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※一部の表示をサンプル用に加工しております

■健康食品/飲料トレンド情報（2014 年 4 月）■
株式会社日本能率協会総合研究所
マーケティング・データ・バンク

調査結果
MDB 所蔵資料は 4 月以降にＭＤＢが入手した資料ですので、発行日は 4 月以前のものも含まれます。
データベース資料（記事のインデックス）は発行日で抽出可能なので「2014.04.01～2014.04.30」となります。
資料コピーを送付できるものがございますので、興味関心のある資料があればお気軽に問合せ願います。
ご検討よろしくお願いいたします。

【MDB 所蔵資料】ご提供料金は最終ページをご参照ください。閲覧室でもご覧いただけます。
●健康食品(2265573)
【記事見出し】業界レポート 3 健康食品市場の動向
・市場規模 ････ 金額・前年度比(2010～2013 年度実績・2014 年度予測)、素材別出荷金額・前年度比(青汁・グルコサ
ミン・DHA/EPA・植物発酵エキス/酵素・プラセンタ別、2013 年度)
・その他規模
・予測(量)
・その他流通関連 ････ チャネル別金額・構成比(2013 年度)
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●機能性表示食品(2264202)
【記事見出し】核心リポート 01 “機能性表示食品”現る メーカーは虎視眈眈
・市場規模 ････ 金額(健康食品全体・栄養機能食品・特定保健用食品別)
・業界・市場動向
・法規・制度 ････ 国が認める表示制度(栄養機能食品・特定保健用食品・機能性表示食品)

-------------------------------------------------------------------------------●アスタキサンチン(生産技術)(2264736)
【記事見出し】パスウェイエンジニアリングによるアスタキサンチンの効率的生産技術の開発
・業界・市場動向
・技術動向 ････ Asta の生合成経路、陸上植物におけるカロテノイド生合成、遺伝子組み換え作物による生産研究
・企業・団体事例 ････ 石川県立大学、DSM

--------------------------------------------------------------------------------
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●健康食品(機能性表示制度)(2264775)
【記事見出し】特集 2 健康食品の市場動向と素材技術研究 健康食品市場を取りまく環境変化と市場動向
・市場規模 ････ 金額(1987～2014 年)
・その他リスト ････ 機能性表示が期待される素材一覧(素材名、規格成分、1 日当たりの推奨量、期待される機能、
表示例)
・流通経路 ････ チャネル別金額(2013～2014 年)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ フジッコ、ビーエイチエヌ、アミノアップ化学、インデナジャパン、ユニテックフーズ、ロンザジャ
パン、常磐植物化学研究所、等
・法規・制度 ････ 機能性食品表示制度(機能性表示の枠組み、届出ガイドライン概要)

-------------------------------------------------------------------------------●健康食品素材(2264776)
【記事見出し】特集 2-3 健康食品の市場動向と素材技術研究 主要健康素材の市場動向
・その他リスト ････ 主要健康素材(推定需要量、平均価格、1 日あたりの有効量、機能、等)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 素材別企業動向
・商品事例
・価格・料金
・用途動向

-------------------------------------------------------------------------------●健康食品(受託製造業・加工業)(2264777)
【記事見出し】特集 2-6 健康食品の市場動向と素材技術研究 健康食品受託加工・製造企業の動向
・企業リスト ････ 健康食品受託加工・製造企業一覧(企業名、主要受注品目、特色・企業 PR)
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・調査・アンケート ････ (健康食品受託加工・製造企業調査)業績予測、設備投資の内容(2014 年実績・2015 年予測)、
品質・安全管理システム導入状況、商品カテゴリー別受注状況、人気受注素材、等

-------------------------------------------------------------------------------●健康食品製造機械・加工機械(2264778)
【記事見出し】特集 2-6 健康食品の市場動向と素材技術研究 健康食品製造・加工関連技術の最新動向
・業界・市場動向
・技術動向
・企業・団体事例 ････ 機械種類別企業動向(総合エンジニアリング・連続生産設備・粉砕機・造粒/乾燥装置・乾燥装
置・スプレードライヤ・打錠機・コーター・印字/ラべリング装置・各種検査装置・搬送装置)

-------------------------------------------------------------------------------●機能性ヨーグルト(2260391)
【記事見出し】カテゴリーフォーカス 機能性ヨーグルト
・その他規模 ････ 金額 PI・対前年比(主要 9 ブランド、2014 年、月別)
・業界・市場動向
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・企業・団体事例 ････ グリコ乳業、明治、森永乳業、雪印メグミルク
・商品事例

-------------------------------------------------------------------------------●食品の機能性表示制度(主にトクホ)(2264630)
【記事見出し】食の新表示スタート 下
・予測(性)
・業界・市場動向 ････ トクホ投入動向
・法規・制度 ････ 食品の主な機能性表示制度(現在・新たに加わる制度)

-------------------------------------------------------------------------------●健康食品(2265361)
【記事見出し】スタート 食の新表示 上
・市場規模 ････ 金額(2007～2013 年実績・2014・2017 年予測)
・予測(量)
・予測(性)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 薬事法ドットコム(機能性法事の申請書類の作成支援などのサービス開始)
・法規・制度 ････ 「機能性表示食品制度」(2015 年 4 月開始)

-------------------------------------------------------------------------------●機能性食品素材(2262050)
【企業名】松谷化学工業
【記事見出し】地域発世界へ
・業界・市場動向
・企業・団体事例
・経営動向 ････ 企業概要、売上金額(2014 年実績・2015 年予測、各 11 月期)
・生産・販売動向 ････ 難消化性デキストリン世界シェア、希少糖採用メーカー数・採用品目数

-------------------------------------------------------------------------------●機能性表示制度(2261553)
【記事見出し】食品効能表示 幅広く 審査不要の新制度 根拠の届け条件
・業界・市場動向
・法規・制度 ････ 「機能性表示食品制度」
・その他(産業) ････ 機能性表示食品の表現例(可・不可別)

-------------------------------------------------------------------------------●機能性食品(清涼飲料・グラノーラ)(2264092)
【記事見出し】サントリー食品 ケロッグとライセンス契約 グラノーラ、飲む朝食で新価値
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ サントリー食品インターナショナル(米国ケロッグとのライセンス契約締結、栄養機能食品「ケ
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ロッグ 飲む朝食 フルーツグラノーラ」の 1 都 10 県 CVS での限定販売)
・商品事例

-------------------------------------------------------------------------------●健康食品・サプリメント(2261527)
【記事見出し】セルフメディケーション特集 セルフメディケーションのさらなる推進のために
・市場規模 ････ 金額(全体、2014 年実績、タイプ別、機能性表示制度施行後予測)
・予測(量)
・業界・市場動向
・その他(産業) ････ タイプ別(ダイエタリーサプリメント、食品形状で健康の維持・増進を目的とした健康食品、食品
の素材形状で健康に気遣い調理の食材として使用する食品)

-------------------------------------------------------------------------------【MDB 提携データベース】出力には別途費用が必要です。料金は媒体によって異なりますので、お問い合わせください。
野菜・果実飲料特集 主要メーカー動向 雪印メグミルク 野菜飲料 機能性訴求に注力
-------------------------------------------------------------------------------野菜・果実飲料特集 主要メーカー動向 ヤクルト本社 シーズンパック濃縮製法 「搾りたてにんじん」
-------------------------------------------------------------------------------飲料 “毎日の健康”が要に 機能性表示食品制度で加速
-------------------------------------------------------------------------------ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 「キレートレモンエナジエ」新ＣＭ 働く女性のエナジードリンク
-------------------------------------------------------------------------------ポッカサッポロフード＆ビバレッジ レモン事業を強化 プレミアム品続々 女性向けエナジードリンク投入
-------------------------------------------------------------------------------ポッカサッポロフード＆ビバレッジ エナジードリンク発売 女性も一気に
-------------------------------------------------------------------------------日本ケロッグ 健康食品発売 ケロッグ フルーツグラノラ ハーフ
-------------------------------------------------------------------------------ファンケルヘルスサイエンス 健康食品発売 ハートのビタミンＣ
-------------------------------------------------------------------------------技術で創る未来 産総研、健康食品・医療でシンポ 「沖縄発の技術革新を」
-------------------------------------------------------------------------------食と農 健康食品・サプリ ２人に１人 「何が必要」知識欠かせず
--------------------------------------------------------------------------------
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サプリメント販売店に都 医薬品の成分検出 「健康食品」回収指示
-------------------------------------------------------------------------------健康食品に医薬成分 台東などの店舗に都 販売中止と回収指示
-------------------------------------------------------------------------------富士フイルム サプリメント発売 「メタバリアスリム」
-------------------------------------------------------------------------------日清シスコ 健康食品発売 シスコーンＢＩＧ「フロスト」
-------------------------------------------------------------------------------ファンケルヘルスサイエンス 健康食品発売 本搾り青汁「リッチココア」
-------------------------------------------------------------------------------□□ＭＤＢ資料提供料金のご案内□□==================================================================

【
ＭＤＢ所蔵資料】

※全て閲覧が可能です。コピー費用（基本料金）は以下のようになります。
尚、「電子ブックサービス」の記述があるものは閲覧室のタブレット端末でのみ閲覧可能な資料
になります。詳細は「MDB 閲覧室電子ブックサービス」欄を参照下さい。
・閲覧室でのお受け取り（現金）

70 円／枚

・閲覧室でのお受け取り（その他）

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・郵送

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・FAX

200 円／枚＋基本手数料 200 円

【MDB 提携データベース】

適宜ご紹介いたします。

【学術文献情報】

適宜ご紹介いたします。

【個別取り寄せが必要な資料】

適宜ご紹介いたします。

＜用語説明＞
「文献提供料」
「閲覧のみ」
「閲覧のみ（DB 等あり）」

※アンケート調査資料
ex.

発行元に著作権を支払う必要のある資料です（特別料金）。1
頁または 1 面につき、記載の料金が追加されます。
発行元の意向により送付できない資料です（コピー不可）。閲
覧室でご覧いただけます
発行元の意向により送付できない資料ですが、弊社取扱い
データベースにて有料で出力可能です。

【掲載頁】の合計頁数には、調査概要は含まれていませんのでご注意下さい。
【掲載頁】 54；55（計 1 頁） → 調査概要、該当頁をお送りする際には、計 2 枚になります。

◆MDB 閲覧室電子ブックサービス
該当資料をタブレット端末で閲覧いただくものです。1 時間あたり 1 カウントでご利用いただけます。
該当部分の印刷についてはデータベースサービスの費用が別途かかります（データベース料金についてはお見
積します）。
※上記金額には消費税は含まれておりません。別途ご負担いただきます。
Copyright(C) 2013 JMA Research Institute Inc. All rights reserved.
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