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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。 

 

毎年のことですが、春に向けて徐々に暖かさを感じ

る日も多くなってきました。 

 

さて、さる 2 月 22 日に宇宙探査機のはやぶさ 2 が

小惑星（リュウグウ）に着陸したというニュースが報

道されてました。今回着陸したリュウグウは地球から

3.4億キロ離れた宇宙空間に位置しており、今回を含

めて計 3 回の着陸により同惑星の砂や石の採取にあ

たるそうです。小惑星は、“太陽系の化石”とも呼ば

れ、その構造上、生命の起源の解明にもつながるとい

われており、今回採取する砂や石から生命誕生の謎に

迫る発見があるかもしれませんね。 

はやぶさ 2は順調にミッションを完了すれば、2020

年末に地球へ帰還する予定となっており、東京オリン

ピックの終了後、年末にはこの宇宙のロマンを感じる

ことができるニュースで世間が賑わうことになりそ

うです。 

 

なお、今回の「はやぶさ 2」や初代「はやぶさ」の

小惑星探査における日本の技術力は、アメリカの

NASA を含めてた海外でも高く評価されており、こう

した取り組みが宇宙ビジネスにおける日本の存在感

もさらに高めることができるか注目されます。 

 

たまには、こうしたロマンを感じることに思いを馳

せてみるのも良いのではないでしょうか。 

 

 

それでは今号もどうぞお楽しみくださいませ。 
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今月の気になる業界ニュース 

■明治 新研究所「価値共創センター」を設立

へ（2月 19日） 
明治ホールディングスは、2019 年 4 月に同社明治イノ

ベーションセンター内に新たな研究所となる「価値共創セ

ンター」を設立することを発表。新研究所は、同ホールデ

ィングスが掲げる「明治グループ 2026 ビジョン」の重点方

針となっている「健康価値領域での新たな挑戦」を具現

化する取り組みのひとつとなっており、「老化」や「食事療

法」「マイクロバイオーム（腸内細菌叢）」を具体的な研究

テーマとして、様々な研究に取り組んでいく。 

 

■アサヒ飲料 “「カルピス」じゃぐち”を展開 

（2月 22日） 
アサヒ飲料は、「カルピス」ブランドの発売 100 周年の

記念施策として、「人を想う記念日 ACTION！」をスター

ト。その始まりとして、「『カルピス』ひなまつり ACTION」を

開始して、全国 9箇所で「カルピス」じゃぐちを展開するこ

とを発表した。具体的には、特設の WEB サイトから子供

たちへのお祝いのメッセージを送ると、1 通のメッセージ

が 1 杯の「カルピス」にかわり、イベント会場で子供たちが

蛇口をひねると、「カルピス」とともに、全国から集まったメ

ッセージが届く仕組みとなっている。 

 

■井村屋グループ、将来的な新規事業の創出

を具現化する新事業会社を設立（2月 22日） 
井村屋グループは、同社の将来的な柱となる事業を

創出する枠組みとして、新事業会社を立ち上げることを

発表。新事業会社（井村屋スタートアップ プランニング

㈱）は、井村屋グループの強みを活かした「食品」関連を

ターゲットとして、国内外問わず、「健康性」「和」をテーマ

に、同グループのもつリソース、外部とのオープン・イノベ

ーションにより、新たな事業を確立することを推進してい

く。 

このコーナーでは、2 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。 

2 

■明治、江崎グリコ 調製液状乳（液体ミルク）

の製造承認を取得（1月 31日） 
明治と江崎グリコは、それぞれ調製液状乳（以下、液

体ミルク）の製造に関わる承認を厚生労働大臣から 2019

年 1 月 31 日に取得したことを発表。液体ミルクは日本国

内では品質や製造方法などの基準が明確化されていな

かったために、製造できなかった。しかし、2018年 8月に

厚生労働省が省令を改正したことで製造が可能となって

おり、今回の承認取得を皮切りに、これまで輸入品しかな

かった液体ミルクにおいて国産品の流通が本格化してい

くことが考えられる。 

 

■ダイドードリンコ 自動販売機による「レンタ

ル充電器」の実証実験を開始（2月 8日） 
ダイドードリンコは、自動販売機の電力を活用して、ス

マートフォンなどを充電できる環境を無償で提供する「レ

ンタル充電器」の実証実験を東京都内で開始したことを

発表。同社では、これまでに雨傘を無償で貸し出す「レン

タルアンブレラ」など自動販売機で様々なサービスを展

開しており、今回はスマートフォンの急なバッテリー切れ

などの際に、手軽に充電できる環境を自動販売機で提

供することで、新たな価値の創出を図っていく。なお、実

証実験は東京都内最大 10 か所で展開するとしており、

外国人観光客が多い観光地や学生の利用頻度の高いロ

ケーションに設置して、利用者の意見などを収集してい

く。 

 

■キリンビバレッジ 日本におけるトロピカーナ

事業体制を再編へ（2月 18日） 
キリンビバレッジと PepsiCo の子会社の Tropicana 

Products は、2019 年 4 月 1 日から、日本におけるトロピ

カーナ事業を新体制に移行すると発表。これまで、両社

の合弁会社方式という形で展開していたキリン・トロピカ

ーナ社について、キリンビバレッジが株式を 100％保有す

る体制に変更。加えて、Tropicana Products がキリンビ

バレッジにトロピカーナブランドの各種権利を付与するラ

イセンス方式に切り替えることで、環境変化に迅速に対

応する体制として、事業の収益性を高めていくとしてい

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＞ 

■「アクエリアス 乳酸菌ホワイト」 

（日本コカ・コーラ）（2019年 2月 11日） 
パイナップルから摂取された植物由来の乳酸菌“FL-

664”とミネラルを配合。すっきりとしたヨーグルトフレーバ

ーでカロリー控えめに仕上がっている。 

 

■「ワンダ ラテリッチ ストロベリー」 

（アサヒ飲料）（2019年 2月 12日） 
フルーツカフェラテの新シリーズ「ワンダ ラテリッチ」の

第 1弾。カフェラテにストロベリーソースを加えており、とろ

けるような味わいが楽しめる。 

 

 

＜アルコール類＞ 

■「クリアアサヒ 桜の宴」 

（アサヒビール）（2019年 2月 13日） 
希少ポップであるモチュエカとレモンドロップを一部使

用。春を感じる華やかな香りと爽やかな飲みごたえに仕

上がっている。 

 

■「サッポロ マグナム レモン／グレープフル

ーツ」（サッポロビール）（2019年 2月 26日） 
アルコール 12％、強炭酸による飲みごたえのあるチュ

ーハイ。甘さを抑えたキリッとした後味が特徴で、レモンと

グレープフルーツの 2種類を展開している。 

＜菓子＞ 

■「ポテトチップス キレ味のり塩」 

（湖池屋）（2019年 2月 20日） 
同社「のり塩」よりも唐辛子を強調したポテトチップス。

辛味が“のり塩”の味わいをより引き立て、シャープな味わ

いに仕上がっている。 

 

■「オリゴスマートミルクチョコレート」 

（明治）（2019年 2月 26日） 
砂糖の一部を、糖として吸収されないフラクトオリゴ糖

に置き換えたチョコレート。砂糖に近い味わいながらも控

えめな甘さのフラクトオリゴ糖に加え、カカオマス、ミルク

を多めに配合することで、コク深く仕上がっている。 

 

 

＜アイスクリーム・ヨーグルト＞ 

■「明治〆（シメ）のヨーグルト」 

（明治）（2019年 2月 5日） 
1カップ（180g）当たり 89kcalで、同社「明治北海道 十

勝まろやかヨーグルト」と比較し、製品 100g当たりのカロリ

ーを 44％カット。低カロリーで夜の間食に適している。 

 

■「ハーゲンダッツ デコレーションズ アーモ

ンドキャラメルクッキー」（ハーゲンダッツジャ

パン）（2019年 2月 19日） 
キャラメルソースを混ぜ込んだキャラメルバタースカッ

チアイスクリームに、スライスアーモンドとバタークッキーを

トッピング。パリパリのアーモンドとサクサクのクッキーを混

ぜて食べることで、食感の違いが楽しめる。 
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（出典：http://iewine.jp/article/437） 

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。 

アイリッシュコーヒー 
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今回は、近年カフェやバーなどで人気上昇中の“アルコール入りコーヒ

ー”、中でも「アイリッシュコーヒー」についてご紹介したいと思います。 

「アイリッシュコーヒー」とは、アイリッシュウイスキー(アイルランドのウイス

キー)をベースにコーヒーを混ぜ、仕上げに生クリームを乗せた甘いホットカ

クテルのことを指します。「アイリッシュコーヒー」発祥の地アイルランドでは、

寒くなるほど人気が出てくる、冬の定番メニューとして浸透しています。 

日本においては、近年カフェや喫茶店でアルコールの提供を行う店舗

が増えており、それに伴い「アイリッシュコーヒー」を展開するカフェや喫茶

店が増えています。その中には、ウイスキーに火をつけて、ガラスの中で燃

える炎を見せながら作るパフォーマンスを行う店舗もあり、パフォーマンス

目当てに注文する人も少なくないようです。 

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。 

リコラ メントールハーブキャンディー 

■会社名：スイスのリコラ社(輸入者：三菱食品) 

■価 格：500円（税抜き） 

■容 器：缶     ■容 量：100g 

■購入場所：成城石井 

■商品特徴  

スイス原産の 13種のハーブエキスにユーカリエキスをブレンドしたキャンディー 

■購入理由 

元々モンテリーズ・ジャパンが展開する「クロレッツ」のキャンディータイプのミント味が好き

で毎日食べていたが販売中止となり、代わりになるキャンディーを探した結果この商品の

味が一番気に入ったため 
■食後の感想 
・ハーブのすっきりとした味わいがおいしい。また、鼻やのどがスーッとするため爽快です。 

・さらに、ハーブの爽快感が長時間口の中に残るのもお気に入りの点です。(類似商品とし

て、ガムや錠菓があるが、ガムは噛んでいるのが目立つ、錠菓はすぐに口の中からなくな

ってしまうため、個人的にあまり買いません。) 

・最近は、この商品を毎日 5 個以上は食べています。仕事時をしながら食べることが多く、

気分転換になるほか、ハーブの刺激で目が冴え作業がはかどる気がします。今年の 1月

から現時点で既に 5缶(1缶約 40個入り)食べました(笑)。 

今後もアルコールの提供を行うカフェ・喫茶店の増加に伴い、「アイリッシュコーヒー」をはじめ様々な“アルコール入りコー

ヒー”が登場するかもしれません。今後のカフェ・喫茶店業界の動向に注目です。 



 

コーヒーの飲用実態を調査するために、始めに「コーヒーの飲用頻度」につ

いて聞いてみました。その結果、「週に 4～6 回」が 6 名で最も多く、構成比は

33.3％となりました。以下、「毎日」が 5名（構成比 27.8％）、「週に 2、3回」が 3

名（同 16.7％）、「週に 1回」「週に 1回以下」が各 1名（同 5.6％）となりました。

また、コーヒーを「飲まない」と回答した人は 2 名（同 11.1％）という結果になり

ました。 

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☆ 

コーヒーの飲用実態 
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今月は「コーヒーの飲用実態」について社内アンケートを実施しました。今回は 18 名の方に回答をいただきまし

た。 

Q.コーヒーの飲用頻度（SA） 

次に、前問で頻度問わずコーヒーを「飲んでいる」16 名に「好きなコーヒー

の飲み方」について尋ねてみると、「砂糖なし・ミルクなし（ブラック）」が構成比

43.8％の 7名で最多。次いで、「砂糖あり・ミルクあり」が 4名（構成比 25.0％）、

「砂糖なし・ミルクあり」が 3 名（同 18.8％）、「砂糖あり・ミルクなし」が 2 名（同

12.5％）でした。「砂糖なし・ミルクなし」が好きな人の理由としては、「コーヒー

そのものの風味や味を味わいたいから」や「甘い物を一緒に食べることが多い

から」「健康のために糖分を抑制しているから」などの理由が挙げられました。

このことから、ブラックではコーヒーの“味わい”を特に求める人や“健康面”に

配慮している人が多いといえます。 

一方、「砂糖あり・ミルクあり」の人気も高く、4人に 1人がこれに該当します。

主な理由としては、「苦味が苦手だから」や「食後や疲れている時の糖分補給

として飲むから」など、コーヒーそのものの味わいよりも甘味を加えた方が好き

という意見が集まりました。 

Q.好きなコーヒーの飲み方（SA） 

最後に、「最もよく飲むコーヒーの形態」について

16名に聞いてみました。 

その結果、インスタントが 7 名、市販用が 5 名、外

食が 3 名、その他が 1 名となりました。「インスタント」

を選ぶ理由としては、「オフィスで飲むから」という意見

が最も多く見受けられました。なお、その他について

は「コーヒー豆を購入し、それをドリップしている」との

回答でした。 

 

日頃の生活の中で忙しい時には、コーヒーを飲ん

でホッと一息つきたいですね。それでは、次回もお楽

しみに…。 

Q. 最もよく飲むコーヒーの形態（SA） 



 

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。 

 

24.3％ 

今月の気になる数字は、マイボイスコム株式会社が自主企画として行った「ペットボトルコーヒーに関するアンケート

調査」から一部抜粋しました。 

同調査は、2018 年 10 月 1 日から同年 10 月 5 日の期間中、全国 47 都道府県 10～70 代と 80 代以上の男女

10,392名を対象に、小型ペットボトルコーヒー（500ml前後のペットボトル入りコーヒー）の飲用状況を調査したものにな

っています。 

まず、小型ペットボトルコーヒーの飲用頻度を聞いたとこ

ろ、図 1 の通りとなりました。具体的に見ると、直近 1 年間で

は 41.8％が小型のペットボトルコーヒーを飲用。飲用頻度

は、「週 4日以上」の割合が 3.9％、「週 1回以上」が 11.1％、

「年間で 1回以上」が 26.8％となっていいます。すなわち、全

体の 15.0％の人が小型のペットボトルコーヒーを「週 1 日以

上」飲用していることが分かりました。 

 

 

続いて、小型ペットボトルコーヒーの飲用理由について

は、「おいしい」の出現率が 43.8％でトップ。（図 2）。次いで、

「一度に飲みきる必要がない」が 24.3％となっています。以

下、「持ち運びしやすい」が 21.8％、「価格が手頃」が

20.8％、「甘すぎない」が 19.1％などで続いています。 

すなわち、小型ペットボトルコーヒーは、“おいしさ”のほ

か、“少しずつ飲める”点や、“持ち運びできる”ことで飲用さ

れているケースが多いといえます。 

 

 

今回の結果から、サントリー食品インターナショナルの「ク

ラフトボス」のヒットにより、飲料各社が相次いで投入している

小型ペットボトルコーヒーは、一定のポジションを確立しつつ

あることが明らかになっています。ただ、類似商品が多くなれ

ばその中で定着するためには、基本的な小型ペットボトルコ

ーヒーのメリットを抑えつつ、プラスアルファの価値訴求が不

可欠となっているため、各社には新たな訴求提案が求められ

ると考えられます。 



 

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。 

TPCヘルスケアコンシューマー企画が続々と決定しています 

このコーナーではヘルスケアに関するコンシューマーレポートの情報をお知らせいたします。 

こんにちは TPCヘルスケア担当の森井です。先般お知らせした 2019年ヘルスケアコンシューマーレポート企画ですが、続々と発刊が決まってお

ります。ご参加いただいたお客さま、本当にありがとうございます。TPC コンシューマーではニッチなテーマを深く、をモットーに調査しており、そのニッチな

テーマが開発やマーケティングに課題のあるお客さまにピタリとはまる内容となっております。また、①事前に企画にご参加いただくと、項目、選択肢な

どの追加ができること、②他社に公開しないシークレット調査も実施可能な点については多くのお客様から評価をいただいております。商品のコンセ

プト評価やクローズドにしたい内容を一緒に調査することで、どんな人にニーズがあるのか、ターゲットは誰か、を詳細に把握いただけます。また、属性

も豊富に設定でき、テーマによってはクラスターデータもあるなど、より幅広くご活用いただける内容になっております。 

2019 年下期もテーマを引き続き募集しております。これまで蓄積したノウハウから、どんな調査が良いか、競合商品は何か、などご提案させてい

ただけましたら幸いです。気軽にご相談くださいませ。 

上記以外の別テーマでも承ります。気軽にご相談ください。（森） 

テーマ（発刊日） 発刊日 ポイント 

睡眠サポート 食品（機能性表

示食品）利用者のペルソナ分析

とニーズ分析 

2019年 1月 28日 

睡眠の機能性表示食品ユーザーに特化し、さらにペルソナ化、また、睡眠サプリに

求められているものを鋭く分析しています。特に、ブランド評価や魅力的なキーワー

ド・コンセプトは商品開発やマーケティング戦略立案に大活躍間違いなし。 

青汁 3月22日発刊予定 

2014年の発刊から 5 年が経過し、リニューアル要素と最近のトピックなど新たに顧

客要望を踏まえた進化版として発刊します。なぜ、青汁が選ばれるのか、どんな青

汁を求めているのか、がわかるレポートとする。 

妊婦・授乳期の栄養ニーズ 4月末発刊予定 

妊娠前・妊娠中・授乳期における栄養ニーズに違いはあるのか、何から栄養を摂っ

ている？サプリメントの受容度は？など、自身の食生活を見直すきっかけとなる妊

娠の栄養摂取に特化したレポートとする。 

健康酢の摂取実態とニーズ 4月末発刊予定 

女性を対象に、酢サプリメントと酢飲料の摂取実態を調査。摂取目的や形態別に

よるベネフィットを探る。団塊ジュニア世代が 40 代・50 代になり、年齢的に酢を受

け入れられるようになっているのではないか？といった背景がある中で、今後の健康

酢の需要拡大のための調査レポートとする。 

【絶賛ご予約承り中】 

女性の美容の実態とニーズ 4月末発刊予定 

現代社会は働く女性、シニア女性の時代です。女性にとって美容の意識が変化し

ている？単なるコラーゲンは魅力的ではない？＋αとして何が必要か？女性に響く

美容ワードと今後の商品ニーズを探る。 

栄養とサプリメントニーズ 5月末発刊予定 
誰もが健康を願う時代。特に、栄養にフォーカスし、気になるが摂れていないと思う

栄養は何か？サプリメント未使用者にはどんな剤型が良いか？などを探索する。 

アイケア 6月発刊予定 

ニーズ高まるアイケアサプリメント。誰が、どんな悩みを抱えているのか、実態として愛

ケアのために何を摂取しているのか？また、その効果度合は？これらを年代別、クラ

スター別に明らかにする。 

たんぱく質とプロテイン 7月発刊予定 

高まるプロテイン、たんぱく質ニーズ。はたして、プロテインとたんぱく質のどちらが自分

向けだと思うか？どういう剤型で摂りたいか？また、たんぱく質の種類は何が良いの

か？などを調査する。昨年発売の「プロテイン」から派生したテーマであり、依然とし

てニーズが高いテーマです。 

 



 

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■ 
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コンシューマーレポート No.273 
シリーズ第 6弾 飲料自販機の需要拡大ポイントを探る 

－「オフィスビル・職場」の開拓は“午後の休憩時”への品揃えと“電子マネー対応”がポイント－ 

■調査概要 

今回、「月に 1回以上」飲料自販機を利用する 10代（中学生以上）～60代を対象に、飲料自販

機の利用実態や今後のニーズに関する調査を実施。調査の結果、“低価格”“電子マネー対

応”“自動販売機の清潔感”の評価の高まりから、「女性」を中心に自動販売機の利用機会がさ

らに上昇していた。また、「オフィスビル・職場」では、“午後の休憩時”の利用機会が多く、今後

は“ラインアップの多様化”や“電子マネー対応”等のニーズが強い。 

発刊日：2018年 12月 27日 / 頒価：360,000円+税 

調査方法 

WEBによるアンケート調査（全国） 

調査内容 

2019年 東南アジアの飲料市場（発刊予定：2019年 3 月 7 日）担当：丸山 

2019年 飲料総市場マーケティングデータ 

飲料新製品・商品戦略分析調査（年間版）（発刊予定：2019 年 3月 29 日）担当：藤井 

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 3 月 29日）担当：水上 

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 4月 12日）担当：伊藤 

1.普段の飲料の購入状況 

2.自動販売機の利用状況 

3.「オフィスビル・職場」での自動販売機の利用

状況 

4.自動販売機の評価・イメージ 

5.自動販売機向けスマホアプリの利用状況 

6.自動販売機における商品の買い方 

7.「自動販売機専用商品」の購入状況・考え方 

8.今後の自動販売機の利用意向 

調査対象 

月に 1回以上自動販売機を利用する 10代（中

学生以上）～60代の男女 623人 


