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いつもお世話になっております。 Food&Drink担当の伊藤です。 

 

いよいよ2020年の東京オリンピックまで残り一年を切りました。

日本人選手のメダルラッシュが期待されますが、皆様はどの種目に興

味がありますでしょうか。今回は東京オリンピックの追加種目として

注目を集めている野球・ソフトボール、空手、スケートボード、スポ

ーツクライミング、サーフィンの中から、野球についてお話をします。 

 

「あれ？野球って前からオリンピックで実施されていたよね？」と

思われた方もいらっしゃると思います。野球は、2008年の北京オリン

ピックを最後に2012年のロンドンオリンピック以降、正式種目から

外され実施されませんでした。しかし、2020年の東京オリンピックで

は開催都市が提案する追加種目として、一時的に復活しました。 

過去3大会のオリンピックでの日本の成績を見ると、2000年のシド

ニーは4位、2004年のアテネは3位、2008年に北京は4位となってお

り、1984年のロサンゼルス以来金メダルから遠ざかっています。ま

た、野球の世界一の国を決めるWBCでの成績は2009年に優勝してい

るものの、2013年と2017年はベスト4止まりとなっているので、東

京オリンピックではぜひ金メダルを取ってほしいですね。 

 

さらに、8月には甲子園で全国高校野球選手権大会も開催され野球

の応援に熱が入る方も多いのではないでしょうか。夏の甲子園と併せ

て、日本のプロ野球選手にも注目し、東京オリンピックを迎えるのも

面白いのではないかと思います。 

 

それでは、今号もどうぞお楽しみくださいませ。 

（伊） 
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マルコメは、日本で開催されるラグビーW杯や東京オリンピック・

パラリンピックなどの世界的なイベントで、訪日外国人がさらに増え

ていくと鑑みて、ハラールの粉末みそ汁を商品化。9月上旬より「ハ

ラール 粉末みそ汁 わかめ」が全国で販売開始する予定となってい

る。同社が同商品を投入する理由としては、インバウンドの増加とと

もにハラールフードの需要が高まっており、日本での市場が拡大して

いることが挙げられる。なお、同商品はペースト状ではなく粉末タイ

プのため持ち運びしやすいため、日本のお土産としての販売も強化し

ていく。 

マルコメ ハラール対応の粉末みそ汁を

商品化 
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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。（水） 

アサヒグループホールディングス（GHD）は、アンハイザー・ブッ

シュ・インベブ（ABI社）から欧州に続き、ABI社が豪州で保有するビ

ール・サイダー事業の全事業を取得した。なお、今回取得した豪州事

業は同国のビール・サイダー市場の最大手であり、豪州ビール市場の

トップブランドである「カールトン」、フルーティーな味わいが特徴

の「グレートノーザン」などを保有しているほか、高いマーケティン

グ力や商品開発力を有している。 

同社は「スーパードライ」など自社が保有するブランドに加え、今

回の買収で得たブランドによって、“スーパープレミアム”、“プレミア

ム”、“サブプレミアム”、“メインストリーム”といった全価格帯を網羅

したビールポートフォリオが完成しており、豪州での事業と自社ブラ

ンドの展開強化に努めていく。 

アサヒグループホールディングス ABI

社から豪州事業を買収 

明治は、東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会が発足

した「Tokyo 2020 COOKINGプロジェクト～暑さから身を守ろう」

に参画し、自社製品を活かした暑さ軽減の一助を担う取り組みを行っ

ていく。その中で、同社は東京2020オリンピック・パラリンピック開

催の1年前に、「meiji 2020 COOLING SPOT/盛りすぎアイス屋さん」

を出店し、冷菓などのテスト販売を開始。同販売施設では、猛暑が予

想される東京オリンピックの“オアシス”をコンセプトに、真夏の暑い

日差しを避けるスペースを設けており、そこで同社の乳製品・菓子を

ふんだんに使った冷菓の販売を実施している。 

明治 「meiji 2020 COOLING SPOT/

盛りすぎアイス屋さん」発表、2020年に

向けてテスト販売を実施 

キリンビールは、第3のビール「本麒麟」の販売好調を受け、年間

販売目標を年初計画の1,380万ケースより約200万ケース増やし、前

年比約7割増にあたる約1,580万ケースに上方修正している。同ブラ

ンドは、今年1月中旬にリニューアルを行い、ビールに近い味わいと

品質を追求。加えて、TVCMや広告などの販促活動も大々的に行った

ことが功を奏した。 

キリンビール 「本麒麟」年間販売目標を

上方修正 

キユーピーは、サンスター(株)と日本パレットレンタル株式会社

(株)の3社共同で、トラックと船舶を組み合わせた共同輸送を開始し

た。共同輸送を実施するのは関西～九州間の輸送ルートであり、一部

を船舶に置き換え、往路はキユーピーとサンスターの荷物を混載し、

復路は日本パレットレンタルの輸送用レンタルパレットを積載する

ことで、輸送効率を高めている。なお、混載の対象商品は、マヨネー

ズやドレッシングなどの調味料とハミガキやハブラシなどのオーラ

ルケア製品である。 

こうした船舶へのモーダルシフトや輸送の効率化を図ることによ

って、個社単位での輸送と比較し、CO2排出量が65％低減するほか、

長距離の陸送がなくなることで、ドライバーの年間の稼働時間が

2,256時間削減できる模様。同社は、このような取り組みを通じて、

環境保全や労働環境の改善といった課題解決に注力していく。 

キユーピー サンスター、日本パレット

レンタルとの共同輸送を開始 

はごろもフーズは、食品用缶詰の代替品としてテトラパック社が製

造するレトルト可能な紙容器「テトラ・リカルト」の充填機を日本へ

初導入し、同容器を採用した「シャキッと！コーン」を8月19日から

全国で販売する。「テトラ・リカルト」は、再生可能な森林資源より作

られた紙素材を使用。また、缶容器に比べて、軽くて持ち運びやすい、

簡単に折りたためてリサイクルもしやすいといった特徴が挙げられ

る。同社は、国内でトップシェアのコーン缶詰「シャキッと！コーン」

を紙容器入りにすることで、環境配慮や利便性を追求し、新たな需要

の開拓を図っている。 

はごろもフーズ レトルト対応紙容器

「テトラ・リカルト」の充填機を国内初

導入 



 

食品 
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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。（川） 

『野菜を中心とした植物性の食材を食べよう』をコンセプトに“大

豆ミート”を使用した新ブランド「イートベジ」の1アイテム。お肉の

代わりに大豆たんぱくから作った“大豆ミート”を使い、荒挽き風の食

感に仕立てたハンバーグであり、トマトケチャップとウスターソース

をベースにした、甘みのあるソースと合わせている。 

イートベジ 大豆ミートのハンバーグ

（デミグラス風） 

（ヤヨイサンフーズ） 

とろさば料理専門店“SABAR（サバー）”との共同開発による万能調

味料。自然の恵みが詰まった香り豊かな風味であり、和食、洋食、エ

スニックなど、いろいろな料理と相性がよい。また、高たんぱくでア

ミノ酸スコアが高いといわれるサバペプチドを配合している。 

サバ万能調味料 

（伊藤忠食品） 

清涼飲料・アルコール 

「コカ・コーラ」ブランドから初のエナジードリンク。カフェイン、

ガラナエキス、ビタミンB6、ナイアシンを配合しており、「コカ・コ

ーラ」のおいしさと爽快さはそのままに、エナジードリンクならでは

の刺激的な味が楽しめる。 

コカ・コーラ エナジー 

（日本コカ・コーラ） 

完熟トマトを通常の1.7倍使用しており、濃厚で贅沢な味わいの

100％トマトジュース。高リコピントマトを使用しているため、健康

や美容に良いといわれるリコピンが通常の2倍含まれており、効率的

にリコピンが摂れる。また、料理にも適している。 

カゴメ 濃厚リコピン 

(カゴメ) 

菓子・デザート 

爽やかなレモンアイスの中に、1粒だけおどろきの酸っぱさが味わ

える特製配合（クエン酸、リンゴ酸6倍）の激烈酸味レモン味アイス

が入っている。見た目では酸っぱいアイスが判別できないため、一人

で食べると運試し、家族や友人でシェアすると、ゲーム感覚で食べら

れるロシアンルーレット設計となっている。 

メイトー ロシアンレモン 

（協同乳業） 

「ペヤング」シリーズ新アイテム。夏バテや二日酔いを和らげる効

能があると言われる青ジソをふんだんに使用した、暑い季節に好適な

カップ焼きそば。さっぱりとした醤油ベースの味付けに、青ジソのう

まみがアクセントとなっている。 

ペヤング＜青じそ＞やきそば 
“焼酎”と“レモン”のおいしさを追求したすっきり、甘くないこだわ

りのレモンサワー。国産のマイヤーレモンのレモネードと、レモンの

風味と相性のよい“黄金色の樽貯蔵熟成焼酎”を使用することで、マイ

ヤーレモン特有の甘みと香り、“厳選宝焼酎”によるコクと深みのある

味わいが楽しめる。また、甘味料0やプリン体0なので、健康志向の強

い人にも好適である。 

寶 極上レモンサワー＜黄金マイヤーレ

モネード＞ 

(宝酒造) 

「乳酸菌ショコラ」シリーズの新アイテム。選び抜かれた植物由来

の乳酸菌に加え、グラノラ、カカオ、ナッツ由来の食物繊維も同時に

かつ手軽においしく摂ることができる。アーモンドペーストを練りこ

んだコク深いミルクチョコで、厳選グラノラ素材と3種のナッツ（ア

ーモンド、マカダミア、ヘーゼルナッツペースト）を包んでおり、ザ

クザク食感とナッツの風味豊かな味わいが楽しめる。 

乳酸菌ショコラ グラノラ＜3種のナッ

ツ＞ 

（ロッテ） 
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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。（藤） 

大塚製薬はTVアニメ「はたらく細胞」のアナザーストーリーとし

て、「第11.5話 熱中症～もしもポカリスエットがあったら～」を7月

8日から公式サイトで公開。人気アニメとコラボすることで、幅広い

層に対し、熱中症についての理解促進と事前対策の重要性の認知向上

を図っている。 

大塚製薬 「ポカリスエット」とTVアニメ「は
たらく細胞」とのコラボムービー制作 

アサヒ飲料は「カルピス」100周年施策として展開している“人を想

う記念日ACTION!”の一環として、7月4日～14日に「カルピス

®100th 七夕に会おう展」を開催した。これは“会う”ことをテーマに

した展覧会で、大切なひとと自分のことを表す“ことば”をみつける作

品などを展示。同ブランドが大切にしてきた“人と人との想いをつな

ぐ”という価値を訴求した。 

アサヒ飲料 「カルピス」100周年イベント
実施 

ロッテは6月にWebテーマパーク「LOTTE land」で、“涼”を感じる

ことができる夏に食べたい「雪見だいふく」の商品案募集キャンペー

ンを実施。そして7月に、応募の中から選考した3案を対象に投票キャ

ンペーンを実施した。選ばれた商品案は、2020年夏に実際に商品化

し販売する。また、投票の参加者に抽選で、2019年秋に発売予定の

「雪見だいふく」新商品をプレゼントする。 

ロッテ 「雪見だいふく」商品案の投票キャン
ペーン実施 

森永乳業は動画コンテスト企画「CRAZYpino CONTEST」を7月1

日～8月20日まで開催。同企画は、「ピノ」と新しい食材との組み合わ

せを見つける動画のコンテストで、新しい「ピノ」を創造していくこ

とを目指している。なお、優勝者にはYouTuberとの動画共演権を提

供する。 

森永乳業 「ピノ」の動画コンテスト企画開催 

味の素は7月1日～9月2日まで、自宅で作った汁ものの写真と、部

活生への応援コメントのSNS投稿キャンペーンを実施している。投稿

者の中から抽選で、同社が契約するトップアスリートと一緒に「勝ち

飯」メニューを食べられる交流会などが当たる。また、投稿された汁

ものを参考にしたレシピを「勝ち飯」レシピ本と同社のレシピサイト

に掲載する。このキャンペーンを通じ、同社の提案する栄養プログラ

ム「勝ち飯」の認知向上と、同社商品の使用促進を図っている。 

味の素 「勝ち飯」汁ものSNS投稿キャンペー
ン実施 

ハウス食品は9月に90周年を迎える即席ラーメン「うまかっちゃ

ん」の公式ファンサイト「うまかっちゃん推進部」を7月10日から期

間限定で開設している。サイトでは、SNSなどで同商品の魅力を発信

する推進部員を募集。部員限定のSNS投稿企画を実施しているほか、

9月の同ブランド誕生日イベント参加者の選考を行っている。 

ハウス食品 「うまかっちゃん」期間限定公式
ファンサイト開設 

ネスレ日本はフタバ食品とのコラボレーションで、ポップアップス

トアを7月29日～8月11日の期間限定で渋谷にオープンしている。同

ストアでは「ペリエ」とカップかき氷「サクレ」を組み合わせたカク

テルとモクテルを販売。また、購入者にはオリジナルドリンクのレシ

ピブックをプレゼントするほか、ストア内に「モナリザ」と「ペリエ」

のフォトスポットを用意している。 

ネスレ日本・フタバ食品 「ペリエ」×「サク
レ」ポップアップストア期間限定オープン 

サントリー食品インターナショナルは7月19日に公開された映画

「天気の子」の公開記念企画を展開している。まず、7月22日からタ

イアップTVCMをオンエア。またYouTubeや新宿エリアの大型屋外ビ

ジョン、交通広告などで、実際の気象状況に連動して、CMの“晴れ”篇

と“雨”篇のいずれかを配信した。 

さらに、映画の舞台となったエリアにコラボ自販機を約20台設置。

7月24日～8月29日まで、同自販機と「サントリー天然水」を撮影し

た写真をツイートすると、抽選で「天気の子」限定デザインボトルが

当たるキャンペーンを実施している。 

サントリー食品インターナショナル 映画「天
気の子」公開記念企画実施 



 

今回は「もち麦」をご紹介します。 

テレビ番組で“もち麦ダイエット”が紹介されたことから、

話題の食材となっている「もち麦」。大麦の一種で、うるち米

と比べて粘りがあり、もちもちプチプチとした食感と香り高

い味わいがその特徴です。 

注目されている理由は、「大麦β-グルカン」という食物繊維

を豊富に含み、健康増進に一役買ってくれる『スーパー食材』

だから。この食物繊維が、腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環

境をととのえてくれるそうです。さらに、この「大麦β-グルカ

ン」は、コレステロールを吸着し、体外への排出を助けるとい

う働きもあるのだとか。…これほどの健康効果があるのであ

れば、たしかに食生活に取り入れたいと思いますよね！ 

もち麦 

もち麦は、白米と合わせて炊飯したり、スープに入れたりし

て、自宅で簡単に調理することができます。また昨今は、コン

ビニのおにぎり、冷凍食品のおにぎりやリゾット、インスタン

トスープ、グラノーラや食パンなどで、もち麦入りの商品が発

売されており、多忙で自炊ができない人でも手軽に食生活に

取り入れることができます。 

簡単・便利に健康素材を取り入れられる点が現代人のニー

ズに合っている「もち麦」、これからも長く人気が続きそうで

すね。 

今月の気になるFood&Drinkトレンド 
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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。（光） 

今月のヒット商品 

今回は、キリンビバレッジの「ファイア ワンデイ ブラッ

ク」（600ml PET/税別138円）をご紹介します。同商品は2019

年4月2日の発売から6週間で1,500万本を突破と、当初計画の

2倍を上回るペースで推移しました。 

同商品は、近年ブームとなっているペットボトルコーヒー

の商品で、メインターゲットを20～30代男性としており、「フ

ァイア」ブランドの直火仕上げの香ばしさを踏襲したうえで、

すっきりと飲みやすい味わいとなっています。 

そんな同商品は、数多あるペットボトルコーヒーの中でも

後発品となりますが、様々な点で競合品と差別化を図ってお

り、ヒットに繋がりました。具体的な差別化ポイントとして

は、他社製品と比べて600mlと大容量であることが挙げられ

ます。また、冷たくても常温になっても香りが良く、変化が少

ない味わいで、“1日の相棒”として楽しめることから、味覚面

やコストパフォーマンスの面で高評価を受け、リピートに繋

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。（藤） 

ファイア ワンデイ ブラック（キリンビバレッジ） 

がっています。さらに、競合品は中身が見えるパッケージのも

のが多いのに対し、同商品はマイボトルをモチーフとしたシ

ルバーのパッケージとなっていることも差別化といえるでし

ょう。 

一方で、「クラフトボス」（サントリー食品インターナショナ

ル）や「ジョージア ジャパンクラフトマン」（日本コカ・コ

ーラ）も昨年に続き堅調に推移しているため、ペットボトルコ

ーヒーの競争はさらに激化していくと考えられます。加えて、

「クラフトボスTEA」や「午後の紅茶 ザ・マイスターズ・ミ

ルクティー」（キリンビバレッジ）などのペットボトル紅茶と

いう新たな競合品も台頭していることから、各社ともキャン

ペーンや嗜好性の向上などによって、既存ユーザーの流出防

止、リピーターを確保していくことが肝要となるでしょう。 



 

弊社では、今年、「大豆ミートに関する消費者調査」を実施し、消費者調査レポートを発刊いたしました。今回は、その調査結果

の中から、今後のマーケティング施策につなげるためのデータを紹介したいと思います。 

68.5％ 

今月の気になるデータ 
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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。（川） 

近年、健康志向の高まりを背景に、”糖質制限・ダイエ

ット等でお肉といった食べたいものを我慢している“消

費者が増えていると言われ、“ヘルシーで罪悪感なく楽し

めるギルトフリーな食材“の注目度が高まっています。 

そうした中、大豆ミートはお肉の食感やおいしさを再

現し、かつ、お肉にはない“低カロリー・低糖質・植物性

の高タンパク質”といった価値を持つ商品として注目さ

れ、市場成長への期待が高いと言われています。 

 

ただし、当調査結果によると、現状、大豆ミートを知

っている人でも、その購入未経験率は68.5％であり、大

豆ミートの存在は知っていても購入したことがない人が

約7割を占めていることがわかりました。すなわち、日常

的に食べられている“畜肉”と比較しても、大豆ミートは

まだまだ日常の食事へ普及していないと言えます。 

その要因となっているのが、左表の購入未経験理由ト

ップ３となった「調理方法がわからない」「味が想像でき

ない」「お店で見かけたことがない」点にあることが伺え

ます。つまり、大豆ミートを食べてみたいが、「味や使い

方」がわからず購入を躊躇していたり、「お店で見かけな

い」ため購入したことがない人が多数存在しているので

はないでしょうか。 

 

今後大豆ミートの普及拡大には、【“店頭露出拡大”×

“おいしさの訴求”×“使い方の提案”】が重要であり、加え

て、単なるお肉の代替品としてではなく、【“低カロリー・

低糖質・植物性タンパク”】などの【お肉にはない付加価

値の訴求】が必要不可欠であると言えそうです。 



 

日々、競争が激化する菓子市場において素材にこだわった

ものや健康ニーズを捉えたもの、高級志向に対応したものな

ど様々な商品が市場に流通しています。私もそんなお菓子が

好きでスーパーやコンビニで新商品をよくチェックしてま

す。今回は、そんな菓子業界において、一線を画す独自性の強

い戦略を続けている老舗駄菓子メーカーのオリオン株式会社

について紹介したいと思います。 

 

オリオン株式会社は、大阪に拠点を構え創業60年を超える

駄菓子の老舗企業として多くの人に知られています。 

同業他社との大きな違いは、そのラインアップの独自性に

あります。同社では、“4C（見てたのしい、もらってうれしい、

食べておいしい、またほしい）”を開発モットーに、クスッと

笑えるようなパロディー商品を数多く展開。これまでに、コー

ラをモチーフにしたラムネ菓子の「ミニコーラ」やタバコのよ

うな見た目の「ココアシガレット」、インスタントカメラの「写

ルンです」をコンセプトとした「受かルンです」「食べルンで

す」など様々な商品を発売してきました。 

特に、「ココアシガレット」は同社を代表する人気ブランド

となり、今でも年間400万箱の売上を誇っています。最近で

は、シンガーソングライターのあいみょんが「ココアシガレッ

ト」を持った写真をInstagramに投稿したこともネット上で

大きな話題となりました。 

また、その流れを汲んだ商品として、2018年には電子タバ

コを模した清涼菓子「MyCOS（マイコス）」を新発売。そのユ

ニークさから、SNS上で人気を博し、同品に関するツイッター

でのツイートは1万5,000件を超えたとのことです。さらに、

同商品のパッケージには舞妓のイラストを掲載しており、訪

日外国人観光客にも手に取ってもらいやすいデザインに仕上

げているのも特徴です。 

そんな同社の2018年度売上高は16億円超。大人も楽しめる

商品を積極的に投入していることが大きく奏功しています。 

 

そして、同社の新たな取り組みとしては、コリス株式会社

オリオン株式会社のパロディー戦略 

今月のマーケティング提案 
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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。（丸） 

（代表ブランド：「フエラムネ」シリーズ）や中野物産株式会

社（代表ブランド：「都こんぶ」）、パイン株式会社（代表ブラ

ンド：「パインあめ」）などの企業と芸能プロダクションが協力

し、お菓子で世界の人に笑顔になってもらおうという「ダガ

シ・エガオプロジェクト」を開始。その一環として、アイドル

ユニット「da-gashi☆」を発足させ、CD発売やイベントを積

極的に行うなど駄菓子の良さを広めるために様々な取り組み

を行っています。今後は、「da-gashi☆」が大阪万博で活躍す

ることを目標に、世界に駄菓子をアピールしていくとのこと

です。 

 

菓子業界を含め食品業界は、少子化に伴う、人口の減少でダ

メージを受けやすいといわれています。そんな時代だからこ

そ、独自路線を貫き続けているオリオン株式会社のように、

「おいしい」だけでなく「楽しい」を付け加えたユニークな商

品を展開することがSNSなどで話題を集め、購買意欲も高ま

るので効果的ではないでしょうか。 

さて、こんな話をしていると久しぶりに駄菓子を食べたく

なりました。皆様も子供の頃によく食べた駄菓子を久しぶり

に買って、昔を懐かしむのもたまにはいいかもしれませんね。 

Twitterで大反響の「myCOS(マイコス)」！ 

画像：https://orionstar.co.jp/archives/products/マイコス 



 

TPCレポートのご案内 
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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。 

TEL 06-6538-5358 
FAX 06-6538-6531 

http://tpc-cop.co.jp/ H P 

TPCマーケティングリサーチ株式会社 
〒550-0013 
大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル8F 

発行元 

http://www.tpc-osaka.com/ 
TPCビブリオテック 

オンラインショップ 

2019年 乳酸菌関連商品の市場分析調査 
発刊予定：2019年8月19日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

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 

2019年6月18日発刊 

97,000円（税抜） 

2019年 焼菓子専門店要覧 

インバウンド需要の高まりにより土産菓子の拡販が進む焼菓子市場 

2017年度の日本国内の化粧品OEM市場は、前年度比8.3％増の3,176億円となった。同市場は、インバウンド需要

による外国人観光客の消費が依然として活発であることや、アウトバウンドが追い風となっていることから、この

5年間で約1.4倍に伸長している。当資料は、化粧品OEM市場について、主要各社の研究開発、生産、品質管理、営

業体制などの取り組み状況を分析するとともに、海外市場への対応などについてもレポートしている。 

http://www.tpc-osaka.com/ 

TPCビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

市場編 

1.調査範囲 

2.焼菓子専門店企業のアイテム集計 

3.焼菓子のマーケット分析 

4.焼菓子専門店企業の地域別売上高ランキング 

5.焼菓子専門店企業の店舗展開状況 

6.原材料マーケット分析 

7.原材料供給メーカーの納入先 

8.焼菓子原材料の仕入れ先一覧 

9.焼菓子専門店企業10社の店舗展開状況 

10.焼菓子専門店企業10社の商品政策 

11.焼菓子専門店企業10社の今後の方向性 

FOOD&DRINK 市場調査 消費者調査 

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30日／予約販売価格：390,000円（税抜） 

2019年 製パン・製菓原材料の市場分析調査 
発刊予定：2019年9月10日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

FOOD DRINK 市場調査 市場調査 

2019年 東南アジアの乳製品市場 
発刊予定：2019年9月30日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

2019年 飲料市場・マーケティングパワー調査 
発刊予定：2019年9月／予約販売価格：97,000円（税抜） 

DRINK DRINK 市場調査 市場調査 

2019年 健康ドリンクの市場分析調査 
発刊予定：2019年10月30日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

個別企業編調査項目（各社共通） 

1.企業概要 

 [店舗展開状況] 

2.主要商品一覧 

3.アイテム集計 

 1）種類別集計 

 2）食材別集計 

 3）価格帯別集計 

4.焼菓子売上高 

 1）分野別売上高 

 2）種類別売上高 

5.原材料の主要仕入先 

6.商品政策 

7.今後の方向性 


