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２７カテゴリー４１２品目の加工食品市場
２０１６年を総括、分析
２０１６年（見込）の市場は２０１５年比１.２％増の２２兆３,００６億円
「健康性」
「時短・簡便」
「個食対応」
「メニューバリエーション」といった訴求ポイントが消費者ニーズを刺激
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町

社長

清口

正夫

03‑3664‑5811）は、２０１６年８月より６回に分けて行ってきた２７カテゴリー４１２品目の加工食品市場の調査
結果を総括・分析した。その結果を報告書「２０１７年 食品マーケティング便覧 総市場分析編」にまとめた。
＜調査結果概要＞
■加工食品総市場規模推移（２７カテゴリー４１２品目）
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※２０１６年は見込、
２０１７年以降は予測
２０１１年は、東日本大震災が発生したことで市場規模は前年割れとなったが、以降は消費者の内食需要の拡大
などを背景にプラスで推移した。
２０１４年は消費税率が８％に引き上げられたことによる消費低迷によって横ば
いとなったが、２０１５年は前年比１.２％増となった。
２０１６年の加工食品総市場は、前年比１.２％増の２２兆３,００６億円となる見込みである。簡便性や個食需
要に対応した冷凍米飯類（バラタイプ）や、健康効果がＴＶ番組で取り上げられた雑穀が伸長した。また、バリエ
ーションの広がりがみられた国産ミネラルウォーター類や、
「健康性」をキーワードに日本茶（リキッド）
、麦茶（リ
キッド）
、ブレンドティ（リキッド）などの無糖茶、そして甘酒（ストレート）も好調である。また、全体として
は「時短・簡便」
「個食対応」
「メニューバリエーション」といった訴求ポイントが消費者ニーズを刺激している。
２０１７年以降は、
米国やＥＵの経済状況など今後の動向が不明瞭な中、
消費マインドの冷え込みが懸念される。

■２０１７年食品マーケティング便覧Ｎｏ.１〜６についてのプレスリリース内では紹介しなかった「健康性」
「こ
だわり」
「安心・安全」
「夏季需要」などをキーワードとした２０１６年の注目市場
●国産クラフトビール・・・２０１６年（見込）
：４２億円 ２０１５年比１２０.０％
原料や製法に こだわり を求める気運が高まるなか、大手ビールメーカーが相次いで参入したことにより市場
は拡大している。２０１６年も大手メーカーが実績を伸ばして市場の拡大をけん引した。
●一口タイプゼリー・・・２０１６年（見込）
：１５９億円 ２０１５年比１１９.６％
子供から高齢者まで幅広いユーザー層の需要を獲得し、市場成長を続けている。２０１６年は、オリヒロが 安
心・安全 を訴求した個包装パウチを提案し他社との差別化につなげ、市場をけん引した。メインユーザーである
子供とその親をターゲットとした需要開拓が続いている。
●ココア・・・２０１６年（見込）
：２１３億円 ２０１５年比１１４.２％
ＴＶ番組で生姜ココアの 健康性 が取り上げられたことをきっかけに伸びた。売場では、ミルクココアに加え、
ピュアココアやハイカカオ商品も需要を獲得した。
●麦茶（リキッド）
・・・２０１６年（見込）
：９８８億円 ２０１５年比１１２.４％
最も需要がある夏場には、熱中症予防対策としても飲用されており、安定した需要を維持している。伊藤園「健
康ミネラルむぎ茶」やサントリー食品インターナショナル「グリーンダカラ やさしい麦茶」といった上位ブラン
ド商品が好調で市場をけん引した。
●トマト飲料・・・２０１６年（見込）
：２７４億円 ２０１５年比１１５.４％
２０１６年２月にカゴメが「カゴメトマトジュース」の４アイテムを機能性表示食品へとリニューアルし、話題
を集めた。これにより市場全体にも注目が集まったことで需要は増加し、市場も拡大した。
●簡易型粉末調味料・市販用・・・２０１６年（見込）
：１０億円 ２０１５年比１１５.５％
２０１４年に味の素「トスサラ」
、キユーピー「彩りプラス＋」が発売されたことで、市場が形成された。 いつ
もと違うサラダ 、 簡単に手の込んだサラダ に仕上げることのできる新奇性が支持されており市場は拡大した。
■品目別伸長率ランキング（上位５品目）
順位
品目名
１７年予測/０８年
１
ノンアルコールビール
８.６倍
２
無糖炭酸飲料
４.５倍
３
水割り洋酒・ハイボール
３.７倍
４
韓国メニュー専用合せ調味食品
３.６倍
５
麦茶（リキッド）
３.４倍
２００８年と比べた２０１７年予測伸長率は、８.６倍でノンアルコールビールが１位となっている。ノンアル
コールビールは、２０１２年にビールメーカー４社が参入したことで盛り上がりを見せた。
２位にランクインしている無糖炭酸飲料は、２００８年にハイボールの割り材用途として拡大した。また、２０
１０年代にはアサヒ飲料「ウィルキンソン タンサン」の発売による直飲み需要の獲得が伸長につながった。
３位には、ハイボールブームで需要を拡大させた水割り洋酒・ハイボールがランクインした。
４位には、２０００年代半ばに起きた 韓流ブーム や２０１０年、２０１１年に上位企業が大々的にＴＶＣＭ
を投下したことで伸長した韓国メニュー専用合せ調味食品がランクインした。
５位には、経済性の高さや夏場の熱中症対策といった需要により伸長を続けている麦茶（リキッド）がランクイ
ンした。

本件に関するお問合せ：広報部

（Tel.03‑3664‑5697

Fax.03‑3664‑5842またはmail address：koho@fk‑m.co.jp）

＜調査対象＞
報告書名
2017 年 食品マーケティング
便覧 No.1
2017 年 食品マーケティング
便覧 No.2
2017 年 食品マーケティング
便覧 No.3
2017
便覧
2017
便覧

年 食品マーケティング
No.4
年 食品マーケティング
No.5

2017 年 食品マーケティング
便覧 No.6

調査対象品目
・菓子（32）
・スープ類（12）
・スナック菓子（9）
・育児用食品（3）
・冷凍調理済食品（24）
・その他調理済食品（5）
・チルド調理済食品（6）
・アルコール飲料（33）
・チルドデザート（12）
・米飯類（10）
・フローズンデザート（7） ・めん類（15）
・ドライデザート（6）
・その他ステープル（14）

調査期間

2016 年 9 月〜10 月

・調味料（54）

・調味食品（24）

2016 年 10 月〜2017 年 1 月

・農産加工品（26）
・畜産加工品（13）
・果実飲料（8）
・炭酸飲料（7）
・乳性飲料（10）
・嗜好飲料（12）

・水産加工品（20）
・乳油製品（15）
・健康飲料（10）
・その他飲料（7）
・嗜好品（18）

2016 年 8 月〜9 月

2016 年 10 月〜11 月

2016 年 12 月〜2017 年 2 月

2017 年 1 月〜3 月

＜調査方法＞
富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベ
ースを併用
＜調査期間＞
２０１７年１月〜３月
以上
資料タイトル：
「２０１７年 食品マーケティング便覧 総市場分析編」
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