
 

いつも大変お世話になっております。Food&Drink担当の光山です。 

 

すでにご存じの通り、コロナショックが世界を震撼させており、当

初の予想よりも事態が深刻になってきています。先だっては、なんと

オリンピックが延期されることも決定してしまいました。 

前代未聞の出来事にショックを受け、また日常においても、いつど

のような経路で感染するかわからない正体不明のウイルスを恐れ…

穏やかな気持ちを保つのが難しいのは私だけではないと思います。 

そして何より、経済の冷え込み…これが心配ですよね。街では人が

明らかに少なくなっており、外食も控える人が多いようです。また、

マスクで人々の表情もわからないし、気が滅入っているからモノを購

入する気にもなれないかもしれません。さらに、世間ではワクワクす

るのもはばかられる雰囲気が、なくもない。これでは本当に、経済が

大打撃を受けかねません。 

 

こうしたとき、人々はどのようなことにお金を使おうと思うのでし

ょうか？ 

外出自粛ムードを背景に伸長している食品分野としては、「中食」

があるようです。外食を控えるかわりに、調理品を購入して家庭内で

食べるという行為が、これまで以上に増えているということです。冷

凍食品については、備蓄食材としてのニーズにも対応することから、

今後も販売が伸びそうです。 

また、自宅でのリモートワークが急拡大するなかで、「オンライン」

というのが一層人々の生活に浸透してくる機会となるでしょう。たと

えば、先月号の「気になるトレンド」で取り上げた「Uber Eats」は、

インターネット経由で注文して外食の食事を自宅に届けてもらうサ

ービスですが、このニーズは今後さらに拡大しそうです。かく言う私

も、つい先日“Uberデビュー”を果たしたところで、その簡便さ、一食

からでも注文できる気軽さにおどろきました。さまざまな食事を選ぶ

楽しみもあり、ぜひリピートしたいと思っています。 

 

私自身は、消費者の立場として、このご時世においても楽しめるも

のを見つけて、積極的に試していきたいと考えています。できるだけ

明るい気持ちで過ごすためにも、経済をストップさせないためにも、

大事なことかな、と思います。 

最近、個人的に気になるのは「オンライン飲み会」です。これは、

飲み会に参加する人が自宅などで各々食べ物・飲み物を用意して、

zoomやSkypeといったオンラインのテレビ電話システムを通じて飲

み会を楽しむというものです。「中食」と「オンライン」の両方に関連

する新たな食の楽しみ方ですよね！近々、友人を誘って実践してみた

いです。 

それでは、今号もどうぞお楽しみくださいませ。 

（光） 
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カルビーはポテトかいつかを完全子会社化すると発表しました。ポ

テトかいつかは食品スーパーなどでの焼き芋機を使用した焼き芋販

売でトップシェアを誇るさつまいも専門卸業者です。 

カルビーは今回の買収により、ポテトかいつかが持つさつまいもの

知識・専門技術と同社が有するじゃがいものノウハウを活用すること

で、甘しょ事業の拡大を図る考えです。 

カルビー さつまいも卸業者を完全子会

社化 
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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。（藤） 

アペックスは難消化性デキストリンを添加することができる「健康

サポート自動販売機」、「小型自動調理機」を2月にリリースしました。

前者ではコーヒーや茶、ジュース、味噌汁など、後者では麦茶、ほう

じ茶、水のホットとアイスを展開しており、ボタンで難消化性デキス

トリンの添加の有無を選択できます。 

同社は今後、健康経営を目指す企業の社内設備としての設置拡大を

推進していきます。 

アペックス 食物繊維を添加できるカッ

プ飲料自販機をリリース 

大日本印刷は電子レンジで調理でき、そのまま食器として使用でき

る「DNP断熱紙カップ HI-CUP 電子レンジ対応」を開発しました。

同製品は煮る・蒸らすなど電子レンジでの調理が可能で、食生活の簡

便化に対応しています。 

同社はプラスチック容器に代わるエコ容器として、冷凍食品やチル

ド惣菜などの中食業界向けに展開し、2021年に年間2億円の売上を目

指します。 

大日本印刷 電子レンジ調理が可能な紙

パックを開発 

アサヒグループホールディングスはAIの開発・コンサルティングを

行うCogent Labsと「AIクリエーターシステム」を共同で開発しまし

た。同システムは、ディープラーニングを活用してデザイン案の生成

と評価を行うシステムです。 

同社は4月を目途に同システムの試験運用を開始。業務を効率化し

つつ、持つことでその人の好みやスタイルを表現できるような魅力的

なパッケージの商品開発を目指しています。 

アサヒグループホールディングス 飲料食

品包装を自動デザインするAIを共同開発 

日本コカ・コーラは100％リサイクルPET素材を使用した「い・ろ・

は・す 天然水 100％リサイクルペットボトル」を発売しました。

同社は2030年までに再生ボトルの割合を90％に引き上げ、全ての自

社商品のペットボトルで石油原料の使用をやめる目標を掲げており、

今後ほかのブランドでの展開を推進していきます。 

日本コカ・コーラ 100％再生PET素材

を使用した商品を投入 

昭和産業グループの粉関連冷食メーカーである昭和冷凍食品は、家

庭用市場に本格参入します。具体的には、業務用の主力商材であるプ

チケーキを家庭用に合わせて規格変更した「ふんわりケーキ屋さん」

を4月に投入。まずは生協やC&Cなど既存の販路から導入し、その後

量販店冷食売場への販路拡大を図っていきます。 

同社は今後も従来通り業務用を軸とする方針ですが、販売状況と流

通側の要望に応じ、家庭用の商品投入を進めていく構えです。 

昭和冷凍食品 家庭用に本格参入 

キリンビールは国産ウイスキーで新たに2ブランドを立ち上げまし

た。具体的には、トウモロコシなどの穀物を原料に使用した「富士」、

「陸」を発売。フランスのほか米国への輸出も視野に入れています。 

なお、同社では現在、原酒が不足していますが、2021年5月に富士

御殿場蒸溜所の増設が完了、生産能力が2倍となることから、新ブラ

ンド投入による海外展開やインバウンド需要を狙っていきます。 

キリンビール 国産ウイスキー2ブラン

ド立ち上げ 

サントリー食品インターナショナルは7月に企業向け健康支援サー

ビス「サントリープラス」を開始。このサービスは健康習慣を勧める

アプリを無償で提供し従業員の生活習慣病の予防に活用してもらう

もので、まずは約300社の採用を目指しています。また、アプリを通

じて健康飲料も勧め、オフィスに設置した自販機への健康飲料の導

入・売上拡大を狙っていきます。 

サントリー食品インターナショナル 企

業向け健康サービス開始 



 

本格中華の味を追求した冷凍食品「新中華街」シリーズの新商品で、

豚肉や鶏肉、筍、玉葱、椎茸、千切り生姜が入った具材感のある五目

シュウマイです。外がけした鶏ガラスープと、具材に練り込んだ海鮮

スープの“Wスープ”が特長となっています。 

新中華街 五目シュウマイ ～香りと旨

み～ 

（マルハニチロ） 

食品 
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2～3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。（丸） 

菓子・デザート 

同社初となる乳成分不使用の植物性ヨーグルトです。風味豊かな大

豆を丸ごと使用しており、独自製法により粉末大豆を超微細化するこ

とで、大豆の栄養素がまんべんなく摂取できます。また、大豆イソフ

ラボンを含有していることや、コレステロールゼロであることも特徴

となっています。 

大豆で作ったヨーグルト 

（フジッコ） 

贅沢な味わいが特徴の「カップヌードル リッチ」シリーズから発

売されました。韓国のスープ料理として有名な「参鶏湯」をイメージ

しており、丸鶏の旨みがつまったスープに、高麗人参の粉末を加えた

風味豊かで濃厚な味わいが特長です。また、別添として「贅沢仕上げ

高麗人参特製油」を付属しています。 

カップヌードル リッチ 参鶏湯味 

（日清食品） 

清涼飲料・アルコール 

「ワンダ」ブランドから発売された新感覚のブラックコーヒーで

す。同品は、3段階の厳格な審査を通過したブラジル最高等級高級豆

などをブレンドし、じっくりと焙煎した深煎り豆のみを使用していま

す。これにより、“極限の苦み”と“コク”からくる爽やかな味わいを実

現。さらに、ポップエキスを使用し爽快な後味も訴求しています。 

『ワンダ』X-BITTER ブラック 

（アサヒ飲料） 

新ジャンルカテゴリー品として発売された新商品です。“プレミア

ムビールのような上質さ、贅沢感”を追求しており、原材料に麦を贅

沢に使用しており、最大級の原麦汁エキス濃度にすることで、コク深

い味わいを実現しました。また、チェコ・ザーツ産の最高級ファイン

アロマポップを一部使用することで、食事との親和性が高い味わいに

仕上げています。 

アサヒ ザ・リッチ 

（アサヒビール） 

同社の「GREEN DA・KA・RA」ブランドより上市された新商品で

す。ミルクの優しい味わいと爽やかな果実の味わいを両立しており、

甘さ控えめでスッキリとした後味に仕上げています。また、牛乳1杯

分のカルシウムとナイアシン、ビタミンB6といった2種類のビタミン

を配合し、健康機能も強化しています。 

GREEN DA・KA・RA ミルクと果実 

（サントリー食品インターナショナル） 

砂糖・糖類ゼロを訴求した菓子・デザートブランド「ZERO」のア

イスクリーム。チョコとのバランスを考慮した、まろやかなコクが感

じられるバニラアイスです。ビスケットクランチ入りチョココーティ

ングにより、ザクザク食感が楽しめる仕上がりとなっています。 

ZERO ビスケットクランチチョコバー 

（ロッテ） 

“なめらか食感”が特長のロングセラーブランド「パピコ」より発売

されたフローズンスムージーです。20種類以上の野菜とフルーツを使

用しており、1日不足分の野菜62g相当を摂取することができます。

また、りんごやキウイをベースとすることで、野菜が苦手な人でも美

味しく食べられるようになっています。 

パピベジ＜りんご＆にんじん＞ 

パピベジ＜キウイ＆グリーン＞ 

（江崎グリコ） 
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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。（川） 

東洋水産は、3月20日から4月30日にかけて、「マルちゃん焼きそば」

3人前シリーズ全商品などを対象に、応募ハガキに対象商品のバーコ

ード2枚を貼って応募すると、抽選で1,000名様に現金5,000円をプ

レゼントするキャンペーンを実施。さらに、Wチャンスとして抽選で

外れた人の中から、1,500名様に「マルちゃん焼きそば」アンバサダ

ー潮田玲子さんがセレクトした「野菜セット」（2,000円相当の旬の野

菜）をプレゼントするとしています。 

東洋水産 「マルちゃん焼きそば」春のバラン
ス＆バラエティキャンペーンを実施 

キリンは、3月2日（月）から3月23日（月）にかけて、キリン一番

搾り1年分（12ケース）をプレゼントするキャンペーンを実施しまし

た。応募方法は、「キリン一番搾り生ビール」公式Twitterアカウント

をフォローし、キャンペーン対象のツイートをリツイート、または引

用ツイートした人の中から、抽選で1名様に「一番搾り1年分」（350ml

×24缶入り12ケース）をプレゼントするというもの。これにより、口

コミによる同ブランドの認知拡大やフォロワー拡大を進め、新しいフ

ァン層を取り込んでいます。 

キリン 「一番搾り」一年分プレゼントキャン
ペーンを実施 

カゴメは、「トマトの会社から野菜の会社に」をスローガンに、「野

菜をとろうキャンペーン」を1月から実施しています。内容は、野菜

摂取量が計れる「ベジチェック」体験を100万人に促し、各種の店頭

プロモーション・キャンペーン広告等を展開し、同社全体の事業で相

乗効果を狙っていくというものです。 

この「ベジチェック」では、センサーに手のひらを当てるだけで摂

取量が分かる独自の測定器で、国民に野菜不足を確認してもらい、野

菜摂取を促すという内容となっています。 

カゴメ 「野菜をとろうキャンペーン」を実施 

キッコーマンは、「東京2020オリンピック観戦チケットが当たる」

キャンペーンを実施。内容は対象期間1月6日から3月31日まで、対象

商品を合計1,000円以上購入した方を対象に、ハガキまたはWEBで応

募すると、抽選で250組500名様に東京2020オリンピック観戦チケッ

ト（ペア）が当たるというものとなっています。 

キッコーマン 「東京2020オリンピック観戦
チケットが当たるキャンペーン」を実施 

協同乳業は、農協シリーズの対象商品を購入した人を対象に抽選

で、飛騨・信州の名品をプレゼントする「地域の名品食べ比べセット 

プレゼントキャンペーン」を実施しています。これまで関東地方のみ

の限定販売だった「農協牛乳」「農協ヨーグルト」を3月23日から東海

地方でも販売することに伴い、地域の名品をキャンペーン賞品として

需要喚起を図っています。 

協同乳業 農協シリーズ「地域の名品食べ比べ
セットプレゼントキャンペーン」を実施 

味の素は、「クノールカップスープ」の訴求テーマを「食べてこ！朝

マグ」として、あわただしい朝に手早く満足感が得られる朝食の1品

として提案しました。また、TVCMでは需要期である秋冬シーズンを

狙い、店頭販促物を使って店頭露出の拡大合わせて需要喚起につなげ

ました。 

味の素 「クノール 食べてこ！朝マグ」を提案 

味の素は、20～40代の働く女性をターゲットとした電子レンジで

温めて食べるレトルトスープの新商品「クノールスープグランデ」で

SNSを通じたデジタル広告を展開。ターゲット層である20-40代の働

く女性における新製品の認知度向上を目的に、SNSを通じて情報発信

しています。加えて、試食イベントなどの施策も連動させたことで、

話題性の喚起につなげています。 

味の素 「クノールスープグランデ」にてSNS
を通じたデジタル広告を展開 

サントリーは、「厳選した世界のワインを飲んで食卓で旅しよう」

キャンペーンを実施しました。対象商品のワインを買って1本以上の

レシートお買い上げレシートで応募すると、Ａ賞「国産黒毛和牛ステ

ーキ用」、Ｂ賞「神戸元町ハングローストビーフ」、Ｃ賞「マイスター

ベルク マイスター上田のギフトセット」が当たるという内容になっ

ています。 

サントリー 「厳選した世界のワインを飲んで

食卓で旅しよう」キャンペーンを実施 



 

今回は認証系フードをご紹介します。 

近年、認証系フードが新たな需要を取り込める可能性があ

るとして、注目を集めています。認証系フードとは、協会や

NPO法人などによって、特定の認証を取得した飲食物のこと

を指し、ハラールやコーシャ、ヴィーガン、グルテンフリーな

ど様々な種類があります。具体的に見ると、ハラールはイスラ

ム教、コーシャはユダヤ教の戒律で定められた“清浄な食品”

として認められたもの。ヴィーガンは植物性食品、グルテンフ

リーは小麦粉不使用の食品として認定されたものとなってい

ます。 

認証系フードが注目される背景には、食のバリアフリー化

に貢献していることが挙げられます。具体的には、宗教やアレ

ルギー、思想、健康上の理由などから、厳しい食事制限をして

認証系フード 

いる人に対して、食事の不安を解消しています。しかし、近年

のインバウンドの増加によって、認証系フードの需要が拡大

しているものの、まだまだ認証に対応できていないのが現状

です。対応が遅れている理由としては、日本人の宗教に対する

理解や、食の安全に対する意識があまり高くないことがある

と考えられます。 

しかし、今後は日本でも認証系フードへの対応は避けられ

ません。認証系フードが広く普及している欧米では、安全性の

高い食事をしたいことを理由に、非ムスリムがハラールフー

ドを選ぶなど、日本のJASマークのように一般的になっていま

す。こうした考えを持つ消費者が増える中で、日本でもまずは

インバウンドへの対応から始まり、一般消費者へ認証フード

が広まっていくことでしょう。 

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。（伊） 

今月のヒット商品 

今回は、菓子メーカーのシャトレーゼが展開するアイス「チ

ョコバッキー」（バー1本/税別60円、6本入/税別280円）をご

紹介します。同商品は2018年3月の発売以来、1年間で2,200

万本を販売。現在の累計販売数は5,000万本を突破していま

す。これは、これまで年間販売数1,000万本を超えるアイスが

ほとんどなかった同社にとって、偉大な記録となっています。 

そんな同商品がヒットした理由としては、SNSでの拡散を

意識した商品名へ改名したことが挙げられます。元々、同商品

は2005年に「パリッと巻きチョコバー」の商品名で販売をス

タートし、様々なチョコの食感が味わえることを売りにして

いましたが、すぐにヒットとはなりませんでした。しかし、

SNSの普及に伴い、2010年ごろから「食べ進めるとチョコの

塊がゴロッと出てきた！」、「食べる度に違う食感が楽しめ

る！」といった書き込みがSNSで拡散されたことで人気に火

が付き、年間1,000万本超えのブランドとなりました。さらに、

同社はSNSでの拡散を意識し、チョコがバッキバキに入った

特徴をそのまま商品名にした「チョコバッキー」に商品名を改

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。（水） 

チョコバッキー（シャトレーゼ） 

め、2018年3月から販売を開始しました。これが奏功し、「バ

キバキ感がおいしいチョコバッキー！」、「チョコバッキー コ

スパ最高！」といった好意的な書き込みが相次ぎ、爆発的なヒ

ットにつながりました。 

昨今のマーケティングでは、SNSもひとつの販促ツールと

して非常に効果的であり、今後も「チョコバッキー」のように

SNSでの拡散を意識した施策が重要になってくると考えられ

ます。 

(画像：https://www.chateraise.co.jp/products/ 

detail?id=1002216&category_id=45) 



 

昨今、世間では動画サイト「Youtube」の配信コンテンツによって広告収入など得ている人々＝【Youtuber】に対する認知が向

上してきました。こうした配信者が提供するコンテンツは、ゲーム、教養、コメディ企画など様々なものがありますが、人気の配

信者ほど多くのファンを持ち、10～100万人を超えるような巨大コミュニティを形成しています。一部の企業では、こうした人々

をインフルエンサーとして捉え、スポンサードやタイアップ企画を通した広告活動に利用し始めています。 

こうしたスポンサードの利点としては、第一に参入コストの低さが挙げられるでしょう。企業側は商品を提供し【Youtuber】に

レビューをしてもらうことで、TVCMを作成するよりもローコストで自社商品を広告することができます。近年は【Youtuber】を

専門的にマネジメントする企業も登場し、こうした”企業案件”の設定も円滑に行われるようになってきました。そのため、こうし

たスポンサードのケースでは比較的小規模の企業や一次生産者が【Youtuber】とタイアップするケースがよく見られます。例えば、

生産したブランド作物のおいしさを伝えるため、グルメレポートのような趣旨で【Youtuber】に商品を提供するケースなどが存在

しています。また、「ペヤング」でお馴染みのまるか食品では商品を活用した大食い・早食いなどの企画に商品を提供。同コンテン

ツは動画の再生数を伸び、定番コンテンツとして定着しつつあるようです。 

第二の利点としては、タイアップする相手の視聴者層を想定しやすい点が挙げられます。商品のターゲットとして想定している

人々に近い企画を行えば、それだけ有効な販促となります。料理系の【Youtuber】なら当然「食」や「食品」自体に関心を持って

いる視聴者が多く、関連性が高いユーザーにアクセスできる可能性も上がるというわけです。食品に関連した事例を挙げるならば、

近年ではマルコメが精力的に【Youtuber】と積極的にコラボレーションしています。同社では2018年10月に地元のイタリアンレ

ストランのシェフに製品を利用したメニュー開発を依頼。動画として同製品を使用したパスタのレシピなどを公開しています。 

デメリットとしては、マス広告に比べてどうしても対象範囲が狭くなってしまう点、ターゲットの価値観に対して不適切な内容

はマイナスイメージに繋がってしまう点などが挙げられます。ですが、CPVID-19の影響で外食ニーズが停滞し、家庭内での巣籠

り消費などのスタイルが表れている現在、こうしたコアな層に密着したチャネルを有効に活用することが重要になっていくのかも

しれません。 

Youtuber のマーケティング効果は如何ほど？ 

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。（佐） 

 

＜食品企業と【Youtuber】のコラボ事例＞ 

Youtuber チャンネル登録者数 コラボ先企業 備考 

ヒカキン 800 万人以上 ハウス食品 他 
国内で最も再生数・登録者数の多い【Youtuber】。2014

年にハウス食品が商品のレビューを依頼した。 

はじめしゃちょー 800 万人以上 まるか食品 他 
登録者数 800 万人以上。企画系のコンテンツ提供が多く、

2020 年度に「獄激辛ペヤング」の実食レビューなどを実施。 

きまぐれクックかねこ 300 万人以上 塩釜漁港 他 

料理コンテンツで特に水産物の動画を配信している。水産

関連の事業者と関係が強く、コラボ企画や実食レビューなど

を配信している。 

谷やん谷崎鷹人 120 万人以上 海男 他 

料理・大食いコンテンツを提供する料理系【Youtuber】。ブ

ランド水産生鮮商品の実食レビューなどを大食い形式で紹

介 

Chef Ropia 26.6 万人 マルコメ 他 
料理コンテンツを提供するプロ料理人。地元の企業であるマ

ルコメが自社商品の提供を行い、イタリアンのレシピを提供。 

COCOCORO 26.6 万人 マルコメ 他 
料理コンテンツを提供するプロ料理人。食品以外にも調理

器具メーカーなどどコラボを行い、レビューを実施している。 



 

無料 

●Microsoft Teamsを活用し、テレビ電話スタイルでレポートを閲覧！ 

●アプリ等のダウンロード・ご登録は一切不要！ 

●メールアドレスがあれば複数拠点・複数名様での閲覧にも対応！ 

●市場調査・消費者調査・ドクター調査・患者調査レポートが全て対象！ 

●画面共有でのご提供なので、担当者と直接ディスカッションも可能！ 

門覧 WEB 

在宅ワーク中もレポートを試読！ 

「画面共有」 
を利用して 

サービス開始 

※1 対応ブラウザ：Chrome、edge（Explorerは不可） 

セキュリティによっては閲覧が難しい場合もございますので、予めご了承ください。 

※2 参加企業様を募集中の調査企画、及び発刊前のレポートに関しては閲覧対象外となりますのでご注意ください。 

※1 

※2 

「ご希望のレポート（複数可）」「ご希望の閲覧日時」をご相談ください 

調査レポートの一覧は 

「TPCビブリオテック」へ 

0120-30-6531 9:00～17:00（土日祝除く） webmarke@tpc-osaka.com 



 

TPCレポートのご案内 

8 

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。 

2020年3月19日発刊 

97,000円（税抜） 

2020年 チルド飲料の市場分析調査 

健康付加価値商品の投入が相次ぐチルド飲料市場 

2018年度のチルド飲料市場は、金額で前年比1.6％減の5,776億円となった。内訳は、NBチルド飲料が4,908億

5,000万円、PBチルド飲料が867億5,000万円。同市場では、年々PB商品が拡大する一方で、NBチルド飲料の苦戦

が続く。こうした中、NBチルド飲料の参入各社は健康付加価値商品の投入を推進している。当資料では、チルド飲

料市場について調査。特に、機能性訴求で活性化を図るNBチルド飲料の市場動向や、主要12社の新製品展開状況

及び販売戦略等を分析している。 

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

TPCビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

市場編 

1.調査概要 

2.市場の沿革 

3.品目分析 

4.商品政策分析 

5.市場分析 

6.生産・流通動向 

7.販促活動 

8.今後の展開 

個別企業編 

DRINK 市場調査 

◆森永乳業 

◆ヤクルト本社 

◆カゴメ 

◆雪印メグミルク 

◆キリンホールディングス 

◆アサヒグループホールディングス 

◆エルビー 

◆明治 他 

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 プレバイオティクス素材の市場分析調査 
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 スーパー惣菜/CVS･FF商品戦略・開発動向

総調査 
発刊予定：2020年5月20日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

2020年 たんぱく質補給商品の市場分析調査 
発刊予定：2020年6月15日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

DRINK 市場調査 

2020年 トクホ・機能性飲料の市場分析調査 
発刊予定：2020年6月17日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

DRINK 市場調査 


