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１１

健康食品は、かつての「コエンザイムQ10」「大豆イソフラボン」のようなヒット商品にはないもの

の、近年の健康志向の高まりや08年4月から始まった「特定健康診査・特定保健指導」（メタボ健

診）対策などにより、消費者の関心は高い。今回は、「特定保健用食品（トクホ）」や「栄養機能食

品」などの健康食品の利用実態と意識を報告する（以降、「特定保健用食品（トクホ）」や「栄養機

能食品」の両者を合わせ「健康食品」と呼ぶ）。

まず、健康食品の利用の有無をみると（図１）、

• 全体で54.3％が健康食品を「利用する（定期的に利用+必要な時には利用）」

定期的な利用者は１割程度だが、過半数がなんらかの形で健康食品を利用しているという結果である。

全体のトレンドをみるために、非利用者も含む全体での健康食品利用の増減をみると、

• 増えた計（非常に増えた＋やや増えた）が16.8％に対して

• 減った計（非常に減った＋やや減った）が8.9％

という結果で、「変わらない」が大勢を占めているものの、「増えた」人が「減った」人の２倍近く

存在しており、利用頻度は増加基調にあることがわかる。

【１】５割が健食ユーザー －定期利用は１割だが利用者は増加基調

【調査設計】
■調査期間： 2008年10月30日～11月4日 ■調査手法： インターネット質問紙調査
■調査対象： 15-69歳男女個人 1,068S ■調査主体： ＪＭＲ生活総合研究所
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オリジナル消費者調査

健康食品の現在利用者の特徴を健康上の不満や悩みとの関連でみると（図３）、

・全体に比べて「疲れやすい」などの健康不安や悩みが高い

傾向がみられ、健康不安や悩みが利用の背景にあることがうかがえる。

具体的にどのような健康不安や悩みが健康食品の利用につながっているかをみるために、健康食品の

利用目的を現在利用者ベースでみてみると（図４）、

• 現在利用者全体では「メタボリックシンドローム」「疲れやすい」「コレステロール」「目

が疲れる」

などが挙げられているが、「定期的な利用者」は、「現在利用者全体」と比較すると、

• 「コレステロール」がプラス11.4ポイント

• 「メタボリックシンドローム」がプラス10.2ポイント

と、いわゆる「メタボ」関連目的の利用が多い。

健康食品利用の背景には、「疲れやすい」などの一般的な健康不安の存在がうかがえるが、定期的な

利用者は「メタボリックシンドローム」「コレステロール」対策などの明確な目的を持っていること

がうかがえる。

【２】利用の背景にある「疲れ」と「メタボ対策」

図４．メタボ関連改善目的の定期的利用者図３．健康上の不安をもつ健康食品利用者 （％）
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【３】定期的利用者が多いネット通販、利用金額の高い新聞・雑誌通販

次に、健康食品の購入について、利用チャネルと金額から整理する。

まず、健康食品の購入にもっともよく利用するチャネルをみると（図５）、

• 利用経験者全体では、「ドラッグストアなどの小売店」が62.7％と も多い

• 利用頻度別では定期的な利用者は「ドラッグストアなどの小売店（51.5％）」が も多いが

全体と比べると「インターネット通販（13.2ポイント）」の利用比率が高い

という結果で、インターネット通販は定期的な購入に、小売店は「必要な時」に都度利用されている

傾向がみられる。

また、もっともよく利用するチャネル別に、健康食品の月平均購入金額をみると（図６）、

• 全体では3,219円

と3,000円代前半となっているが、チャネル別の特徴としては

• 新聞・雑誌通販は平均金額が5,700円ともっとも高く

• 小売店利用者は2,711円ともっとも安い

このような差は、取り扱い商品の単価と一回あたりの購入数量の違いにあると推測できる。

図６．金額の高い新聞・雑誌通販図５．定期利用者に多いネット通販チャネル

（％）利用状況別もっともよく利用する購入チャネル
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【４】揺れる選択と求められる確かな情報

後に、健康食品についての意識と情報探索行動についてみる。

健康食品についての意識をみると（図７）、

• 「自分にあった健康食品がどれなのか分からない」が54.9％と過半数を占め

選択に迷いがあることがわかる。そのため、購入の基準についても

• 「成分表示」「実物を確かめて」「国産」「大手メーカー」などが５割を超えおり

客観的に安心・信頼できそうな判断材料が求められていることがわかる。

このような判断材料はどこから得られているのかをみると（図８）、

• もっとも多いのは「テレビのニュース番組」、次いで「新聞記事」「テレビの情報番組」

などに接触しているが、接触者のうち信頼できる情報源と認められているのは

• 「国や自治体の機関誌やホームページ」「新聞記事」「口コミ」などである

健康食品については、法規制の関係上もあり表示できる効能や広告にも制限がある一方、健康食品に

よる健康被害情報なども散見される。それらが「何を選べばいいか、どう選べばいいか」という意識

につながり、客観的に安心・信頼できる情報を求めて、公的機関にオーソライズされたものや身内の

口コミ情報に基づいて選択が行われているようだ。

図８．信頼できるのは、「新聞」「ニュース」「口コミ」図７．選び方に迷うがゆえに多様な判断基準

（％）健康食品についての情報源自分にあった健康食品はどれなのかよく分からない
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業界クリップ － 11月の動向

【１】 消費者の動き 【内食の進化 価格よりも付加価値で選択】

食への不安や不況による節約志向の影響から、内食を充実させようとする動きが様々出てきている。特に
単なる内食ではなく、また価格が高い安いに関わらず、「環境」「安心」「健康」「簡単」という付加価値
要素が加わった内食が注目されている。今後はこのような付加価値情報をいかに消費者に伝えていくのかが、
鍵となりそうだ。

■ イトーヨーカ堂では新潟県佐渡市産コシヒカリの新ブランド「朱鷺（トキ）と暮らす郷」の販売が好調
だ。価格は通常5キロ2,980円と高めだが、農薬を減らし動物の生育に貢献する農法を採用したコメを同
市が認証したという「環境」に関する情報が消費者の人気につながった。

■ 食への安心を求め、農家や直売所など、より産地に近い場所を訪れて、食材を購入する人が目立ってき
ている。連れ立ってドライブがてらに農家の無人販売所や直販所を何軒も回り、買うときは野菜は箱ご
と買って分け合うなど。農家の人と会話をしながら人となりを確かめることで、生産者の信頼性を測っ
ているようだ。

■ 健康によい雑穀米が人気である。マルエツは約30店舗に雑穀米約40品目を集めたコーナーを設置。「十
六穀米ごはんの素」は10月、昨年比で5倍の売れ行きだった。「穀物充実」ブランドを扱うエスビー食品
は10月の販売が、前年比約80％増を記録した。ハウス食品も10月は主力の「香ばし十五穀」の販売が同
22％増えた。

■ 日経産業地域研究所の調査では、自宅で朝食や夕食など毎日の食事を手作りすることが一年前に比べて
増えたという人は23.2％とほぼ4分の1を占めた。自宅で手作りをするにしてもハードルの高いものには
挑戦しにくいという意識からか、肉や野菜など1、2品の材料があればすぐに作れる「総菜のもと」がよ
く売れている。玉子とご飯があればすぐできる永谷園の「えびチャーハンの素」など具入りチャーハン
の素シリーズは4―9で前年同期比1割増、また、日本製粉ではお好み焼きの粉の売れ行きが4―9月で前年
比2割増だという。

【２】 売れている食品・メニュー 【中食・加工食品の和洋折衷】

和洋折衷の料理と言えば、これまでは外食の「創作料理」ではよく見られたが、中食や加工食品でも創意
工夫を凝らしたものが、多く見られるようになってきた。
カゴメの「和トマト」シリーズは、カゴメの完熟トマトと日本の伝統調味料の味噌・醤油・酢を組み合わ

せた、トマト調味料だが、販売が好調である。彩りがよい、おいしい、ヘルシーという理由に加えて、新た
な和風メニューの味を出せるということが人気の秘訣のようだ。
また、レシピコンテストでも丼にトマトをメインにしたものが、グランプリを受賞し、トマトとご飯もの

という意外な組み合わせが評価された。
おせち料理の予約販売が各店で始めたが、今年は和洋折衷タイプを扱う店舗が増えており、人気を集めて

いる。

■ カゴメの「和トマト」シリーズは、濃縮したトマトにしょうゆやみそなどを加えた和風調味料。「トマ
つゆ」「トマぽん」「トマみそ」の3種類で、原料の7～8割はトマトが占める。トマトの風味を極力残し
たほか、トマトのうまみ成分を活用することで塩分やカロリーを抑制。健康志向も追い風に、外食店や
給食施設などで利用が広がりつつある。
カゴメが保有する約7,500種類のトマトから、しょうゆなどに相性の良いものをそれぞれ厳選。「トマぽ
ん」と「トマつゆ」は原料段階で加熱せず、風味を極力残した。また赤ピーマンを配合することで、ト
マトの持つ赤い色が引き立つように工夫した。

■ また、日本 大の料理レシピサイト「クックパッド」が農林水産省と提携して募集した「地元食材を楽
しむレシピコンテスト」のどんぶり部門のグランプリは、トマトを刻んでショウガや塩で調味、ご飯に
乗せた「博多トマト丼」（九州エリア）が選ばれた。トマト丼の選考理由は、ご飯との意外な組み合わ
せであり、レシピでも和と洋の組み合わせが注目されている。

■ 日本上陸から5周年を迎えた「ＤＥＡＮ＆ＤＥＬＵＣＡ（ディーンアンドデルーカ）」が、日本と世界の
美味をえりすぐったおせちを販売する。“食のセレクトショップ”の強みを生かし、三段のお重には全国
の名店から取り寄せた黒豆などの伝統料理と、自社のシェフが腕を振るった華やかなオードブルが、美
しい市松模様で並んでいる。

５



【３】 東京市場 【韓国料理のニューフェース】

韓国料理と言えば、鍋ならチゲ鍋、他の料理でもチゲ鍋の様に辛いものを想像しがちであるがが今年の冬
は新たなタイプの韓国料理が登場した。
新たなタイプの韓国料理は、辛いものが苦手な人でも食べられ、野菜やコラーゲンなどを豊富に摂れるこ

とからヘルシー感、ビューティー感で、女性を中心に人気を集めている。

■ 麻布十番にある韓風肉料理「イマサラ」に、「もや鍋」（もや鍋上¥2,950-）というメニューがある。も
や鍋は従来の鍋のイメージとは違い、大鍋の淵に山盛した新鮮な肉と野菜がのっていて、食べる分だけ
肉と野菜を鍋底に落として食べると言う一風変わった鍋だ。食べ方は、あっさりとした飽きのこない出
し汁に肉と野菜を通し、オリジナリティー豊かな2種類のタレ（焼肉タレべースと自家製ポン酢）をつけ
る。もや鍋という名の通り、もやしを始めとして野菜がたっぷりとれヘルシーなことから、女性に人気
がある。

■ 赤坂にある「やさい村 大地」は、韓国で人気のサムパブ専門店。サムパブとはバジルや大葉、ケール
などの野菜に豚肉を包んで食べるというメニュー。「やさい村 大地」では、日本では珍しい黒サンチュ
や青サンチュも用意しており、野菜がたっぷりとれヘルシー感が魅力と、女性さらには韓国人にも人気
がある。

■ 汐留にある「ハンマリ家」は2008年2月にオープン以来、雑誌・テレビで取りあげられているタッハンマ
リ鍋の専門店だ。タッハンマリ鍋は、韓国ではポピュラーに食べられている韓国水炊きのことで、意味
は、タック（鶏）、ハンマリ（一羽・丸ごと）。

「ハンマリ家」で使われている鶏は生後30日以内・1ｋｇ以下の若鶏のみで、鶏をスープの中で丸ごと煮
込んだ後、ハサミで一口大に切り分け、辛味と酸味が調和した特製タレをつけて食べる。鶏だしからコ
ラーゲンがでることも人気の秘密。

【４】 地産地消 【進化する産地直売所】

全国各地の産地直売所が賑わいをみせている。これは食の安全と品質への関心の高まりが追い風になって
いる事もあるが、産地直売所側の企業化、業態化が進展し魅力が格段に高まって来ている事も大きい。
例えば岩手県内の産地直売施設を対象にした県流通課の調査によると、回答を寄せた214施設の07年度売上

高は、前年度比7億7,200万円増の計101億9,900万円で、初めて100億円を突破した。1カ所あたりの年間売上
高は、1億円以上の施設が06年度10.2％から12.5％に拡大、売上高全体の3分の2を占める一方、500万円未満
の施設は37.6％から32.7％に縮小。高齢化や後継者不足で小規模産直が廃止する一方、大規模産直は経営の
多角化で売り上げを伸ばす二極化が明らかになった。運営形態は任意団体が151ヶ所（70.6％）で 多。株式
会社8.4％（18施設、前年度7.2％）や農事組合法人6.1％（13施設、同5.1％）など法人化も進んでおり、農
協直営の産直も3.3％（前年度2.6％）と増えている。運営形態も多種多様になってきている。

また、各地の産地直売所は、レストランや加工施設を併設したり、新たに学校・病院給食やホテルなどへ
の食材提供を始めたり、経営の多角も進めている。

■ 兵庫県伊丹市公設卸売市場内に農産物直売所「スマイル阪神」が11月22日オープン。伊丹をはじめ阪神
間の農家が作物を直売する施設で、伊丹市は「食の安全が問われている中、地元産の新鮮な野菜や果物
を味わってほしい」とＰＲしている。

直売所は同市場で青果を担当していた業者が06年春に撤退して空いていた場所に、市が約1億円をかけて
整備し、運営は兵庫六甲農協と出品する農家の団体に委託。農作物は、阪神間や神戸市を含めた同農協
管内の約300軒の農家が持ち込む予定で、このうち約半数が伊丹市内の農家。野菜や果物のほか、苗木や
生花、精肉なども並ぶ予定。すべての商品に生産者の名前や産地を表示し、値段は各農家が設定する。
更には市場内に料理教室や研修室を整備し、来春までに完成させる予定で、産地と消費者を結ぶ施設に
する考えである。

■ 名古屋市から南へ車で約30分の愛知県大府市の「あいち健康の森公園」の向かいに巨大な農作物直売所
「ＪＡあぐりタウン げんきの郷」がある。同施設は、敷地面積5ヘクタール、年間来客数は約210万人
で、2000年にオープンし、07年度の直売所部門の売り上げは19億5,600万円と全国屈指の規模を誇る。大
都市にも近く、曜日を問わず買い物客らでにぎわう。

「ＪＡあぐりタウン げんきの郷」が目指すのは「農のテーマパーク」だ。施設内のレストランでは地
元産の食材を使い、地下1,500メートルから毎分204リットルの湯がわき出す天然温泉施設も併設。農園
では収穫体験もできる。

利用者は「平日は一人で来るが、週末は家族で温泉やレストランの食事を楽しみながらのんびり過ご
す」 という。アウトレットモールなどに遊びに行くのと同じ感覚で直売所に足を運ぶ人も増えている。

業界クリップ － 11月の動向
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【５】 食品企業の経営 【買収・提携 逆風下の積極経営】

国内の食品市場縮小に対応し、大手食品メーカーは海外での合併や買収に乗り出している。一方伸び悩む
国内メーカーは、増資や提携などで不振事業の建て直しをはかる。

■ サントリーは海外、国内ともに出資に積極的だ。
海外では10月末に、ニュージーランドとオーストラリアに基盤がある栄養飲料大手フルコア社の買収を
行った。買収額は700億円強で、親会社のフランス食品ダノンから、2008年内にも全株式を買い取る。サ
ントリーはシンガポールの食品子会社を通じてオセアニア地域でコーヒーやソースを販売、フルコア社
はニュージーランドでペプシの生産・販売を手掛けている。オセアニアの販路拡大と日本でペプシの販
売権を持つサントリーの商品開発ノウハウを生かすなど相乗効果が見込める。サントリーは海外展開を
加速し、海外売上高比率を2010年に20％とする目標を掲げている。

国内では、居酒屋大手ワタミへ約22億円の追加出資を行い、株式保有比率を約8.0％に引き上げる。ワタ
ミの介護事業や弁当宅配事業が順調に伸びており、サントリーの特定保健用食品「黒烏龍茶」「胡麻
（ごま）麦茶」などの販売に有望と判断した。今春、アサヒビールもワタミに出資し株式の保有比率を
2.1％としており、対抗する狙いもありそうだ。

■ 山崎製パンは不二家への出資比率を51％に引き上げ、子会社化する。不二家は増資で得た78億7,000万円
をもとに、洋菓子店の出店拡大や約20億円を不採算店舗の整理、外食の不採算店閉鎖などを進める。不
二家は、2007年1月の賞味期限切れ原料の使用問題で、経営が悪化しており、山崎製パンの出資を受けて
いたが、今後は山崎パンの主導で、2008年4～9月期に不振だった洋菓子と外食事業を中心に、再建をい
そぐ。洋菓子事業では、デイリーヤマザキの店舗開発を担う山崎パン本体の営業も活用し、従来のロー
ドサイドだけでなく、ショッピングセンター中心に年50店の積極出店を行う。

■ ファンケルは、食品メーカーや製造会社の4社と共同で商品開発を始めた。開発した計10品目は「ファン
ケル共同開発シリーズ」として、イトーヨーカ堂が130～175店で取り扱う。健康食品事業で不振が続く
ファンケルは、コンビニエンスストアやスーパーの弁当・総菜の材料として自社開発の素材や原料の供
給を行ってきたが、今後はメーカー等との提携で、加工食品での需要を開拓する。今回共同開発を進
める4社は敷島製パン、旭松食品、フジパン、洋菓子製造のプレシア（横浜市）。敷島パンとフジパンの
パン、プレシアの菓子には発芽米、旭松の納豆、プレシアのデザートにはコラーゲン等を利用する。

【６】 製品開発 【進化するレンジアップ商品】

レンジアップ商品は、大手メーカーの参入で品揃えが豊富になり、容器の改良もあり、進化し続けている。
今後は、使いきり容量の冷凍食品のように適量の見直しや、朝食や昼食専用商品といった食事の時間帯別
シーンに合わせた商品の開発が進むと考えられる。また、電子レンジスイーツも今後の商品展開が期待され
る。

電子レンジは、直火を使わず、高齢者や子どもにとって安全な調理器具の一つである。高齢化や共働き家
庭が多い現状を踏まえると、今後は高齢者向け、子ども向けのレンジアップ商品も開発される見込みだ。

■ カゴメは8月、10年間続いた「カゴメデリ」を刷新し、食物繊維を多く含む「押し麦」を使った電子レン
ジ調理食品「押し麦ごはんで」シリーズを発売した。刷新したのはトマトリゾットやミートドリアなど
７種類で、いずれも押し麦を50％配合し、カロリーを300キロカロリー以下に抑えたのが特徴だ。従来の
「カゴメデリ」はターゲットを広げすぎたが、新シリーズでは改めて20-30代の女性に照準を定める。

■ ハウス食品は電子レンジで温めるチョコレートドリンク「ショコラマイスター」を発売した。ガーナ産
とエクアドル産のカカオ豆から作ったココアパウダーに乳製品を加えており、通常のココアとは異なる
濃厚さがある。コンビニエンスストアを中心に展開し、20-30代の女性に売り込む。

■ 近のレンジアップ商品で注目できる点は、６つある。
1つ目に食事完結の主食ニューは、「おいしい＋健康＆ヘルシー」という切り口でアイテムを拡大してい
る。例えば、カゴメの「押し麦ごはんで」シリーズのような商品である。2つ目に、「サトウのごはん」
のような無菌包装米は、安定期に入り種類も大幅に拡大している。3つ目は、キユーピーの「レンジクッ
ク」シリーズに代表される素材を加えるプレ調理商品である。電子レンジの特徴を 大限に生かして
「おいしく加熱調理できる」ことがポイントとなる。4つ目に、日本ハムが発売した「めしあがレンジ」
シリーズのようなワンプレートメニューは、ご飯とおかずをセットした商品で今後大きく伸びる可能性
がある。5つ目に、冷凍食品は「使いきり＆値頃」が売れる商品のコンセプトとなっており、セブン-イ
レブンのPBも好調に売れている。 後に6つ目として、日清食品のカップヌードルなどレンジ対応に変更
した商品があげられる。この6つの中でも注目商品はワンプレートメニューであり、「栄養バランスとカ
ロリーがコントロールされたワンプレートメニューで電子レンジ調理できる食品」は、海外ではすでに
発売されている。
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【７】 価格政策 【値下げトレンド強まるが、その様相は複雑】

値下げのトレンドが強まってきているが、その様相は複雑化している。現状では、原価の値下がり要因と
いうよりも、消費低迷や円高の圧力を受けたものが多いようだ。外食では単に値下げするだけではなく、値
下げ商品の戦略的な絞込みや、低価格帯の新商品を投入するなど消費者へのアピールも欠かさない。流通で
は、円高還元に加え、値下げも活発化している。

■ ダスキンは24日、国内に約1,300店を展開する「ミスタードーナツ」で11月1日から1部商品を値下げする
と発表した。既存のドーナツなどはサイズを小さくして値下げし、低価格の新商品も投入する。

■ サトレストランシステムズは「和食さと」が夜間に提供している鍋メニューを 大21％値下げした。
2009年3月までの期間限定で、新たに割安メニューも投入した。

■ 関西地盤のフレンドリーは、主力業態のファミリーレストラン「フレンドリー」全47店舗において、ス
テーキメニュー3商品を値下げした。値下げ幅は 大12％。原材料価格は高止まりしたままだが、売れ筋
商品に絞って値下げすることで集客力アップを図る。

■ カゴメは大容量の野菜飲料を対象に、小売店に支払う販売促進費を積み増す形で、実質値下げする。常
温保存（ドライ）できる900グラム程度の約10品目の販促費を値下げ原資にしてもらい、店頭価格が
30―40円下がるよう小売店に働きかける。米国発の金融不安で資源高は一服する一方、国内消費は厳し
さを増している。工場の稼働率などを考えると、メーカーもこれまでどおりにはいかないと考えている。

■ イオンの値下げの6割以上はＮＢ商品である、グループの物流や調達をとりまとめる子会社が機能してき
たこともあるが、メーカー側の販促費が再び増えていることも思い切った低価格戦略を可能にした。

【８】 プロモーション 【新しく、多様な選択基準】

カロリーや産地、原材料など、これらの表示は、消費者の商品選択基準の重要なポイントとなっている。
環境意識の高まる中で、さらにCO2排出量を具体的な数値で表示するカーボンフットプリント（以下、CFP）
が来春始動する。環境配慮に対する企業努力は、消費者の新しい商品選択基準になるだろうか。その他、
「モンドセレクション」の品質認証を利用したものや、永谷園のように健康に関する学術効果を訴求したも
のがある。消費者のトレンドとして節約志向が強まっている一方で、付加価値の高い商品やサービスが求め
られている。その消費者の選択に残る対策として、新たな選択基準を提供するプロモーションが増えそうだ。

■ CFPは「炭素の足跡」を意味する新語で、政府中心で行われており、消費財メーカーや小売業の注目を集
めている。原材料の調達から製造、物流、廃棄まで、商品が作られ消費される各過程で出る二酸化炭素
（CO2）の総量を把握。カロリー表示のように具体的数値で商品に表示する。いわば環境負荷の「見える
化」だ。来春の商品発売に向けたメーカーの準備も熱みを帯びている。サッポロビールの看板商品「黒
ラベル」の新顔が12月にも首都圏の食品スーパーやコンビニエンスストアに並び始める。細身の缶に変
えてアルミの量を減らし製造時のCO2排出量を2mg（350ml缶）削減したダイエット缶だ。CFPにより、こ
れまで数値化しにくかった企業の環境努力や、こだわりが消費者の目に見える形で訴求されることにな
る。環境努力が消費者の選択基準になることで、企業の環境配慮が今後一層高まることが予想される。

■ 飲食料品などの広告やパッケージで目にする機会が増えてきた「モンドセレクション」。福岡市の菓子
メーカー如水庵の主力商品「筑紫もち」は、5度目の正直で2008年、念願のモンド 高金賞を受賞した。
受賞効果は顕著だ。04年6月に年間7億2,500万円だった筑紫もちの売上高は、金賞受賞を店頭や広告でア
ピールした結果、08年6月には同10億円を突破。「モンドセレクション」で認められた品質を販促に活用
したことにより、消費者の求める付加価値の高い商品として売上を伸ばしたと考えられる。

■ 永谷園は、『「冷え知らずさん」の生姜シリーズ』のヒットにより、生姜で人を幸せにするための「生
姜の知恵」プロジェクトを本格スタートした。9月27日から新CMを通じて「生姜宣言」を行い、ウェブサ
イトでも日本大学医学部との生姜に関する共同開発の結果なども配信している。消費者の健康志向に応
えるプロモーションであり、消費者の選択基準にさらなる付加価値を与えている。
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【９】 チャネル政策・チャネル動向 【円高還元セールは成功するか】

世界同時株安の影響で、円高や資源価格の低下の動きが続いている。2007年から値上げが進んでいた食品
にも、値下げの動きが出始めた。イオンやイトーヨーカ堂などの大手スーパー各社では、相次いで円高還元
セールを実施している。海外から商品を調達するには実際には2～3カ月かかるため、現時点では為替相場の
動きが価格に反映されていないが、消費者の低価格志向が過去にないほど高まっていることを受け、冷え込
んでいた消費を喚起するためセールを先行する。大手スーパー各社はセールに積極的で、円高還元のほかに
も、年金支給日に割引を行う高齢者対象のセールなど、各種実施している。

■ イオンは10月18日に1,000品目の値下げを実施していたが、11月1日から09年2月末まで、輸入品300品目
を追加して値下げする。全国のジャスコ310店で、食料品や衣料品、寝具などを対象に実施する。値下げ
率は1～3割。値下げ商品の販売額は、これまでの5割増にもなるという。円高水準が続けば、グループ店
舗での実施や、対象品目の追加を検討する。

■ イトーヨーカ堂も10月29日から11月3日まで円高還元セールを実施した。食品や住居関連商品の約50品目
を 大3割値下げした。11月末からは、全国177店で返金サービスを展開している。ほぼすべての衣料と
住居関連商品を対象にしており、大規模店では約8万品目が実質値引きとなる。総額8億円がキャッシュ
バックされる見込み。イトーヨーカ堂では10月から全国169店で60歳以上の高齢者を対象に、年金支給日
とその翌日に衣料品や寝具などを1割引きにするセールも実施していた。

特売日やセールに買い物客が集中し、通常の営業日や通常売価の商品では売り上げを伸ばせない実態があ
る。特定の日などにセールを行うイオンやダイエーでは、セール日の売り上げは前年の特売日に比べ1～4割
伸びるが、月トータルではマイナスになることもある。利益率向上のため、新規顧客の開拓や、購入点数を
増やすなどの工夫が求められる。
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【10】 ヘッドラインクリップ

売れている食品・メニュー

記事タイトル 出所 発行日

１０月日経消費ＤＩ、４ポイント悪化――消費者の支出意欲、９８年の 低水準並み。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/22

２０６３億円、国内のピザ消費額――宅配や外食が不振（ＮＥＷＳな数字） 日本経済新聞　朝刊 2008/10/26

売れ筋探偵団　鍋用スープ「安・健・短」で人気沸騰 日経ビジネス 2008/10/27

ビジネス世論　エコ商品「10％割高まで許容」４割 日経ビジネス 2008/10/27

消費支出２．３％減、７ヵ月連続、食料品売れ行き低調――９月家計調査。 日本経済新聞　夕刊 2008/10/31

女性向け高額商品なぜ相次ぐ――「アラフォー世代」消費けん引（エコノ探偵団） 日本経済新聞　朝刊 2008/11/2

買い物パーティー、サイフで女心開く？、主催者、飲食＋物販、相乗効果を期待。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

ビジネス世論　不況でも歳暮、「今年も贈る」は約半数 日経ビジネス 2008/11/10

２４―３４歳女性の消費生活、独身ほど貯蓄割合高く（マネーがいどガイド） 日本経済新聞　夕刊 2008/11/10

家計防衛、手軽な「焼き物」など中心――家で手作り、２３％「増えた」（消費分析） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/12

アサヒ飲料、ワンダゼロマックス、健康志向の需要取り込み（ｃｈｅｃｋＵＰ出足快調） 日経産業新聞 2008/11/12

「無名」の新米食卓彩る――減農薬・雑穀米も健康志向で好調。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/12

「無名」の新米食卓彩る、「ななつぼし」「ふさおとめ」…、有力銘柄値上がり影響。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/12

消費者心理、 低に、１０月指数２．０ポイント低下、金融危機響く（景気がわかる） 日本経済新聞　朝刊 2008/11/13

消費萎縮・原料高下の成長策（石鍋仁美のマーケティングの非常識） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/14

１０月出荷量、ビール系、３ヵ月ぶり増――第３のビール９％増、節約志向で人気。 日経産業新聞 2008/11/14

百貨店冷え込む秋冬商戦、動かぬ高額品、伊勢丹浦和、高島屋大宮、１０月販売９％減。 日本経済新聞　地方経済面 (埼玉) 2008/11/14

飲食店ガイド本熱く、ミシュラン東京２１日に発売、選別志向とらえる。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/14

「酒離れ」が止まらない？（裏読みＷＡＶＥ） 日経プラスワン 2008/11/15

スーパーの商品ネット注文――当日宅配、働く女性ら利用（暮らしビズ） 日本経済新聞　朝刊 2008/11/15

日経消費予測指数、５年１ヵ月ぶり低水準、１０月も大幅減――金融不安で萎縮。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

「粉もん」家庭で熱く、庶民の味、景気悪化で脚光、小売店、粉・ソース好調。 日本経済新聞　大阪夕刊 (関西) 2008/11/17

安全求めて食材買い出し、手間を惜しまず、現場を吟味――生産者に刺激（生活） 日本経済新聞　夕刊 2008/11/19

特集１　新消費者像　恋愛市場の危機　-縮小する若者のデート・イベント消費 日経消費マイニング 11月号

深堀！データ分析　メタボの人はおしゃれを気にしない 日経消費マイニング 11月号

調査リポート　節約志向で増える「内食」派 日経消費マイニング 11月号

ブランドランキング　百貨店の歳暮 日経消費マイニング 11月号

ＦＲＯＭ調査レビュー　野菜作り経験者の９割が「今後も続けたい」 日経消費マイニング 11月号

ＦＲＯＭ調査レビュー　アラフォー世代はトレンドに敏感 日経消費マイニング 11月号

ＦＲＯＭ調査レビュー　女性の半数が「普段の食事でも節約」の意向 日経消費マイニング 11月号

ＦＲＯＭ調査レビュー　自宅での鍋料理、今冬「増えそう」３割 日経消費マイニング 11月号

データで見る流通　世界的な脱・メタボのトレンドを背景に食品の栄養成分表示への関心が高まる Chain Store Age 2008.11.15号

外食トレンドUp-to-date　この10～11月の外食費も厳しい見通し　旅行や秋の味覚シーズンで「増える」人も Chain Store Age 2008.11.15号

パスタ＆パスタソース　定番メニューとして浸透していることで値上げ後も需要は安定 Chain Store Age 2008.11.15号

食品保存用品　家庭内調理が増えて食品保存用品市場は追い風 Chain Store Age 2008.11.15号

ココア　健康志向から嗜好性への追求へとニーズは大きくシフト Chain Store Age 2008.11.1号

包装餅・鏡餅　国産回帰、肉食化の傾向が市場の活性化を後押し今年好調の市場は、これからが本格シーズン到来 Chain Store Age 2008.11.1号

記事タイトル 出所 発行日

居酒屋の「宅配おせち」充実、ワタミ「特選お正月料理」、セット割引。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/13

イタリア料理パワーアップ、和食店に参入。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/31

ＤＥＡＮ＆ＤＥＬＵＣＡ　“和洋折衷”おせち届けます フジサンケイ　ビジネスアイ 2008/11/3

カゴメ――和風トマト調味料、一味違う日本食演出（食を支える） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/5

健康食に地中海の味、イタリア料理など取り入れ、うまみ豊かに――野菜や豆ふんだん。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/9

トマト丼などグランプリ－地元食材活用レシピ 共同通信 2008/11/18

トマトと日本伝統の味噌・醤油・酢が出会った新しい調味料 近代食堂 11月号

名物は土鍋入りハヤシライス 洋食仕立ての本格フレンチ 日経レストラン 11月号

巨匠のフレンチ・ビストロと大阪の割烹スタイルが鮮やかに融合 日経レストラン 11月号

天然ウナギも提供！和食とイタリアン複合施設への大変身 日経レストラン 11月号



地産地消

業界クリップ － 11月の動向

１１

東京市場

記事タイトル 出所 発行日

モヤシたっぷりでヘルシー 東京ウォーカー 2008/10/29

門外不出！秘伝のタレが決め手 東京ウォーカー 2008/10/29

チゲにとろ～りチーズが絡む 東京ウォーカー 2008/10/29

“メタボ元年”でブームの兆し　杜仲茶鍋　多彩な楽しみ フジサンケイ　ビジネスアイ 2008/11/17

毎日メニューが変わる旬の魚とだしが異なる7種の鍋が目玉！ 日経レストラン 11月号

多彩な包み野菜にお客さまが感激！今人気上昇の"サムパプ"専門店 近代食堂 11月号

鶏一羽を豪快に使う　韓国版水炊き鍋 近代食堂 11月号

記事タイトル 出所 発行日

生鮮食品の表示厳しく――大規模産地志向強まる（マーケット潮流底流） 日本経済新聞　朝刊 2008/10/21

ホオズキまるごとパイに、道の駅かみこあに（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/24

取のぎんりんグループ、「モサエビ」使ったご当地バーガー、香ばしさが特徴。 日本経済新聞　地方経済面 (中国Ｂ) 2008/10/25

米粉使った話題のケーキ（飯山市）――農家の力作、健康も配慮（信濃巡って発見） 日本経済新聞　地方経済面 (長野) 2008/10/30

沖縄経済特集――脚光浴びる豊崎タウン、空港近くレンタカー・物産店。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/4

二十世紀ナシを甘辛い漬物に、豊田町道の駅蛍街道西ノ市（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/5

山岡町産にこだわり　おふくろの味魅力／岐阜・恵那市「道の駅」 日本農業新聞 2008/11/9

インショップ型の直売所オープン安全・安心で集客農やＪＡ理解の拠点に／ＪＡ山口宇部【中国】 日本農業新聞 2008/11/11

産地直売：０７年度の売上高、初の１００億円突破　二極化鮮明に　／岩手 毎日新聞　地方版 2008/11/12

特産のメロンやサツマイモ…、「鉾田ブランド」確立へＰＲ――ようかんや酒に使用。 日本経済新聞　地方経済面 (茨城) 2008/11/12

［ぐる～り直売所］群馬・ＪＡ佐波伊勢崎集出荷貯蔵施設「百菜館」／店内を改装し広々客の希望次々実現【関東】 日本農業新聞 2008/11/13

ドラゴンフルーツ栽培（館山・南房総市）、観光施設、新たな集客の目玉に（ちばの風） 日本経済新聞　地方経済面 (千葉) 2008/11/14

野菜農家が街で直売　八百屋消えた商店街へ　熊谷の中心地 埼玉新聞 2008/11/14

新鮮ホンモロコ、買い物客が列 京都新聞 2008/11/16

「地産地消」の波に乗れ、愛知・大府―げんきの郷、農のテーマパークに。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

「地産地消」の波に乗れ――富山・黒部―魚の駅・生地、港の活気を直送。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

安全求めて食材買い出し、手間を惜しまず、現場を吟味――生産者に刺激（生活） 日本経済新聞　夕刊 2008/11/19

農産物直売所：「新鮮な野菜味わって」　２２日、伊丹にオープン　／兵庫 毎日新聞　地方版 2008/11/19

検索・急上昇：直売所ドットコム 毎日新聞　東京朝刊 2008/11/21

房総経済：新鮮！野菜直売所が人気　ＪＡの４２カ所、年々売り上げ増加　／千葉 毎日新聞　地方版 2008/11/22

鳥取県のアンテナショップに併設。地元食材を使ったイタリアンで地方色と個性を打ち出す 月刊食堂 11月号
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製品開発

食品企業の経営

記事タイトル 出所 発行日

丸大食品、サッポロＨＤと提携、飲料製造のノウハウ活用。 日経産業新聞 2008/10/21

サイゼリヤ、５４０店でピザ販売中止、メラミン問題、返金８０００万円見込む。 日本経済新聞 2008/10/22

ロイヤルＨＤ、スタンドバー参入、渋谷に１号店、年２―３店出店、多業態経営を推進。 日経産業新聞 2008/10/22

サントリー、ＮＺ飲料大手を買収、７００億円強、仏ダノンから。 日本経済新聞 2008/10/24

伊藤ハム、１３品目を追加回収、受託のＰＢ商品６４万袋。 日本経済新聞 2008/10/27

外食、メラミン検査拡大――ゼンショー、乳製品、自社機関で。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

「ビール」異例の増産投資、サントリー、販売増受け攻勢、１０億円投じ能力１割増。 日本経済新聞 2008/11/6

サイゼリヤ、ピザ販売再開、生地、国産に変更。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/7

不二家が山崎パン子会社に、再建へ洋菓子出店加速、年５０店、外食は不振店閉鎖。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

チムニー、中華・すし業態に参入、居酒屋事業成長に限界、小型店で駅前開拓。 日本経済新聞 2008/11/9

サントリー、ワタミに追加出資、介護市場など開拓、「アサヒに対抗」の見方。 日本経済新聞 2008/11/12

企業サイト利用者評価、サントリー首位に――０８年版、上位に食品関連７社。 日経産業新聞 2008/11/17

ファンケル、食品４社と商品開発、ヨーカ堂向け――独自原材料を活用。 日本経済新聞 2008/11/17

伊藤ハム、シアン化物問題、地下水大丈夫？、メーカー、水質「厳密に」。 日本経済新聞 2008/11/18

アサヒビール、中国で粉ミルク販売、子会社の和光堂通じ、安全志向取り込む。 日本経済新聞　地方経済面 (近畿Ｂ) 2008/11/18

食の脅威、社内Ｇメン防御――消費者保護の波、訴訟リスク拡大。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

食の脅威、社内Ｇメン防御――ニチレイ、リスクマネジメント委員会。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

食の脅威、社内Ｇメン防御、ゼンショー、食品安全追求本部。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

日清食品がカップめん、セブンと共同で「蒙古タンメン」。 日経産業新聞 2008/11/19

サカタのタネ、「王様トマト」をメニューに入れて、居酒屋・総菜店に提案。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

モンテローザ農業参入、茨城に用地借用、月内に栽培開始、自社店舗へ供給。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

中小・ＶＢ健康食品参入――アミノ酸多いスイカ飲料、食物繊維１０倍の大豆粉。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/20

レーダー　日新オイリオグループ　簡易合併の手続きで日清サイエンスを吸収合併 総合食品 11月号

レーダー　マルハニチロホールディングス　カナダ水産会社と資本提携　水産資源の調達力を強化 総合食品 11月号

レーダー　キユーピー　ＤＨレンジ容器　テクニカル包装賞を受賞 総合食品 11月号

記事タイトル 出所 発行日

ライフトラスト、沖縄のおふくろの味、「ぼろぼろジューシー」缶詰に。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/20

ラム酒：世界初、２５度に抑えた新商品　キビ風味ほのかに　南大東 毎日新聞 2008/10/20

オリオンビール、「第３」を発売、独自の発酵技術活用。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/24

魚の骨まで柔らか！ふんわりうまい"蒸し弁" 東京ウォーカー 2008/10/29

ファミマ、健康志向の「中食」発売＝第１弾は「コラーゲン」 時事通信 2008/11/1

枝豆をジャム風に、パレット（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

明星、受験生応援の「もちっ！とワンタン麺」、とんこつ味2品 日経トレンディ 2008/11/12

ギョーザにモズク、勝連漁業協同組合（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/14

日本マクドナルド、冬季限定の新食感デザート「マックフルーリー ストロベリーショートケーキ」 日経トレンディ 2008/11/14

沖縄ならではの果実使用、南国食楽Ｚｕ（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

シイタケとナシのカレー、菌興椎茸協同組合（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

タマネギを麺に練り込む、鳴門千鳥本舗（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

レンジ調理食品「押し麦ごはんで」――カゴメ久森匡子氏（マーケッターに聞け） 日経産業新聞 2008/11/17

淡口しょうゆにハーブの風味、扇雀飴本舗（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

泡盛ベースのリキュール、久米仙酒造（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

ファミマ、弁当など、美容・健康配慮の食品強化。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/18

てっちりこの「辛美人発酵とうがらし味噌」――姫トウガラシをみそ風に（この一品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

ハウス食品、レンジで温めるチョコ飲料発売。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

マンゴーの甘みが生きる泡盛、忠孝酒造（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

手を汚さずに手巻きずし――マリンフーズ（ＮｅｗＦａｃｅ） 日本経済新聞　朝刊 2008/11/19

糖質・カロリー抑えた酢、タマノイ酢（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

おせち料理―売れ筋は３万円超（売り手にも言わせて） 日経産業新聞 2008/11/26

ヨーグルト、脂肪分ゼロ、森永乳業、脱脂粉乳が原料。 日経産業新聞 2008/11/26

『モスバーガー』が"タコ"を使った新商品を地域・期間限定で発売 近代食堂 11月号

進化する「レンジアップ商品」 食品商業 12月号
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価格政策

記事タイトル 出所 発行日

「和食さと」鍋値下げ、 大２１％。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/22

ユーロ安ショック走る――輸出企業の収益圧迫、輸入品には値下げ効果（景気がわかる） 日本経済新聞　朝刊 2008/10/23

生乳、再値上げ決着、生産者・メーカー痛み分け――「満額」１０％、時期は遅く。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/23

冷凍マグロ卸値下落、メバチマグロ、今月６．２％安――消費、大幅に落ち込む。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/23

飲料自販機「１００円の乱」、大阪から全国へ波及、新製品も安売り。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/24

ミスタードーナツ、ダスキン来月に一部商品値下げ。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/25

ヨード卵・光１割値上げ、発売以来初。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/25

円高・ユーロ安、還元セール続々――ワイン・ブランド品は慎重。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/27

円高値下げを加速、イオンやヨーカ堂、「還元」セール、冷え込む消費刺激。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/28

イオン執行役久木邦彦氏――メーカー、値上げ姿勢軟化（消費見所カン所） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/29

キッコマン、純利益１２％減、４―９月、値上げ響く。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/29

亜麻仁油とヒマシ油、国内価格が一段高、国際的に需給締まる。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/29

脱脂大豆、１年ぶり下落、１１月卸値２．９％、国際価格下落で。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/29

宝酒造、本みりん２―７％値上げ。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/29

食品・日用品の値上げ（買い手のホンネ産地研調査から） 日本経済新聞　朝刊 2008/10/30

イオン・ヨーカ堂、円高還元セール拡大。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/31

日清製粉グループ本社、パスタ値上げ見送り。 日本経済新聞　朝刊 2008/10/31

飲料甘味料、４％上昇、異性化糖前週末比、値上げ浸透進む。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/1

モス、また値上げ、飲料など１０―３０円、ハンバーガーは減量。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

消費者物価２．３％上昇、食料品が押し上げ、９月、小麦・乳製品値上がり。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

低価格米、引っ張りだこ、外食が大量注文、卸値上昇――定番化スーパーも。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

ユニバース、食品など６４４品目値下げ。 日本経済新聞　地方経済面 (東北Ｂ) 2008/11/6

輸入豚肉卸価格、高級部位が続落。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/6

自販機コーヒー、伊藤園、１００円に値下げ――ホット６品目、冬季限定。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/7

食用油３年ぶり下落、大豆・菜種１割、国際価格急落映す。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/7

砂糖卸値、半年ぶりに上昇、旧価格品の在庫払底。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/7

日糧製パン、値上げ見送り。 日本経済新聞　地方経済面 (北海道) 2008/11/8

「コネコネット」、ネット通販のワイン価格比較。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/8

西友、１７００品目値下げ、食品など５―３０％前後。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/8

味の素今期、純利益８２％減。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/8

戦略を聞く（４１）カルピス社長石渡総平氏――独自性武器に値上げ浸透（価格に挑む） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

スーパー、特売日の大盛況、イオン、７倍売れる商品も、ダイエー、食品売上高５割増。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

マクドナルド３％増益、１―９月営業利益、年商５０００億円も射程に。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

モスフードサービス、２００円程度の低価格商品。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/11

大戸屋、来月４％値上げ、３分の２の商品対象、原料高騰を転嫁。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/12

ロイヤルホスト、低価格メニュー。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/12

ワタミ、経常益５６％増、４―９月、値上げが奏功。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/12

外食各社、量減らして値ごろ感、ロイヤルホスト、セットの小鉢調整。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/14

日清食品ＨＤ、即席めん販売１割減、４―９月数量、値上げで需要低迷。 日経産業新聞 2008/11/14

旭松食品の今期、大豆高騰響き営業赤字に。 日経産業新聞 2008/11/14

ハウス食、純利益４５％増、４―９月、カレールウなど好調。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/14

日清食品ＨＤ、即席めん販売１割減、４―９月、値上げ響く。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/14

食料品の値上げ続く。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/15

カゴメの野菜飲料、リベート積み実質値下げ――７月値上げ後、販売低迷。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

国産干しシイタケ、落札価格２５％安、降雨で品質低下。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

受験シーズン向けおつまみ、でん六（新製品） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

商品価格の下げと市場心理（景気指標） 日本経済新聞　朝刊 2008/11/17

食用油大手に値下げ圧力、大豆・菜種相場、下落続く――価格交渉、かじ取り難しく。 日経産業新聞 2008/11/18

フレンドリーがステーキ値下げ、３品対象 大１２％。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

日本食研、調味料値上げ。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

食品大手、値上げで明暗、製粉や食用油、業績好調、菓子など転嫁遅れ苦戦。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/19

値下げ４０００品目にダイエーが倍増。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/19

乳価、ホクレン乳業１５社と、加工用再値上げ合意――来年３月６―８％。 日経産業新聞 2008/11/20

ボージョレ・ヌーボー解禁、イオン・西友、値下げ合戦、１２００円台も登場。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/20

一ノ蔵、４年ぶり減産へ、値上げ実施で需要減る、女性に人気「すず音」は増産。 日本経済新聞　地方経済面 (東北Ｂ) 2008/11/26

独り勝ちの研究　サイゼリヤ　安さを実現する”科学” 日経ビジネス 2008/10/27

青果　仕入先をスイッチで競合店価格に対抗が第一歩 食品商業 11月号

惣菜　「米と野菜」主力メニューで値入れと値頃を確保 食品商業 11月号



業界クリップ － 11月の動向

１４

プロモーション

記事タイトル 出所 発行日

「カーボンフットプリント」来春始動、「見える」ＣＯ２、商品選びに新風。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/22

「カーボンフットプリント」来春始動――ＬＣＡ、日ハム、食肉に活用。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/22

ＣＯ２「見える化」来春始動、店頭の情報発信、普及速度を左右。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/22

ネスレ日本「ネスカフェチャージ」、詰め替え手軽、エコボトル、粉末、一気に注入。 日経産業新聞 2008/10/30

ネスレ日本「ネスカフェチャージ」、詰め替え手軽、エコボトル――ＡＧＦが先行。 日経産業新聞 2008/10/30

ウォルマート、レジ袋３分の１削減、電気自動車の設備も検討。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/31

カルピス、若手女優に託す――「家庭的」世代を超え９０年（広告戦略） 日経産業新聞 2008/11/6

グリーン購入ネットワーク、環境配慮の食品にラベル、包装軽量化、ＣＯ２負荷減。 日経産業新聞 2008/11/7

ファミマ、時間帯別専用デザート――食感・量・価格、 適値探る（売る技術光る戦略） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/12

電子チラシ、携帯主戦場に、買い物中の価格比較に的、凸版などＧＰＳ活用や快速表示。 日経産業新聞 2008/11/12

「食の権威」の素顔探る、モンドの輝き度、受賞効果は？、「お墨付き」知名度アップ。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/14

プレーンヨーグルト――明治乳、強さそのまま、森永など、特保で対抗（ヒットを狙え） 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/14

すかいらーく、店舗丸ごと広告媒体、入り口にポスター、駐車場に車を展示。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

卵・牛乳・鶏肉・豚肉、需要減退懸念強まる、景況感悪化で高値敬遠。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/20

立体にこだわった交通広告で特徴的な缶の形状と新製法を表現―アサヒ飲料「ワンダ　ザ・ブラック」 販促会議 11月号

野菜の日に「まるごと野菜」3000人分配布　シチュー商戦の幕開けに需要を喚起！―ハウス食品 販促会議 11月号

店頭での購買を指標にオンラインとイベントで企画を展開―味の素「クノールスープパスタ」 販促会議 11月号

生姜の知恵プロジェクト本格スタート―永谷園 総合食品 11月号

子どもが楽しめるハロウィン企画大ブレイク　生活催事はお菓子売り場の起爆剤になる！ Chain Store Age 11.5号

「アンティパストからドルチェまで」をテーマに本格的なイタリアンを提案―キユーピー Chain Store Age 11.5号

秋からの鍋物需要の高まりを受けエバラ食品が12月以降の鍋物プロモーションを強化 食品商業 12月号



業界クリップ － 11月の動向

１５

チャネル政策・チャネル動向

記事タイトル 出所 発行日

セブン＆アイ、農場拡大、神奈川・埼玉にも生産法人、首都圏３県７３店で販売。 日本経済新聞 2008/10/22

歳暮もエコ前面に、イオン、配送時のＣＯ２相殺、高島屋、植林に売上金寄付。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/22

イオン、ボージョレもＣＯ２削減、ペットボトル入り、軽量化。 日本経済新聞 2008/10/24

飲料自販機「１００円の乱」――独立系、流通のすき間突く。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/24

オークワ、ＰＢ“二刀流”――独自開発の新シリーズ、共同ブランド「くらしモア」。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/27

円高値下げを加速、イオンやヨーカ堂、「還元」セール、冷え込む消費刺激。 日本経済新聞 2008/10/28

イオン銀、出店計画縮小、店舗も小型化。 日本経済新聞 2008/10/29

イオン電子マネー「ワオン」、羽田空港の物販店も対応。 日本経済新聞 2008/10/29

ダイエー核のイオンＳＣ、宮崎に１２月開業。 日本経済新聞 2008/10/29

成城石井、小型店を展開、２タイプ開発、ＳＣ内・路面に出店。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/29

マツキヨ、日本調剤と提携、共同で出店・仕入れ、調剤・後発薬を強化。 日本経済新聞 2008/10/30

イオン・ヨーカ堂、円高還元セール拡大。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/31

宮崎、イオンのＳＣにダイエー初出店。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/10/31

アイン・セブン共同出店、札幌ロビンソン後継テナント、提携後の第一弾。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

イオンＰＢ誤表示、あんパン２品撤去、「国産小豆」に中国産混入。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

グローウェル、寺島薬局へのＴＯＢが成立。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

ミニストップ、ワオン使えば追加ポイント。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

ミレニアム、基幹店改装続々、セブン＆アイと本格提携――そごう千葉店、西武百池袋。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

ヨーカ堂、北海道でネットスーパー、３万品目取り扱い。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/3

ディスカウント、１４日に２号店、ヨーカ堂、埼玉・川口に。 日本経済新聞 2008/11/5

マルハニチロ水産、ナマズを本格輸入、白身フライ向け。 日本経済新聞 2008/11/6

「食の安全」が中国市場拓く、目覚める中間層を狙え、ヨーカ堂、管理徹底や有機栽培。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/7

カスミ、「デジタル販促」を導入、液晶モニター・タッチパネル設置。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/7

イオン、北京１号店正式開業。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

スーパー、特売日の大盛況、イオン、７倍売れる商品も、ダイエー、食品売上高５割増。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

スリーエフ全店、「Ｔカード」導入、発行手続きも迅速化。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

森哲、産地情報共有サイト、全国の仲卸と連携。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/9

セブン、新店にＬＥＤ照明、屋外看板など切り替え、ＣＯ２、３％減。 日本経済新聞 2008/11/13

三菱商事など３社、主婦向け情報、携帯でサービス。 日経産業新聞 2008/11/13

ドラッグストア大手、医療モールと共同事業強化、調剤の収益拡大狙う。 日本経済新聞 2008/11/15

イオンレイクタウン開業１ヵ月半、８７０万人来場。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/17

大型店出店、急ブレーキ、１―９月、届け出４割減――イオン・ユニーなど抑制。 日本経済新聞 2008/11/18

ライフやイズミヤなどスーパー各社、配送ケースを共通化、人件費や物流費削減。 日本経済新聞　朝刊 2008/11/18

マイカル、ビブレの専門店、イオン系以外にも展開、ＳＣ・駅ビルへ攻勢。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

寺島薬局、来年２月に上場廃止、イオン系、株１００％取得へ。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

沖縄ファミマ、食品残さ飼料に、育てた豚、弁当に。 日経ＭＪ（流通新聞） 2008/11/19

セブン＆アイ、ホームセンター参入、スーパー苦戦、ヨーカ堂店舗転換。 日本経済新聞 2008/11/20

ボージョレ・ヌーボー解禁、イオン・西友、値下げ合戦、１２００円台も登場。 日本経済新聞 2008/11/20

伊藤忠、中国食品 大手に出資、７００億円で２０％、現地市場を開拓。 日本経済新聞 2008/11/20

「ユニー」の転機　中部 強“ＧＭＳ”「２０１０年問題」への 適解 食品商業 12月号

ネット通販に新局面！セブン-イレブンネットの衝撃 食品商業 12月号

流通トピックス　独禁法抵触も懸念される巨大卸（アルフレッサ・メディパルホールディングス）の誕生 激流 2008年12月号

流通トピックス　高島屋、エイチ・ツー・オー・リテイリング「経営統合3年以内」の理由 激流 2008年12月号

流通トピックス　地方スーパーのあり方問うコープさっぽろの無料バス運行 激流 2008年12月号

流通トピックス　札幌市のレジ有料化、スピード実施の背景 激流 2008年12月号

特集１　コンビニのジレンマ　業界再編に向かうのか？　ローソンのam/pm買収憶測があぶりだすＣＶＳの問題 Chain Store Age　 2008.11.15号

特集１　コンビニのジレンマ　次世代ＣＶＳの姿は見えたか？　惣菜、生鮮品、医薬品・・・・・・。新商材・新業態の勝算 Chain Store Age　 2008.11.15号

特集１　コンビニのジレンマ　生鮮コンビニ業態確率なるか　九九プラス、来年４月からＦＣ展開本格化で出店にアクセル Chain Store Age　 2008.11.15号

特集１　コンビニのジレンマ　ＣＶＳは顧客を囲い込めるか？　電子マネー登場でＣＶＳのカード戦略が変わる？ Chain Store Age　 2008.11.15号

特集１　コンビニのジレンマ　拭き始めた変革の風　ＣＶＳをつくり替える！ Chain Store Age　 2008.11.15号

特集２　セブン＆アイ　ＶＳ　イオン　新経営分析手法で読み解く流通二強対決！ Chain Store Age　 2008.11.15号

CSA INSIDER 今、流行のＭＢＯ　失敗しないために何をすべきか？！ Chain Store Age　 2008.11.15号

CSA INSIDER メーカー、卸売業、小売業・・・相次ぐ合唱連衡　直近の２つの経営統合をいかに読むか？！ Chain Store Age　 2008.11.15号

CSA INSIDER マツモトキヨシ、日本調剤と手活け　調剤事業で専門性を強化 Chain Store Age　 2008.11.15号

CSA JAPA NEWS イトーヨーカ堂　ドミナントエリア内でのマルチフォーマット展開が着々 Chain Store Age　 2008.11.15号

CSA INSIDER 三越伊勢丹ＨＤ、３カ年計画　主力店改装など１６００億円投資 Chain Store Age　 2008.12.1号

CSA INSIDER イオングループ　積極的なＳＣ改装のねらいと成果！ Chain Store Age　 2008.12.1号

CSA INSIDER アマゾン生鮮食品取り扱い開始！ Chain Store Age　 2008.12.1号
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基調報告

What's next in Strategy

Session 2

研究報告

Session 3

研究報告

Session 4

研究報告

不況を乗り切る戦略とマーケティング

What's next in Market Place
2009年の消費をどう読むか

What's next in Marketing Research
売りの完結のための科学

What's next in Marketing

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな市場拡大のﾏｰｹﾃｨﾝｸ

Session ５

研究報告 信頼づくりのネクストマーケティング

◆プログラムと公開予定◆

What's next in Marketing

好評掲載中

好評掲載中

12月中旬掲載予定

12月下旬掲載予定

詳細は
お問い合せ下さい

【構成】
第１章 スローダウンする消費
第２章 信頼の時代と強まる内閉志向
第３章 消費をリードする新しいデモグラフィックスと行動
第４章 趣味選択される商品・サービス－現代の「いき」
第５章 食品・飲料にみる信頼形成の鍵
第６章 健康で「キレイ」な生活のためのケア行動
第７章 ＡＶ・携帯端末ニーズの日米中比較

国内市場の低迷とグローバルな競争環境に立たされている日本企業。グ
ローバルに市場拡大し、勝ち残るためのポイントをご提案しました。

不況期は企業にとっては脅威です。同時に、ライバルを振りきり、好況期
に飛躍を遂げるチャンスでもあります。脅威をチャンスに変え、消費者と
の信頼の絆づくりを目指すマーケティングをご提案しました。

「消費社会白書2009」からのエッセンスをご報告しました。急速に冷え込
む消費を活性化させる視点をご紹介しました。

当社が継続的に研究を続けている実験研究プロジェクトより、販売の現
場で起こっている意外な消費者心理をご報告しました。

「消費社会白書2009」と事例研究から、2009年を乗り切るマーケティング
をご提案しました。

ＪＭＲ生活総合研究所が開催する

マーケティング実務者のためのフォーラム、

「ネクストビジョン2009」は、140名様に

ご参加いただき、

盛況のうちに閉幕いたしました。

ありがとうございました。

今回は「新しい消費の現実 求められる信頼価値－

不況を乗り切るマーケティング－」と題して、

2009年の消費と戦略を展望いたしました。

講演の内容は弊社サイトにてご案内を開始しました。

ぜひご一読ください。

新しい消費の現実
求められる信頼価値

不況を乗り切るマーケティング
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マーケティングと経済学の強み・弱みを相互補完し、実務的課題の解決のために、より実践的で

役立つ理論と情報の提供する消費経済レビューの最新号は「ネットワーク分析と帰納論理プログ

ラミングの比較と応用」など最新理論とリサーチデータを満載！

発行日 2008年12月版形 Ａ４版
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Economic Outlook for Japan 
値上げへの対応行動の解明
景気認識転換のミクロ的波及構造
ネットワーク分析と帰納論理プログラミングの比較と応用


