 人（同 20.0％）、「コーン」が 2

人（同 13.3％）と続いています。 

さらに、最も多く食べたアイスの具体的な商品名を尋ねたところ、「バ

ー」では「ガリガリ君」（赤城乳業）や「ガツン、とみかん」（赤城乳業）、「カ

ップ」では「明治エッセルスーパーカップ」（明治）や「ハーゲンダッツ」

（ハーゲンダッツジャパン）など様々な商品が挙がった一方で、「モナカ」

は「チョコモナカジャンボ」（森永製菓）、「コーン」は「ジャイアントコーン」

（江崎グリコ）に意見が集中する結果となりました。 

Q2. 今年の夏にアイスクリームを食べた方にお聞きします。 
今年の夏に一番多く食べたアイスクリームのタイプは何ですか。（SA） 



 

今月の気になる数字 
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このコーナーでは、自社・他社を問わず、マーケティングに使えそうなデータを紹介したいと思います。 

 

48.5％ 

今月の気になる数字は、味や香りの付いた透明飲料、いわゆる「フレーバーウォーター」についての数字です。 

 

今回は、株式会社マクロミルが運営する市場調査メディア「HoNote(ホノテ)」より、「フレーバーウォーター」に関する

アンケート調査の結果を一部抜粋しました。なお、同調査は、2018年 6月 28日～6月 29日の期間に全国の 20代～

60代の男女 1,000人を対象に実施したインターネット調査となります。 

その結果、「フレーバーウォーター」を認知してい

る 824 人に、購入したことがあるか聞いたところ、

「購入したことがある」とした人が 51.5％、「購入した

ことがない」とした人が 48.5％となりました。つま

り、「フレーバーウォーター」は知っているけど、購

入に至らない人が半数近くいることがわかりました。 

すなわち、「フレーバーウォーター」の需要を拡大させるためには、まず興味を引き起こすことや悪いイメージを払拭す

る必要があると考えられます。また、同調査において、購入者の購入理由を聞いたところ、「一度試してみたかったか

ら」が半数以上を占めており、トライアルが多い結果となりました。つまり、トライアルからの定着化を図ることも今後必要

になってくるでしょう。 

次に、なぜ「フレーバーウォーター」を知っている

のに購入しないのか理由を尋ねたところ、「透明飲

料より、通常の飲料の方が良い」とした人が 38.0％

で最も多く、次いで「透明になる仕組みが分からず

不安」が 27.3％、「美味しくなさそう」が 27.0％で続

いています。つまり、「フレーバーウォーター」に対

して、“興味がない”ケースや“悪いイメージ”を抱い

ているため、購入に至っていないことがわかりまし

た。 



 

今月のヘルスケアニュース 

このコーナーでは、ヘルスケアに関する最新の情報をお知らせいたします。 
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0120-30-6531 フリーダイヤル 

あなたのマーケティング課題を解決するための最適なリサーチをご提案！ 
TPCマーケッターにお任せください。 

TPC では、常時お客さまのご相談を承っております。 

大阪梅田から電車で 10 分、難波から 5 分、最寄り駅徒歩 3 分の好アクセス！最近はご来社頂けることも増えております。 

大阪へのご出張帰りにも、ぜひお立ち寄りください。 

もちろん、訪問もいたしますので気軽に担当者までご連絡くださいませ。 

注目続くプロテイン 

こんにちは TPC ヘルスケア担当の森井です。今回は、2020年東京オリンピックに向けたプロテインコンシューマーレポートのご案内です。 

調査ポイントは①プロテインユーザーのクラスター分析 ②プロテインのベネフィットです。 

クラスターは「ダイエット」、「マネジメント」、「マッスル」、「ロコモ」、「スポーツ」、「ビューティ」、「バランス」の 7 タイプに分類し、それぞれのクラスター毎

の傾向が明らかになっています。また、ベネフィットについても、女性を狙うとしても年代別にプロテインのベネフィットは異なっていることから、それぞれに

向けた商品コンセプトが必要となってきます。このほか、成分として注目のソイプロテイン（豆乳）は女性需要が高くなっています。さらに、これまでの

マッスル利用から健康志向に合わせたライト層（女性、シニア）など、すそ野が広がっていることで市場も拡大しており、新商品発売も多くなってい

ます。なお、拡大するマーケットについてのご希望も承ります。気軽にご相談くださいませ。 

レポートをご覧いただくことも可能です。気軽にお申しつけくださいませ。（森） 



 

TPCレポートのご案内 

飲料・デザート分野では、「飲料総市場」「酒類総市場」といった市場を幅広く調査したテーマのほか、

「チルド飲料」「CVS オリジナルスイーツ」など細分化した市場をレポートしたもの、「東南アジアの飲料

市場」などの海外関連テーマのように、幅広い資料テーマを取り揃えております。さらに、市場調査以

外にも消費者調査のテーマも数多く発刊しております。 

■今後の発刊予定■ 

 

■発行元 ： TPCマーケティングリサーチ株式会社 
■問合せ先 ： 0120-30-6531 
■弊社 webサイト ： http://www.tpc-osaka.com/ 

TPC ビブリオテック 
お問い合わせはお気軽に！ 

■新刊資料のご案内■ 
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コンシューマーレポート No.267 
「熱中症対策」飲料の飲用実態と今後のニーズ（第 6弾） 

－“夏だけの対策訴求”から“通年訴求”で需要を喚起！！－ 

■調査概要 

今回、20 代～60 代の男女を対象に、「熱中症対策」への意識や飲料の摂取状況に関する調査

を実施。調査の結果、「熱中症対策」への意識は 2017 年まで低下傾向であったが、今回上昇

に転じている。商品に対するニーズとしては、“飲みやすさ”“飲み応え”“手軽さ”“飽きない味”

を求めている。また、冬場の「熱中症」の危険性に対する認知度や、その対策となる水分補給意

向も高いことから、今後は「熱中症対策」飲料の通年需要の可能性が期待できる。 

発刊日：2018年 10月 19日 / 頒価：360,000円+税 

調査方法 

WEBによるアンケート調査 

2019年 チーズの市場分析調査（発刊予定：2018年 11月 9 日）担当：丸山 

2019年 食系企業の乳酸菌事業戦略調査（発刊予定：2018 年 11月 16 日）担当：伊藤 

デスクワーカーの PETボトルコーヒーの受容性調査（発刊予定：2018 年 12月上旬）担当：水上 

FF店の利用実態とコーヒーの受容性調査（発刊予定：2018 年 12月下旬）担当：水上 

2019年 カフェ・喫茶店のエリア別バイヤー・サプライヤー調査（発刊予定：2019年 2 月）担当：水上 

調査内容 

1.「熱中症対策」の意識と実態 

2.「熱中症対策」飲料の飲用実態 

3.「熱中症対策」飲料の購入実態 

4.「熱中症対策」飲料の評価 

5.冬場に夏の「熱中症」と同じような症状の起こ

る危険性への認知、対策、水分補給意向 

6.今後の「熱中症対策」飲料のニーズ 

調査実査日 

2018年 9月 28日～9月 29日 

調査エリア 

全国 

調査対象 

20 代～60代の男女 620人 


