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今月の一言
ソリューションとは…
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。
先日お送りさせていただきました創刊号で、TPCマーケティングリ
サーチ株式会社は「ソリューションを提供する会社に生まれ変わりま
した！」とお伝えさせていただきました。
ソリューション（solution）とは「課題解決」を意味しますが、上
記のようなスローガンを謳う以上は、弊社のリサーチが、常にクライ
アント企業様のマーケティングの課題を解決するものであるよう、ニ
ーズに耳を傾けながら、質の高い情報をご提供すべく、改めて気を引
き締めなければ…！と心して業務に当たっている昨今です。
さて今回は、私自身が「課題解決」に至ったあることについてお話
しましょう。
テーマは「お菓子」です。
私はお菓子が好きですが、普段から自分で購入する機会は少ない方
でした。購入しても、量はそんなに要らないですし（一回で食べる量
は少ないし、残っても古くなってくるし、持ち歩きには嵩張るし…）
、
食べたいと思った時には「この一時を我慢すればいいか。」と思って
いたのでした。
しかし、とある商品をたまたま購入したときに、「…ああこれはな
んて便利なんだ！」と感動し、それ以来、常にお菓子を常備する人に
変わってしまいました。
（してやられた感いっぱいです(笑)）
何かというとそれは、
『小容量パウチ』のお菓子、です。これには本
当に感動しました。
これまで、開封したら食べ切りを迫られる袋包装でしか販売されて
いなかったお菓子が、ジッパー付きの小容量パウチで売られるように
なったことで、
「一回（一日）で食べる量はほんの一口＝全然OK」
、
「ジ
ッパー付き＝残っても常に新鮮（なイメージ）」、「カバンの中でも引
き出しの中でも嵩張ることなく、他の荷物の邪魔をしない＝ストレス
フリー」など、良いことばかり！「毎日、少しだけお菓子が食べたい」
という私のニーズ（課題）を見事に解決してくれたのでした。
小容量パウチのお菓子、少し前まではそれほど見かけなかったよう
に思いますが、この一年内で（感覚的にですが）ぐっと商品数が増え
たように思います。消費者としては、いろいろと楽しく商品を選ぶこ
とができて嬉しい限りです。また、マーケターとしては、ほんの少し
の工夫（ありそうで、なかった工夫！）が、消費者の心をこんなにも
動かすのだなあと、改めて感心したのでした。
この冊子でも、皆さまの課題解決のヒントとなる情報が、僅かなが
らでもありましたら幸いです。
それでは、今号もどうぞお楽しみくださいませ。
（光）

News

1 今月の気になる業界ニュース

ネスレ日本

News

「キットカット」外袋を紙パッケージに

他

2 今月の気になる新製品

タテロング リンガーハットのピリカラちゃんぽん＜期間限定3
辛＞（エースコック） 他

News

3 今月の気になるプロモーション

ヤッホーブルーイング

News

ビール造り体感イベント初開催

4 今月の気になるFood&Drinkトレンド

大豆ミート

News

5 今月のヒット商品

ネルノダ（ハウスウェルネスフーズ）

News

6 今月の気になるデータ

32.6％

News

7 今月のマーケティング提案

乳酸菌のネーミングによる訴求力強化

News

他

8 TPCレポートのご案内

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）

ネスレ日本 「キットカット」外袋を紙パ
ッケージに

不二家
強化

洋菓子再建へスーパー内店舗

ネスレ日本は、
「キットカット」の主力製品となる大袋タイプ5品の

不二家は赤字の洋菓子事業を再建するため、量販店内の納品店を2

外袋をプラスチックから紙パッケージに変更し、9月下旬出荷分から

倍の500店舗に増やすと発表した。同社の洋菓子事業は、直営の路面

全量切り替えを行う。この切り替えにより、年間380tのプラスチック

店を主力に展開してきたが、郊外の大型店やデパートの地下売り場な

削減を見込んでいる。

どに押されて採算が悪化し、不採算の直営店の閉鎖を進めてきた。ま

同社は4月に、“製品の包装材料を2025年までに100％リサイクル

た、FCオーナーの高齢化などによる閉店も重なり、店舗数が減少して

可能、あるいはリユース可能にする”というコミットメントを発表し

いる。一方、納品店は人件費や賃料などを量販店側が負担するため、

ており、今回の変更をこの最初のステップと位置付けている。今後は、

出店コストを抑えられることから、今後は地域ローカルチェーンを中

2021年までに「キットカット」個包装をリサイクルしやすい単一素

心に納品店を拡大し、赤字脱却を図っていく。

材に、2022年までに100%リサイクルまたはリユース可能にするべ
く取り組んでいく。また将来的には、海洋生分解性素材など、より環
境負荷の少ない素材への変更に向けて、検証を続けていく。

日本コカ・コーラ

日清フーズ 機能性表示食品へ参入
日清フーズは同社初となる機能性表示食品「カラダに、おいしいこ

Endianに出資

と。
」シリーズを立ち上げた。イヌリンまたは難消化性デキストリン
を含有した、ホットケーキミックスとパスタソースの常温製品4品、

日本コカ・コーラは8月5日、I-neが7月1日に設立した合弁会社

冷凍食品2品の計6品をカテゴリー横断で投入。“機能性”と“おいしさ”

Endianへの出資に関する契約を締結した。Endianは今秋、I-neから

の両方へのこだわりを訴求し、シリーズ全体で初年度販売目標5億円

リラクゼーションドリンク「CHILL OUT」の販売を引継ぎ、飲料事業

を目指す。

を展開していく。
I-neはシャンプーなどのブランド「BOTANIST」を展開するなど、

八天堂
強化

スモールマス商品のノウハウに強みを持っており、日本コカ・コーラ
の持つ飲料ブランドの開発・運営ノウハウとかけ合わせイノベーショ
ンを創出することを目指し、合弁会社の設立に至った。今後、両社は

中国・東南アジア市場の開拓

八天堂は中国や東南アジア市場の開拓を強化する。まずタイでは年

Endianにおいて、“トレンドの半歩先を行くブランド・製品・事業の

内をめどに、製パン工場を持つ食品メーカーとの合弁会社を設立し、

立ち上げ”、“デジタルプロモーションやECを活用した事業の高速育成

現地のスーパーやキオスクなどに販売する。また、マレーシアでは10

と検証”、“スピード感を持った製品の改善”を軸とした事業展開を目

月頃に現地のベーカリー店と提携し、ハラル認証のクリームパンの製

指す。

造を始める予定。さらに、現地のCVS向けにも商品の提供を目指す。
このほか、中国や香港ではFC展開を加速。現地の事業者の店舗開設や

キリンホールディングス
資本業務提携を締結

メニュー供給などの支援体制を整えていく。

ファンケルと

キリンホールディングスとファンケルは、8月6日に資本業務提携を

味の素 マレーシアに調味料の工場新設

締結した。両社は提携により、“健康”に関する社会問題の解決を通じ、
持続的な成長を目指す。

味の素はマレーシアに工場を新設し、2022年4月の稼働を目指す。

具体的には、両社の技術力や独自素材を活かし、商品・ブランドの

同工場では、一般消費者及び加工食品メーカー・外食産業向けの、ハ

開発に取り組んでいく。また、生活習慣病や脳機能など健康・美容分

ラル対応のうま味調味料や風味調味料を生産。マレーシア国内で販売

野における共同研究、事業開発を推進していく。このほか、キリンの

するほか、ASEANやイスラム圏への輸出拠点とし、これらの国ごとの

自販機チャネル、ファンケルの直販チャネル等の販売チャネルを相互

ニーズに適した独自素材の開発・生産機能の強化および輸出拡大を図

利用していく。

る。
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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しています。（丸）

食品

菓子・デザート
＜濃辛＞暴君ハバネロ
（東ハト）

タテロング リンガーハットのピリカラ
ちゃんぽん＜期間限定3辛＞
（エースコック）

ポテトスナック「暴君ハバネロ」シリーズの新商品。ローストガー
リックと丸鶏使用チキンエキスパウダーを加えることで従来品より

「タテロング」シリーズの新アイテム。長崎ちゃんぽんチェーンの

も旨味が濃く、クセになる味わいを実現している。

リンガーハット監修となっており、同店メニューの「ピリカラちゃん
ぽん」を辛口にアレンジしたもの。滑らかで適度な弾力を持つ太麺と

お肉派スナック（塩カルビ味）
（おやつカンパニー）

豚骨の風味が豊かに香るまろやかなちゃんぽんスープに、辛みを利か
せた特製ペーストを後入れすることで、
「ピリカラちゃんぽん3辛」の
味わいを演出している。

“お肉好きにお届けする、まるでお肉のような見た目が楽しいミー
トフレーバースナック菓子”ブランド「お肉派スナック」の新フレーバ

栗原さんちのおいしいごはん＜発酵バタ
ーのホワイトソース＞
（エスビー食品）

ー。同品は食肉のような見た目のパフ生地にカルビの脂身をイメージ
したビーフオイルをきかせた、やみつきになる味わいが特徴となって
いる。

「栗原さんちのおいしいごはん」シリーズの新商品。化学調味料

MOW ロイヤルミルクティー
（森永乳業）

を使用せずに素材の美味しさを引き出した洋風ソース用フレーク。料
理との親和性が高い微細フレークタイプを採用しており、グラタンや
クリームシチュー、ムニエル用ソースなど様々な料理に使用可能とな

「MOW」シリーズの期間限定フレーバー。スリランカ産ウバの茶

っている。

葉を100％使用したミルクティー風味。上質なコクと花のような香り
が特徴の2種類の茶葉を用いることで、濃厚なロイヤルミルクティー
の味わいに仕上げている。

清涼飲料・アルコール
GREEN DA・KA・RA まぜまぜスムージ
ー＜りんごミックス＞
（サントリー食品インターナショナル）
「GREEN DA・KA・RA」ブランドの新商品。牛乳と1対1で混ぜ
るだけで栄養素を補給できる野菜果実のスムージー。1杯で1食分の食
物繊維を摂取でき、皮膚や粘膜の健康維持に働くナイアシンを含んだ
栄養機能食品となっている。

三ツ矢 くちどけマンゴーミックス
（アサヒ飲料）
果肉をとろとろになるまで裏ごししたマンゴーピューレに白ブド
ウの果汁をミックスし、美発砲で仕上げたマンゴーのくちどけを味わ
うことができる炭酸飲料。
「三ツ矢」ブランド独自のフルーツクオリ
ティ製法により、マンゴーの香りと味を最大限に活かしている。

キリン秋味（期間限定）
（キリンビール）
通常の「キリンラガービール」の約1.3本分の麦芽を使用し、長く
楽しめるコクと味わいを実現。秋の旬の食材と相性が良い仕上がりと
なっている。パッケージではラベルのベースを金に変更し、秋だけの
贅沢なビールとしての訴求力を高めている。アルコール度数は6％。
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今月の気になるプロモーション
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。（水）

ハウス食品 ハウスでハロウィーン 東京デ
ィズニーリゾートで仮装を楽しもう!プレミア
ムパーティーご招待キャンペーンを実施

キリンホールディングス アルコールの有害
摂取根絶に向けて、適正飲酒マナー広告および
適正飲酒啓発ショートプログラムを展開

ハウス食品グループ本社は、
「ハウスでハロウィーン 東京ディズニ

キリンホールディングスは、8月9日から適正飲酒マナー広告および

ーリゾートで仮装を楽しもう!プレミアムパーティーご招待キャンペ

適正飲酒啓発ショートプログラムを、WEB上で展開。適正飲酒マナー

ーン」を8月1日より開始。キャンペーンサイトよりクイズに答えて応

広告では、主に飲酒経験の浅い20代を対象に、一気飲みなどの有害な

募すると、東京ディズニーリゾートでハロウィーンを楽しむプレミア

飲酒は命に関わる危険な行為であることを強く訴え、飲酒マナーを守

ムパーティーに加え、東京ディズニーリゾートパークチケット4枚セ

った適正な飲み方の大切さを伝えていく。一方、適正飲酒啓発ショー

ットやハウス食品グループオリジナル東京ディズニーリゾートグッ

トプログラムでは、お酒が身体に及ぼす影響に関する知識を習得し、

ズが抽選で合計1,000名に当たる。

適正な飲酒に向けたヒントが学べるプログラムとなっている。

ヤッホーブルーイング
ント初開催

ビール造り体感イベ

サントリー食品インターナショナル 「クラフ
ト ボ ス 」 3D ア バ タ ー ソ ー シ ャ ル ア プ リ
「ZEPETO」とタイアップ

ヤッホーブルーイングは8月3日、4日に、生産拠点の佐久醸造所（長
野県佐久市）でビール造りが体感できるイベント「よなよなエールの

サントリー食品インターナショナルは、
「クラフトボス」において、

オープンブルワリー」を初開催した。これまで醸造所内の見学ツアー

8月22日より「#アバター身代わりの術」キャンペーンを実施。大人

は開催していたが、今回初めて醸造所の敷地全体を活用したイベント

気 3Dアバターソーシャルアプリ「ZEPETO」で「#アバター身代わり

となった。

の術」を使い、SNSに投稿して“気軽に息抜きを宣言”することで、仕

具体的にみると、個性的なクラフトビール約20種を試飲紹介のほ

事や勉強、就活、家事など、忙しい日々を送る現代の人々が、自分ら

か、若手社員自ら内部の設備や製造工程を説明する醸造所内見学ツア

しく快適な時間を過ごすことを応援するものとなっている。

ーや社員が実際に行う品質管理の一端を体験できるコーナーなど、造
りの楽しさを前面に打ち出した。同イベントは、期間中、全国から約
1000人が来場した。

カルビー 「じゃがりこ擬人化プロジェクト」
キャンペーン実施
カルビーは、8月27日～9月26日の期間、Twitter上にて、「じゃが

赤城乳業 ラグビーの強豪「ALL BLACKS」
とコラボレーション

りこ」５つの味（サラダ・チーズ・じゃがバター・たらこバター・明
太チーズもんじゃ味）の魅力を持つキャラクター（J5）のイラストを

赤城乳業は、日本でのW杯が開催目前となり注目を集めるラグビー

募集する「じゃがりこ擬人化プロジェクト」キャンペーンを実施。投

で、強豪「ALL BLACKS」と、同社のロングセラー商品「BLACK」の

稿作品の中から優秀作品を５作品選出し、優秀作品の投稿者に賞品を

コラボレーションを実施。8月6日から「ブラック（ALL BLACKS ver.）」

送付するキャンペーンとなっている。

を数量限定で発売している。
また、7本入り「マルチ ブラック（ALL BLACKS ver.）
」では、抽
選で合計1,000名に「adidas 2019 ALL BLACKS Tシャツ」が当たる

東洋水産
開設

キャンペーンも実施している。

マルちゃん焼そば公式Instagram

東洋水産は、8月30日よりマルちゃん焼そばの公式Instagramを開

味の素冷凍食品 「ギョーザステーション」
大阪に初オープン

設。今後レシピ提案やマルちゃん焼そばの豆知識を投稿するほか、
Instagramを活用したキャンペーン等の実施を予定している。
また、公式Instagramの開設を記念して、8月30日より、
「マルちゃ

味の素冷凍食品は、体験型イベント店舗「ギョーザステーション」

ん焼そば公式Instagram開設記念

の道頓堀川店を8月8日から12日まで期間限定でオープン。大阪随一

フォロー＆いいね！キャンペー

ン」を実施している。同キャンペーンは、同ブランドの公式アカウン

のにぎやかなロケーションの中、客自ら同社の主力品「ギョーザ」を

トをフォローし、同アカウントからのキャンペーン対象投稿を“いい

焼き上げることで、パリッパリに焼き上がる感動やおいしさを提供し

ね！”すると抽選で現金3,000円が、88名に当たるオープンキャンペ

ており、期間中に1500人の集客を目標にしている。

ーンとなっている。
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今月の気になるFood&Drinkトレンド
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。（川）

大豆ミート
今回は、近年、健康志向の高まりを背景に、注目度が高まっ

畜肉市場全体と比べると、市場規模はまだまだ小粒ですが、

ている肉の代替品「大豆ミート」を紹介します。大豆ミートと

グローバルで家畜を育てるための飼料不足が懸念され、食糧

は、油を抜いた後の脱脂大豆を粉末状にし、水と一緒に熱と圧

危機が叫ばれる中、大豆ミートは単なる一過性のブームでは

力を加えて繊維状の組織で形づくられたものです。通常の肉

なく、食糧難を救う存在として、一般の食事として普及拡大す

と同じように揚げたり焼いたりすることが可能な食材であ

る可能性を秘めていると言えるのではないでしょうか。

り、畜肉にはない「低カロリー・低糖質」な特長を持つ付加価
値品として脚光を浴びています。
国内市場では、単なる肉の代替品というだけではなく、高付
加価値品としても普及が進んでおり、日本植物蛋白食品協会
によると、2018年の国内生産量が約3万1千トン（10年前に比
べ5割増）に達しています。さらに、米国市場では、1970年に
ビーガン向けの食材として登場し、直近ではミレニアル世代
が「impossible burger」を拡散させるなど、ブームが再加熱
する状況にあります。

今月のヒット商品
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）

ネルノダ（ハウスウェルネスフーズ）
今回は、ハウスウェルネスフーズの「ネルノダ」
（100ml

ボ

“ギャップ萌え”から話題を喚起しま

トル缶/税別238円）をご紹介します。同商品を含む「ネルノ

した。このTVCMのヒットを受け、4

ダ」シリーズは、2019年3月4日の発売から5月まで累計で販

月いっぱいまでのTVCM出稿予定を

売目標の20％増を超える勢いで好調に推移してた注目の新製

9月頃まで延長しています。

品です。

このように、同社は幅広い層が抱

同シリーズは、眠りの深さを促し、すっきりとした目覚めの

える悩みに着目した商品を投入し、

向上機能をもつ機能性関与成分GABAを100mg配合した機能

話題を集める販促活動を行ったこ

性表示食品であり、ドリンクタイプ（清涼飲料水）と粒タイプ

とが功を奏し、想定以上のニーズの

（サプリメント）を展開しています。

強さになったのではないでしょう

そんな同シリーズのヒット要因としては、幅広い層が抱え

か。今後は、同シリーズを成功例と

る睡眠の悩みについての機能性表示食品であること、TVCMな

して、幅広い世代が抱える悩みを解

どのマス広告が話題を喚起したことが挙げられます。その中

消する商品投入や幅広い層の印象

で、マス広告についてみると、同シリーズではイメージキャラ

に残るプロモーション活動が重要

クターに俳優の遠藤憲一と起用。同氏は、黄色のパジャマ姿の

となってくるのかもしれません。

かわいいキャラクターとなっており、3月29日からTVCMが全

（画像：https://nerunoda.house-wf.co.jp/より抜粋）

国で投下されると、SNSなどで「強面だけどかわいい」という
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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しています。（丸）

32.6％
今回の気になる数字は「若年層におけるスナック菓子の喫食実態」についての数字です。この調査は、株式会社TesTeeが2019年
3月に10~20代の男女1,861名を対象に実施したアンケート調査になります。

まず、スナック菓子を食べる頻度については、
「2～3日
に1回程度」が最も多く、32.6%となりました。以下、
「週に1回程度」が29.1%、
「ほぼ毎日」が22.8%、
「2週
間に1回程度」が13.3%、
「ほとんど食べない」が2.2%
という結果でした。
「週に1回以上」食べる人は8割強にも
上り、若年層におけるスナック菓子の需要はかなり大き
いといえます。

次にスナック菓子を選ぶ際に重視するポイントについ
て尋ねたところ、
「値段」が74.1%と最も高く、次に「味
の種類」が70.2%、
「内容量」が32.5%という結果にな
りました。
「値段」や「内容量」のようにコストパフォー
マンスに優れているだけではなく、フレーバーの多様性
も求められていることが分析できます。

最後に、SNSや動画で流行している
スナック菓子の購入意向について聞く
と、「（やや）購入したいと思う」が
58.6%となり、
「
（あまり）購入したい
と思わない」の14.5%を大きく上回る
結果となりました。購入希望の理由と
しては、
「流行っているものは美味しい
のではないか」
「他の人と同じ商品を共
有したいから」などが理由として挙げ
られました。

飽和状態が続く菓子市場ではありますが、スナック菓子の人気はまだまだ高く、ネット媒体の活性化により今後も更なる成長が
期待できそうです。それでは次回もお楽しみに…。
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今月のマーケティング提案
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。（伊）

乳酸菌のネーミングによる訴求力強化
今回は、ヨーグルトに配合されている素材としてお馴染み

てます。下表を見ると、森永乳業がBtoB向けに卸している「シ

の乳酸菌のネーミングについてご紹介します。

ールド乳酸菌」は、盾を表す“シールド”を名称に入れること
で、免疫力向上作用との関連付けに成功し、採用実績が拡大。

近年、ヨーグルトや乳酸菌飲料などの乳酸菌配合商品市場

具体的な商品としては、
「シールド乳酸菌タブレット」
（森永製

は、消費者の健康意識の高まりから活況を呈しています。さら

菓）や「1杯にシールド乳酸菌100億個みそ汁」
（永谷園）
、
「す

に、新たな動きとして、免疫力向上や抗肥満、抗アレルギー作

ごい納豆

用など、様々な効果を有した乳酸菌の配合商品が出てきてお

も好評を博しています。また、丸善製薬の「スマート乳酸菌」

り、“菌が持つ健康効果で商品を選ぶ”という考えが浸透しま

では、痩せる効果と結びつく「スマート」を名称に入れること

した。

で、抗肥満作用をアピール。さらに、シンバイオテックの「ス

しかし、機能性があまりにも多様化したことが原因となり、

S-903」
（タカノフーズ）などに採用され、いずれ

ポーツ乳酸菌」では、運動の習慣のある人に適した乳酸菌であ

どの乳酸菌がどのような機能を持っているのか、分かりにく

ることを示すために、
「スポーツ」を名称に入れています。

いという問題が噴出。加えて、ヨーグルトや健康食品など、医
薬品以外の商品では医薬的な効能を記載して売ることができ

このように、乳酸菌などの健康効果を持つ素材は、効能をイ

ないので、いかに消費者に乳酸菌がもたらす健康効果を伝え

メージできるような商標登録を取得することで、配合商品の

るかが課題となりました。

訴求力向上に寄与する可能性があります。皆様も今一度自社

こうした中、生物学的な分類を元にした名称ではなく、健康

で取り扱っている素材の名前を見直すことで、需要者への訴

効果を想起できる名称の乳酸菌を配合した商品が支持を集め

商標登録名

シールド乳酸菌

スマート乳酸菌

スポーツ乳酸菌

菌の名称
ラクトバチルス パラカゼ
イ MCC1849 株
ラクトバチルス プランタ
ルム 22A-3 株
ラクトバチルス プランタ
ルム TWKIO 株

求力を高めてみてはいかがでしょうか。

取り扱い企業

「シールド（＝盾）」を名称に入れることで免疫
森永乳業

タス/ラクトバチルス プラ

丸善製薬

シンデレラ乳酸菌

亜種クレモリス H61 株

「スマート（＝痩せる）」を名称に入れることで、
抗肥満作用を訴求している
「スポーツ（＝運動）」を名称に入れている。血

シンバイオテック

中乳酸及びアンモニアの上昇を抑えることで、運
動能力の向上が期待できる乳酸菌
「サポート（＝助け、支え）」を名称に入れてい

東洋新薬

ンタルム
ラクトバチルス ラクチス

賦活効果 を暗示。免疫力向上作用 を持つ乳
酸菌

ラクトバチルス ペントー
サポート乳酸菌

特徴

る。花粉症諸症状緩和作用 を持つ阿波晩茶
由来の乳酸菌
美しいイメージのある童話の主人公「シンデレラ」

エヌ・シー・コーポレーション

を名称に入れている 。美肌効果 や抜け毛予防
効果のある乳酸菌
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TPCレポートのご案内
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。

2019年

乳酸菌関連商品の市場分析調査

“ダイエット”と“腸活”ニーズを満たす商品が市場を牽引
2018年度の乳酸菌関連商品市場は、前年度比1.3％増の8,414億円となった。同市場は、2009年から2018年まで
の10年間で約1.5倍に成長している。こうした中、乳酸菌やビフィズス菌をBtoB向けに展開するサプライヤー各社
では、自社で菌を持っていない企業への原料供給が活発化している。当資料では、乳酸菌関連商品をヨーグルト、
乳酸菌飲料、健康食品、嗜好品、食品、その他飲料の6カテゴリーに分類し、それぞれの市場の動向について分析し
ている。

市場編

2019年8月19日発刊
97,000円（税抜）

カテゴリー別

1.調査対象カテゴリー

◆ヨーグルト

◆嗜好品

2.発売経緯

◆乳酸菌飲料

◆食品

3.展開状況

◆健康食品

4.市場規模推移

調査項目（食品を除く各カテゴリー共通）

5.商品分析
6.今後の市場規模予測

1.市場概況

5.市場規模推移

2.発売経緯

6.販促活動

3.商品展開状況

7.今後の市場性

4.商品分析

TPCビブリオテック
http://www.tpc-osaka.com/

9:00-17:00（土日祝除く）

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。

FOOD

市場調査

DRINK

市場調査

2019年 製パン・製菓原材料の市場分析調査

2019年 東南アジアの乳製品市場

発刊予定：2019年9月10日／予約販売価格：97,000円（税抜）

発刊予定：2019年9月30日／予約販売価格：97,000円（税抜）

DRINK

市場調査

DRINK

市場調査

2019年 飲料市場・マーケティングパワー調査

2019年 健康ドリンクの市場分析調査

発刊予定：2019年9月27日／予約販売価格：97,000円（税抜）

発刊予定：2019年10月30日／予約販売価格：97,000円（税抜）

FOOD

2020年

市場調査

業務用冷凍食品の市場分析調査

発刊予定：2019年11月29日／予約販売価格：97,000円（税抜）
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