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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。 

 

毎回 2月のニュースレターで書いてしまいますが、

あっという間に 2019 年も 1 ヶ月が終わりました。平

成が終わるまであと 3 ヶ月となりましたね。2 月は

“平成最後”のバレンタイン商戦が盛り上がりを見せ

ることになるでしょうが、最近は誰かに渡すよりも自

分のためにチョコレートを購入する人も多いとかで、

以前のバレンタインのイメージとは様相が変化して

いるようです。 

 

そんな冬真っ只中の日本とは正反対の真夏のオー

ストラリアで開催されたテニスの全豪オープンでは、

男子の錦織圭選手、女子の大坂なおみ選手が日本人選

手では初の男女ともにベスト 8 に勝ち残るといった

ニュースが届いています。残念ながら錦織選手は準決

勝で途中棄権により敗退となってしまいましたが、大

坂選手は見事に優勝して、日本人はもちろんアジア人

でも初となる世界ランク 1位となりました。 

 

冬らしい寒さが続き、インフルエンザに対する注意

も必要ですので、皆さんくれぐれも体調にはお気をつ

けてください。 
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今月の気になる業界ニュース 

■ラスクの製造販売会社シベール 民事再生

法適用を申請（1月 17日） 
ラスクの通販販売の火付け役となったシベールが民事

再生法の適用を申請したことを発表。2003年頃に味付け

したラスクを焼いた「ラスクフランス」がヒットして、その後

JASDAQに上場（2005年）したほか、飲食店をラスク店含

めて 19 店舗展開していたが、お中元やお歳暮などの贈

答品の需要減少や競合の激化により、収益が悪化したこ

とで、今回の民事再生手続きを行う決断に至った。 

 

■明治 2019年のバレンタイン動向を予測 

（1月 22日） 
明治は、15～74歳の男女 2,000人を対象に、バレンタ

インに関する意識と実態調査を行い、その結果から、平

成最後となる 2019 年のバレンタインの傾向を予測したこ

とを発表。予測としては、①ハロウィン超え（ハロウィンとバ

レンタインの盛り上がり対決では 6 割がバレンタインに軍

配）②マストアイテム！やっぱりほしいもらってうれしいチ

ョコレート（7 割以上がバレンタインにおくるものとしてチョ

コあり派と回答）③永久不滅の「義理チョコ」（2 人に 1 人

が義理チョコを実践予定）④友チョコは“映えチョコ”主義

（女友達に挙げるチョコは見た目重視で手作りする人が

多い）⑤今年はバレンタインも健康ギフト（健康感のある

チョコレートを半数以上が選ぶ）⑥バレンタインチョコ予算

UPの兆し（恋人チョコは前年から 400円以上 UP？？）の

6つが挙がっており、14日のバレタインデー当日まで、専

門店、小売店など様々なチャネルでバレンタイン需要を

取り込み動きが活発に行われる。 

 

■キリンビバレッジ 法人向け福利厚生サービ

ス「KIRIN naturals」開始（1月 24日） 
キリンビバレッジはは 1 月 24 日より、健康的に働ける

職場づくりをサポートする法人向けの福利厚生サービス

として「KIRIN naturals」の展開を開始したことを発表。同

サービスは、2017 年 9 月から首都圏限定でテスト展開を

行っていたサービスで、おいしく飲みやすいスムージー

と、楽しみながら学べる健康セミナーをセットで職場に届

け、一人でも多くの従業員の健康的な食習慣とヘルスリ

テラシーの向上のきっかけを実現することを目的としてい

る。厚生労働省の行った国民健康・栄養調査（平成 29

年）では、働く人の食生活の中で 20 代～40 代を中心に

朝食の欠食率が高く、野菜・果物の摂取量も不足してい

るといった現状が明らかになっており、同サービスがこれ

らを少しでも解決する手段となるべく、浸透を目指してい

く。 

このコーナーでは、1 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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■大手清涼飲料メーカーで相次ぐ大型ペットボ

トル商品の値上げ（1月 8日～） 
清涼飲料市場では、1.5ℓ～2ℓ サイズの大型ペットボト

ル商品の値上げが相次いでいる。具体的には、日本コ

カ・コーラのボトラーであるコカ・コーラボトラーズジャパン

が 4月 1日出荷分から希望小売価格をこれまでより 20円

引き上げると発表したことを皮切りに、サントリー食品イン

ターナショナルやアサヒ飲料が同様の値上げを 5 月 1 日

出荷分から実施すると発表。今回は近年の物流費や原

材料価格の高騰によるところが多く、今後このほかのメー

カーも追随する可能性がある。 

 

■有楽製菓 「ブラックサンダー」初の土産専

門店を期間限定オープン（1月 11日） 
有楽製菓は、JR東京駅に隣接する東京駅一番街内の

「東京おかしランド」イベントスペースで「ブラックサンダー

お土産ショップ」を期間限定オープンした。同社は例年

同スペースにて義理チョコ専門店を展開していたが、

2019 年は、「東京の、日本の、和の味わいのお土産」を

テーマに、お土産専門店として展開。商品としては、「しょ

うゆ」を前面に押し出した「雷神風濃い口しょうゆ味」や全

国の名産・特産品とコラボレーションしたご当地限定「ブ

ラックサンダー」など、お土産としてぴったりな商品を品揃

えしている。 

 

■サントリー食品インターナショナル 「サントリ

ー天然水」が 2018年国内年間販売量 No1と

なる（1月 15日） 
サントリー食品インターナショナルは、飲料総研調べの

統計で同社「サントリー天然水」が 2018 年の国内年間販

売量 No1 となったことを発表。具体的には、2018 年の販

売数量が前年比 9％増の 1 億 1,730 万ケースとなってお

り、これまで 30 年近くトップブランドであった日本コカ・コ

ーラのコーヒー飲料ブランド「ジョージア」を上回り、清涼

飲料市場でのトップブランドとなった。なお、サントリー食

品インターナショナルは 2019 年における「サントリー天然

水」の販売目標を前年比 2％増の 1 億 1,980 万ケースと

して、さらなる拡大を図っていく。 



 

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＞ 

■「アーモンドベルギーチョコ」 

（スジャータめいらく） （2019年 1月 7日） 
ベルギー産チョコレートを使用した濃厚なチョコの風味

をベースに、具材として加えたバナナ果肉の食感と、ほ

んのりアーモンドペーストの風味が感じられるチョコレート

ドリンク。 

 

■「ワンダ TEA COFFEE ＜カフェラテ×抹

茶 微糖＞」(アサヒ飲料)  （2019 年 1 月 8

日） 
ブラジルを中心に厳選したコーヒー豆を高温短時間で

焙煎して苦みや雑味を抑えたカフェラテに、国産の抹茶

を組み合わせたペットボトルコーヒー。程よい甘さとふわり

と香る抹茶がカフェオレのおいしさを引き立てている。コ

ーヒーでありながら茶のようにすっきりとごくごく飲めるの

で、リフレッシュしたい時などに好適である。 

 

■「ジョージア ＜ディープブラック＞」 

(日本コカ・コーラ)  （2019年 1月 21日） 
ブラジル産最高等級豆のみを使用。ブラック缶コーヒ

ーユーザーが求めているコーヒーの深みと、コクがあって

雑味のない後味で飲み飽きないクリアなコクの味わいに

仕上げている。 

 

 

＜アルコール類＞ 

■「サッポロチューハイ 99.99 クリアシークヮー

サー」（サッポロビール） （2019年1月22日） 
アルコール度数 9％。純度 99.99％の高純度ウオツカ

を使用した透明感のあるクリアな味とスムースな飲み口の

チューハイ。シークワーサーの爽やかで甘酸っぱい味わ

いに仕上げている。 

 

■「-196℃ ストロングゼロ ダブルパイナップ

ル」（サントリースピリッツ） （2019 年 1 月 29

日） 
アルコール度数 9％。プリン体ゼロ、糖類ゼロ。独自の

“-196℃製法”によるパイナップルの浸漬酒に果汁を加

えた。パイナップルの甘酸っぱい味とアルコールの力強

い飲み応えが特徴である。 

＜菓子＞ 

■「明治 ザ・チョコレート 弾ける香りゆず」 

（明治） （2019年 1月 8日） 
ドミニカ共和国産カカオを中心に使用したフルーティ

ー感のあるチョコレートに、国産のゆず皮とゆず果汁パウ

ダーをぜいたくに練り込んだ。ユズの香りがはじけるよう

に広がるチョコレートである。 

 

■「花粉爽快チャージタブレッツ」 

（カバヤ食品） （2019年 1月 15日） 
花粉症が気になる人をターゲットにした錠菓。 乳酸菌

(1粒当たり 10億個)、甜茶エキス、べにふうき粉末が入っ

ている。特有の爽快感を得られるメントール入りキャンデ

ィチップも入っている。キャンディチップによってかみ砕き

やすく、くちどけのよいタブレットに仕上がっており、タブ

レットを口に入れた瞬間に鼻に抜ける強力ミント感を感じ

ることができる。 

 

 

＜アイスクリーム・ヨーグルト＞ 

■「明治 エッセルスーパーカップ ＜紅茶クッ

キー＞」(明治) (2019年 1月 14日) 
同シリーズ初の紅茶クッキーを採用。滑らかでコクのあ

るベースアイスを、ミルクティーのような味わいの紅茶アイ

スに仕上げた。紅茶の風味が香り、しっとりとした食感の

クッキーを混ぜ込むことで、食感のアクセントを楽しめる。

しっとりとしたクッキーに紅茶原料が入っており、紅茶が

香る設計となっている。 

 

■「ダノンオイコス ＜脂肪 0 カカオ＆ベリー

味＞」(ダノンジャパン) (2019年 1月 21日) 
バレンタインデーとホワイトデーに向けて、ヘルシーな

カカオに旬のベリーをミックスした新感覚のヨーグルト。独

自のヘルシーで濃密なヨーグルトに、甘い香りのカカオ

の実と 2 種類のベリー（ラズベリーピューレとクランベリー

果汁）をブレンドした甘酸っぱいおいしさとなっている。脂

肪分 0 とは思えないクリーミーで濃密な食感で、100kcal

未満でも高い満足感で、通常のヨーグルトと比べ、乳原

料が 3 倍、タンパク質が 2 倍で、ヘルシーかつ濃密なヨ

ーグルトである。 
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（出典：http://iewine.jp/article/437） 

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。 

スパークリングワイン 
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今回は「スパークリングワイン」についてご紹介したいと思います。 

 

「スパークリングワイン」とは、発泡性を有したワインの総称となります。

スパークリングワインには大きく分けて、瓶内発酵のために二酸化炭素

が溶け込んでいるものと人工的に二酸化炭素を吹き込んだものの 2 種

類があります。 

また、スパークリングワインのなかで、フランスのシャンパーニュ地方で

製造され、フランスにおけるワインの法律である AOC 法（原産地呼称管

理法）に規定された条件を満たしたスパークリングワインが“シャンパン”

となっています（シャンパンとして使用できる葡萄の品種はシャルドネ、ピ

ノ・ノワール、ムニエ、フロモントー（ピノ・グリ）、アルバンヌ、プティメリエ、

ピノ・ブランの計 7品種のみとなっている）。 

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。 

ビストロボス コンソメスープ 

■会社名：サントリー食品インターナショナル 

■価 格：130円（税込み） 

■容 量：185g 

■購入場所：駅構内の自動販売機 

■商品特徴  
玉ねぎとビーフの旨み、スパイシーコンソメスープ 

■購入理由 

もともとスープ飲料が好きであることと、コーヒーブランドの「BOSS(ボス)」が出すスー

プ飲料がどんなものか気になったため 
■食後の感想 
コクが強く美味しかった。飲食店で食べるスープと比べても遜色ない。胡椒がピリッと

効いており、寒い日にちょっと温まったり、小腹満たしにちょうど良いと思った。 

以前は、祝い事など特別な日でしか飲まれることがなかったスパークリングワインですが、近年は“食の洋風化”や“料理

店でのグラス売りの普及”“低価格品の増加”などを背景に、日常的に飲用されるケースも増えてきました。 

財務省発表の輸入通関数量によると、輸入量は 8 年連続で伸長し、2017 年には 400 万箱を突破しており、2019 年 2 月

の日欧 EPA 発効に伴う欧州ワインの関税撤廃で、現在スティルワイン（非発泡性のワイン）よりも高い関税の影響が緩和さ

れ、広く普及する可能性があります。 

こうした状況を背景に、スパークリングワインの需要が更に拡大していくと考えらます。 



 

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☆ 

仕事中に食べるお菓子の喫食実態 
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今月は、「仕事中に食べるお菓子の喫食実態」について、社内アンケートを実施。19人から回答を得ました。 

その結果、“仕事中では、糖分補給など小腹満たしのために、チョコレートがよく食べられている”ということがわ

かりました。以下、詳細を説明していきます。 

TPC社員では仕事中に糖分補給などの小腹満たしでチョコレートがよく食べられていましたが、 

皆さんの職場ではどんなお菓子が食べられていますか？？ 

まず、仕事中のお菓子の喫食については、19人中 18人が「月 1回以上仕事中にお菓子を食べる」としており、実に約 95％

が仕事中にお菓子を食べていることがわかりました。 

次に、「月 1回以上仕事中にお菓子を食べる」とした 18人に具体的にどんなお菓子を食べるかを聞いたところ、トップは「チ

ョコレート」で 9人が回答（出現率 50.0％）。以下、「ビスケット・クッキー」が 3人（同 16.7％）、「キャンディ」が 2人（同 11.1％）、

「グミ」「ナッツ類」が各 1人（同 5.6％）で続いています。 

さらに、前問で「チョコレート」とした 9人に、「チョコレート」を仕事中のどんなシーンで最も食べるかを聞いた。その結果、「小

腹が空いた時」が 5 人、「集中力が切れた時」と「仕事がひと段落した時」が各 2 人となりました。このほか、「チョコレート」とした

9人のうち 7人はチョコレートをよく食べる理由として「糖分補給をするため/甘いものが欲しいため」と回答しました。 

 以上のことから、TPC 社員では仕事中に“チョコレート”を食べる人が最も多く、食べるシーンは“糖分補給など小腹が空い

た時”であることがわかりました。なお、「チョコレート」を挙げた人では、「スナック」や「ビスケット・クッキー」は食べる時に音が出

てしまうので、仕事中には食べたくないという意見があり、仕事中に食べるお菓子は、他の人に食べているのがわかりづらいこ

とも重要なようです。  

Q.仕事中に最も多く食べる 
菓子のタイプは何ですか？（SA） 

Q.仕事中に「チョコレート」を最も多く食べるのは 
どんなシーンですか（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。 

 

52.4％ 

今回は、マイボスコム株式会社が不定期に行っている「和菓子」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 12 月 1日～12月 5日の期間に全国の 10代～70代の男女 10,633人を対象に実施し

たインターネット調査で、2015年 12月の調査に続き 3回目の調査となります。 

まず、対象者 10,633 人全員の和菓子の嗜好度をみると、

約 8 割が和菓子を「好き」と回答しました。この割合は前回

(78.7％)と大差はなく、引き続き和菓子の人気が根強いこと

がわかりました。 

次に、好きな和菓子の種類をみると、5 割以上の出現率と

なったのは左図の通り。「たい焼き・今川焼き・人形焼き」が

59.1％で最も高く、次いで「大福」が 57.4％、「カステラ」が

53.8％、「どら焼き」が 52.4％で続いています。また、時系列

の傾向をみると、「どら焼き」が前回(2015 年 12 月)の 46.5％

より 5.9 ポイント高い出現率となっており、5 割以上の項目の

中では一番の伸び幅となりました。つまり、この 3年間で「どら

焼き」の人気が急増しているといえます。 

 

この調査から引き続き日本人は幅広い種類の「和菓子」を

好んでいることがわかりました。さらに、近年は外国人観光客

の間でも「和菓子」が人気を集めているので、今後は「和菓

子」が世界的にブームとなる日も近いのではないのでしょう

か。 



 

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。 

「睡眠サポート機能性表示食品」の狙うべきターゲットは 
『リアル充実派』の若い男性！ 

こんにちは TPC ヘルスケア担当の今奥です。 

今回ご紹介するのは、弊社で 12 月に調査した『睡眠サポート機能性表示食品』に関する消費者調査のデータです。今回、対象者を『睡眠サ

プリ』の中でも特に『機能性表示食品』の利用者に絞り、調査を行いました。近年、”睡眠の質を高めること”の重要性に対する消費者の意識が高

まっており、メーカー各社もサプリメントや清涼飲料水、ゼリーなど様々な商材で機能性表示食品を発売。今後さらなる市場の拡大も期待されてい

ます。 

では実際に、睡眠の質を高めるためにそのような『睡眠サポート機能性表示食品』を摂取している人たちとはいったいどんな人なのか？そのユーザ

ー像を探るべく、睡眠に対する価値観や商品の摂取実態など様々な角度から質問を行いました。 

結果、『睡眠サポート機能性表示食品』の利用者には男性が多く、なかでも 20代や 30代の若年層の利用率が高いという結果になりました。

では、いったい若い男性たちはどのような効果を期待して睡眠サポート機能性表示食品を利用しているのでしょうか。 

「質の良い睡眠の条件とは」を尋ねた質問では、約 7 割の人が「眠りが深いこと」と答えています。また、睡眠に関する様々なキーワードの中で魅

力的だと感じた人が最も多かったワードは「良質な睡眠」となりました。さらに、男性は女性よりも「寝ている時間を有効活用したい」や「1 日のうち睡

眠に充てている時間を短くしたい」といったニーズが高く、つまり男性は『短くても質の良い睡眠』や『効率的な睡眠』をより求めている傾向がみられま

した。 

さらに今回の調査では、ライフスタイルや様々な価値観をもとに 624 名の調査対象者を 4 つのクラスターに分類。その中で最も機能性表示食

品を積極的に活用していたのは、『美容意識や健康意識が高い”リアルが充実している”人』だということがわかりました。このクラスターに属する人は

睡眠改善に対する意識が非常に高く、自分の悩みを解決してくれる機能性表示食品を長期間・複数回にわたって使用しています。さらに、自分

が使用している商品に対する愛着度も非常に高く、周囲の人におすすめしたい！と考えている人も多かったです。 

今回の調査の結果より、「自身の睡眠に悩んでいる」＝「睡眠障害」などのネガティブな捉え方ではなく、「自身の睡眠の質をさらに向上させて生

活の質をあげる」といったポジティブな目的のために機能性表示食品を利用している層が多いという可能性が示唆されました。近年人々の健康意

識が高まったことで、健康食品を適度に利用し自身の健康管理を行うことが当たり前になりつつありますが、眠りについても同じことがいえるのかもし

れません。（今） 

上記以外の「睡眠」関連データや健康食品関連データも豊富です。ご興味いただけましたら気軽にご連絡くださいませ。（今） 

調査対象者内訳 



 

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.272 
FF店の利用実態とコーヒーの受容性調査 

－フードメニューによって異なるコーヒーニーズへの対応がポイント！－ 

■調査概要 

今回、1 年以内にファーストフード店(以下、FF 店)でコーヒーメニューを飲んだことがある 20 代

～60 代を対象に、FF 店の利用実態とコーヒーの飲用実態に関する調査を実施。調査の結果、

数年前よりも“味覚面の向上”を感じる人が増加し、“手頃な価格設定”が高評価を得ていた。さ

らに、コーヒーに求められる味わいが、フードメニューの種類により異なっていたことから、今後

はフードメニューごとに相性が良い味わいの実現が求められる。 

発刊日：2018年 12月 27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 

ホットドリンクの飲用実態と今後のニーズ（第 11弾）（発刊予定：2019年 2月 28日）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 

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 3 月 29日）担当：水上 

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 4月 12日）担当：伊藤 

1.FF店の利用実態、FF店のコーヒーの飲用実態 

2.FF店のコーヒーと他のコーヒーの競合状況 

3.FF店のコーヒーの評価 

4.FF店のコーヒーの今後の飲用意向 

5.コーヒー全体の飲用実態 

調査対象 

調査実査日 

2018年 12月 4日～12月 9日 

この 1年間で FF店を利用し、かつコーヒーメニ

ューを飲んだことがある 20～60 代の男女 625

サンプル 


