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皆様、あけましておめでとうございます。飲料・デ

ザート担当の後呂（うしろ）です。 

2019 年も皆様にとって、より良い年となるように

お祈り申し上げます。 

 

2019年は 5月に元号が平成から新元号となるほか、

消費税が 8％から 10％に引き上げられる予定となっ

ているなど、例年以上に社会的な変化が大きい 1 年に

なると予想されます。 

 

こうした状況のなかで、弊社 TPCマーケティングリ

サーチについても皆様にこれまで以上に有用な情報

提供ができる様々な取り組みを行っていきたいと考

えておりますので、引き続きご愛顧のほど、よろしく

お願いします。 

また、発行から 4年目を迎える TPC コミュニケーシ

ョンマガジンについてもご愛読くださいませ。 

 

 

それでは今号もどうぞお楽しみくださいませ。 
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2019年 TPCヘルスケアコンシューマー企画について 
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今月の気になる飲料・デザート新製品 
「いちご甘酒」（森永製菓）、他 



 

今月の気になる業界ニュース 

■キリンビバレッジ 「キリンレモン」リニューア

ル効果で年間販売目標達成（12月 20日） 
キリンビバレッジは、「キリンレモン」の年間販売数が目

標の 600 万ケースを突破したことを発表。同ブランドにつ

いては、発売 90 周年を迎えた 2018 年に大々的なリニュ

ーアルを実施。このリニューアルに合わせて様々なプロ

モーション展開を行ったことなども奏功して、2018 年初計

画（360 万ケース）から二度にわたる上方修正の目標もク

リアしている。 

 

■サッポロホールディングス 海外酒類事業再

編へ（12月 25日） 
サッポロホールディングスは、2019 年 1 月 1 日付で同

社子会社のサッポロインターナショナルをサッポロビール

に吸収合併し、サッポロインターナショナルの子会社をサ

ッポロホールディングスとサッポロビールに移管することを

発 表 し た 。 具 体 的 に は 、 北 米 の SAPPORO 

U.S.A.,INC.、ANCHOR BREWING COMPANY,LLC.、

SLEEMAN BREWERIES LTD.の 3社についてはサッポ

ロホールディングス傘下、ベトナムの SAPPORO 

VIETNAM LTD.をサッポロビール社の傘下企業とする。

加えて、欧州での「SAPPRO」ブランドの価値向上を図る

ため、2019 年春にサッポロビール傘下の欧州販売子会

社を設立するとしている。 

 

■UCCホールディングス 台湾で新工場新設、

稼働開始（12月 27日） 
UCC ホールディングスのグループ会社で台湾事業を

担う優仕咖啡股份有限公司は 2019 年 1 月 2 日より、

UCC 台湾雲林工場を新設して、稼働を開始する。同工

場の新設は台湾においてレギュラーコーヒー市場が急拡

大（2017 年のコーヒー生豆輸入量が約 28,000t で 2013

年と比べて輸入量が 1.5倍に増加）していることが背景に

あり、日本で培った最新鋭の生産技術を備えた工場の稼

働により、拡大する需要の取り込みを図っていく。※同工

場の特長のひとつとしては焙煎能力（最大 10,000t）が台

湾最大規模となっていることが挙げられる。 

このコーナーでは、12 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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■たらみ 中国に合弁会社設立 

（12月 7日） 
ダイドードリンコの子会社でフルーツゼリーなどの製

造・販売を手掛けるたらみは、中国におけるフルーツゼリ

ーの販売を行う合弁会社を設立することを発表。新たに

設立する合弁会社（塔啦蜜（青島）食品有限公司）は日

本の川商フーズ、中国現地企業の山東嘉源進出口有限

公司の有する中国での原料調達、製造・販売ノウハウと、

たらみの商品開発・品質管理のノウハウを融合した展開

で、中国でのゼリー市場の創造を目指していく。 

 

■チチヤス 期間限定で「チー坊 e マーケット」

をオープン（12月 10日） 
チチヤスは、2018 年 12 月 10 日～2019 年 1 月 23 日

の期間限定で同社のマスコットキャラクターである「チー

坊」のオリジナルグッズを販売するオンラインショップを開

設。 「がま口ポーチ」 （ AYANOKOJI ）や 「けん玉 」

（MUGEN MUSOU）などのコラボ商品が販売される。 

 

■アサヒ飲料 「カルピス」づくりで「大切な人を

想う“気持ち（愛情）”」育まれることを実証

（12月 11日） 
アサヒ飲料は慶應義塾大学との共同研究において、

子供が大切な人のために「カルピス」づくりを通じて、「大

切な人を想う“気持ち（愛情）”」が育まれることを実証し

た。具体的には、子供が「カルピス」を親のために作った

ケースと、自分のために作ったケースのそれぞれにおけ

る唾液中に含まれるオキシトシン（愛情ホルモンや絆ホル

モンとも呼ばれるホルモン物質）の濃度を測定して比較し

た結果、自分のために作るときよりも、お父さんやお母さ

んのためにつくったときに、より多くのオキシトシンが分泌

されることを確認。同社では、このような成果を通じて「カ

ルピス」が親子のコミュニケーションを生み出し、子供の

すこやかな心の成長に繋がる商品であることを訴求して

付加価値を高めている。 



 

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＞ 

■「いちご甘酒」 

（森永製菓）（2018年 12月 4日） 
厳選された国産の米麹と栃木県産とちおとめ果汁を使

用した甘酒。アルコール分 0.00％のため、幅広い層が楽

しめる（関東甲信越エリア限定販売）。 

 

■「ウェルチ 手搾り食感ロゼ」 

（アサヒ飲料）（2018年 12月 4日） 
ぎゅっと搾ったオレンジの食感とグレープの贅沢な味

わいが堪能できる（ファミリーマート限定商品）。 

 

■「キリン メッツ 超炭酸 マスカット」 

（キリンビバレッジ）（2018年 12月 11日） 
新製法である「超刺激スパークル製法」（マイクロクラッ

シュゼリーを採用して、舌の上での発砲を促進する製法）

を採用した、同ブランド初となるマスカットフレーバー。10

～20代男女をメインターゲットとしている。 

 

■「Vivit’s 京ゆず MIX SODA」 

（伊藤園）（2018年 12月 17日） 
国内の出荷量のうち、1％未満の希少な京都産ゆず果

汁を使用した果実炭酸飲料。果皮まで丸ごと粉砕したゆ

ずピューレを使用しているため、ゆず本来が持つ豊かな

香りと甘酸っぱくほろ苦い味わいを楽しむことができる。 

 

 

＜アルコール類＞ 

■「氷結 ストロング ピーチ＆マンゴー」 

（キリンビール）（2018年 12月 4日） 
アルコール度数 9％の「氷結 ストロング」で 2017 年か

らチャネル限定で発売していたフレーバーを販路拡大し

て全国発売。スペイン産の白桃と、アルフォンソマンゴー

の果汁をブレンドして仕上げている。 

 

■「アサヒ贅沢搾り 期間限定ブラッドオレン

ジ」（アサヒビール）（2018年 12月 18日） 
「アサヒ贅沢搾り」（果汁 1/2 個分以上の果汁使用と人

工甘味料不使用が特徴）の新フレーバー。オレンジ果実

1/2 個分に相当する果汁 23％を使用し、豊潤な香りと

瑞々しい果汁感を味わうことができる（アルコール度数

4％）。 

＜菓子＞ 

■「じゃがいも心地 富良野産生乳の絶妙バタ

ー」（湖池屋）（2018年 12月 3日） 
北海道産のじゃがいもに合う風味豊かな富良野産生

乳のバターに、隠し味の味噌とブラックペッパーで深みと

後味の良さを加え、飽きない贅沢感を表現している。 

 

■「亀田の柿の種 タネザック のり塩」 

（亀田製菓）（2018年 12月 4日） 
これまでの柿の種とは一味も二味も違う“ニュースタイ

ル柿の種”を提案する「タネザック」シリーズの新商品。今

回は、同シリーズ初となる“のり塩”フレーバーとなってお

り、香りの強さが特長の青のりと風味の強さが特長のあお

さを独自の配合でブレンドしている。 

 

■「ピンクなブラックサンダー」 

（有楽製菓）（2018年 12月 14日） 
「ブラックサンダー」の姉妹品となる冬季限定商品。北

海道産ミルク使用のホワイトチョコレート、北海道産 100％

苺のフリーズドライといった北海道産原料を配合したブレ

ンドチョコレートを使用して仕上げている（北海道エリアの

空港売店、土産店舗でのみ取り扱い）。 
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（出典：https://www.sanko-seika.co.jp/sys/news/dtl/110） 

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。 

麻辣味 
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今回は、これまで辛さを売りにしたお菓子は多数ありましたが、新たな辛さを

求める消費者の間で密かにブームとなっている「麻辣味」を紹介します。 

「麻辣味」とは、「麻辣」や「花椒」などを使うことで、舌がしびれるような辛さを

もたらす味のことです。「麻辣味」を謳った商品は、辛さに“しびれ”を加えること

で、従来の辛さを売りにした菓子とは一線を画しています。例えば、2018 年に

上市された菓子としては、「三幸の柿の種 うま辛麻辣味」（三幸製菓）や「技の

こだ割り 麻辣醤油味」（亀田製菓）、「シビれスティックカラムーチョ 椒辣辛味

噌」（コイケヤ）、「超魔王唐辛子」（アサヒグループ食品）などが挙げられます。

これらの商品は、“しびれ”を新たな辛さの種類として、消費者に提案することに

成功して、人気を博しています。 

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。 

ホットカフェラテ R 

■会社名：セブン-イレブン・ジャパン株式会社 

■価 格：139円（税抜き） 

■容 量：150ml 

■購入場所：会社近くのセブン-イレブン 

■商品特徴  
セブン-イレブンのレジカウンターで販売されているカフェラテ。 

■購入理由 

最近、同商品がリニューアルされたと聞いて購入した。 
■食後の感想 
カフェで飲むカフェラテと比べても遜色のないおいしさであった。 

泡立ちの舌触りが良く、まったりすることができた。 

このように、一口に“辛さ”と言っても、麻辣のしびれるような辛さや唐辛子のヒリヒリするような辛さ、ワサビのツーンと来るよ

うな辛さなど、そのバリエーションは豊富です。消費者に新たなフレーバーを提案するためには、味の種類を細分化すること

が、商品開発のヒントになるのではないかと思います。 

2018 年の飲料・デザートのトレンドは今回の「麻辣味」を含め、強炭酸飲料や高アルコール飲料など、刺激の強いものが

好まれる傾向にあったような気がします。2019 年もこの傾向が続くのか、はたまた全く異なるトレンドが生まれるのか今後も注

視していこうと思います。 



 

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☆ 

2018年の健康系飲料についての飲用実態 
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今月はこの 1 年間に飲んだ健康系飲料についての社内アンケートを実施しました。今回は、男性 8 名、女性 9

名の計 17名の方から回答をいただきました。 

まず、健康を意識して飲んだ飲み物としては、「野菜

系飲料」と回答した人が 70.6％で最も多く、次いで「茶

系飲料」が 52.9％、「果汁飲料」「ミネラルウォーター」が

各 23.5％と続いています。 

すなわち、この 1 年間で“健康”を意識して「野菜系

飲料」や「茶系飲料」を飲む人が多いことがわかりまし

た。 

男女別にみると、「野菜系飲料」とした人は「女性」で

より多くなりました。また、「果汁飲料」「甘酒」「炭酸飲

料」「スポーツドリンク」「牛乳」「酢飲料」については、

「女性」のみが回答する結果となりました。つまり、「女

性」はこの 1 年間で“健康”を意識して様々な飲料を飲

んだといえます。 

それでは、次回のアンケートもお楽しみに♪ 

Q1.あなたがこの 1年間で“健康”を意識して飲んだ飲み物。（MA） 

次に、「トクホ」や「機能性表示食品」の飲用経験を聞

いた結果、「どちらも飲んでいない」とした人が 35.3％で

最も多く、次いで「どちらも飲んだ」が 29.4％、「トクホの

み飲んだ」「機能性表示食品のみ飲んだ」が各 17.6％と

なりました。 

つまり、弊社 TPC 社員では「トクホ」「機能性表示食

品」ともに飲まなかった人が多い結果となりました。 

Q2.この 1年間で「トクホ」や「機能性表示食品」の飲料を飲んだことがありますか。（SA） 

最後に、糖質やカロリー、カフェインについての考え

を聞いたところ、「気にせず好きなものを買う」が

76.5％、「出来るだけ抑えたものを買う」が 23.5％となり、

弊社 TPC 社員は糖質やカロリー、カフェインの摂取に

ついて気にしない人が圧倒的に多いことがわかりまし

た。 

Q3.糖質やカロリー、カフェインについて、あなたの考えにより近い方をお選びください。（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。 

 

63.1％ 

今回の気になる数字は「二日酔い」についての数字です。この調査は、株式会社ドゥ・ハウスが 2018 年 2 月 2 日か

ら 2018 年 2 月 6 日の期間に、お酒を飲む 20～50 代の就労者 875 名を対象に実施したインターネット調査になりま

す。 

まず、二日酔いの経験の有無については、「あ

り」が 63.1％、「なし」が 36.9％となりました。この経

験の有無を男女別で見ると、「あり」では男性が

73.1％、女性が 53.2％と男性の出現率が特に高

く、約 20ポイントの差が現れる結果となりました。 

忘年会や新年会、家族・親戚との集まりなど、お酒を飲む機会が多くなる年末年始ですが、節度を守って楽しく嗜みた

いものですね。それでは次回もお楽しみに…。 

次に、二日酔いするシーンについて見ると、全体

では「友達同士での飲みの席」がトップで、出現率

は 56.9％となりました。以下、「同僚や部下との飲

みの席」が 43.1％、「上司との飲みの席」が

31.5％、「家族や親族との飲みの席」が 16.7％と続

きます。友達や職場の人といった関係が近しい人と

の飲みの席で特に二日酔いになる傾向にあるよう

です。 

 

また、二日酔いの経験者に対して、仕事に支障

をきたす程度について聞いたところ、「翌日の午前

中くらいまでひびく」が 49.5％で約半数を占めてい

ます。以下、「翌日の仕事に支障をきたすほどの二

日酔いはない」が 27.9％、「翌日の夕方くらいまで

ひびく」が 12.9％となりました。 



 

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。 

2019年 TPCヘルスケアコンシューマー企画について 

こんにちは TPC ヘルスケア担当の森井です。今回は 2019年のヘルスケアコンシューマーレポート企画のご案内です。 

 

1月は「睡眠」、2月は「青汁」の発刊が確定しておりますが、3月以降は予定となっています（「働く女性」「健康酢」「妊婦・授乳期」は企画書

がございますので気軽にご連絡くださいませ。お客さまのご要望に合わせてテーマやスケジュールの変更が可能です。）。2018 年のコンシューマーレ

ポートでは「プロテイン」がヒットし、2014 年に発刊しました「コンビニコーヒー」以来 4 年ぶりのヒットテーマになりました。ヒットテーマ＝顧客ニーズか

つ、ユーザーニーズと考えておりますので、今後も潜在・顕在ニーズを敏感に察知しながら企画提案していきたいと思います。 

さて、2019 年はイノシシ年。十二支の中で最後の年です。エネルギーを蓄えて次世代の準備をする、また、無病息災の意味があるとのこと。さ

らに、猪突猛進から勇気と冒険の象徴ともされています。個人的な話ですが、わたくしは射手座であり、今年の運勢が非常に良いのです。プラスい

のししパワーも授かり 2019年はアクセル全開で行きたいと思います。 

 

文面でのご挨拶となり申し訳ございませんが、本年も TPC を何卒よろしくお願いします。（森） 

別テーマでも企画を承ります。気軽にご相談ください。（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■ 

 

8 

コンシューマーレポート No.271 
デスクワーカーのペットボトルコーヒーの受容性調査 

－急速な需要拡大！“デスクで味わう本格派コーヒー”の訴求強化がポイント！－ 

■調査概要 

今回、仕事時におけるペットボトルコーヒーの飲用実態と今後のニーズに関する調査を実施。調

査の結果、ペットボトルコーヒーは、“日常業務”“残業”“会議”などのシーンで飲用されており、

急速に需要が高まっていた。さらに、今後のニーズとしては、“コーヒーの香りがはっきりしたも

の”や“コーヒー感が強いもの”が求められる傾向にあることから、 “コーヒーの味わい”を追求し

た商品開発が新規需要の獲得につながるとみられる。 

発刊日：2018年 12月 7日 / 頒価：360,000円+税 

調査方法 

WEBによるアンケート調査（全国） 

調査内容 

2019年 東南アジアの飲料市場（発刊予定：2019年 2 月 27 日）担当：丸山 

2019年 乳酸菌サプライヤーの事業戦略調査（仮）（発刊予定：2019年 2月 28日）担当：伊藤 

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 

2019年 飲料総市場マーケティングデータ 

飲料新製品・商品戦略分析調査（年間版）（発刊予定：2019 年 3月 11 日）担当：藤井 

1.仕事時におけるコーヒーの飲用実態・購入実態 

2.仕事時に飲む他のコーヒーとの競合状況 

3.ペットボトルコーヒーの評価 

4.今後仕事時におけるペットボトルコーヒーの意向 

5.被験者のワークスタイル 

調査対象 

調査実査日 

2018年 11月 13日～11月 18日 

この 1 年間で仕事時にペットボトルコーヒー※

を飲んだことがある 20～60代のデスクワーカー

の男女 620サンプル 

※当レポートのペットボトルコーヒーは、容量が 500ml

前後のパーソナルサイズのものを指す。900ml 以上

の大容量のペットボトルコーヒーは対象外。 


