
 

いつもお世話になっております。Food&Drink担当の佐藤です。 

2020年2月は新型コロナウイルスの発生によって健康、経済、生活

と様々なレベルでショックが大きい月となりましたね。安倍首相が小

中学校の休校を呼び掛けるなど、センセーショナルな話題が駆け巡っ

た1か月間でした。弊社のある大阪でも、“マスクの売り切れ”、“いつ

もより人が少ない通勤電車”など平時とは違う光景を目の当たりにし

ております。皆様の中でもテレワークなどでコロナ対策をとられた方

がいらっしゃるのではないでしょうか？ 

 

そんな今だからこそ、お話させて頂きたいのが「地域包括ケアシス

テム」というキーワードです。実は筆者、2019年に医薬品関連の仕事

に携わらせて頂く機会があり、情報を調べている中で何度もこのワー

ドとぶつかりました。簡単に説明させて頂きますと、“地方行政がそれ

ぞれの地域のニーズに合わせた医療サービス体制の構築を目指し、医

療機関、医薬品メーカー、医療サービス事業者などとの連携を深めて

いく”というものになります。特に、医薬品メーカーではこのシステム

が進展するに合わせて地域毎のエリアマーケティングを強化し、地域

の健康ニーズに合わせた営業戦略を強化しています。 

 

食品メーカーでもこうした地域密着型の戦略をとる企業が増えて

いることはご存知でしょうか？例えば大塚製薬では、全国都道府県と

地域包括連携協定を結んでいて、各県の人々の熱中症対策、メタボ予

防に行政と共同で取り組んでいます。また、CVS事業を展開するロー

ソンでは、セルフメディケーション関連商品や介護相談などが可能な

特殊店舗「ケアローソン」の運用を開始していて、今後もその店舗数

を拡大していく意向です。さらに、カゴメでは、今栄養に関する知見

を活かした健康増進プログラムを商品化し、企業や地方自治体に向け

た事業展開を行っています。 

 

様々な企業がこうした事業に取り組む背景には、ビッグデータの収

集という目的もあるようです。医薬品メーカーでは営業データをクラ

ウド化し、AIを活用して業務効率化や創薬に取り組む企業が出てきて

います。食品メーカーでも、こうした地域のニーズから新しいサービ

スや商品が生まれることになるかもしれませんね。 

 

それでは、今号もどうぞお楽しみくださいませ。 

（佐） 
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明治は、2020年6月より市販アイスクリームに賞味期限を表示する

と発表しました。まずは、主力ブランド「明治 エッセル スーパー

カップ」から表示を始め、2021年4月を目途に全アイテムに表示する

予定です。 

アイスクリームにおいては、食品表示基準の規定で賞味期限表示の

省略が認められており、ほとんどの商品が賞味期限の表示がされてい

ませんでした。しかし、近年消費者の“食に対する安全志向”が強まっ

たことから、同社は賞味期限の表示に踏み切ったとのことです。 

明治 市販アイスクリームに賞味期限

表示 
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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。（水） 

ヤクルト本社は、ロングセラーブランド「ジョア」を2020年3月30

日から栄養成分を強化するリニューアルを行い、同時に価格の改定を

行うことを発表しました。このリニューアルによって、同社は「ジョ

ア」を乳酸菌シロタ株と1日分の栄養素が同時に補えるドリンクヨー

グルトとして展開し、1日平均70万本の販売目標を掲げました。 

ヤクルト本社 「ジョア」栄養強化型に大

幅刷新 

日清製粉グループの日清フーズは、ベトナムの子会社「ベトナム日

清テクノミック」において、業務用プレミックス生産工場の建設を進

めており、この度新工場が完成し、1月から稼働を開始しました。本

工場は、拡大するASEAN市場へのプレミックス供給拠点となり、

ASEAN地域における事業基盤をさらに強化していくこととなりまし

た。 

日清フーズ ベトナムにグループ初のプ

レミックス工場が稼働 

雪印メグミルクのグループ会社である雪印ビーンスタークは、「ビ

ーンスターク 液体ミルクすこやかM1」を4月下旬に全国発売し、育

児用液体ミルク市場に参入。江崎グリコ、明治に次ぐ国内3社目の参

入となっています。 

なお、育児用液体ミルクは、2019年春に市場が形成された新しい

食品カテゴリーであり、外出時や夜中の授乳、災害備蓄用など様々な

シーンで乳児にミルクを与えられることから注目を集めています。 

雪印ビーンスターク 育児用液体ミルク

市場に参入 

大塚製薬は、メキシコに健康飲料事業を展開する新会社「大塚ニュ

ートラシューティカルメキシコ株式会社」を設立しました。同社では

「ポカリスエット」の販売が決定しており、「ポカリスエット」ブラン

ドの育成を進め、健康飲料事業の拡大を図っていくとのことです。 

大塚製薬 メキシコに飲料事業会社設立 

ネスレ日本は、「ネスカフェアンバサダー」向けの新サービスとし

て、パンの定期便サービスを開始しました。これは、オフィス向けパ

ンの定期便サービス「オフィス・パンスク」を手掛けるパンフォーユ

ーとの協業であり、パンフォーユーが毎月一回パンを届けるサービス

となっています。 

同社では就業者の朝食欠食を防ぐために、この取り組みを通じて、

より広くオフィスでも朝食を摂取する機会を創出していきます。 

ネスレ日本 「ネスカフェアンバサダー」

向けにパンの定期便サービスを開始 

キユーピーは今春から日本では馴染みがない海外のサラダメニュ

ー「ペイザンヌサラダ」の提案を進めていくことを発表しました。「ペ

イザンヌサラダ」とは直訳すると“田舎風サラダ”という意味で、卵、

野菜、じゃがいも、マッシュルームなどを盛り合わせたサラダであり、

フランスでは昔から定番サラダとして親しまれています。 

同社では、「ペイザンヌサラダ」を提案していくため2月13日に業務

用商品「キユーピーペイザンヌサラダドレッシング」を発売。まずは、

外食ルートへの提案を進め、中食、内食にも広めていく方針となって

います。 

キユーピー 「ペイザンヌサラダ」の提案

を推進 

ギルトフリースナックの定期便などを手がけているスナックミー

は、新たなフードロス解決策として、廃棄される食材に新たな価値を

付加（アップサイクル）する取り組みを開始。アップサイクルシリー

ズ第1弾として、規格外として廃棄されていた果物やオーツ麦などの

食材をアップサイクルしたグラノーラ「Up Granola」の販売をスタ

ートしました。 

スナックミー 新たなフードロス解決策

を実施 



 

カゴメは５種の野菜が入った調味料の新アイテムを発売。同品は、

お魚だけ用意し、野菜とお魚のメインのおかずを１０分以内に手作り

できます。野菜を美味しく食べられるよう、開発された商品となって

います。 

野菜がはいった具入り調味料 魚の切り

身のちゃんちゃん焼き 

(カゴメ) 

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。（川） 

清涼飲料・アルコール 

同品は、防災備蓄用の長期保存水として、従来品のボトルよりも厚

みのある容器を採用し、製造から6年間の保存を可能としています。

中身は「アサヒ おいしい水 〈天然水 富士山〉」を使用していま

す。 

アサヒ おいしい水 天然水 長期保存水 

(アサヒ飲料) 

キユーピーは「スヌーピー」をはじめとする「ピーナッツ」のキャ

ラクターをデザインした瓶入りマヨネーズを2月から発売。大人から

子供まで愛されるスヌーピーをデザインしたもので、食卓に置くと見

た目も楽しい商品となっています。 

キユーピー マヨネーズ・スヌーピー(瓶) 

(キユーピー) 

味の素冷凍食品は、塩麹で若鶏のやわらかいむね肉をじっくり漬け

込み、さわやかなレモン果汁を絞って仕上げた「塩麹レモンからあげ」

を発売。「さっぱりとしたから揚げを食べたい」という、女性や大人世

帯のニーズに応えた商品となっています。 

塩麹レモンからあげ 

（味の素冷凍食品） 

テーブルマークは、豚ひき肉、白ねぎ、たけのこ、しいたけなどの

具材が入ったジャージャー麺を発売。甜麺醤とXO 醤の旨みを効か

せ、隠し味に八丁味噌を加えたまろやかでコク深いソースと、シャキ

シャキのチンゲン菜を特徴としたトレー入り具付き麺となっていま

す。 

お皿がいらないジャージャー麺 

（テーブルマーク） 

日本水産は、学校法人 服部学園 服部栄養専門学校監修の新商品を

発売。電子レンジで簡単にできるキット商品「今日のおかず」シリー

ズの新アイテムとなっています。鶏団子と野菜に甘酢あんを添えたキ

ット商品で、凍ったまま、鶏団子と野菜が入ったトレーに甘酢あんを

のせて、電子レンジであたためるだけで食べられる商品となっていま

す。 

今日のおかずレンジでつくる鶏団子と野

菜の甘酢あん 

（日本水産） 

菓子・デザート 

ブルボンは、アイスクリームに宇治抹茶の一番茶を使用し、抹茶本

来の旨味や苦みなどを楽しめるモナカアイス「ルマンドアイス抹茶」

を発売。抹茶クリームで包んだクレープクッキー“ミニルマンド抹茶”

を四つ割タイプのモナカのひと山ずつに入れ、サクサクとした食感が

特徴となっています。 

ルマンドアイス抹茶 

（ブルボン） 

カルビーは、期間限定で「ポテトチップス のりしおとチーズ味」

をコンビニエンスストアで発売。同品は、チーズの濃厚なコクが、香

ばしい焼きのりの風味を引き立てた味わい深いおいしさを特徴とし

ています。 

ポテトチップス のりしおとチーズ味 

（カルビー） 



 

今月の気になるプロモーション 
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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。（藤） 

おやつカンパニーは「ベビースター」の発売60周年企画として“つ

ぶやき”プロモーションを2月1日～15日に展開しました。まず第1弾

として、同社公式Twitterで同商品を久しぶりに食べた時の感想につ

いてアンケートを実施しました。次に、第2弾として、このアンケー

トと連動したキャッチコピーを用いたプロモーションを公式Twitter

と屋外広告で展開。オフライン・オンライン連動型プロモーションと

することで、幅広いファン層への訴求、休眠顧客の復活を狙いました。 

おやつカンパニー 「ベビースター」で“つぶ
やき”プロモーションを展開 

日本コカ・コーラは「ファンタ プレミアグレープ」の発売に伴い、

「ファンタ プレミア映画祭」を開催します。同商品は、かつて「ファ

ンタ」と青春時代を過ごした30代以上の大人に「ファンタ」と再会し

てもらうことを目指しており、1月27日～2月18日に“再会”をテーマ

にした映像作品を募集しました。グランプリ受賞者には賞金50万円が

贈呈されるほか、受賞作は第33回東京国際映画祭の野外上映にて上映

されます。 

日本コカ・コーラ 「ファンタ プレミア映画
祭」を開催 

サントリーホールディングスは1月8日～2月17日にTikTokで「ほろ

よい」のインフィード広告を配信しました。これは、TikTokクリエイ

ターである純悪氏が中心となって制作した広告で、TikTokで人気の掛

け合いフォーマットを用いて「ほろよい」のキャッチコピー「あ、あ

の味だ」をアピールしました。 

同社によると、同広告の接触者は非接触者に対し、キャッチコピー

である「あ、あの味だ」のキーワード想起が約138％増、商品の購入

意向が約22％増になったとのことです。 

サントリーホールディングス TikTokで「ほ
ろよい」のインフィード広告を配信 

アサヒビールは2月25日に「クリアアサヒ」の新CM「クリアとつま

みメシ 春・カレー」篇の放映を開始しました。同CMではつまみメシ

と同商品を楽しむシーンを描いており、ブランドサイトでつまみメシ

のレシピを公開しています。 

同ブランドは2020年のブランドメッセージを「泡までおいしいと、

食事もおいしい。」としており、今後も食事と連動したプロモーショ

ンを積極的に展開していく予定です。 

アサヒビール 「クリアアサヒ」の新CMを
放映 

江崎グリコは2月22日の「猫の日」にちなんで、2月18日～4月30

日まで「神戸ローストショコラ」で「かくれねこニャンペーン」を開

催しています。具体的には、いたるところに猫が隠れているパッケー

ジ品を数量限定で販売。加えて、隠れている猫の写真やイラストまた

は同商品の写真を、指定ハッシュタグをつけてTwitterかInstagram

に投稿すると、同社から神戸市「動物愛護支援事業」に寄付されるキ

ャンペーンを実施しています。 

江崎グリコ 「神戸ローストショコラ」で猫の
日にちなんだキャンペーンを開催 

日本ハムは、「袋のままできるチキンオムライス／カレーオムライ

ス」発売に伴い、「オムライスデリバリーサービス」を3月20日～22

日まで実施します。これはメイド喫茶とコラボした企画で、抽選に当

たると、電子レンジを背負ったメイドが同商品を届けてくれるオープ

ンキャンペーンです。また、2月19日から、メイドがオムライスの魅

力を伝え広げる様子をドキュメンタリー風に描いたイメージームー

ビー「MAID MADE OMURICE」をネット上で配信しています。 

日本ハム 「オムライスデリバリーサービス」
キャンペーンを実施 

カルビーは「かっぱえびせん」のリニューアル販売にあたり、2月

7日にWEB限定CM「もっと、やめられない、とまらない篇」、「なんか、

ありがとう篇」を公開しました。同CMではロックミュージシャンの

吉川晃司を起用し、同商品を食べながらタイアップ楽曲を制作する様

子を描いています。また、このタイアップ楽曲「Lucky man」は配信

限定シングルとしてリリース、ミュージックビデオのショートバージ

ョンの公開もしています。 

カルビー 「かっぱえびせん」のWEB限定CM
を公開 

ロイズは1月8日～2月14日にInstagramフォトコンテストを開催

しました。これは、同社の公式Instagramをフォローし、バレンタイ

ンに贈りたい、または貰いたい同社のチョコレートの写真およびその

理由、贈りたい相手のコメントを投稿すると、抽選で同社チョコレー

トが当たるキャンペーンです。 

ロイズ Instagramフォトコンテストを開催 



 

今回は「Uber Eats（ウーバーイーツ）」をご紹介します。 

Uber Eatsとは海外でスタートした新機軸の「料理宅配サー

ビス」です。もともとは、配車サービス「Uber」を世界規模

で展開していたUberによるサービスで、日本では2016年9月

にサービス開始となりました。 

サービス内容は、提携した飲食店の料理を、パートナー配達

員が利用者の指定した場所に届けるというもので、さまざま

な飲食店のデリバリーがアプリやWebから簡単に注文できま

す。自宅や職場にいながら、あらゆるメニューを一品から気軽

に注文できることから、多忙な現代人のニーズを捉え、サービ

ス開始以降、年々利用者が増加しています。 

このサービスで利用できる飲食店のジャンルとしては、「マ

クドナルド」や「大戸屋」などの有名チェーン店から、焼肉店

Uber Eats（ウーバーイーツ） 

や中華料理店、韓国料理店、デザート店などの専門店まで多岐

にわたります。2019年9月時点で1万4,000店と提携してお

り、注文可能エリアは東京、大阪、福岡、名古屋、神戸、京都、

横浜、広島、千葉、埼玉と都市部を中心に拡大を続けています。 

利用者だけでなく、サービスを提供する側もメリットを受

けることができるシステムであることも、このシステムの特

徴といえます。飲食店には「簡単な手続きと少ない初期投資で

デリバリーを開始できる」などの利点があり、配達員には「配

達する時間や場所を自分で自由に調整でき、副業としても最

適」といった利点があります。 

皆さまはUber Eatsを利用したことはありますか？私はま

だ試したことがありませんが、以前から興味津々です。近々利

用してみようかと思います！ 

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。（光） 

今月のヒット商品 

今回は、マルハニチロの「WILDish（ワイルディッシュ）」

シリーズ（一人前 270g・250g/税込298円）をご紹介しま

す。同シリーズは、包装袋がそのまま皿になることを特徴とし

た、電子レンジで調理可能な冷凍米飯です。若年男性をメイン

ターゲットととしており、「焼豚五目炒飯」「豚キムチ炒飯」「エ

ビピラフ」「チキンライス」をラインアップ。今年の3月には、

米飯の「ねぎ塩豚カルビ炒飯」と汁なし麺3品を追加発売しま

す。 

同シリーズは2019年8月1日の発売以来、単身世帯の男性な

どから支持を獲得し、今年2月に日本食糧新聞社が主催する

「第38回食品ヒット大賞」を受賞した人気商品です。ヒット

の背景には、単身世帯の増加により個食化が進み、簡単に食事

を済ませたいというニーズが高まっていることが挙げられま

す。こうしたニーズに対して、同シリーズではレンジアップ可

能な包装袋という形で、調理の簡便性と皿を洗う手間を省い

ています。 

開発に当たっては、標的セグメントとする若年男性のライ

フスタイルを研究し、“スマホを操作しながら”、“オフィスで

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。（伊） 

WILDish シリーズ（マルハニチロ） 

パソコンを前に”食べられるシーンを想定。パッケージそのも

のを自立できる皿にすることで、新たな食シーンを提案して

います。 

近年、個食化に対応した商品は多数上市されており、今後も

単身世帯の増加によって、商品数は増えていくと予想されま

す。競争が激化する中で、他社の商品と差別化を図るには

「WILDish」シリーズのように、価値観やライフスタイルなど

消費者の潜在的な需要を満たすことが今まで以上に重要にな

ってくると考えられます。 

(画像：https://www.maruha-nichiro.co.jp/ 

corporate/news_center/news_topics/2019/07/02_5.html) 



 

今回は、注目が高まる国際目標「SDGs」（持続可能な開発目標）に含まれ企業の取り組みが進む「食品廃棄ロス削減」について、

消費者意識の面からのデータをご紹介いたします。食品産業にとって、食品廃棄ロスは深刻な問題となっています。食品ロス問題

は、企業のコスト負担に加え、環境に対する配慮や企業の社会的責任という面からも解決すべき課題と言えます。農林水産省が19

年4月に公表した2016年度の食品ロス量は、643万tとなっており、事業系食品ロスは、前年から5万t減少し352万tと減少し、一

方、家庭系食品ロスは、前年から2万t増加し、289万tとなっています。近年、食品業界の「食品廃棄ロス削減」の取り組みが広が

るなど、特に注目が高まっていると言えます。 

そこで、食品業界としても取り組みが広がる「食品ロス削減」についての消費者意識に関するデータを、タキイ種苗株式会社が

2019年の年末を前に310人の男女を対象に実施した「野菜に関する調査」から一部抜粋しました。 

56.5％ 

今月の気になるデータ 
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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。（川） 

■56.5％の人が「食品ロス」問題を意識。また、約8割の人は「食品ロス」削減のために何らかの

取り組みを実践している 

「食品ロス」問題への意識を聞いたところ、全体の56.5％の人が2019年に「食品ロス問題」を意識していたことがわかりまし

た。また、「食品ロス」削減のために何か実践していることを聞いたところ、「食品ロス」削減のために何らかの取り組みを行って

いる人は全体の約8割を占めていました。なお、「食品ロス問題」を意識していなかった人（43.5％）についても、約6割が「食品

ロス」を意識せずとも何かしらの行動を取っていたことが判明しました。 

今後、さらに消費者の理解が進めば、こうしたエシカル消費を目指す国民意識が加速することが予想されます。こうした背景か

ら、今後は、必要な時に必要な分だけ使える加工食品、冷凍食品やチルド食品の保存性、食品の賞味期限延長、中食惣菜の鮮度長

期化、使い切りサイズなど、消費者の立場から食品ロス削減に貢献できるサービスや商品開発の重要性も高まっていくと言えそう

です。 



 

今回はキャラクターマーケティングについてご紹介します。キャラクターマーケティングとは、キャラクターの導入により、商

品の差別化や販売促進を推進するマーケティング手法を指し、キャラクターの人気が高まることで新たな価値が生まれる可能性を

秘めています。 

まず、同戦略のベクトルとしては、“既存キャラクターの使用”か“オリジナルキャラクターの作成”の2つに大別されます。 

“既存キャラクターの使用”については、漫画・アニメやインターネット発信のキャラクターといった既に確立されているキャラ

クターを使用した手法です。メリットとしては、各キャラクターにおける既存ファンの集客を強化できる点や類似商品・競合他社

との差別化を図れる点などが挙げられます。その一方、ライセンス料の発生や使用の制限、キャラクターの一人歩きなど、企業や

ブランドとしての価値向上に直結しにくい点がデメリットとして考えられます。 

“オリジナルキャラクターの作成”では、デザインの作成が必要になりますが、キャラクターの使用決定を自由に行えることや販

促物への二次使用・版権提供といったサイドビジネスへのスイッチ、企業の広告塔など様々な面で役割を果たすことが期待できま

す。オリジナルキャラクターの代表例としては、熊本県庁の「くまモン」やソフトバンクの「白戸家」などが有名かと思います。 

近年では、サントリーホールディングスが2018年に公式バーチャルYouTuber（VTuber）の燦鳥ノムを確立しました。同キャラ

クターについては、2019年に同社がスポンサーとなるeスポーツ大会のアンバサダーへの就任やオリジナル楽曲のリリースなど

様々な活動を推進。YouTubeのチャンネル登録者数は2019年6月時点で10万人を突破するなど、同社のマスコットキャラクターと

して定着が進んでいます。 

以上のことから、新たにキャラクターマーケティングを行う際は、独自性が強くて、汎用性が高いオリジナルキャラクターを用

いる方が効果的なのではないでしょうか。 

オリジナルキャラクターを用いたキャラクターマーケティング 

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。（丸） 

 

＜オリジナルキャラクター一例＞ 

キャラクター名 企業名 備考 

ガリガリ君 赤城乳業 

同名商品におけるマスコットキャラクターで 1981 年の同品発売からパ

ッケージに掲載。2003 年には CM ソングの「ガリガリ君のうた」が CD

化されるなどメディア展開も進んでいる 

アジパンダ 味の素 

同社調味料「味の素」のキャンペーンキャラクターとして 2005 年に生ま

れた。同品の卓上瓶には、2006 年より同キャラクターがパッケージに

用いられている 

燦鳥ノム ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
同社公式バーチャル YouTuber。2018 年 7 月に YouTube に公

式チャンネルを開設し、様々な動画を投稿している 

ひよこちゃん 日清食品 
1991 年に誕生した同社インスタントラーメン「チキンラーメン」のシンボ

ルキャラクター。2010 年にはデザインを刷新している 

ペコちゃん 不二家 

1950 年に発売された「ミルキー」の商品キャラクターとして誕生した。

現在は同社全体のマスコットキャラクターとなっており、「ミルキー」ブラン

ドのペコちゃんと不二家ブランドのペコちゃんではデザインが異なる 

キョロちゃん 森永製菓 
菓子「チョコボール」におけるマスコットキャラクター。 漫画やアニメ、ゲー

ムなど、メディアミックスが行われていた 



 

TPCレポートのご案内 
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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6日発刊 

390,000円（税抜） 

コンシューマーレポートNo.289 
ホットドリンクの飲用実態と今後のニーズ（第12弾） 

ポイントは“利便性”の追求！「持ち運びながら飲める」のコンセプトが鍵！ 

今回、10～60代の男女を対象に、ペットボトルや缶入りのホットドリンクに関する調査を実施。調査

の結果、2019年11月以降のホットドリンク飲用経験率は前年よりダウン。また、ヘビーユーザーの割

合も、第1回調査時(2009年)と比べて大幅に減少していた。ただし、消費者はRTDのホットドリンク

の「持ち運びしやすい」「手軽に・気軽に飲める」「入手しやすい」といった“利便性”に大きな優位性を

感じており、こうした“利便性”の訴求が今後の課題といえる。 

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

TPCビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

調査方法 

全国WEBによるアンケート調査 

調査内容 

FOOD 市場調査 

◆RTDホットドリンクの飲用実態・購入実態 

◆RTDホットドリンクの評価 

◆RTDと他のホットドリンクの競合状況 

◆RTDホットドリンクの優位性 

◆今後のRTDホットドリンクの飲用意向 

◆寒さに関する悩み など 

FOOD 市場調査 

調査対象 

10～60代の男女624人 

（10代は高校生以上） 

DRINK 市場調査 

2020年 健康ドリンクの市場分析調査 
発刊予定：2020年3月19日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

DRINK 市場調査 

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） 

DRINK 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4月下旬／予約販売価格：97,000円（税抜） 

FOOD 市場調査 

FOOD 市場調査 

2020年 健康菓子の市場分析調査 
発刊予定：2020年3月23日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

2020年 チルド飲料の市場分析調査 
発刊予定：2020年3月19日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

2020年 業務用冷凍食品の市場分析調査 
発刊予定：2020年3月26日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

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） 


