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●オリンピック応援商品 ●オリンピック応援商品 

 2012年7月25日～8月12日、ロンドンオリンピックが開催された。 

世界中がオリンピックムードに包まれる中、各社から【オリンピック応援】商品が発売され

た。 

発行日：2012年9月3日 
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この夏盛り上がったオリンピック関連商品！ 
「塩ヨーグルト」ブームの予感？ 

 オリンピック関連商品が続々登場！！ 

 「塩麹」の次は「塩ヨーグルト」ブームの予感？ 

＊POSデータの対象店舗数、抽出期間等は巻末参照。 

＊本レポートに掲載されている商品名、会社名は、一般に各社の商号、登録商標、または商標です。  -1- 
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淡麗グリーンラベル 缶３５０ｍｌ 

売上金額推移 

320
340
360
380
400
420
440
460

万
円

 

一番搾り 生ビール 缶３５０ｍｌ 

売上金額推移 

●キリンビール株式会社 

 キリンビールは【サッカー日本代表応援缶】を

「キリン一番搾り生ビール」「淡麗グリーンラベ

ル」など6ブランドでロンドンオリンピック開催の７

月２５日より数量限定で販売開始した。 

  ラベルチェンジとオリンピック盛り上がりの影

響でオリンピック期間内の売上が伸びている。 

オリンピック オリンピック 

▲KSP-POS 売上金額 ▲KSP-POS 売上金額 
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●日清食品 

 日清食品からは【ロンドンオリンピック日本代表応援トリオ商品】として人気ブランド

の「カップヌードル」 「どん兵衛」 「UFO」 からそれぞれ「GOLD」をモチーフとした商品

が発売された。 

＊本レポートに掲載されている商品名、会社名は、一般に各社の商号、登録商標、または商標です。  -2- 

●アサヒビール株式会社 

カップヌードルGOLD 
金のゴマ入りチキンソルト味 

日清焼そばU.F.O. GOLD 
金のオイルのオイスター塩味 

日清のどん兵衛GOLD 
金の鶏だし塩うどん 

 ロンドンオリンピック日本代表応援の
ために作られた期間限定新ジャンル。 

 ロンドンの街で金色の扇子を振りかざ
しながら日本代表を応援するテレビコ
マーシャルが印象的である。 

●東洋水産 

 東洋水産はサッカーのロンドンオリンピック予選で盛り上がる7月に日本代表を応
援する商品を発売した。 

 2012年7月2日発売  2012年7月16日発売 

マルちゃん 俺の塩 
サムライブルー編 

マルちゃん 私の塩 
なでしこジャパン編 

マルちゃん 
ワンタン和風塩味 
なでしこジャパンVer. 

マルちゃん ハリガネ 
燃えろ結束のレッド味 
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 ①インフルエンザ流行・・・2月～3月 

●ヨーグルトブーム ●ヨーグルトブーム 

 2012年に入ってヨーグルトブームが巻き起こった。2月～3月のブームはインフルエンザ流行

に伴うもので「インフルエンザにはヨーグルトが効果的」と報道されたことにより、ヨーグルトがよ

く売れた。 

 そして今回「塩ヨーグルト」が注目され、再びヨーグルトの売上が好調傾向にある。 
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ヨーグルト売上金額推移 

2012年 

2011年 

①インフルエンザ 
流行 

②5月15日 
ヨーグルトの日 ③塩ヨーグルト 

 ＜明治ヨーグルトR-1＞ 

「小中学生１９０４人が明治ヨーグルトR-1を毎日食べたところ、インフルエンザの

感染率が激減した」という疫学調査結果が発表されたことによって、明治ヨーグル

トR-1は品薄状態になった。 

明治ヨーグルトR-1 明治ヨーグルトR-1 
ブルーベリー脂肪0 

明治ヨーグルトR-1 
ドリンクタイプ 

▲KSP-POS 売上金額 
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 ②5月15日ヨーグルトの日・・・5月 

＜明治ブルガリアヨーグルト＞ 

 ヨーグルトの日の前日、5月14日付朝日新聞全国版夕刊が「ヨーグルト新聞」

となり、明治ブルガリアヨーグルトのマルチ広告が展開された。 

5月14日付朝日新聞全国版1面 5月14日付朝日新聞全国版6～7面 

5月14日付朝日新聞全国版8～9面 5月14日付朝日新聞全国版14面 

ヨーグルトの日とは・・・ 

株式会社明治では、ヨーグルトを「不老長寿の妙薬」として世界に発表したＥ・メチニコフの

誕生日である5月15日をヨーグルトの日と定めている。 
 

http://adv.asahi.com/data-base/img/middle/20120514m1.jpg
http://adv.asahi.com/data-base/img/middle/20120514m8_.jpg
http://adv.asahi.com/data-base/img/middle/20120514m6_.jpg
http://adv.asahi.com/data-base/item/view/12038
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 ③塩ヨーグルトブーム・・・7～8月 

＜塩ヨーグルト＞ 

 無糖ヨーグルトに塩や味噌などの塩分を加えた塩ヨーグルトが注目を集めて

いる。そのまま食べるだけでなく調味料としても活用でき、「手軽」「美味しい」

「健康的」「経済的」と話題になっている。 

 塩ヨーグルトレシピ紹介サイト 
  
 ●伯方塩業株式会社          ●雪印メグミルク株式会社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●株式会社明治                    ●ダノンジャパン株式会社 
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＜その他話題のヨーグルト＞ 

  ●森永乳業 濃密ギリシャヨーグルトパルテノ 

・ギリシャの伝統製法「水切り製法」でつくられている 

・滑らかな舌触り、クリーミーな新食感 

・すくったスプーンをさかさにしても落ちないほど濃厚 

・高級 

（内容量…80ｇ、希望小売価格…180円） 

（取扱店舗…成城石井、クイーンズ伊勢丹、明治屋等）  

●安曇野食品工房 ＳＢＬ８８ からだにぜいたくヨーグルト 

・丸大食品とサッポロビールの共同開発商品 

「ＳＢＬ88乳酸菌」の効果 

 ①生きて腸まで届く 

 ②生き抜く力の強い乳酸菌 

  （一般の菌にとって過酷な体内環境でも生き抜く） 

 ③大麦に由来する植物性乳酸菌 
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株式会社ＫＳＰ－ＳＰ 

〒105-0013 東京都港区浜松町１－２－１ 一光浜松町ビル４階 

      お問合せダイヤル：03-5472-7652 

URL：http://www.ksp-sp.com/   mail：ksp-info@ksp-sp.jp 

【食品POSデータの販売・分析・活用の株式会社ＫＳＰ－ＳＰ】 

弊社は全国食品小売業約840店舗から収集したPOSデータをメーカー様、卸売業様に活用いただくためのPOS情報として販売しております。 

 ＜主なご提供サービス＞ ・インターネット経由で検索・ダウンロードできる月額定額制のクラウドサービス（KSPワイド 他） 

        ・価格分析や競合分析など特定のテーマに絞って提供するPOS分析レポート 

        ・得意先様のPOSデータ活用支援を行うPOSデータ専門分析ツール（CCMC_S） 

        ・小売業様のPOSデータ開示を支援するための専門ツール（SUP-LINK） 

食品POSデータ利用体験サービス受付中！ 

 >>詳しくは弊社ＨＰへ 

食品POSデータ利用体験サービス受付中！ 

 >>詳しくは弊社ＨＰへ 

30日間無料 

-7- 

調査概要 

POSデータ： KSP-POS 月次・週次データ 

期間 ： 2012年1月～7月(月次)、2011年7月～2012年8月(週次)   

地域 /店舗数 ： 全国 週次 約750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：キリンビールホームページ   http://www.kirin.co.jp/ 

     日清食品ホームページ     http://www.nissinfoods.co.jp/ 

     アサヒビールホームページ   http://www.asahibeer.co.jp/ 

     東洋水産ホームページ    http://www.maruchan.co.jp/ 

     明治ホームページ       http://www.meiji.co.jp/ 

     朝日新聞社広告局ホームページ   http://adv.asahi.com/ 

     伯方の塩ホームページ    http://www.hakatanoshio.co.jp/ 

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

     ダノンジャパンホームページ  http://www.danone.co.jp/ 

     森永乳業株式会社      http://www.morinagamilk.co.jp/ 

     安曇野食品工房株式会社 http://www.azuminofood.jp/ 
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