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皆様、いつもお世話になります。飲料・デザート担

当の後呂（うしろ）です。 

 

すでにニュースなどで報じられていますが、2025

年の万国博覧会（万博）の開催地が大阪に決定しまし

た。万博は主に「登録博覧会」（登録博）と「認定博

覧会」（認定博）の 2 つに大別されており、大阪で最

大規模の国際博覧会である登録博が開催されるのは

1970年以来 55年ぶりとなります。経済効果が期待さ

れる反面、会場設備費やアクセス面などの課題もあり

ますが、地元関西で開催されることもありますし、私

としてはぜひ期間中に一度は足を運びたいと思って

います。 

 

2020 年の東京オリンピック以降の国内経済が懸念

されるなか、その後にこうした国際的なイベントが開

催されることが日本経済の安定化にもつながると考

えられることから、万博の成功が今から期待されま

す。 

 

このように将来的なことも楽しみですが、2018 年

もあと 1 ヶ月となりました。クリスマスやお正月な

ど冬のイベントが続きますので、皆さん風邪などひか

ずに、楽しい年の瀬を迎えましょう。 

 

それでは、今号もどうぞお楽しみください。 
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今月の気になる業界ニュース 

■伊藤園 Alipay（アリペイ）と交通系電子マネ

ー決済に対応した飲料自販機の展開を開始

（11月 15日） 
伊藤園は、自社の飲料自販機について、中国企業の

アリババグループが提供する「Alipay」（モバイル及びオ

ンライン決済プラットフォーム）と各種交通系電子マネー

への対応を開始したことを発表。専用の端末機を取り付

けることで、これらの決済に対応する業界初の飲料自販

機となっており、観光施設や都市部などを中心に展開し

て、訪日外国人観光客の利便性向上とともに、国内のキ

ャッシュレス化推進に向けた決済方法の多様化を図り、

飲料自販機の価値を高めていく。 

 

■ゴディバ日本事業が売却へ（11月 16日） 
トルコの食品大手企業であるユルドゥズ・ホールディン

グは、高級チョコレートを展開する「ゴディバ」の日本、韓

国、オセアニア地域の事業について、売却手続きを開始

したことを発表。1 次入札には三菱商事が参加していると

報じられているが、その他投資ファンドも入札に参加して

おり、売却額は 1,000 億円になる可能性もあるとされてい

る。 

 

■江崎グリコ アメリカに持株会社設立へ 

（11月 21日） 
江崎グリコは、アメリカ市場における子会社の管理機

能を強化するべく、持株会社を設立することを発表。具

体的には、同社 100％出資の Glico North America 

Holdings,Inc.を 2018 年 12 月（予定）に設立するとしてお

り、基盤を強化することでアメリカ市場での事業拡大に繋

げていく。 

このコーナーでは、11 月に発表のあった飲料・デザート業界のトピックをご紹介いたします。詳細につ

いてさらにお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。 
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■セブン-イレブン 「セブンカフェ」のカフェラテ

を刷新（11月 1日） 
コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブンは、コン

ビニカウンターコーヒー「セブンカフェ」の「カフェラテ」をリ

ニューアルして 11 月 1 日から販売を開始。コーヒー専門

店におけるブラックとカフェラテの飲用割合に比べて、

「セブンカフェ」におけるカフェラテの飲用割合が低いこと

から、今回味わいなどを刷新している。具体的には、ミル

クの甘さや香り、泡立ちが重視されているコーヒー専門店

のカフェラテの味わいに近づける改良を行っており、女

性を中心とした層への来店動機を喚起して店舗全体の

客数アップに繋げていく。 

 

■サントリー食品インターナショナル「クラフト

ボス」の販売数量目標を再度上方修正（11

月 5日） 
サントリー食品インターナショナルは、PET コーヒー飲

料の「クラフトボス」の 2018年販売数量目標を 2,600万ケ

ース（1 ケース 24 本入り）とすることを発表。同ブランドの

販売数量目標については、年初の 1,500 万ケースから、

7月に 2,000万ケースへ上方修正しており、今回さらに上

方修正することで、前年比 2.6 倍となる数量を目指す。 

 

■日本コカ・コーラ 「Coke ON」でキャッシュレ

ス決済機能の提供を開始（11月 9日） 
日本コカ・コーラは、同社が展開するスマートフォンア

プリの「Coke ON」の新機能として、キャッシュレス決済が

できる「Coke ON Pay」の提供を開始することを発表。

「Coke ON Pay」対応の“スマホ自販機”（全国 27 万台

設置）で、自動販売機本体に触れることなく製品を購入

することができる。 



 

今月の気になる飲料・デザート新製品 

ここでは、飲料・デザートの新製品から注目の商品をご紹介します。なお、弊社ホームページでは、こ

こで紹介した商品も含む飲料新製品を、TPCブログで月 2回（木曜日）ご案内しております。 

＜飲料＞ 

■「リアルゴールド ロケットスタート」 

（日本コカ・コーラ）（2018年 11月 12日） 
1 日の中でも、特にやる気を高めたい“朝のスタートを

サポート”するエナジードリンク。ローヤルゼリー、高麗人

参エキス、アスパラギン酸、ガラナエキスなどのエナジー・

栄養成分に加えて、ヒスチジン、グルコースを配合した。 

 

■「スパークリング甘酒 冬限定仕立て」 

（森永製菓）（2018年 11月 20日） 
厳選した酒粕と米麹をブレンドした、のどごし爽やかな

炭酸入りの甘酒。スパークリング日本酒のような香りと米

麹のやさしい甘みを楽しむことができる。 

 

 

＜アルコール類＞ 

■「セブンプレミアム クリアクーラー すっきり

白桃サワー」（アサヒビール）（2018 年 11 月

13日） 
クセのないクリアな味わいのウォッカに白桃果汁、果実

の風味を凝縮させた氷点凍結仕込みのレモンライムスピ

リッツを加えて仕上げており、スッキリとした味わいと爽や

かな白桃の果実感が楽しめる。 

 

■「ヱビス 薫るルージュ」 

（サッポロビール）（2018年 11月 20日） 
カラメル麦芽を一部使用した香ばしい香りと、フレーバ

ーホップの一種である「モザイク」の甘い香りが重なり合

い、赤ワインのような味わいを楽しむことができる。赤みが

かった美しい液色が特徴。 

 

■「‐196℃ ストロングゼロ 柚子ダブル」 

（サントリー）（2018年 11月 27日） 
サントリー独自の“‐196℃製法”による柚子まるごとの

浸漬酒と果汁をダブルで使用。柚子の程よい酸味と甘み

に加えて、アルコール度数 9％の力強い飲み応えが味わ

える。 

＜菓子＞ 

■「ルック 4 チョコレートコレクション」 

（不二家）（2018年 11月 6日） 
1 箱でカカオ分の違う 4 つのチョコレートを少しずつ愉

しむことができるチョコレート BOX。時間帯や気分に合わ

せて食べる順番を変えることで、味わいの変化も愉しめ

る。 

 

■「ジュレピュレ 北海道メロン」 

（カンロ）（2018年 11月 13日） 
芳醇な香り、濃厚な甘味、とろりとした食感により、本物

の食べごろメロンのような味わいが楽しめる。産地にこだ

わった北海道メロン果汁を使用。 

 

■「ピザポテト W」 

（カルビー）（2018年 11月 26日） 
通常の「ピザポテト」と比較して、チーズフレーク・チー

ズパウダーの量を増量して、マイルドでコク深い“チーズ

の風味 2 倍”を実現した味わいとなっている。いつもより

濃厚な「ピザポテト」を味わうことができる。 
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（出典：https://tobuy.jp/eat/softdrink/post-3660） 

今月の気になる飲料・デザートトレンド 

ここでは、最近の飲料・デザート分野においてトレンドのキーワードをご紹介していきます。 

ギルトフリーアイス 
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今回は、2018 年のフード業界全体で話題となった「ギルトフリー」を訴求した商品のうち「ギルト

フリーアイス」をご紹介したいと思います。 

 

「ギルトフリー」とは、直訳すれば“guilt(罪悪感)”が“free(無い)”。つまり、罪悪感を感じないとい

う意味です。例えば、ダイエット中は“甘いものや高カロリーのものを食べたいけど、食べたら太る”

といった葛藤が生じます。そんな時でも気兼ねなく楽しめるのが「ギルトフリー」になります。具体的

TPC社員の飲料・デザート購入録 

このコーナーでは、弊社社員が実際に最近購入した飲料・デザートの購入経緯をご紹介いたします。 

サントリー 南アルプス PEAKER ビターエナジー  

■会社名：サントリー食品インターナショナル株式会社 

■価 格：190円（税抜き） 

■容 器：ペットボトル     ■容 量：375ml 

■購入場所：近所のスーパー 

■商品特徴  
最後まで“落ちない”、ビターエナジードリンク 

■購入理由 
近所のスーパーにて、特設の売り場があり、「『サントリー天然水』ブランドのエナジードリ

ンクってどんな味だろう？」と試しに飲んでみたくなったため 
■食後の感想 

・ビターな味で、炭酸の刺激が喉にグッときました。また、後味も非常に良く、新しいエナ

ジードリンクだと感じました。味は、強炭酸のジンジャーエールに近いです(笑)。 

・ただし、普段からよくエナジードリンクを飲む私は、人工的な甘味のある、従来のエナジ

ードリンクの方が好みでした。従来のエナジードリンクが苦手な人やエナジードリンク初

心者にとっては最適なエナジードリンクかと思います。 

・個人的に 1番の満足点は 375mlのペットボトルということで、缶容器のエナジードリンクよ

り量が少し多い上、ふた付きなので、長時間楽しめることが魅力に感じました。長時間チ

ビダラ飲みしながらエネルギーをチャージしたい方にはピッタリではないでしょうか。 

には、低糖質や低カロリー、身体に良い素材が入った商品がこれにあてはまり、美容や健康に気遣う女性を中心に人気を

集めています。 

その中で、今回ご紹介する「ギルトフリーアイス」は、低カロリーや低糖質を訴求した罪悪感を感じないアイスです。代表的

な商品としては、江崎グリコの「SUNAO」が挙げられます。同ブランドは、小麦粉の代わりに豆乳やとうもろこし由来の食物繊

維、生クリームの代わりに生乳から脂肪分を取り除いた脱脂濃縮乳を使用。糖質やカロリーを抑えながらも、美味しさも損な

われていない商品となっており、2017 年の発売以来、売上が好調に推移しています。2018 年には、期間限定のブランドショ

ップを開店させるなど盛り上がりをみせており、「ギルトフリー」を求める需要を取り込んでいます。 

 

今後も「ギルトフリー」ブームは続くとみられ、アイスクリーム市場においても江崎グリコ以外のメーカーの参入が活発化し、

様々な商品が登場するかもしれません。今後の「ギルトフリーアイス」の動向に注目です。 



 

TPC メンバーに聞きました！《Drink＆Dessertアンケート》 

このコーナーでは、TPC メンバーに飲料・デザートに関するアンケート調査を実施！小ネタにどうぞ☆ 

好みのホットドリンク 
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今月は「好みのホットドリンク」について、社内アンケートを実施。16名の方に回答をいただきました。 

まず、好みのホットドリンクを調査するために、「昨

冬、特に好んで飲んだホットドリンク」を聞いてみました。

その結果、「コーヒー（ラテ系）」が５名で最も多く、構成

比は31.3％となりました。以下、「紅茶以外の茶系飲料」

が 4 名（構成比 25.0％）、レモン、ゆず、オレンジなどの

「果汁飲料」「紅茶」が 2名（同 12.5％）、「ココア」「コーヒ

ー（ブラック系）」「コーンスープ」が各 1 名（同 6.3％）と

なりました。 

 

次に、先に挙げたホットドリンクを好んで飲んだ理由

について尋ねてみると、「コーヒー（ラテ系）」を選んだ理

由としては、「コーヒーが好きでミルクで温まりたいから」

や「ブラックだと濃いから」「カフェインを補給したいから」

といった理由があがりました。また、「コーヒー（ブラック

系）」を選んだ人は「ブラック無糖の味が好きだから」と

回答しており、ホットドリンクのコーヒーを好んで飲む理

由は多岐にわたっています。 

 

これからどんどん寒さが厳しくなってくる時期ですが、ホットドリンクで体の中から温まりたいですね。 

それでは、次回もお楽しみに…。 

Q. 昨冬、特に好んで飲んだホットドリンクは？ 

このほか、「紅茶以外の茶系飲料」とした人は「ティーバッグで手軽に飲めるから」や

「中味がちょうど良い」、「温めて飲むと美味しくなるから」といった理由を挙げました。

茶系飲料の具体的な種類としては、ほうじ茶や玄米茶の人気が高いようです。さらに、

「紅茶」を選んだ人も少なくなく、茶系飲料全体で見るとコーヒーと同等の出現率となり

ました。 

 

 

以上を踏まえると、ホットドリンクでは「コーヒー」と「茶系飲料」のニーズが特に高い

と言えそうです。このほか、「コーヒー」「茶系飲料」以外の回答を見ると、果汁飲料で

は「ゆず茶が身体の冷えに良いから」「フルーティーな甘さが好みだから」、ココアでは

「温まるし糖分補給に適しているから」などの声がありました。 



 

今月の気になる数字 
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このコーナーでは、自社・他社を問わず、マーケティングに使えそうなデータを紹介したいと思います。 

 

67.9％ 

今月の気になる数字は、楽天株式会社が自社で運営するレシピサイト「楽天レシピ」で行った「チーズに関する調

査」から一部抜粋しました。 

同調査は、2018 年 5 月 30 日から同年 7 月 4 日の期間中、全国 47 都道府県 20～50 代の男女 4,700 名を対象

に、チーズの喫食状況を調査したものになっています。 

まず、好きな乳製品は何かを聞いたところ、「チ

ーズ」と回答した人が、67.9％の出現率でトップと

なっています（図 1）。チーズが好きな理由として

は、「チーズそのものの味が好き」といった回答や

「ワインに合うから」や「様々な料理に使えて美味し

いから」など他の食材との相性が良いという意見が

挙がりました。 

同調査から、チーズはヨーグルトを凌ぐほど好まれている乳製品となっていることが明らかになりました。今後も、フード

サービスを展開する企業や乳業メーカーなどからチーズの新たな食べ方が提案されることで、ますますチーズ市場が

拡大していくと思われます。 

続いて、チーズに合うと思う料理は何か質問した

ところ、「ハンバーグ」と回答した人が最も多く、

53.5％の出現率となりました。（図 2）。以下、ハンバ

ーガーが 45.6％、パスタが 42.8％、リゾットが

36.7％、カレーが 30.7％の出現率で続いていま

す。1 位のハンバーグについては、ファミリーレスト

ランを中心にチーズをトッピングしたものやチーズイ

ンハンバーグとして提供されており、なじみのあるメ

ニューとなっています。また、2 位のハンバーガーも

あわせて、チーズとハンバーグの組み合わせは非

常に人気が高いことがうかがえます。 



 

今月のヘルスケアニュース 

このコーナーでは、ヘルスケアに関する最新の情報をお知らせいたします。 
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0120-30-6531 フリーダイヤル 

あなたのマーケティング課題を解決するための最適なリサーチをご提案！ 
TPCマーケッターにお任せください。 

TPC では、常時お客さまのご相談を承っております。 

大阪梅田から電車で 10 分、難波から 5 分、最寄り駅徒歩 3 分の好アクセス！最近はご来社頂けることも増えております。 

大阪へのご出張帰りにも、ぜひお立ち寄りください。 

もちろん、訪問もいたしますので気軽に担当者までご連絡くださいませ。 

フレイルのはじまりはオーラルフレイル 

こんにちは TPC ヘルスケア担当の森井です。今回は 10月に弊社が行ったマーケティングセミナーで一部データを活用した「オーラルフレイル」の

コンシューマーレポートをご案内いたします。 

フレイルの入り口は、“オーラルフレイル”と言われているように、口腔内の衰えが身体的・精神的なフレイルに影響することが今回の調査でわかりま

した。 

また、オーラルフレイルと非オーラルフレイルの違いは顕著であり、「歯の本数」、「歯や口の健康で気になること」など歯の状態はもちろん、老後の

健康不安も感じやすいことがわかりました。このほか、オーラルフレイル対策の意向は強く、①自分の歯を残すこと②噛む力③飲み込む力求めるニー

ズが大きくなっています。さらに、オーラルフレイル対策で知りたいことは、「オーラルフレイルならないための歯や口の健康対策」、「自分がオーラルフレ

イルであるかどうかのセルフチェック」、「オーラルフレイルにならないための栄養摂取方法」でした。以上から、オーラルフレイル予防のための対策を早い

段階から実施することが重要といえます。 

レポートをご覧いただくことも可能です。気軽にお申しつけくださいませ。（森） 



 

TPCレポートのご案内 

飲料・デザート分野では、「飲料総市場」「酒類総市場」といった市場を幅広く調査したテーマのほか、

「チルド飲料」「CVS オリジナルスイーツ」など細分化した市場をレポートしたもの、「東南アジアの飲料

市場」などの海外関連テーマのように、幅広い資料テーマを取り揃えております。さらに、市場調査以

外にも消費者調査のテーマも数多く発刊しております。 

■今後の発刊予定■ 

 

■発行元 ： TPCマーケティングリサーチ株式会社 
■問合せ先 ： 0120-30-6531 
■弊社 webサイト ： http://www.tpc-osaka.com/ 

TPC ビブリオテック 
お問い合わせはお気軽に！ 

■新刊資料のご案内■ 

 

8 

2019年 チーズの市場分析調査 
－“おやつ・おつまみチーズ”の多様化と提案強化が進むチーズ市場－ 

■調査概要 

2017 年度のチーズ市場は、総消費量が前年比 5.2％増の 33 万 8,344 トンとなり、金額ベース

では前年比 4.2％増の 3,381 億円となった。同市場では、日常的な食生活におけるチーズの浸

透が進む中、おやつ・おつまみ需要が更に拡大。これにより、フレーバーの多様化や健康成分

含有商品の台頭が活発化している。当資料は、チーズ市場を用途別、種類別、タイプ別に分析

するとともに、主要各社の販売動向及び商品戦略についてもレポートしている。 

発刊日：2018年 11月 9日 / 頒価：97,000円+税 

市場編 

1.市場概況 

2.チーズの需給動向 

3.チーズの市場規模分析 

4.チーズのタイプ別販売状況 

5.チーズのメーカー別シェア分析 

6.主要チーズのタイプ別・メーカー別ポジション 

7.商品化の方向 

8.各社の商品政策 

9.各社のチーズ事業の今後の方向性 

デスクワーカーのペットボトルコーヒーの受容性調査（発刊予定：2018 年 12月 7 日）担当：水上 

シリーズ第 6弾 飲料自販機の需要拡大ポイントを探る（発刊予定：2018年 12 月 27 日）担当：後呂 

FF店の利用実態とコーヒーの受容性調査（発刊予定：2018 年 12月下旬）担当：水上 

2019年 東南アジアの飲料市場（発刊予定：2019年 2 月 27 日）担当：丸山 

2019年 乳酸菌サプライヤーの事業戦略調査（仮）（発刊予定：2019年 2月 28日）担当：伊藤 

2019年 カフェ・喫茶店のエリア別バイヤー・サプライヤー調査（発刊予定：2019年 2 月）担当：水上 

個別企業調査項目（各社共通） 

1.企業概要 

2.商品展開状況（家庭用、業務用） 

3.チーズの販売状況 

 1）売上高推移 

 2）種類別売上高 

 3）種類別・タイプ別売上高（家庭用・業務用） 

 4）業務用チーズの業種別売上高 

4.商品政策と販売促進策 

 1）商品政策 

 2）販売促進策 

5.今後の市場見通しと展開 


