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いつも大変お世話になっております。ヘルス担当の北川で
す。本年もどうぞよろしくお願い致します。
新年を迎えた時の定番と言えば“今年1年の目標”。皆様はど
のような目標を立てられましたでしょうか？
私の今年1年の目標は『ヘルスケア市場を学び、成長する1年
にする』です。
実は私、昨年11月までは化粧品チームに属しており、このヘ
ルスケアチームには異動してまだ一ヶ月半程度しか経ってい
ません。業界の構造や考え方など化粧品チームの時とは違う点
が多いため勉強勉強の毎日です。今年1年は色々と勉強をして
皆様に役に立つ情報を提供できるように成長していきたいと
思います。

News

さて、当ニュースレターでは今月号より、新コーナーとして
『今月の気になるヒット商品』と『今月の気になるデータ』の
2コーナーを追加いたします。
『今月の気になるヒット商品』では、最近の健康食品市場で

機能性表示、初の生鮮魚の届出
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DHC、妊活サプリを発売

ヒットしている商品を取り上げ、ヒットした要因やヒット商品
となるための要素などをご紹介します。また、『今月の気にな
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るデータ』では、弊社・他社を問わず、気になったデータやマ
ーケティングに使えそうなデータをご紹介します。

インナーUV

今月号からしばらくは両コーナーとも私が担当させていた
だきます。このニュースレターを読んでくださっている方々に
とって興味を持っていただけるような内容にしていきたいと
思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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それでは今月号もどうぞお楽しみください。
（北）
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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があった、ヘルス業界に関するニュースを簡単にご紹介いたします。

アサヒカルピス、中国ネット通販に参入

（中）

森永製菓、プロテインマシンを共同開発

アサヒグループホールディングス傘下のアサヒカルピスウ

森永製菓とドトールコーヒーは、ボタンを押すだけでシェ

ェルネスは、中国のインターネット通販大手、京東集団が運営

イクされた状態のプロテインドリンクが出てくるプロテイン

するサイト「京東全球購」に出店しました。中国国内で日本製

マシンを共同開発したことを発表しました。同マシンは、大和

品に対するニーズが高まっていることから、中国市場を開拓

ハウス工業が運営するスポーツクラブNASのフィットネスク

する狙いがあります。商品としては、独自乳酸菌を使ったサプ

ラブ1ヶ所に12月15日から設置しており、今後は設置店を順

リメント「アレルケア」や、血圧が高めの人の血圧を低下させ

次拡大していく計画です。

る機能性表示食品「ラクトウェル」など6ブランドを展開して
いく考えです。

機能性表示、初の生鮮魚の届出
マルハニチロが届け出た生鮮食品の生食用カンパチ皮無ブ

大幸薬品、米で「木クレオソート製品」販売開始

ロック「よかとと 薩摩カンパチどん」を消費者庁が機能性表

大幸薬品は、2017年6月に米国FDA（米国食品医薬品局）に

示食品として公表しました。同商品は、機能性関与成分である

対し、健康食品として販売している「SEIROGAN TOI A」の

DHA・EPAを含み、生鮮食品としては初めての公表となってい

主成分である「木クレオソート」に、“運動時および発汗時に

ます。

体内の水分吸収を促進し、脱水を防止する”作用があることを
届出し、受理されました。こうした背景から、同社は2017年

国民生活センター、
「2017年10大項目」を発表

12月7日～9日の3日間、ホノルルマラソン・エキスポに初出
展し、アメリカで「SEIROGAN TOI A」をスポーツサプリメ

国民生活センターは、2017年12月21日に「消費者問題に関

ントとしてリブランディングし、同商品の市場拡大を目指し

する2017年の10大項目」を発表しました。健康食品関連とし

ていく意向です。

ては、
『依然として多い「定期購入」トラブル、20歳未満でも
多く見られる』
、
『「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品
の危害、若い女性に多発』などの問題が挙げられています。

I-ne、「ルビーマッシュルーム」順次発売
I-neは、台湾にしか生えていない希少価値の高い「ベニクス
ノキタケ」
（通称：ルビーマッシュルーム）を配合した「ルビ

消費者庁、機能性表示食品のガイドラインを改正

ーマッシュルーム カプセルタイプ」を、全国のドラッグスト

消費者庁は、12月27日に機能性表示食品の届出ガイドライ

アにて順次発売していくことを発表しました。同商品は、“楽

ンを改正し、公表しました。届出者がより適切な届出資料を作

しく飲みたい方・日頃の健康を気遣う方”に向けた商品となっ

成できるようにするため、定性分析方法の開示、雑誌の査読に

ています。

関する規定、研究レビューで採択する臨床試験の内容などを
追記しました。

ファンケル、「カロリミット」のブランドメッ
セージ刷新
ファンケルは、2000年より販売している「カロリミット」
のブランドメッセージを「まかせて！食べたいキモチ♪」に刷
新することを12月16日に発表しました。従来のブランドメッ
セージは2010年より掲げている「ダイエットをよりHAPPYに
♪」でしたが、現在のダイエットが同商品の発売当初に比べ、
賢く無理のない方法へと変化していることを踏まえ、これま
でのダイエットのあり方に対するブランドメッセージから、
現代の女性の意識や行動に向けてのメッセージである「まか
せて！食べたいキモチ♪」へと刷新します。
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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いたします。

（田）

ポーラ、インナービューティーサ
プリ上市

小林製薬、「発酵高麗人参EX」
「発酵高麗人参EX」は、和漢素材である高麗人参を独自の

「ホワイトショット インナーロックタブレットIXS」は、

乳酸菌で発酵させ、有効成分・ジンセノサイドの吸収率を高め

体の中から肌の透明感にアプローチする美容健康食品です。

ています。ターゲットは、加齢とともに疲れが取れにくくなっ

オリジナル原料のベイベリーバークSなどの美容成分を配合

てきた40代以上の男女や、滋養強壮サプリを摂取している生

しています。1日2粒で手軽に美容対策を行える商品です。

活者です。

ファンケル、タンパク質を補える
粉末食品

DHC、妊活サプリを発売

「毎日大豆たんぱく質」は、良質なたんぱく質を手軽に補え

「プレグム」は、不妊治療における高い実績を持つ医師と共

る粉末タイプの食品です。味はプレーンで粉末のため、飲み物

同して開発した妊活サプリです。成分として麹菌発酵大豆胚

や料理に混ぜて、手軽に栄養バランスを整えることができま

芽抽出成分や、マイタケ標準化エキスなどを配合し、妊活に取

す。

り組む人をサポートします。1日3粒ずつを個包装した便利な
サプリメントです。

協和、ヘアケアサプリを新たに発売
「美発育」は、卵の殻に含まれる卵黄ペプチドなど、髪のハ
リやコシにかかわる美髪成分を配合しています。また、血行に
働きかけるヒハツエキスなども配合し、40代以降の女性を対
象に通信チャネルで販売しています。

佐藤製薬、「ストナリニZジェル」
を新発売
佐藤製薬は、第2世代抗ヒスタミン成分・セチリジン塩酸塩
を配合し、OTC薬で唯一となる“液体in カプセル”のアレルギ
ー性鼻炎薬を新たに発売しました。1日1回1カプセルで効果
が24時間持続します。カプセルは小粒で服用しやすくなって
います。

ロート製薬、副鼻腔炎対象の内服
薬を発売
「ロートアルガード鼻炎内服薬ゴールドZ」は、花粉症など
に起因する副鼻腔を対象とした内服薬です。抗アレルギー成
分のメキタジンと生薬由来成分のシンイエキスを組み合わ
せ、アレルギー症状と鼻づまりによる息苦しさを改善します。
また無水カフェインで、頭重感を和らげます。
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今月の「機能性表示食品」の動向
今話題のヘルスケアに関連した情報を、毎月まとめてお届けいたします。

（清）

今回の注目ポイントは、成分において『鶏由来プラズマロー

2017 年 11-12 月公表分

ゲン』が初めて受理されました。いずれも“加齢に伴い低下す
る認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の

2017年11・12月に消費者庁から公表された機能性表示食

記憶力を維持する”ことを訴求しています。

品の受理製品は80品目で、合計受理品目数は1,235品目とな

また商品では、オハヨーバイオテクノロジーズが「ロイテリ

りました。
この2ヶ月間に公表された商品をヘルスクレーム別にみる

お口のサプリメント」
（C247）で届出受理。同品は、乳酸菌で

と、「整腸作用」が13品目でトップ。以下、「記憶力の維持」

あるロイテリ菌を配合しており、“歯茎を丈夫で健康に保つ機

が12品目、
「脂肪の吸収抑制」
「ストレス緩和・疲労感の軽減」

能がある”ことを訴求しています。
『歯や歯茎』関連のヘルスク

「糖の吸収抑制」が各10品目で続きます。

レームでは、オハヨー乳業の「ロイテリ ヨーグルト」に次い
で2品目となっています。

※ヘルスクレームについては、複数訴求
している場合、1 つ 1 つカウントしている。

※DHA 単体も

そのため 、 グラフの 構成比 の 合計 は

EPA・DHA に含む

100%以上となっている。

※成分が複数の場合は
1 つ 1 つカウントしている。

番号
C247

届出日

届出者名

2017/9/30 オハヨーバイオテクノロジーズ

商品名

食品の区分

機能性関与成分名

ヘルスクレーム

ロイテリ お口のサプリメント

加工食品(サプリ形状) ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938 株) 歯や歯茎の健康維持

C260 2017/10/11 ピーソリューション

プラズマローゲンＥＸ

加工食品(サプリ形状) 鶏由来プラズマローゲン

記憶力の維持

C268 2017/10/16 マリーヌ

プラズマローゲンＰｌｕｓ

加工食品(サプリ形状) 鶏由来プラズマローゲン

記憶力の維持

C280 2017/10/27 入交クリエイト

プラズマローゲン極

加工食品(サプリ形状) 鶏由来プラズマローゲン

記憶力の維持

C226

2017/9/12 ユニキス

ビルベリーみると

加工食品(サプリ形状) ビルベリー果実由来アントシアニン

目の健康維持

C227

2017/9/12 九州ジージーシー

大豆イソフラボン 小大豆もやし

生鮮食品

大豆イソフラボン

歩行機能の改善

C228

2017/9/12 昭和製薬

潤いプラスハニーブッシュブレンドティー

加工食品(その他)

N-アセチルグルコサミン

美肌・肌の保湿

恵 ｍｅｇｕｍｉ ガセリ 菌ＳＰ株ヨーグ

菌 SP 株 （ Lactobacillus

C229

2017/9/15 雪印メグミルク

C230

2017/9/19 サン・クロレラ

目神

加工食品(サプリ形状) アスタキサンチン

C231

2017/9/19 宝ヘルスケア

飲む寒天 すっきりせんい

加工食品(その他)

C232

2017/9/20 オンライフ

ヨクシボン

加工食品(サプリ形状) ターミナリアベリリカ由来没食子酸

脂肪の吸収抑制

C233

2017/9/20 アサヒグループ食品

メヂカラサプリ

加工食品(サプリ形状) ルテイン

目の健康維持

C234

2017/9/25 オルビス

ブルーベリー

加工食品(サプリ形状) ビルベリー由来アントシアニン

目の健康維持

C235

2017/9/25 ユーグレナ

プロテオグリカン 機能性表示食品

加工食品(サプリ形状) サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン

歩行機能の改善

C236

2017/9/25 日本コカ・コーラ

カナダドライ ジンジャーエール ダブル

加工食品(その他)

難消化性デキストリン（食物繊維）

C237

2017/9/26 ハルナプロデュース

ＨＥＲＢ ＷＡＴＥＲ

加工食品(その他)

L-テアニン

C238

2017/9/26 湧永製薬

キョーリック 還元型コエンザイムＱ１０

加工食品(サプリ形状) 還元型コエンザイム Q10

C239

2017/9/27 ハルナプロデュース

食事にススメルお茶

加工食品(その他)

ルト ドリンクタイプ ベリーミックス １００ｇ

加工食品(その他)

ガセリ

gasseri SBT2055）

難消化性デキストリン（食物繊維）

難消化性デキストリン（食物繊維）

体脂肪の低減
目の健康維持
脂肪の吸収抑制 /糖の
吸収抑制/整腸作用

脂肪の吸収抑制/
糖の吸収抑制
睡眠改善 / ストレス 緩
和・疲労感の軽減
疲労感の軽減
脂肪の吸収抑制 /糖の
吸収抑制/整腸作用

※一部抜粋
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今月の「まとめてみました」
このコーナーでは、健康食品関連のアイテムやプロモーション、企業動向などをさまざまな切り口でまとめてご紹介いたします。 （森）

『インナーUV』対策商品
“塗る時代から飲む時代へ―” 『インナーUV』対策商品に

「飲む」ことで顔だけでなく、全身のケアになることも魅力で

ついてまとめてみました。

す。
弊社発行の『インナーUVケアの実態と商品ニーズ』による

近年、
『インナーUV』を訴求したインナービューティ商品が

と、紫外線ダメージがシワ・たるみなど肌の老化につながるた

増えています。
「飲む日焼け止め」とも言われています。当初

め、アンチエイジング対策として利用する傾向が読み取れま

は、海外品や購入ルートが限られるドクターサプリが多かっ

す。

たものの、最近は日本製で、通販で手軽に購入できる商品が増
えています。そうした需要拡大の背景には、①Instagramなど

では、
『インナーUV』対策商品にはどんなものがあるのでし

によるタレントのSNS発信、②塗っても日焼けする、塗り直し

ょうか。下表をご覧ください。

が面倒、といった日焼け止めの不満点が挙げられます。また、
＜主な展開ブランド・商品＞
ブランド・商品（企業）

特徴

「ホワイトヴェール」
（ZERO PLUS）

1 日 1 回飲むだけで全身トータルケアがコンセプト。シトラス＆ローズマリーから抽出した天然のポ
リフェノール成分『ニュートロックスサン』を高配合。増えすぎた活性酸素を抑える働きがある。さら
に、『ザクロエキス』、『メロンプラセンタ』、『ルテイン』、『クロセチン』、『ローズ』など 100％植物成分
で作られているのも特徴。

「シードオブホワイト」
（グローバル・プラン）

365 日エイジングケアサプリ。年齢とともに変化する女性の健康のためのサプリメント。『エクオー
ル』以外に、『ブラックコホシュ』（若々しさを支える）、『ヘスペリジン』（元気なチカラ）、『テアニ
ン』（穏やかに）などを配合。

「ダブルサンホワイト」
（ミュゼコレクション）

アウトドア・スポーツ好きの方に。希少な『ポリポディウム・ニポニカム』や『ホワイトポリフェノール』など
植物由来成分を使用。美容脱門サロン「ミュゼプラチナム」店舗や会員専用 EC サイトで販売。

「やかないサプリ」
（オルト）

特徴は「持続力」。紫外線から肌を守る『セラミド』、メラニン生成を抑える美白成分『フィトール』
を配合。さらに、『ビタミン C』、『カロテン』など 5 つのサポート成分を配合。

「スーパーエイチツーサンシトラス」
（DHC）

「飲む紫外線対策」がコンセプト。美容と健康によいとされる『水素』は紫外線対策としても注目。
『水素』に加えて、『レッドオレンジエキス』、『パインアップル』など紫外線ダメージに働く成分を配
合。

「ヘリオケア」
（カンタブリア社）

スペイン発のドクターサプリ。確かな臨床結果が世界中の皮膚学会で発表され、人種に合せたヘ
リオケアシリーズとして世界 80 カ国以上の医療機関で処方されている。日本でも 2016 年まで
に 14 万個販売されているなど愛用者は多い。アジア、日本人向けに改良された商品が人気。
同ブランドの特許成分は『FernBlock』、摂取目安は 1 日 2 粒。

「ソルプロプリュスホワイト」
（カイゲンファーマ）

「CRYSTAL TOMATO」
（Gromark CEOL, Singapore）

日本製ドクターサプリ。主成分は、『ニュートロックスサン』。効果は、①活性酸素の抑制②光老
化を抑制③日焼け止め効果など。摂取目安は 1 日 2 粒。
シンガポール発ドクターサプリ。独自の手法で育てた非遺伝子組み換えのホワイトトマトを使った
世界発の食用サプリメント。臨床試験の実績や、100％自然食品であることから長期間安心し
て摂取できる。主成分は『CrystalTomato®カロチノイド』。①抗酸化②UVA/B の紫外線ダメ
ージからの保護③メラニン生成の抑制④シミなどすでに存在しているメラニンを効果的に減らせる
などの作用がある。摂取目安は 1 日 1 粒。
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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いたします。

（北）

代の使用率は29.2％だったため、2007年比で12.9ポイント

42.1％

も高まっています。

マーケティング会社のアンテリオは昨年11月、全国の16～

また、利用している成分をみると、全年代でビタミンCがト

69歳の男女を対象に『健康』に関する意識調査を実施しまし

ップとなったほか、60代では2位が乳酸菌・ビフィズス菌、3

た。その中で男性の健康食品・サプリメントの利用状況につい

位がブルーベリーと続いています。

ての調査結果を発表されているので、今回ご紹介します。
高齢になるほど“健康”を意識する傾向にあるため、ユーザ
同社の調査によると、男性の健康食品・サプリメントの使用

ー層もこの傾向に沿った形になっていると考えられます。さ

割 合 は 、 10 代 は 17.2 ％で した が 20 代は 25.3 ％ 、30 代は

らに、今後の日本は少子高齢化社会で高齢者の割合も増加が

32.3％と年を重ねるほど高まる傾向にあり、60代では42.1％

不可避でしょう。そうした中で今後の健康食品市場はどうな

となりました。なお、2007年に実施した同様の調査では、60

っていくのか、注目していきたいと思います。

今月の気になるヒット商品
最近のヘルスケア市場でヒットしている商品を、ひとつご紹介いたします。 （北）

㈱メディアハーツ「すっきりフルーツ青汁」
当コーナー第1回目となる今回、取り上げるのは㈱メディア

など女性にとって嬉しい成分を豊富に配合しており、ターゲ

ハーツの「すっきりフルーツ青汁」です。上記で健康食品事業

ットである女性に『使ってみたい』と思われやすい処方となっ

は高齢者が中心で若年層の使用率は低い傾向にあるとご紹介

ています。さらに初めて同商品を購入する人には定価の82％

しましたが、この商品は2014年7月にインターネットで発売

OFFの630円で購入できるため、『使ってみたい』に終わるの

して以来、若年層を中心に人気を集めており、わずか3年ほど

でなくそれを購入に結び付けやすい価格に設定。興味を持ち、

で1億3,000万本を売り上げる大ヒット商品となっています。

使ってみたいと思わせ、確実に購入に結び付ける、という流れ

特筆すべきは爆発的な売上の伸びです。同社が健康食品事

となっています。

業に参入した2015年7月期の年商はわずか8億円でしたが、
2016年7月は20億円に成長。昨年度にはなんと130億円と6.5

同社のこの展開方法はアメリカのローランド博士が提唱し

倍にも成長しています。なお、同商品単体の売上は公表してい

た認知→感情→行動という『AIDMAの法則』の流れに則って

ませんが、同社売上のうち約9割が健康食品で、そのほとんど

いると言えます。すなわち、どうやって売るかだけではなく、

が同商品とされています。

どうやって興味を持ってもらうか、あるいはそもそもどうや
って知ってもらうか、がインターネット通販を主戦場とする

同商品は、若年層がターゲットとなっており、発売当初は

企業にとって重要なのではないのでしょうか。

InstagramやTwitterといったSNSでの広告投下などに専念。

同社は今後、台湾やタイ、ベトナムといった海外への進出を

若い女性の目に止まりやすいツールに特化して販促活動を展

視野に入れているそうです。これから同社がどのような展開

開したことで、徐々に認知度を高めていきます。

をしていくのか、期待していきたいと思います。

また、同商品は自然由来の酵素81種類、乳酸菌、美容成分
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新刊・近刊資料のご案内
新刊・近刊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。

消費者調査レポート
オーラルヘルス食品の「機能」ニーズ調査
多様化する食品のオーラルヘルスケア 口臭以外の機能受容のために
発刊予定日：2018年1月31日

/ 頒価：360,000円（税抜）

調査ポイント

調査対象者

◆オーラルケア・オーラルヘルス食品の利用実態は？
・オーラルケアのための食品利用
・オーラルヘルス（口内健康）のための食品利用
◆「口臭」以外の機能評価は？
・商品評価（口臭、虫歯、歯周病、歯ぐきなど）
◆オーラルヘルスケア食品の受容拡大に向けた商品
コンセプト
・食品でのオーラルヘルスの何が問題か
・どんな商品なら、どういう機能ならオーラルヘル
スケア食品として受容できるか
・口臭以外の機能ニーズ

この1年以内にオーラルケアのために食品を摂取した
ことがある30代～70代の男女600サンプル

調査項目
◆被験者特性
◆オーラルケアの実態
◆オーラルケア食品の利用実態
◆オーラルヘルス食品の利用実態
◆オーラルヘルス食品の受容性

※発刊日・内容については、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

2018年
健康食品OEM企業の事業戦略調査
発刊予定日：2018年2月8日
個別企業

/ 頒価：87,000円（税抜）

調査項目（共通）

◆アピ
◆三生医薬
◆三協
◆東洋新薬
◆AFC-HDアムスライフサイエンス
◆アリメント工業
◆カマタ
◆シェフコ
◆トンボ飲料
◆バイホロン
◆富士カプセル
◆中日本カプセル

1．企業概要
2．企業沿革
3．組織体制
4．OEM事業の取り組み
1）研究面
2）生産面
3）品質管理面
5．機能性表示食品への取り組み
6．売上高
7．主要取引先
8．海外展開
9．今後の展開
※発刊日・内容については、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

発刊日前日までに市場調査レポートをご購入頂いたお客様には、ご予約特典として
PDF版を収録したCD-ROM（通常価格10,000円+税）を無料進呈いたします。
TPC ビブリオテック
http://www.tpc-osaka.com/

9:00-17:00 土日祝除く
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京阪神地区企業様限定！

TPCインハウスセミナーのご案内
ご予約・お申込み・ご質問等はこちら⇒

テーマ一覧

スセミナーのお申込みを受け付けております。

1

本セミナーは、お客様のご指定施設にて行う無料の出張セミ
複数テーマの同日開催にもご対応いたします。
新入社員の教育や異業種企業における基礎知識の獲得など
に、ぜひご活用いただければ幸いです。

開催場所

お客様のご指定施設にて開催

人数

5名以上のグループから受付可能

形式

スライドショーを用いた出張セミナー

申込み

No.1表示の活用法と効果について（約90分）

新規顧客の獲得や競争優位に立つうえで、重要な戦略のひ
とつである「No.1」表記について、売上に繋げるためのポイント
や、そもそもなぜ「売上No.1」なのかといった点について解説し
ます。また、弊社の「売上No.1」調査についても詳しくご紹介し
ます。

ナーです。1テーマにつき5名様からご参加いただけるほか、

お客様のご要望に応じて開催

無料

0120-30-6531

TPCマーケティングリサーチでは、2017年11月よりインハウ

開催日時

要予約

2

スキンケア・ヘアケアに関する調査（約60分）

インバウンドの影響により拡大が続く化粧品市場について、分
野別・チャネル別に分析し、ニーズを把握します。さらに、市場
を読み解くにあたっての商品トレンドやキーワードについても解説
します。

3

※プロジェクターのご用意をお願いいたします

機能性表示食品市場の最新動向（約60分）

機能性表示食品市場は、2015年4月より機能性の表示が
できる食品として機能性表示食品が追加されて以来、届出
受理品目数が増加しています。本セミナーでは、トクホとの比
較や摂取実態を取り入れながら、市場動向や差別化のポイ
ントなどについて解説します。

住所・会社名・部署名・役職名・氏名・電話番
号・メールアドレス・参加予定人数、講座名（複
数可）
・希望日時（第三希望まで可）を記入のう
え、お電話にてお申込みください。

今後の発刊予定
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。

市場調査

2018年 健康食品の海外事業戦略調査

発刊予定：2018年3月
頒価：87,000円（税抜）

発刊日前日までに市場調査レポートをご購入頂いたお客様には、ご予約特典として
PDF版を収録したCD-ROM（通常価格10,000円+税）を無料進呈いたします。

2018年 サプリメントの市場分析調査

発刊予定：2018年4月
頒価：97,000円（税抜）

消費者調査

プロテインの摂取実態とニーズ探索調査

発刊予定：2018年2月
頒価：360,000円（税抜）
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発行元

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

TEL 06-6538-5358
FAX 06-6538-6531
H P http://tpc-cop.co.jp/

オンラインショップ

TPCビブリオテック
http://www.tpc-osaka.com/

