
 

いつもお世話になっております。Food&Drink担当の伊藤です。 

 

2020年が始まり、新しい10年が幕を開けました。今年は7月に東京

オリンピックの開催、11月にアメリカ大統領選挙など、様々なイベン

トが予定されています。その中でも私が注目しているのが今春サービ

ス開始予定となっている5G（第5世代通信移動システム）です。5Gは、

あらゆるものが同時にインターネットに接続され、瞬時に情報をやり

取りできることを特徴としており、自動運転や遠隔医療、臨場感溢れ

るスポーツ観戦などが期待されています。 

 

「そうは言っても、うちの業界とは関係がない。」と思われる方も

いらっしゃるかもしれませんが、実は食品や飲料業界とも関係があり

ます。思い出していただきたいのは、2010年代に登場した4Gです。

4Gは通信の高速大容量化によって、個人同士がTwitterやInstagram

などのSNSを通して、様々な情報をやり取りすることを実現しまし

た。これを受け、消費財各社はSNSに使われるハッシュタグ機能を活

用し、同じ属性を持つ消費者に対して効果的にアプローチするなど、

新たなマーケティング手法を確立しました。 

 

5Gは4Gにも増して、パーソナライズしたオファーを消費者に送る

ことが期待できます。例えば、食品や飲料メーカーであれば、スーパ

ーで買い物中の消費者に対して、過去の購買データを元に、リアルタ

イムで最適な商品を提案することができます。とはいえ、5Gの普及に

向けた整備はまだ始まったばかりなので、こうした例はすぐに実現す

る訳ではありません。しかし、2020年から始まる10年を見据えて上

手く5Gに対応することができれば、今まで以上に消費者と良い関係

を築けると思います。 

 

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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イオンは食品メーカー21社などとともにサプライチェーンの食品

廃棄物削減へ取り組む方針。参加メーカーは、味の素、イオンアグリ

創造、イオンフードサプライ、伊藤園、伊藤フレッシュサラダ、加藤

産業、キッコーマン食品、キユーピー、キリンホールディングス、サ

ントリーホールディングス、敷島製パン、ニチレイフーズ、日清食品、

日清フーズ、日本水産、日本デリカフレッシュ、ひかり味噌、ベジテ

ック、森永乳業、ロッテ、山崎製パン。プロジェクトはイオンが主導

し、参加各社が自社の課題を踏まえて、具体的な取り組み内容を決定

していくとしています。これにより、2030年までに食品廃棄物を半

減するとしています。 

イオン サプライチェーン全体の食品廃

棄物削減へ 

今月の気になる業界ニュース 
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ここ最近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） 

日本うま味調味料協会は、“誤認を招く無化調表示”は規制すべきと

消費者庁へ規制を申し入れ、検討会が進んでいます。 

2018年4月から消費者庁では、食品添加物表示制度に関する検討が

開始されており、同協会は消費者庁に要望書を提出。内容は、「化学調

味料」の定義は存在せず、その無添加表示は何を添加していないのか

あやふやなイメージを消費者に与える可能性がある点、無添加表示が

食品添加物の安全性懸念を想起させ、安心・安全を関連付けた優良誤

認を起こす恐れがある点など。検討会では、どのような表示が食品表

示基準の禁止事項に該当するかどうかを判断するガイドラインを策

定すべきとの方針が示されています。 

日本うま味調味料協会 誤認を招く「化

学調味料無添加表示」問題で消費者庁へ

規制申し入れ 

キリンホールディングスは、2018年に日本の食品業界で初となる

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に賛同。気候変動が

将来的に農産物の収量に与える影響、原料農産物生産地や物流経路・

製造拠点における洪水などの水リスク、カーボンプライシングがキリ

ングループの炭素排出コストへ与える影響を評価。こうした取り組み

により、グループ全体で社会的価値を創出し、競争力の強化と事業成

長、経済的価値を創出し、SDGs経営を深化させています。 

キリンホールディングス SDGs経営を

深化 

マルハニチロは、昨年秋に発売した袋が皿になる米飯「WILDish」

シリーズが好調であるとしています。売れ行きは、当初計画を上回っ

ているとしており、同シリーズで米飯に限らず焼きそばなど新たな商

品を検討していくとしています。 

今後は、同社冷食の注力商材である「米飯、麺、弁当」に注力し、

商品開発を進めていく方針となっています。 

マルハニチロ「WILDish」シリーズ好調 

サントリースピリッツは、2020年、ウイスキー事業におけるハイ

ボール戦略を推進。業務店向けに新たな認定制度をスタートするほ

か、家庭用のハイボール缶全製品を刷新し、全ての消費者接点でハイ

ボールの提案を推進していく方針です。 

なお、業務店における認定店には認定証やポスターといったツール

を提供し、20年年間で2000店を目標にしていくとしています。 

サントリースピリッツ ハイボール戦略

を推進 

テトラパックは11年に業界初となる植物由来素材を使用し開発し

たバイオキャップが、日本で初めて採用されたと発表。同キャップは、

サトウキビ由来の再生可能な資源でできた高密度ポリエチレンを使

用し、従来の化石資源由来のキャップと同じ外観と機能性を保持して

います。 

同キャップは、2020年4月からカゴメの「カゴメ野菜生活100 

Smoothie」シリーズといったキャップ付き紙容器飲料で使用される

見通しとなっています。 

日本テトラパック 植物由来のキャップ

開発 



 

同品は、通常のこいくちしょうゆ（食塩分17.5％）に比べて、食塩

分を66％カットした（食塩相当量は大さじ1杯で0.8g）減塩しょうゆ

です。超特選クラスの品質で、塩分控えめながらしっかりとしたしょ

うゆらしい風味を持ち、華やかな香りと豊かな旨みがあるのが特長

で、つけ・かけ・煮炊きなど普段の料理に生かせる商品です。 

キッコーマン いつでも新鮮 超減塩しょ

うゆ 食塩分66％カット 

（キッコーマン） 

食品 

今月の気になる新製品 
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1～2月に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。（光） 

菓子・デザート 

｢あずき｣本来の味がはじめ“カリッ”、あとから“サクサク”の食感で

楽しめる「素材りこ」シリーズ第4弾アイテムです。日本人になじみ

のある素材で、女性にも人気のある｢あずき｣の素材の味を活かしつ

つ、やさしい甘さのあんこのような味わいに仕上げた、｢素材りこ｣シ

リーズの中でも甘味が特長の商品です。 

あずきりこ 

（カルビー） 

清涼飲料・アルコール 

同品は、バレンタインデー向けのギフト商品としてリラックスタイ

ムを贅沢に演出する新しい日常の日本酒、「THE SHOT」シリーズの

「艶めくリッチ 本醸造」と「華やぐドライ 大吟醸」を1本ずつ、計2

本セットしてギフトボックスに詰め合わせた期間限定商品です。パッ

ケージの中央を開くと感謝を伝える英語のメッセージが現れ、オリジ

ナルメッセージを書き添えることもできるなど、バレンタインギフト

に最適な仕様となっています。 

THE SHOT バレンタイン アソートセット 

（月桂冠） 

永谷園の主力カテゴリーである「即席みそ汁」と、ファンケルの人

気サプリメント「大人のカロリミット®」のコラボレーション商品で

す。野菜と海藻たっぷりの食べ応えのあるみそ汁に「難消化性デキス

トリン」配合した、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能性表示食品と

なっています。しっかりごはんが食べたいけれど、糖や脂肪が気にな

るという人の“食べたいキモチを応援するみそ汁”として開発されま

した。 

大人のカロリミットみそ汁カップ 野菜

と海藻 

（永谷園×ファンケル） 

使い切りサイズでサラダや料理にそのまま使える「サラダクラブ 

素材パウチシリーズ」の新アイテムです。高たんぱく質・低脂質な素

材として注目の大豆ミート(商品中に50％配合)に、4種の豆(あずき、

えんどう、ガルバンゾ、レンズ豆)、大麦、キヌアをミックスしたサラ

ダ用のトッピングで、かけるだけで彩りの良いサラダに仕上がるほ

か、たんぱく質が加わることで、サラダ全体の栄養バランスも向上し

ます。 

大豆ミートミックス（４種豆と麦とキヌ

ア入り） 

（キユーピー） 

同品は、「野菜生活100」ブランドの新シリーズで、“毎日のカラダ

づくりをおいしく、手軽に。”をコンセプトとした果実・野菜・大豆ミ

ックス飲料です。おからまで丸ごと使用した青臭くない大豆に果実と

野菜をブレンドし、フルーティーな甘さとまろやかなコクのあるおい

しさが特長であり、豆乳が苦手な人でもおいしく飲める仕立てです。 

野菜生活 Soy＋（ソイプラス） 

（カゴメ） 

同品は、仕事中の“5分間の休憩”を提案するもので、その味わいと

見た目で軽やかな気分になれる缶コーヒーです。中味は、香料を使用

せず、同社専用コーヒー豆焙煎工場の新焙煎法を採用することで、コ

ーヒーの香りを活かしつつ、雑味のないクリーンな味わいを実現しま

した。 

ボス ファイブミニッツコーヒー 

（サントリー食品インターナショナル） 

子ども向けのお菓子として長く親しまれてきた「アポロ」ブランド

の新アイテムです。甘さ控えめなミルクチョコレートと、濃厚な苺ク

リームを組み合わせた大人の女性向けチョコレートで、通常の「アポ

ロ」と比べて砂糖が25%カットされています。甘さを控えめにしなが

ら、苺のおいしさはしっかりと残した大人向けの味わいとなっていま

す。 

アポロマイスタイル 

（明治） 



 

今月の気になるプロモーション 
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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。（丸） 

明治は、1月26日より新宿で開催された「サロン・デュ・ショコラ」

にカカオとチョコレートの体験型ブースを出展しました。同社ブース

では、カカオ農園体験やできたてのチョコレートの試食などを実施

し、カカオやチョコレートに対する理解を深めてもらうことを主な目

的としています。 

また、希少なメキシコ産のホワイトカカオやペルー産カカオを使用

した「明治 ザ・チョコレート」の限定商品も販売しました。 

明治 「サロン・デュ・ショコラ2020」に体
験型ブースを出展 

日本コカ・コーラと東日本旅客鉄道は、同社のスマートフォン用ア

プリ「Coke ON」で提供している「Coke ON IC」において、1月14

日から電子マネーであるSuicaが使用可能としました。商品購入だけ

ではなく、「Coke ON」のスタンプを貯められるようになっています。 

日本コカ・コーラ 「Coke ON」でSuicaが
使用可能に 

ヤクルト本社は、「Yakult（ヤクルト）1000」の新CMの放送を1月

20日より開始しました。同CMには、力士の貴景勝 関を起用しており、

稽古風景や取り組み前の緊張感などを表現。さらに、“科学するヤク

ルト”のメッセージをCMの最後に流し、最先端の乳酸菌研究から生ま

れた商品であることを訴求しています。 

ヤクルト本社 「Yakult（ヤクルト）1000」
の新CMが放送開始 

ネスレネスプレッソは、新コーヒーシステム「VERTUO（ヴァーチ

ュオ）」の発売を記念して、同システムで提案するコーヒーの“新作法”

を体験できるイベントを1月30日から2月2日の間、六本木のヒルズカ

フェやスペースで開催しました。「VERTUO（ヴァーチュオ）」は独自

抽出法とバーコード読み取り機能により、ボタン一つで最も適した一

杯を実現するコーヒーシステムとなっています。 

ネスレネスプレッソ コーヒーの“新作法”

「VERTUO（ヴァーチュオ）」を体験できるイ
ベントを開催 

カゴメは、「野菜生活100」の新TVCM「ちゃっかり野菜 LOVE」篇

を1月20日より放映を開始しました。同社は、“野菜生活で、ちゃっか

りいこう。”を「野菜生活100」の新たなコミュニケーションテーマと

して展開していく考えです。 

CMキャラクターには女優の上野樹里が起用され、2月下旬には新発

売を予定している「野菜生活 Soy+（ソイプラス）」のCM、3月上旬

には「野菜生活100 Smoothie」のCMを予定しています。 

カゴメ 「野菜生活100」シリーズの新TVCM
を公開 

ロッテは、バレンタイン用の販促ツールとして、スペシャルアニメ

ーション「ピンクバレンタイン」を1月11日よりスペシャルサイトに

おいて公開しました。女子高生3人のバレンタインデーの楽しさをア

ピールした内容となっています。近日には、約3分半のフルバージョ

ンの公開も予定しています。 

ロッテ スペシャルアニメーション「ピンクバ
レンタイン」を公開 

キッコーマンは、“応援ごはん（R）”のレシピを1月6日より公開し

ました。背景としては、2020年に開催される東京オリンピック・パラ

リンピックが挙げられます。 

レシピは、全国8つの地域で親しまれている丼物を同社調味料で味

付けしたものとなっており、ホームページの他、SNSや店頭でも紹介

を行う考えです。 

キッコーマン “応援ごはん（R）”のレシピを 
ホームページで公開 



 

今回は「バスクチーズケーキ」についてご紹介したいと思い

ます。 

このケーキは、スペインのバスク地方の都市サン・セバステ

ィアンが発祥です。提供され始めたのが約20年前ということ

で、比較的新しい商品と言えるでしょう。一般的なベイクドチ

ーズケーキとの違いは、高温短時間で焼き上げることで香ば

しい表面と滑らかな内部に食感の差が出来ることです。本場

では、岩塩をかけることでチーズの旨味を楽しむ食べ方もあ

るとのこと。 

このケーキを提供していたのはパティスリーではなく、老

舗のバルでした。同商品はワインのお伴として人気を集め、そ

れが2013年にスペインのABC紙で紹介されたことを契機に

広く普及していくことになります。日本国内では、2018年7

月にバスクチーズケーキ専門店「ガスタ」が東京港区に出店。

マスメディアやネットニュースで取り上げられ、認知度が上

バスクチーズケーキ 

がるきっかけとなりました。 

そして2019年度、日本国内全体を巻き込んだブームを形成

したのが、CVSによる商品化です。2019年3月にローソンが

「バスチー」を全国で発売。同商品は2009年に発売した「プ

レミアムロールケーキ」の記録を上回り、3日間で100万個以

上を販売しました。元々、SNSなどの媒体で話題となっていた

こともあり、同商品は話題が話題を呼ぶ形でトライアルを獲

得していきます。1個あたり200円台という手頃な価格設定も

奏功し、2019年12月には累計3200万個以上を売り上げる大

ヒット商品となりました。 

2019年10月にはセブンイレブンでも「バスクチーズケー

キ」を発売しており、バスクチーズケーキは早くもCVSスイー

ツの定番として定着しつつあります。新規性の高い商品とい

うことで、小売店やパティスリーでもまだまだ参入が続いて

いくことになりそうです。 

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。（佐） 

今月のヒット商品 

今回は、伊藤園の「TEAs' TEA NEW AUTHENTIC 生オレ

ンジティー」（500ml・PET/税別140円、280ml・PET/税別115

円）をご紹介します。同商品は2019年8月5日に発売後、約1

ヶ月で1,200万本を突破した人気商品です。 

同商品が開発された背景としては、CVSカウンターやカフ

ェ、紅茶専門店を中心としたフルーツティーの流行が挙げら

れます。RTDにおいては、この流行を踏まえた先行商品とし

て、2018年3月に日本コカ・コーラが「紅茶花伝 クラフティ

―」を発売し、1年間で1億本を突破するなど大ヒットしまし

た。 

そこで、後発となった伊藤園は差別化戦略として、紅茶に果

汁をブレンドするだけではなく、生のオレンジスライスを紅

茶と一緒に抽出。香料を使用せずに、オレンジの本格的な香り

と味わいを引き出すことに成功しました。同商品は、オレンジ

と紅茶のバランスが絶妙な新感覚の紅茶として評価され、今

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） 

TEAs' TEA NEW AUTHENTIC 生オレンジティー（伊藤園） 

までにないフルーツティーとして女

性を中心に人気を博しました。 

な お 、「 TEAs' TEA NEW 

AUTHENTIC」では2019年に他にも

「同 しあわせ香る 焙じた紅茶」、

「同 麦芽オレ」、「同 ミルクでい

れたChai」など香料無添加で素材の

香り・味わいを引き出した商品を発

売しています。 

昨今、人工的な味を忌避する人も

少なくないので、素材を活かした自

然なおいしさを追求した商品は、今

後も増えていくのではないでしょう

か。 
(画像：https://www.itoen.jp/products/detail.php?id=2594) 



 

今月の気になるデータは、働く女性（キャリジョ）の研究をする「博報堂キャリジョ研」と、子育て家族を研究する「博報堂こ

そだて家族研究所」が共同で行った、働くママ＝「キャリママ」のワーク・ライフ調査「働くママのサービス・家電利用実態／意

識と母親像・仕事意識調査」より、「ミールキットの利用状況および利用意向」について抜粋しました。 

 

なお同調査は、「仕事をしている25～39歳の『キャリママ』（0歳～小学校3年生までの同居子あり・N=489）および『キャリジ

ョ』（未婚・同居子なし・N=156）（7大都市の都心エリア在住）」を対象に2019年3月に行われたインターネット調査です。 

22.0％ 

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。（光） 

調査の結果、月1回以上のミールキットの利用率

をみると、「キャリママ」は22.0％でした。一方、

「キャリジョ」は8.4％となっており、その差は13.6

ポイントと大きく差がでました。すなわち、「キャリ

ママ」は、未婚で子供のいない「キャリジョ」と比

較して、ミールキットを活用する人がより多いこと

がわかります。 

 

さらに、「キャリママ」に対して、ミールキットの

今後の利用意向をきいたところ、69.2％が「利用出

来たらいいと思う」と回答しました。すなわち、現

状の利用率（22.0％）と比較して47.2ポイントもの

差があるため、ミールキットの今後の受容性は高い

と予想されます。 

 

こうしたミールキットは、ショッピングサイトや

生協、直販での売上構成比が高いという特徴があり

ますが、昨今はスーパーマーケットでの取り扱いも

増えてきています。また、参入メーカーも増えてお

り、付加価値アイテム（オーガニック素材使用、有

名シェフ監修など）も相次いで登場するなど幅が広

がっています。 

 

 

今後、さらなる市場拡大が期待されるミールキッ

トの動向に要注目です！ 
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今回は、食品分野に限らず、あらゆる消費財の分野で今後のマーケティングのポイントとなる“スモールマス”についてご紹介し

ます。“スモールマス”とは、マス（大多数）ではないものの、一定の規模の市場が見込める消費者の層や集団のことを指します。

ここ最近のマーケティングにおいては、市場の成熟化や消費者ニーズの多様化、スマートフォンやSNSの普及といった背景から“ス

モールマス”を意識することが非常に重要であるといえます。 

具体的にいえば、従来の型にはまったマーケティングを行うのではなく、消費者それぞれのニーズや悩み、嗜好や考え方、普段

活用している情報源や商品などを、一度セグメント（＝スモール化）した上で、より的確に実行していくことがポイントになると

考えられます。 

こうした“スモールマス”を意識した事例として、飲料業界のトップメーカー日本コカ・コーラの取り組みが挙げられます。同社

は、2019年8月にボタニカルシャンプーの「BOTANIST」などを手がけるI-neとの資本提携を発表。I-neが同年7月1日に設立した

飲料事業の子会社Endianに出資参加しました。元々、I-neは2016年より次世代リラクゼーションドリンクと銘打った「CHILL 

OUT」を販売しており、一部の若い世代やビジネスパーソンから熱狂的な支持を得ていましたが、飲料ブランド展開に課題を抱え

ていました。そこで、今回の資本提携により、日本コカ・コーラはI-neが得意とする特定の層に支持されるマーケティングのノウ

ハウを吸収し、一方I-neは日本コカ・コーラが持つ飲料ブランドの開発・運営ノウハウを吸収することで、互いに新しいカテゴリ

ー、新しい消費者価値を創出していくとのことです。なお、2019年秋からは合同会社EndianがI-neから「CHILL OUT」の販売を

引き継いでいます。 

 

最後に、現代はSNSをはじめとするデジタルコミュニケーションが活発化したことで、自分のスタイルに合ったものを自ら選択

し、自分の情報として発信することができる時代となりました。このような時代だからこそ、画一的なマーケティングから個を考

えたマーケティングが重要なのではないでしょうか。 

スモールマスを意識したマーケティング 

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。（水） 

 



 

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12月26日発刊 

680,000円（税抜） 

コンシューマーレポートNo.288 
オフィスで飲む健康ドリンクの受容性調査 

気軽にできるセルフケアとして、オフィスの垣根を越えて恒常化！ 

今回、「週に1日以上」オフィス・事務所で「健康のために飲料を飲んでいる」20～60代のオフィスワ

ーカーの男女を対象に、オフィスで飲む健康ドリンクの受容性に関する調査を実施。調査の結果、オ

フィスで「健康のために飲料を飲む」行為は、普段のセルフケアの一環として日常的に行われている

ことがわかった。また、作業の効率化や生活習慣病予防、栄養補給といった目的に応じて、飲まれる飲

料の種類が多岐にわたることも明らかとなった。 

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

TPCビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

調査方法 

全国WEBによるアンケート調査 

DRINK FOOD 消費者調査 市場調査 

調査内容 

FOOD 市場調査 

ホットドリンクの飲用実態と今後のニーズ（第12弾） 
発刊予定：2020年2月28日／予約販売価格：390,000円（税抜） 

2020年 チルド飲料の市場分析調査 
発刊予定：2020年3月19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） 

DRINK 市場調査 

2020年 プレバイオティクス素材の市場分析調査 
発刊予定：2020年3月30日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

◆オフィスで健康のために飲む飲料の摂取実態 

◆オフィスで健康のために飲むRTDの購入実態 

◆オフィスで健康のために飲む飲料の今後の受

容性 

◆働く人をターゲットにした機能性表示食品の

受容性  

など 

FOOD 市場調査 

FOOD 市場調査 

調査対象 

「週に1日以上」オフィス・事務所で「健康のた

めに飲料を飲んでいる」20～60代のオフィスワ

ーカーの男女620人（20～60代の会社員・公務

員の男女40,000人から抽出） 

DRINK DRINK 市場調査 市場調査 

2020年 健康ドリンクの市場分析調査 
発刊予定：2020年3月19日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

2020年 健康菓子の市場分析調査 
発刊予定：2020年3月下旬／予約販売価格：97,000円（税抜） 

2020年 食品メーカーのR&D戦略調査 
発刊予定：2020年3月4日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

2020年 業務用冷凍食品の市場分析調査 
発刊予定：2020年3月26日／予約販売価格：97,000円（税抜） 


