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KSP-POS 
マーケットトレンドレポート 

発行日 2011年12月27日 Vol.31 

2011年ヒット商品振り返り 

 株式会社ＫＳＰ－ＳＰは2011年のスーパーマーケット販売状況について
調査しました。 

 

のっけて食べる“ポン酢ジュレ”登場！！ 

 2月、ヤマサから「昆布ぽん酢ジュレ」、ハウスから「のっけてジュレ ぽん酢」が
発売され、ジュレタイプのぽん酢が注目を集めた。販売翌月の3月、「のっけて
ジュレ ぽん酢」はポン酢カテゴリーの中で「ミツカン 味ぽん」に次ぐ2位の売上、
「昆布ぽん酢ジュレ」も9位と好調な結果を残した。その後売上が伸び悩んだ
が、8月にハウスから新たに「のっけてジュレ柚子こしょうぽん酢」、ミツカンから「ぽ
んジュレ 香りゆず」が発売されると、再びブームが巻き起こり、3月を上回る程
の売上を記録した。 

3月、8月“ポン酢ジュレ”大ヒット、ノンアルコール飲料はカクテルシェア上
昇、復刻食品が続々登場！！ 
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ポン酢ジュレ 商品別売上金額推移 

ハウス のっけてジユ

レ ぽん酢 １８５ｇ 

ヤマサ 昆布ぽん酢

ジュレ １９５ｇ 

ミツカン ぽんジュレ 

香りゆず １８５ｇ 

ハウス のっけてジュ

レ柚子こしょうぽん酢 

１８５ｇ 
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ノンアルコール飲料、今年はビールだけでなくカクテルのシェア伸びる。  
 

 2009年から急激に売り上げを伸ばしているノンアルコール飲料の勢いはとどまる
ことなく、2011年も前年比166％と大きく成長している。 

 また、去年までのノンアルコール飲料の内訳はビールが97％とほとんどをシェアを
占めていたが、今年はビール以外にもカクテルや梅酒など様々なノンアルコール飲
料が続々と発売され、シェアを伸ばした。 

                     

                    ▼ノンアルコール飲料売上金額と構成比 

                    （2010年1～11月、2011年1～11月） 
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今年発売されたノンアルコール飲料 
 
 
 
 
 

①チョーヤ 酔わないウメッシュ  3月15日 発売 
②サッポロ プレミアムアルコールフリー 3月16日 発売 
③森永 甘酒 アルコールフリー（北海道限定） 8月23日 発売 
④サントリー のんある気分  10月4日 発売 
⑤サントリー まるで梅酒な ノンアルコール 11月23日 発売 
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復刻商品発売ラッシュ！ 
 
●その1 サントリー はちみつレモン 
      サントリー はちみつレモンサイダー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●その2  コカ・コーラ メローイエロー 
       コカ・コーラ スプライト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●その3 アサヒ 初号アサヒビール復刻版 
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1986年に発売された「はちみつレモン」 

1989年に発売された「はちみつレモンサイダー」 

共に2011年10月4日に復活！！ 

KSP-POS 2011年10月の実績では、「はちみつレモ
ン」が販売店率71%、「はちみつレモンサイダー」も販売
店率68%という結果になった。注目度の高さと人気が
伺える。 

 

1983年に日本で販売開始された「メローイエロー」
は今年の6月27日に復活。大きな話題となった。 
KSP-POS 7月の実績は販売店率67.4%。 

1971年、日本販売開始以来、ロングセラーのグ
ローバルブランド「スプライト」は今年の7月25日にリ
ニューアルされた。 

 

「アサヒ」ブランド初のビールが復刻版として数量限定で2011
年11月29日に発売された。 
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初号アサヒビール復刻版 
売上金額推移 
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調査概要 

POSデータ： KSP-POS週次、日次データ 

期間 ： 2011年 1～11月、2011年11～12月など   

地域 /店舗数 ： 全国 約850店舗 

＊KSP-POSは全国150社約850店舗の食品スーパーから収集した販売情報データベースです。 

参考：ハウス食品ホームページ  http://housefoods.jp/index.html 

     ヤマサ醤油ホームページ   http://www.yamasa.com/ 

     ミツカンホームページ     http://www.mizkan.co.jp/index.html 

     チョーヤ梅酒ホームページ   http://www.choya.co.jp/ 

     サッポロビールホームページ http://www.sapporobeer.jp/ 

     森永製菓ホームページ     http://www.morinaga.co.jp/index.html 

     サントリーホームページ      http://www.suntory.co.jp/ 

     雪印メグミルクホームページ http://www.meg-snow.com/ 

     ロッテホームページ            http://www.lotte.co.jp/ 
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復刻商品発売ラッシュ！ 
 
●その4 これから発売される商品！ 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

ロッテからは2011年2月に実施した「懐かしのチューインガム総選挙」の
結果から「コーヒーガム」を復刻。 

雪印メグミルクは1970年当時に発売した500ml紙パックタイプの風味を
再現した復刻版商品を発売する。 

ロッテ コーヒーガム・スペアミントガム   
2012年1月発売 

雪印コーヒー復刻版５００ｍｌ 
2012年1月発売 
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