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いつも大変お世話になっております。Food&Drink担当の水上です。
TPCは、2019年4月にリサーチ会社からソリューションを

提供する会社に生まれ変わりました！
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、弊社ではこれまで行って
いたリサーチ業務に加え、リサーチに基づいたコンサルティング業務
を開始しました。また、新たな企業理念として「“調査(Research)”を
通じて、“気づき(Findings)”を与え、“実行(Action)”に移し、“課題解
決(Solution)”まで導く。
」を掲げ、
「消費財」および「生産財」の各部
門でリサ・リューション事業部を発足しております。ちなみに、この
「リサ・リューション」という言葉は、
「リサーチ(Research)」と「ソ
News

リューション(Solution)」を掛け合わせた造語です。
引き続き、お客様のマーケティング課題解決をサポートする会社と

【特集】“大豆ミート”市場拡大へ

して尽力いたしますので、新生TPCマーケティングリサーチを今後と
News

もよろしくお願い申し上げます。

1 今月の気になる業界ニュース
他

2 今月の気になる新製品

セブンプレミアム 海老と野菜のアヒージョ風

さて、弊社ではこれまで自社の宣伝だけではない“ちょっと”有益な
情報を提供することを目的としたニュースレター「TPC

Drink＆

Dessert Communication Magazine」を定期的に発刊していたの
ですが、今回の組織変更に伴い一時休刊していました。ありがたいこ
とに、ご愛読いただいているお客様からは「いつから再刊しますか」
「早く再刊してほしい」といったお声をたくさん頂戴致しました。
そ こ で 今 月 よ り 、 装 い も 新 た に 「 TPC

Communication

Food&Drink

Magazine」として刊行致します！今号

から飲料・デザート分野のほか、食品分野も加えることで、より広い
視野でマーケティングにお役立ていただけるような情報を提供でき
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5 今月のヒット商品

三ツ矢レモネード（アサヒ飲料）

Magazine」をよろしくお願い申し上げます。
それでは、今号をどうぞお楽しみくださいませ。

4 今月の気になるFood&Drinkトレンド

フードシェアリングサービス
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キッコーマン飲料「キッコーマン豆乳アイスStand」を期間限定
でオープン 他

ればと考えております。
新 し く 生 ま れ 変 わ っ た 「 TPC

他

7 今月のマーケティング提案

「明治プロビオヨーグルトシリーズ」の店頭マーケティング
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8 TPCレポートのご案内

今月の気になる業界ニュース
ここ1ヶ月ほどの間に発表のあった食品業界のニュースを、いくつかピックアップして簡単にご紹介しています。（川）

不二製油グループ本社 植物性食を通じたソ
リューションなどのESG経営推進

【特集】“大豆ミート”市場拡大へ
低カロリー・低脂質・高タンパクで食物繊維豊富
な大豆ミート ギルトフリーな食材として消費
者の支持拡大

不二製油グループ本社は、中期計画の3年目となる2019年度を迎
え、強みである植物性食（PBFS）を通じたESG経営をさらに推進し、
社会的価値と経済的価値の一体化を加速するとしている。事業別でみ

近年、消費者の健康志向の高まりから、大豆ミートの需要が増

ると、チョコレート事業では、18年に買収したブラマー社とのシナジ

加。“罪悪感が少ないギルトフリーな食事”を求める消費者や、糖

ー効果を追求し、グロバール展開の強化やチョコレート販売数量の拡

質制限などでお肉が食べたいが我慢している消費者が増え、大豆

大を目指す方針。さらに、大豆事業では、2020年に大豆ミート新工場

ミートへの注目が高まっている。また、弊社が実施した大豆ミー

の稼働を予定し、好調な大豆ミートの育成を進め、市場創造を目指す

トに関する消費者調査においても、代替肉として罪悪感の少な

としている。

さ、ヘルシーさや栄養豊富な点など、お肉にはない大豆ミートな

日清食品 カップヌードルでバイオマスECO
カップを採用

らではの価値に対して期待する声が大きいことがわかっている。
つまり、大豆ミートは、“高タンパクかつ低カロリー・低脂質”な
特性を持ち、肉の代用として使うことで脂質やカロリーを抑える

日清食品は、
「カップヌードル」ブランドの商品で使用する容器に、

ことができ、加えて、大豆のたんぱく質や食物繊維等の栄養素を

プラスチック使用量と焼却時のCO₂排出量を削減した「バイオマス

手軽に摂取できる食材でもあり、ヘルシー志向のユーザーを中心

ECOカップ」を採用し、2019年から順次切り替え、2021年に全量切

に支持を集めている状況にあると言える。

り替えを完了する。バイオマスECOカップは、従来の「ECOカップ」
が持つ断熱性や保香性を維持しながら、容器に使用している石化由来

市場が広がる大豆ミート
市場拡大を確実視

プラスチックを植物由来のバイオマスプラスチックに一部置き換え

参入各社はさらなる

ることでバイオマス度80％以上を実現した。時代の変化に対応し、プ
ラスチックの環境対策に力を注いでいる。

市場では、大塚食品の代替肉シリーズ「ゼロミート ソーセー
ジ」、ロッテリアの大豆ミートを使った「ソイ野菜バーガー」、ロ

シマダヤ
食品

ーソンの大豆ミートを使用した「トルティーヤ もち麦カレー」
、
ダイエーの大豆ミートを使った「ベジプレート」など、新商品が
相次いで登場。コンビニやスーパー、ファーストフードなど幅広

家庭用チルド麺で初の機能性表示

シマダヤは、9月1日より、チルド麺初の機能性表示食品「健美麺 食

いチャネルへ大豆ミート商品が広がっている。こうした中、不二

後の血糖値上昇を抑える

製油は、大豆ミートの市場拡大により既存工場のフル稼働が続い

うどん」
「同

そば」
「同 中華めん」を発

売する。同シリーズは、機能性関与成分として、海藻由来のアルギン

ているとして、生産能力を増強し、従来の生産能力を倍増させる

酸Caを麺に配合。3年という開発期間の中、自社で臨床試験を重ね、

見通しとなっており、増加する需要の取り込みを進めている。

臨床試験の成果をエビデンスとして「アルギン産Caが含まれるので、

また、世界的な人口増加で食糧危機が懸念される中、畜肉に比

食後の血糖値上昇を抑える機能がある」ことが認められ、届出が受理

べ環境に優しい点や、たんぱく源として大豆への期待が高まって

された。現在の日本では、高血圧や糖尿病の患者や予備軍が増えてい

いることも市場拡大の追い風となっている。こうした状況から、

るとして、同シリーズを持続的な成長ができる１つの柱として育成し

国内においても、大豆ミート市場は成長期に入り、今後、需要が

ていく方針。

さらに高まる可能性が高いとされている。

ロックフィールド 自宅や職場の食事での
気になる塩分に“プラスワンジュース”習慣
を提案

大豆ミートの認知度向上と商品価値の浸透 大
豆ミートの可能性を広げるマーケティング施策
が市場成長へのポイントに
一方で、大豆ミートには、お肉のような質感と旨味、大豆臭低

ロックフィールドは、展開するジュースとスープの販売店「ベジテ

減といった改良ポイント、使い方の提案・取扱い店舗・売場展開

リア」で新商品「食事にプラスがいいジュース」を5月16日から販売

の少なさといった課題も挙がっている。こうした点から、今後は、

した。野菜や果実のカリウムを豊富に含み、食事の塩分が気になる時

商品価値や利用方法で大豆ミートの可能性と需要をどこまで広

にプラスして飲むことで、食事をより楽しめるとして、“自宅や職場

げられるかが、市場成長のポイントになると言えそうである。ま

の食事へのプラスワン習慣”を提案している。“自宅や職場など手軽に

た、大豆ミートの認知度向上に対しては、大豆ミートの店頭露出・

楽しみたい”とするニーズに応え、内容量120gの手ごろなサイズと飲

売場展開の強化、マス媒体等への露出拡大に加えて、業界をあげ

みやすい形状にしている。

た取り組みも必要不可欠であり、大豆ミート市場の活性化につな
がるマーケティング施策が重要になってきていると言える。
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今月の気になる新製品
今月発売される新製品の中から、注目の商品をご紹介しています。（光）

食品

清涼飲料・アルコール
セブンプレミアム 海老と野菜のアヒー
ジョ風
（エフ・リンク・コーポレーション）

スターバックス ＜コールドブリュー
コーヒー＞
（サントリー食品インターナショナル）

プリっとした海老とごろごろの野菜に、アンチョビの塩味とにんに

「スターバックス

チルドカップ」シリーズ新アイテム。スターバ

くの香りがくせになるコク深いアンチョビソースを合わせた、レンジ

ックス厳選の専用豆をぜいたくに使用し、水でじっくりと時間をかけ

調理対応の冷凍調理品。電子レンジで温めた後に、皿に移す必要がな

て抽出し、豆の味を存分に引き立てた。苦みや酸味を抑えた奥深く豊

く、そのまま食卓に出せる平皿容器を採用。

かな香りと滑らかな口当たりは、初夏に好適な味。

糖質オフ ＜すき焼のたれ＞
（ダイショー）

クリアアサヒ ＜東北の恵み＞
（アサヒビール）

“いつもの味と変わらない”糖質オフ調味料シリーズ第3弾。コク深

リキュール（発泡性）①規格、アルコール分5％。東北の素材を用

い甘みの三温糖を使用し、日高昆布、焼津産鰹節のうまみを利かせ、

いて福島工場で製造し、東北6県限定で発売する特別な「クリアアサ

上品な味わいに仕上げた糖質25％オフのすき焼き用割り下。肉、野菜、

ヒ」
。山形県産ホップと宮城県産の“希望の大麦”を一部使用した、華や

焼き豆腐、しらたきなど、低糖質な具材をいつもの味で楽しみながら、

かなホップの香りと食事によく合うすっきりとした飲み心地。売上1

気になる糖質摂取を抑えられる。

本につき1円を、東北地方の復興支援、地域振興などに役立てる。

Granola＋ プロテインin
（カルビー）

AOJIL SOYLATTE
（カゴメ）

グラノーラ生地の主原料に大豆たんぱくを使用。1食分(60g)+低脂

4種の国産野菜を使い、豆乳をブレンド。まろやかで飲みやすく、

肪乳200mlで、朝食での推奨量たんぱく質20gを摂取できる。味覚面

リラックス時間を過ごしたいときに好適。食物繊維とカルシウム、植

では、ナッツフレーバーのグラノーラ生地に、黒大豆や青大豆、チョ

物性乳酸菌が摂れる。ターゲットはミレニアル世代（20～30代）。リ

コクランチ、アーモンド、かぼちゃの種をトッピングしており、男性

ラックスシーンで、甘い紅茶やカフェラテの代わりに、健康的な青汁

にも食べやすい甘さ控えめ仕様となっている。ビタミンB6の栄養機

を豆乳で割る飲み方が広がりつつあることから開発された商品。

能食品。

菓子・デザート

もち麦入りロール
（敷島製パン）

ボタニカル・スムージーアイスバー ミッ
クスベリー＆ココナッツミルク
（森永乳業）

もち麦粉入りのもっちりとした生地にもち麦を加えた、プチプチ食
感のロールパン（4個入り）。 乳酸菌（殺菌）と食物繊維を含んでい
る。

日東薬品工業との共同開発。大麦の一種である「もち麦」は、

ブルーベリー・ラズベリー・カシス果汁とブルーベリー果肉をふん

プチプチとした食感と、水溶性食物繊維(大麦β-グルカン)を豊富に含

だんに使用したスムージーアイスを、濃厚でなめらかなココナッツミ

んでいることから、新食材として注目されつつある。

ルクアイスで包み込んだアイスバー。『植物のチカラで、おいしくキ
レイにいきいきと』をコンセプトに開発された商品である。

「マカダミア ＜香るほうじ茶＞
（明治）
「マカダミア」シリーズ新アイテム。香ばしい宇治ほうじ茶を使用。
ほうじ茶の上品な香りを際立たせて、マカダミアナッツの風味を引き
立てた。昨今、
「ほうじ茶」フレーバーは、カフェチェーンなどでメニ
ューに採用されるなど人気を集めており、アイスや菓子で商品が拡大
している。
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今月の気になるプロモーション
最近のプロモーションで気になったものについて、いくつかピックアップしてご紹介しています。（丸）

キッコーマン飲料 「キッコーマン豆乳アイス
Stand」を期間限定でオープン

ネスレ日本
サポート

浴場組合と協働で身体のケアを

キッコーマン飲料は、豆乳アイスを楽しめる初のポップアップショ

ネスレ日本は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合と協働で銭湯と

ップ「キッコーマン豆乳アイスStand」を6月12日～6月16日の5日限

コーヒーでランナーの身体のケアをサポートする「銭湯×コーヒー

定で「ZeroBase表参道」にオープンした。同店舗では、1日1,020本

ランニングステーション」を5月より東京都内8ヵ所の銭湯で開始し

限定で豆乳飲料のアイスの無料配布やタカラトミーアーツから発売

た。

の「キッコーマン

豆乳ミニポーチ おかわり」の先行販売などを行

入浴料の他、ランニング前後で提供されるコーヒー1杯の料金を支

った。

払うことで、ランニングステーション代わりに銭湯内のロッカーや脱
衣所を利用できるというもの。各銭湯には、冷却・保冷機能付きコー

マルハニチロ

ヒーマシーンを設置する他、入浴後にランニング疲れた身体をケアす

新ラジオCMの放送を開始

るためのマッサージ機も常備する。

マルハニチロは、企業広告として新たなラジオCMの放送を6月10
日より開始した。本CMは同社オリジナルキャラクターの「パイレー
ツ

ニチレイフーズ 「本格炒め炒飯」の新WebCM
を公開

マルッハ・ニッチーロ」の冒険譚を全11シリーズで描いたもの。

多岐にわたる同社の事業内容を、アニメ予告ナレーション風にアレン
ジしたエンターテイメントを通じて大胆に力強く印象的に表現して

ニチレイフーズでは、
「本格炒め炒飯」のWebCM第3弾となる「Still

いる。

No.1」を5月31日より公開している。WebCMについては2017年3月
からスタート。若年層の印象に残りやすい“歌と踊り”をテーマとして
おり、第3弾となる新CMでは、ミュージシャンのZebra（ジブラ）が

サントリー食品インターナショナル 公式
バーチャルYouTuber「燦鳥ノム」、歌手デ
ビュー

出演しており、
「18年連続売上ナンバー1」である点を強く打ち出して
いる。

同社の公式バーチャルYouTuber「燦鳥ノム」は、オリジナル楽曲

画は「燦鳥ノム」と「クラフトボス」ブランドとのコラボレーション

日本コカ・コーラ スマホアプリ「Coke ON」
の電子マネー決済でスタンプが貯まる新サー
ビスを開始

企画。同楽曲は“今を生きる若者たちへの応援歌”をコンセプトとして

日本コカ・コーラ社が提供するスマートフォン向けアプリ「Coke

おり、「クラフトボス」を飲みながら楽しむのにピッタリのアップテ

ON」において、電子マネー決済でスタンプが貯まる新サービス「Coke

ンポで爽快な曲となっている。

ON IC」を開始。これは、「Coke ON」から普段利用している電子マ

「Life is Tasty！」にて歌手デビューを果たした。様々な楽曲配信サ
イトやYouTubeの公式チャンネルにおいて楽曲を公開している。本企

ネーを登録し、同社のマルチマネー対応自販機で登録した電子マネー
を使って商品を購入するだけで、
「Coke ON」のスタンプを貯めるこ

ヤクルト本社 「シンバイオティクス ヤクル
トW」の新テレビCMを投下

とができるというもの。スタンプが15個貯まると、アプリ対応の自販
機で取り扱っている飲料1本を無料で手に入れることができる。

ヤクルト本社は、6月2日より「シンバイオティクス ヤクルトW」
の新テレビCMとして「コンビニ」篇の放送を開始。女優の川口春奈が

江崎グリコ、特別展を開催

出演し、先輩社員に商品をオススメするように視聴者に語り掛けなが

江崎グリコは、企業ミュージアムの「江崎記念館」において、特別

ら容器の形状を表現する仕草を通して、同品の認知度向上を図ってい

展『グリコと健康』展を5月27日から9月30日まで開催する。この特

る。

別展は“栄養菓子グリコ発売当時の創業期”と“栄養菓子グリコのDNA
を受け継ぐ商品群”の2つのテーマから構成されている。
また、栄養素「グリコーゲン」との出会いから現在に至るまでの歴
史の一部を“健康”という観点から、様々な写真や資料をもとに振り返
っている。
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今月の気になるFood&Drinkトレンド
最近のFood&Drink分野においてトレンドのキーワードをご紹介しています。（伊）

フードシェアリングサービス
今回は、フードサービス業界や、消費者の飲食物の消費行動

では年間約632万トンもの商品が捨てられているという統計

に大きな変革をもたらしている「フードシェアリングサービ

（政府広報オンライン）もあります。これを日本人1人当たり

ス」について紹介します。

に換算すると、毎日茶碗一杯分のご飯を捨てていることに相

フードシェアリングサービスとは、飲食店などで余った飲

当します。こうした問題に対して、飲食店や企業はフードシェ

食物を必要としている消費者に案内するマッチングサービス

アリングサービスとして課題解決に取り組むことで、エコフ

のことです。具体的なサービスとしては、月定額制でレストラ

レンドリーな印象を与えることができ、顧客ロイヤルティの

ン、飲食・小売店の余剰商品を購入できる「Reduce GO」

向上につながります。また、消費者側のメリットとしては、格

（SHIFFT）や、月定額制ではなく単品から商品を購入できる

安で飲食物を購入しながら、フードロス削減に貢献すること

「TABETE」
（コークッキング）。さらに、飲食物の消費量が多

ができます。

い企業・団体限定で、在庫を抱えているメーカーから飲食物を

今後も、消費者の環境問題意識が高まっている中で、フード

購入できる「tabeloop」
（バリュードライバーズ）などがあり

シェアリングサービスの様な企業、消費者、環境の三方にメリ

ます。

ットをもたらすビジネスが増えると考えられます。各企業が

これらのサービスについて、飲食店側のメリットとしては

掲げるCSR活動も、企業や消費者が実際に恩恵を受ける形で

「廃棄コストを抑えながら、売上を確保できること」と「フー

実施されることで、より魅力的な活動になるのではないでし

ドロス削減に寄与できること」が挙げられます。特に、フード

ょうか。

ロスについては、近年社会問題として注目を集めており、日本

今月のヒット商品
最近のFood&Drink分野においてヒットしている商品を、ひとつご紹介しています。（伊）

三ツ矢レモネード（アサヒ飲料）
今回は、アサヒ飲料の「三ツ矢レモネード」
（450ml PET/

に飲むものとして適していない」などの有糖炭酸に対する不

税別124円）をご紹介します。同商品は2019年4月2日の発売

満から、無糖炭酸の需要が拡大してきました。その一方で、
「無

から3週間で50万ケースを売り上げ、年間販売目標としてい

糖炭酸は全く甘くないので、物足りない。甘さが欲しい」とい

た100万ケースの5割を達成した人気商品です。

う反動も出てきました。そこで、有糖炭酸でありながら、程よ

同商品は、レモンの爽やかな酸味とレモンピールの苦みを

い甘さでリフレッシュできる同商品が消費者に受け入れられ

味わうことができるレモネード味の炭酸飲料。メインターゲ

ています。

ットを30~40代の女性としており、甘さひかえめの爽やかな

近年の飲料市場では、本来甘いもの、もしくは全く甘くない

味わいで、仕事の合間のリフレッシュに適した飲料となって

ものの中間点である微糖を売りにした商品が他にも出てきて

います。

います。例えば、
「午後の紅茶

ザ・マイスターズ・ミルクテ

同商品がヒットしている理由としては、“有糖炭酸でありな

ィー」
（キリンビバレッジ）は“甘くない微糖ミルクティー”と

がら、リフレッシュしたい”ニーズに応えていることが挙げら

いう商品コンセプトにすることで、甘さを敬遠する有職女性

れます。

を中心に支持を集めています。このように、大人をターゲット

炭酸飲料は砂糖の有無という観点から有糖炭酸と無糖炭酸

とし、“甘すぎない”ことを訴求した商品が今後市場を牽引し

に大別できます。近年、
「有糖炭酸は甘すぎるから、気分転換

ていくかもしれません。
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今月の気になるデータ
自社・他社を問わず、最近の気になるデータやマーケティングに使えそうなデータをご紹介しています。（藤）

68.8％
今回は、株式会社ドゥ・ハウスが行った「乳酸菌」に関するアンケート調査の結果を一部抜粋しました。この調査は、2019年1
月26日～1月31日の期間に20代～60代の男女971人を対象に実施したインターネット調査です。

まず、乳酸菌入りの食品・飲料・サプリメントを摂取
するときに重視していることは、トップ3が僅差で「値段」
（53.8％）、「味」（52.0％）、「乳酸菌の効果・効能」
（51.3％）の順になりました。すなわち、乳酸菌配合商
品では、値段や味だけでなく、機能性も重要であること
がわかりました。

そこで、乳酸菌の効果・効能について、具体的にどん
な効果が求められているのか、乳酸菌の摂取理由を見て
みると、「免疫力のアップ」（68.8％）が「整腸作用」
（59.1％）を抑え、トップとなりました。以下、
「病気の
予防」
（45.9％）
、
「便秘対策」
（35.3％）などと続いてい
ます。
一方、弊社が2017年に行った消費者調査*1では、継続
摂取している乳酸菌配合商品に期待している効果（MA）
について、
「腸内環境の改善」が55.8％、
「整腸」が52.9％
であったのに対し、「風邪・インフルエンザ予防」は
23.1％でした。
このことから、この2年で「免疫力のアップ」に対する
ニーズが高まったといえます。実際、同機能を訴求した
乳酸菌配合商品の市場規模は年々拡大*2しています。

「免疫力」に対するニーズの高まりは今後も続くとみ
られ、中でも手に取りやすい値段で、おいしさも訴求し
た商品が需要を拡大していくでしょう。

*1 「乳酸菌継続摂取の実態とニーズ」
（調査実査日：2017年10月13日～10月16日、対象：20代～60代男女620人）
*2 弊社市場調査資料「2019年 食系企業の乳酸菌事業戦略調査」より
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今月のマーケティング提案
Food&Drinkの企業戦略や商品傾向、販促活動などを例に今後のマーケティング提案を行っています。（水）

「明治プロビオヨーグルトシリーズ」の店頭マーケティング
近年の店販チャネルは、消費者ニーズの多様化に伴い、様々

さらに、同シリーズは上記のカラーマーケティングに加え、

な商品が店頭に並んでいます。その中で、メーカー各社は自社

商品のネーミングが相乗効果となって作用しているのではな

の製品を手に取ってもらうために、売り場づくりやPOPの提

いかと思います。その理由を説明すると、3ブランドともに配

案など店頭マーケティングを活発化させています。このうち、

合している乳酸菌の名称の一部を取り、アルファベットと数

明治が実施している「明治プロビオヨーグルトシリーズ」の店

字を組み合わせた短いブランド名となっています。
「LG21」や

頭マーケティングが効果的と感じたので、今回は「明治プロビ

「R-1」といった単語は、一見ヨーグルトと結びつかないフレ

オヨーグルトシリーズ」の店頭マーケティングを例に、今後の

ーズですが、逆にそれが消費者の好奇心を誘い、消費者は実際

食品分野における商品開発ポイントを分析したいと思いま

に商品を手に取る。そして、それが「乳酸菌から取った名称な

す。

んだ！」と気付くことで、消費者にインパクトが残る(商品名
も短くて覚えやすいので尚更Good)と考えられます。また、こ

まず初めに、
「明治プロビオヨーグルトシリーズ」とはヨー

のアルファベットと数字の短い組み合わせがどこか科学的か

グルト市場トップシェアの明治が展開している機能性ヨーグ

つ健康的なイメージを連想させ、商品の機能性や乳酸菌自体

ル ト で あ り 、 胃 で 働 く 乳 酸 菌 (LG21 乳 酸 菌 ) を 使 用 し た

の認知度向上にもつながっているのではないでしょうか。

「LG21」(2000年3月発売)、免疫力向上効果のある1073R-1
乳酸菌を使用した「R-1」(2009年12月発売)、尿酸値の上昇

明治が2000年に「LG21」を投入する際に、シリーズ化によ

を抑えるPA-3乳酸菌を使用した「PA-3」(2015年4月発売)の

る売り場づくり・販売戦略を意識して、ブランドカラーとネー

3ブランドからなります。同シリーズは、それぞれの機能性を

ミングを選定したのかは定かではないですが、今や新製品を

積極的に訴求したことで年々規模が拡大しており、弊社調べ

上市する際に店頭マーケティングを意識することは不可欠で

で2018年度の売上高は約1,200億円となりました。

あるといえます。今後、新製品を投入する際は、店頭マーケテ
ィングを意識したパッケージデザインやネーミングを施して

そして、本題となる店頭マーケティングをみると、同シリー

みてはいかがでしょうか。ただし、単にパッケージデザインを

ズは目立つパッケージデザインを活用した売り場づくり・販

目立たせたり、商品を説明しただけのネーミングでは他社製

売戦略を行っています。具体的には、
「LG21」のブランドカラ

品との差別化につながらないでしょう。例えば、シリーズ化に

ーに“青”、
「R-1」に“赤”、
「PA-3」に“黄”を用いることで、“色

よるカラーマーケティング(三原色や補色関係など)を活用し

の三原色”をシリーズ化で実現。同社の営業現場では、店頭に

たパッケージデザインや消費者の興味を誘い、印象に残るネ

集合陳列することで視認性を高め、顧客が手に取りやすいよ

ーミングを与えるなどの一工夫が新製品の個性を発揮するこ

うな売り場づくりの提案を積極的に行っています。

とにつながるのではないかと考えられます。
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TPCレポートのご案内
新刊のレポートをご案内しています。ご試読・ご購入のご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

2019年

ベーカリーチェーン要覧

こだわりの素材や製法で独自性を打ち出した商品の開発が進む
2017年度のベーカリー市場は、前年比2.1％減の4,756億円となった。同市場は、節約志向の強い消費者による流
通パンへの需要のシフトや人手不足を背景に、2010年度比13.7％減と苦戦が続いている。一方で、ご褒美・手土
産・ギフト需要により「高級食パン」専門店が注目を集めている。当資料は、ベーカリー市場を種類別・地域別に
分析するとともに、原材料マーケットを調査。さらに、全国232社のベーカリーチェーンの事業展開動向について
もレポートしている。

集計・分析編

2019年5月23日発刊
97,000円（税抜）

個別企業編調査項目（各社共通）

1.調査範囲

1.企業概要

2.ベーカリーチェーンの店舗展開状況

2.店舗展開状況

3.ベーカリーのマーケット分析

3.主要商品一覧

4.ベーカリーチェーン企業の地域別売上高ランキング

4.ベーカリー売上高

5.原材料マーケット分析

1）総売上高に占めるベーカリー売上の比率

6.原材料供給メーカー

2）種類別／地域別売上高

7.ベーカリー原材料の仕入先一覧

5.原材料の主要仕入先及び窓口

8.調査対象ベーカリー12社の店舗展開状況

6.ベーカリー事業の特色及び今後の方向性

9.調査対象ベーカリー12社の商品展開状況

1）特色

10.調査対象ベーカリー12社の主要仕入先及び窓口

2）今後の方向性

11.調査対象ベーカリー12社の今後の方向性

TPCビブリオテック
http://www.tpc-osaka.com/

9:00-17:00（土日祝除く）

今後の発刊予定をご案内します。気になる資料がございましたらお気軽にお問い合わせください！
※発刊日は、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

DRINK

市場調査

FOOD&DRINK

消費者調査

2019年 乳酸菌関連商品の市場分析調査

植物性たんぱく質の摂取実態と商品ニーズを探る

発刊予定：2019年8月19日／予約販売価格：97,000円（税抜）

発刊予定：2019年8月30日／予約販売価格：390,000円（税抜）

FOOD

市場調査

DRINK

市場調査

2019年 製パン・製菓原材料の市場分析調査

2019年 東南アジアの乳製品市場

発刊予定：2019年9月10日／予約販売価格：97,000円（税抜）

発刊予定：2019年9月30日／予約販売価格：97,000円（税抜）

DRINK

市場調査

DRINK

市場調査

2019年 飲料市場・マーケティングパワー調査

2019年 健康ドリンクの市場分析調査

発刊予定：2019年9月／予約販売価格：97,000円（税抜）

発刊予定：2019年10月30日／予約販売価格：97,000円（税抜）
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