
 

いつもお世話になっております。Food&Drink担当の川原です。 

 

この原稿を書いている、本日11月21日（木）は、フランスのボジョ

レ地区で収穫されたブドウで造られた赤ワインの新酒「ボジョレーヌ

ーヴォー」の販売解禁日にあたります。 

 

今年は、日本とEUの経済連携協定の発効でワインにかかっていた

関税が撤廃されて、大手スーパーでは商品を値下げして販売している

ようで、例年より手ごろな価格で楽しめるようです。 

 

また、今年は、夏に高温が続き、収穫時には好天で夜は涼しいとい

うぶどうが熟成するのに適した天候となったおかげで良質な味わい

を楽しめるということです。香り高くおいしい味わいに仕上がってい

るということで、消費者へのアピールが活発化しています。 

 

この時期、店頭や飲食店でもボジョレーヌーヴォーのイベントをよ

く目にします。酒類各社も大容量や手ごろな価格、オーガニックとい

った付加価値品の提案などラインナップを広げて、消費者の多様化す

るニーズや楽しみ方に応える取り組みがみられます。普段、ワインを

あまり飲まない人でも、こうした店頭や飲食店のイベントを目にする

機会が増え、ワインの裾野拡大には絶好の機会と言えそうです。 

 

 

それでは、今号もお楽しみください。 

（川） 
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菊正宗酒造は、創業360周年を迎えた10月28日に、新コーポレート

スローガン「灘から世界へ。」を発表しました。このスローガンには、

灘の酒類の復権や飛躍、世界のNADAに向けて先頭に立って走って行

こうという思いが込められています。また、創業360周年に合わせて、

菊正宗アンバサダーにサッカー選手のアンドレス・イニエスタ選手を

起用し、「しぼりたてギンパック」の新CMを放映しました。 

さらに、11月4日から「世界のイニエスタ コラボキャンペーン」を

実施。同キャンペーンは、「しぼりたてギンパック（900ml、1.8L）」

と「しぼりたて純米キンパック（1.8L）」の購入者から抽選でオリジ

ナルグッズが当選するというものです。 

菊正宗酒造 FUN+WALK MORNING

に参画 
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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。（丸） 

伊藤園は、10月31日に複合施設「横浜ハンマーヘッド」内の食をテ

ーマとした体験・体感型商業施設「ハンマーヘッドSHOP＆

RESTAURANT」の1階に、「茶寮 伊藤園 横浜」をオープンしました。

同店は、“お茶を通じて日本の「和」をお伝えし、お茶を身近に感じて

いただける場所”をコンセプトとしており、茶道のお点前で使用され

る抹茶や淹れたての緑茶、抹茶ティラミスラテ、抹茶ソーダといった

ドリンクを販売しています。 

また、インバウンド需要の取り込みを目的に、同店オリジナルのお

茶ギフトや茶器の販売、お茶の美味しい淹れ方を体験できるワークシ

ョップなどのイベントも開催しています。 

伊藤園 和カフェ『茶寮 伊藤園』が横浜

に初出店 

大手製油メーカーの日清オイリオグループとJ-オイルミルズの2社

は、10月29日の役員会で搾油事業に関する業務提携についての協議、

検討を開始する旨の合意書を締結することを決定しました。この提携

では、顧客との信頼関係を維持および強化し、両者のステークホルダ

ーのニーズに応えること、製油産業をより発展させ、広く社会に貢献

することを目指しています。なお、業務提携の範囲とその内容につい

ては、両者で共同プロジェクトを設置し、協議と検討を行うとしてい

ます。 

日清オイリオグループとJ-オイルミルズ 

搾油で業務提携 

カゴメは、10月30日に和歌山県と包括連携協定を締結しました。

内容としては、①同県の農畜産物とその加工品の販売及び活用、②県

民の健康増進、③子供を育てる環境づくり、④地域活性化・住民生活

の向上の4項目となっており、県民の“野菜不足の解消”を目的に協働

を進めることで地域活性化を目指します。 

カゴメ 和歌山県と包括連携協定締結 

アサヒ飲料の岡山工場では、工場水源となる高梁川支流の有漢蒸上

流で、水源地保全活動「森づくり活動」を11月1日より開始しました。

同社では「森づくり活動」を2017年より北陸工場で実施しており、岡

山工場が2ヵ所目となります。同工場での活動は、高梁市有漢町の森

を「アサヒ飲料の森～岡山工場～」として保全する活動で、2021年3

月までの期間で継続的に全4回を実施していく計画です。 

アサヒ飲料 岡山県と協業し、水源地保

全活動『森づくり活動』を開始 

日本水産は、子会社の日水物流が竣工を予定している「大阪舞洲物

流センター」の詳細につき発表を行いました。 

大阪舞洲物流センターは、西の拠点として大阪北港に2016年4月に

開業。その後、順調な推移を示しており、近年は阪神港周辺での貨物

の増加により保管スペースがひっ迫するようになりました。 

新しい増設棟については、既存棟に隣接しており内部で連結。保管

能力は既存棟を若干上回る規模で、増設棟竣工による同センターの保

管能力は50,000トンなる見込みです。なお、この増設棟は2020年4

月の竣工を予定しています。 

日本水産 『大阪舞洲物流センター』増設

棟建設を発表 



 

ミツカングループのZENB JAPANのブランド「ZENB」から発売さ

れた新フレーバー。同ブランドでは、野菜の普段食べられていない皮

や芯・種・さやなども可能な限り使用したスティックタイプのまるご

と野菜食品を展開しています。その中で、同商品は皮までまるごと細

かくつぶしたニンジンを中心に、アーモンド・玄米・キヌア・果汁な

どを加えています。 

ZENB STICK キャロット 

（ZENB JAPAN） 

食品 
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11月発売された新製品の中から、注目の商品をご紹介しています。（伊） 

菓子・デザート 

明治の冬季限定チョコレート「メルティーキッス」ブランドから発

売される新商品。特徴としては、すーっととろけるくちどけと香り豊

かでうま味深いカカオの風味が感じられることが挙げられます。 

メルティーキッス プレミアムダーク 

（明治） 

清涼飲料・アルコール 

ボージョレのスペシャリストとして知られるアンリ･フェッシ社の

ボージョレ･ヌーヴォをパウチパックに詰めた新商品。同商品は、大

人数でのパーティや飲食店でのグラス販売用としてピッタリな

1,500ml入りの大容量タイプとなっています。密閉容器で光を通さず

酸化しにくいため、長期保存にも適しています。 

ボージョレ・ヌーヴォ2019 パウチパ

ック 

(アサヒビール) 

森永製菓発のフードベンチャーであるSEE THE SUNが展開する業

務用レトルト食品の「キーマカレー」「欧風カレー」「ボロネーゼソー

ス」が発売されました。これらの商品には、玄米入り大豆ミートが使

用されているため、ビーガンやベジタリアン、美容・健康に気を使う

人など、さまざまなライフスタイルに最適な「新しい肉」として提案

を進めています。 

ZEN MEAT（ゼンミート） 3品 

（SEE THE SUN） 

湖池屋はポテトチップスのブランド「じゃがいも心地」から3種の

新商品「じゃがいも心地 塩とホタテの旨みで（スノーマーチ）」「同 

塩と北海道産バターで（ひかる）」「同 塩と野菜の味わいで（きたか

むい）」を発売しました。これらの商品は、異なる産地の北海道ジャガ

イモを使用し、通常のポテトチップスに比べて厚みを1.5倍以上にカ

ットしていることを特徴としています。 

じゃがいも心地 3品 

（湖池屋） 

「-196℃ ストロングゼロ」シリーズから期間限定で発売されたレ

モンチューハイ。味の特徴としては、アルコール度数9％でしっかり

とした飲み応えと果実味を味わうことができます。果実味について

は、レギュラー商品の「同 ダブルレモン」と比較してレモンまるご

との浸漬酒を1.2倍、果汁を1.5倍配合し、レモンピール浸漬酒を加え

ることで実現しています。 

-196℃ ストロングゼロ トリプルレ

モン 

(サントリースピリッツ) 

「野菜生活１００ Ｓｍｏｏｔｈｉｅ」シリーズから冬限定で発売

する野菜と果実をミックスしたスムージー。芳醇ないちごの香りとラ

ズベリーの甘酸っぱさを仕事の合間や、移動中の小腹満たしとして手

軽に楽しむことができる新商品となっています。また、1日に必要な

野菜摂取量の2分の1を使用しており、ポリフェノールもしっかり摂る

ことができます。 

野菜生活100 Smoothie 芳醇いちごラ

ズベリーMix 

(カゴメ) 

「カップヌードル」の人気具材 "謎肉" をごはんに乗せた即席カッ

プライス。「カップヌードル」味のつゆと大量の"謎肉" から染み出た

肉汁がごはんと絡み合ったおいしさを味わうことができます。 

カップヌードル謎肉丼 

（日清食品） 
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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。（佐） 

日清食品は、11月1日から3日に名古屋で開催されたゲームイベン

ト「マジックフェスト・名古屋2019」にオフィシャルスポンサーとし

て参加しました。同イベントは、世界的に有名なトレーディングカー

ドゲーム「Magic the Gathering」の公式イベントです。期間中は競

技プレイヤーによる大会や初心者講習など様々な催しが行われまし

た。競技大会の優勝者には、同社より「日清カレーメシ ビーフ」や

「とんがらし麺 うま辛海鮮」1年分が贈与され、一躍話題に。同社

ではこの他にも、当日のイベント参加者への商品配布やSNSを利用し

た商品キャンペーンなどを実施しています。 

日清食品  トレーディングカードゲーム
「Magic the Gathering」の公式イベントに
協賛 江崎グリコは、11月7日から17日まで期間限定で、大阪道頓堀のグ

リコサインを特別使用のサイネージに変更しました。同社では以前か

らWHOと国際糖尿病連合が共同で制定している「世界糖尿病デー」

に賛同。これまでも期間中に糖尿病の啓発に繋がるイベントやグリコ

サインの変更を行っています。今年度は、糖尿病啓発のシンボルマー

クである「ブルーサークル」と、グリコのシンボルである「ゴールイ

ンマーク」を組み合わせた特別映像を放映。同月12日には、同社が展

開する「SUNAO」シリーズのアンバサダー戸田恵梨香が参加するト

ークイベントを実施。同イベントでは「ブルーサークル」を掲げて糖

尿病の予防と治療を呼びかけています。 

江崎グリコ 世界糖尿病デーを応援 道頓堀
のグリコサインを特別使用に 

モンスター・ビバレッジは、11月8日発売のTVゲーム「DEATH 

STRANDING」とのコラボレーションを実施しました。同社の主力商

品である「モンスター・エナジー」がゲーム内に登場し、実際にプレ

イヤーが回復アイテムとして使用することができます。同社では、9

月の東京ゲームショウでゲームとのコラボレーションを発表し、ゲー

ム発売までにTシャツなどの限定グッズなどの展開を行っていまし

た。 

モンスター・ビバレッジ 話題の新作ゲーム
「DEATH STRANDING」とコラボレーション 

キッコーマン飲料は、10月9日から14日までの6日間限定で、東京

都港区のZeroBase表参道に「キッコーマン ホッ豆乳 stand」を設

置しました。同社ではビルを「キッコーマン 調整豆乳」のデザイン

にラッピングし、巨大な豆乳が聳え立つような外観を作成。ビル内で

はグッズ販売の他に、豆乳を温めて飲む「ホッ豆乳」を提案し、試飲

のサービスを実施しました。同社では、今後も「ホッ豆乳」を冬の新

しい飲み方として提案し、夏季の「アイス豆乳」に続いて定着を図っ

ていく方向です。「ホッ豆乳」では、豆乳を電子レンジなどで温め、ア

レンジして楽しんだり、フレーバータイプをそのままホット飲料とし

て楽しむことができます。「キッコーマン ホッ豆乳 stand」では、

実際にホット向けのフレーバーを紹介し、試飲サービスを実施しまし

た。 

キッコーマン飲料 「キッコーマン ホッ豆乳 
stand」 

一風堂などの外食チェーンを展開する力の源ホールディングスは、

11月25日よりタベルノテクノロジーズが運営する社食システム

「green」に参画しました。同システムは、全国14,000店舗の外食店

を社食として利用できるという福利厚生サービスです。実際の利用シ

ーンでは、アプリを通して登録されたメニューを提示し、社食手当を

自動的に差し引いた金額で食事が可能となります。同社では、一風堂

のブランド店である1/2IPPUDO渋谷ヒカリエ店が登録店舗となりま

した。同店舗では低糖質麺を使用したハーフサイズのラーメンと豊富

なサイドメニューを提供しています。 

力の源ホールディングス 社食シェアリング

サービス「green」に参画 

マルハニチロは、10月から冷凍食品「WILDish」シリーズとカプコ

ンの人気ゲーム「モンスターハンター」シリーズとのコラボレーショ

ンを実施し、商品のパッケージをコラボデザインに変更しました。期

間中は、ゲーム内のモンスターやキャラクターをイメージしたパッケ

ージに変更されます。また、同時にゲーム内のキャラクターのグッズ

を懸賞としたオープン、クローズドの抽選キャンペーンを開始しまし

た。オープン懸賞では、アンケート参加者から抽選で1名にマスコッ

トキャラクターの人形をプレゼント。一方、クローズド懸賞では、

「WILDish」シリーズ購入で特製フィギアの当たる抽選に参加可能で

す。キャンペーンは10月1日から来年の1月末日まで続けられます。 

マルハニチロ 「WILDish」が「モンスター
ハンターワールド：アイスボーン」とコラボレ
ーション 



 

今回は、およそ80年ぶりに生まれた“第4のチョコレート”と

称される「ルビーチョコレート」についてご紹介したいと思い

ます。 

 

「ルビーチョコレート」とは、南米で栽培されている“ルビ

ーカカオ”と呼ばれる厳選されたカカオ豆を原料に、スイスの

チョコレート会社バリーカレボーが10年以上研究開発を重ね

て開発したチョコレートです。同チョコレートは、色鮮やかな

ピンク色、中味は爽やかな酸味のベリーの味となっています

が、着色料やフルーツフレーバーは一切使っておらず、全て

“ルビーカカオ”による天然のものとなっています。 

この「ルビーチョコレート」は、2017年9月にバリーカレボ

ー社により発表されるとすぐに、世界中のチョコレートファ

ンの注目を集め、その見た目からSNSでも話題となりました。

ルビーチョコレート 

そして、世界で初めて同チョコレートを使った商品を発売し

たのがネスレ日本です。同社は、2018年1月に主力ブランド

「キットカット」から「ショコラトリー サブリム ルビー」

を発売。同商品は1本400円と通常の「キットカット」よりも

かなり高い値段設定ですが、天然由来のフルーティーな酸味

と鮮やかなピンク色から女性を中心に人気を集めています。 

また、最近では「ルビーチョコレート」を使用した焼菓子や

スイーツ、お酒などが徐々に増えており、徐々にその名が浸透

しつつあります。さらに、ルビーの名にふさわしい華やかな色

からSNS映えすること間違いなく、今後はダークチョコレー

ト、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートに次ぐ“第4

のチョコレート”として確立していくのではないでしょうか。

まずは、来年のバレンタイン商戦で注目を集めるのか気にな

るところです。 

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。（水） 

今月のヒット商品 

今回は、ハウス食品の「味付カレーパウダー バーモントカ

レー味＜甘口＞」をご紹介します。 

 

2019年2月に発売された同商品は、料理に振りかけるだけ

で「バーモントカレー」の味を再現できる顆粒タイプの調味料

です。同品は、野菜炒めからピラフ、フライドポテトなど、ど

んな料理にも対応し、子供が喜ぶ甘口カレーの味つけが簡単

にできることから、子育て女性を中心に人気を博しており、予

想の2倍を超える売れ行きを見せているとのことです。 

商品の開発にあたっては、働くお母さんの困りごとを徹底

的に分析し、求められている調味料を考えたのだとか。そこで

浮かび上がってきたポイントが「幅広い食材に使えること」と

「これだけで味つけが完了すること」。この二点を踏まえ、さ

らに検討を重ねた結果、「パウダータイプのカレー味の調味

料」が誕生しました。 

3年の月日をかけて開発され、味と使いやすさにこだわった

同商品は、「これ一本で簡単に味つけができる」、「バーモント

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。（光） 

味付カレーパウダー バーモントカレー味＜甘口＞（ハウス食品） 

カレーと同じ味なので、子供が苦手

な野菜を食べてくれる」と多忙なお

母さんたちに好評で、年間目標を約2

ヶ月で達成しました。 

有職女性が増加の一途をたどる昨

今、家庭で調理する際に使われる調

味料などの加工食品においては、「働

くお母さん」目線の商品開発が今後

さらに求められそうですね。おいし

いだけではなく、簡単・手軽で、時短

につながり、メニューのバリエーシ

ョンも広がって、さらに子供が好む

メニューを食卓に提供できるような

商品が増えたら良いなと思います。 

(画像： 

https://housefoods.jp/products/catalog/cat_1,side,pdt,cpow.html) 



 

今月の気になるデータは、株式会社ニチレイフーズが4月10日の「お弁当始めの日」にちなんで行った「お弁当作りに関する調

査」から一部抜粋しました。 

同調査は、2019年1月30日から同年2月4日の期間中、全国の20～60代の男女約30,000名を対象に、インターネットによってア

ンケート調査をしたものになっています。 

38.9％ 

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。（伊） 

まず、お弁当を作る際に工夫していることを聞いたところ、図1の

通りとなりました。具体的な割合を見ると、「短時間で作れる」が

38.9%、「無理をしない範囲で作れる」が32.6％、「安く仕上げるこ

と」が26.9％となっています。この結果から、お弁当を作る際には

コストパフォーマンス面（安く仕上げること）よりもタイムパフォ

ーマンス面（短時間で作れる）で、より工夫してお弁当を作る人が

多いことが分かります。 

 

 

同様に、お弁当を作る際に重視していることを聞いたところ、図

2の通り、「安く仕上げる」よりも「短時間で作れる」を重視する人

が4.9ポイント多いことが分かりました。 

また、作ってもらったお弁当をいつ食べているかという質問に対

しては、小学校低学年で特有の傾向が見られました。具体的に見る

と、図3の通り、全体では昼に食べる人が突出して多いのに対し、小

学校低学年は昼に食べる割合が44.1％、夜が42.2％で1.9ポイント

しか差がありません。この背景には、子供が塾や習い事などに忙し

かったり、共働き世帯の増加で母親が夕食時に在宅していないなど

の理由が考えられます。 

 

 

この調査から、お弁当向けの惣菜を消費者に提案する際は、安く

仕上げることよりも短時間で作れる点を訴求することが重要である

ことが分かりました。さらに、小学校低学年の子供を持つ親には、

昼食だけでなく夕食向けのお弁当のメニュー提案も有効かもしれま

せん。 

 

 

それでは次回もお楽しみに…。  



 

去る11月11日、中国では「独身の日」のセールが大盛況し、アリババの同日売上が4兆円を突破したことが話題になりました。

一方日本では、「ポッキー＆プリッツの日」としてコンビニやスーパーなどで販促が行われていました。今回は、これらに代表され

るような“記念日マーケティング”を行うにあたって第一歩となる、記念日の制定の仕方についてご提案させていただきます。 

 

まず、何の記念日にするかですが、「ポッキー＆プリッツの日」といったように自社ブランドの記念日とする以外に、「カレーの

日」など一般的な物の日とする方法もあります。この方法の利点は、自社だけでなく他社と一緒に記念日の普及を図れることです。 

たとえば、「グミの日」（9月3日）はUHA味覚糖が2007年に制定した記念日ですが、近年は同社だけでなく、グミ業界一帯とな

って記念日のプロモーションを行っています。具体的には、2017年にグミ・キャンディを取り扱うメーカー5社と日本グミ協会が

サミット「GUMMIT」を発足。以来、記念日に向けた限定グミの販売や試食会、消費者キャンペーン、イベントなどを毎年共同で

展開し、グミ市場の活性化を図っています。 

また、提携せずとも、記念日を制定することで他社が乗っかってきてくれる場合もあります。たとえば、ニチレイフーズが制定

した「焼おにぎりの日」（10月8日）当日のTwitterを見てみると、モスバーガーがライスバーガーのPRをしていたり、焼肉店が焼

おにぎりのサービスをしていたりと、「焼おにぎりの日」のハッシュタグを付けた宣伝がされています。 

自社商品を売るために記念日の制定を検討する場合、自社ブランドを押し出すか、汎用性の高い記念日とするかは、その商品の

特性やどう売り出したいかなどによりますが、ブランドを押し出す以外の方法もあるということを頭に置いておいて頂ければと思

います。 

 

次に、いつを記念日とするかですが、下表に例をまとめたように、語呂合わせ、ブランドの発売日に合わせる、数字の形を商品

に見立てる、元々ある記念日にのっかる、など様々な方法があります。ですが、ただ語呂合わせなどだけで決めるのではなく、な

ぜこの日なのか、意味付けすることでよりマーケティングが行いやすくなると考えられます。たとえば、先述した「焼おにぎりの

日」は、“運動会やピクニックなど、屋外で食事をする機会が増える10月に、手軽でおいしい焼おにぎりを多くの人に食べていただ

きたい”という想いから制定されました。また、10月8日とした理由としては、米という字を分解すると十と八になること、10月は

新米の季節であること、「醤油の香ばしさが、じゅ（10）わっと、パチパチ（8）とした歯触りの焼おにぎり」の語呂合わせの3つ

があります。このように、記念日に込めた想いを明確にすることで、販促の方針やブランディングに繋げやすくなります。また、

新米の季節など、その時期である意味を持たせることで、記念日の普及にあたって、商品に付加価値をつけることができます。 

 

記念日マーケティングは軌道に乗れば費用対効果の高い戦略です。以上の事例を参考に、みなさんの商品でも一度検討してみて

はいかがでしょうか。 

記念日マーケティング 

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。（藤） 

 

【食べ物・飲料の記念日例】 

月日 記念日名 制定企業 制定理由 

毎月 20 日 シチューライスの日 ハウス食品 「5(ごはん)×(かける)4(シチュー)＝20」の語呂合わせ 

毎月 25 日 プリンの日 オハヨー乳業 「プリンを食べると思わずニッ(2)コ(5)リ」の語呂合わせ 

7 月 7 日 笹かまの日 紀文食品 七夕が笹の節句と呼ばれることから 

8 月 8 日 パインアメの日 パイン パインアメの輪の形が 4 つ揃うことから 

8 月 11 日 きのこの山の日 明治 祝日「山の日」の制定に便乗 

9 月 6 日 キョロちゃんの日 森永製菓 9(キョ)6(ロ)の語呂合わせ 

10 月 1 日 超熟の日 敷島製パン 「超熟」が発売された 1998年 10月 1日から 

10 月 1 日 日本茶の日 伊藤園 豊臣秀吉が 1587年 10月 1日に大茶会を開いたことから 



 

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 

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。 

2019年11月25日発刊 

97,000円（税抜） 

2020年 東南アジアの乳製品市場 

“健康意識の高まり”や“食生活の多様化”により拡大する東南アジア市場 

東南アジア4ヵ国の乳製品市場（円換算）は、2018年度で前年比3.1％増の9,799億5,000万円となった。市場拡大

の要因としては、“健康意識の高まり”や“食生活の多様化”が挙げられる。さらに近年では、主要各社の事業強化と

新規参入の動きも活発化している。当資料では、東南アジア4ヵ国における乳製品市場をカテゴリー別、メーカー

別で調査するとともに、参入企業や商品トレンド、今後などから多角的に分析している。 

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

TPCビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

総括編 

１.調査概要 

2.東南アジア4ヵ国における規格基準制度 

3.主な参入企業 

4.調査対象4ヵ国の市場分析 

5.東南アジア4ヵ国の商品トレンド 

6.主な販売チャネル 

7.今後の市場性 

DRINK DRINK 市場調査 消費者調査 

市場編 

1.各国の概況 

2.調査対象範囲 

3.規格基準制度 

4.主な参入企業 

5.乳製品市場の沿革 

6.市場分析 

7.商品トレンド 

8.販売ルートおよび販売方法 

9.今後の市場性 

＜参考＞アイテム展開状況 

DRINK 市場調査 

FOOD 市場調査 

2020年 飲料メーカーのR&D戦略調査 
発刊予定：2019年12月17日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

オフィスで飲む健康ドリンクの受容性調査 
発刊予定：2019年12月26日／予約販売価格：680,000円（税抜） 

2020年 健康ドリンクの市場分析調査 
発刊予定：2020年2月14日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

2020年 食品添加物の市場分析調査 
発刊予定：2020年5月／予約販売価格：97,000円（税抜） 

FOOD 市場調査 

2020年 業務用冷凍食品の市場分析調査 
発刊予定：2020年1月23日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

【調査対象国】 

◆タイ 

◆ベトナム 

◆インドネシア 

◆マレーシア 

DRINK 市場調査 

2020年 チルド飲料の市場分析調査 
発刊予定：2020年1月14日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

FOOD 市場調査 

2020年 食品メーカーのR&D戦略調査 
発刊予定：2020年3月6日／予約販売価格：97,000円（税抜） 


