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■事業目的 

株式会社電通は、2009年度から農林水産省の米粉の消費拡大事業を約4年間取り組まさせて
いただいた結果、米粉に関する多くの企業とのネットワーク、販売ノウハウ、ＰＲノウハウ、マーケット
データ等を蓄積して参りました。そして幾つかの企業からも、売れる米粉商品のアイデアや流通企
業との橋渡し等の相談を受けるようになりました。 
そして、これまでの米粉に関するマーケティング資産を基盤に、本事業を通じて米粉の消費拡大
を実現させたいという目的のもと、2013年度の米粉消費拡大事業を推進してまいりました。 

■事業内容 

消費拡大促進対策 

2013年度の米粉消費拡大事業では、以下の施策案の提案を行い、活動を行ってまいりました。 

・主婦誌と連携した消費者モニター調査による、米粉に対する消費者 
   ニーズの掘り起しと情報発信等 
・需要開拓のための市場調査 

商談会等の開催 

商談会、セミナーによる米粉商品メニューのプロモート 

消費拡大促進フェア等の開催 

・店頭での米粉商品の試食販売およびツールの配布 
・販促ツールの制作・提供 
・消費者向け試食フェア 

平成25年度 
日本の食を広げるプロジェクト事業のうち 

消費拡大全国展開事業 
 

米粉の消費拡大事業 
報告書 

株式会社電通 
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■掲載時期 平成25年８月～平成26年２月 

主婦誌の読者モニターを活用し、①のテーマを“消費者視点”で探る消費者
調査を実施。魅力と感じる米粉の特徴、味、現状の商品・メニューにする改
善点等の掘り起しを行う。また、主婦誌やＷＥＢにて継続して掲載を行う。 

■予定していた施策 

■施策目的 

主婦誌と連携して、米粉読者モニターによる、①と共通したテーマで、消費者視点で魅力的に感
じる米粉の特徴、味、現状の商品・メニューに対する改善点等を掘り起しを行う。また、主婦誌で
継続して掲載し、一般消費者向けにも情報を発信することで、米粉に対する理解促進を図る。 

■施策内容 

■想定紙 オレンジページ （発行部数：約38万部、読者：主婦層、発行：月２回） 

■実施回数 ３～５回、４色カラー（延べ８ページ）を予定 

■協力企業 オレンジページ株式会社 等 

■施策内容 

第１回 株式会社イトーヨーカ堂、株式会社ヒガシマル 等多数企業 
第２回 株式会社ヒガシマル、株式会社ベジテック 
第３回 カルビー株式会社 
第４回 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 
第５回 ネピュレ株式会社、株式会社サカガミ、千葉製粉株式会社 等 

■モニター調査内容 

・第1回キックオフ座談会・・・既存の米粉商品試食を実施。 
・第2回テーマ「麺」・・・米粉入りちゃーめんサラダの試食を行い、商品開発の参考とした。 
・第3回テーマ「スナック」・・・米粉スナックの試食を行い、商品開発の参考とした。 
・第4回テーマ「健康」・・・米粉玄米パスタの試食を行い、商品開発の参考とした。 
・第5回テーマ「惣菜」・・・米粉を使用した惣菜の試食を行い、商品開発の参考とした。 

主婦向け雑誌「オレンジページ」の読者より、モニターを公募。選ばれた12名
（６名２チーム）を対象に、商品モニタリングや米粉と消費者の関係・実態を
調査。キックオフ会を含め、全５回開催。掲載は 

■実施時期 第１回 平成25年10月16日（水） 13：30～16：00 参加者12名  
第２回 平成25年11月28日（木） 12：30～14：30 参加者６名 
第３回 平成25年12月4日（水） 12：30～14：30 参加者６名 
第４回 平成25年12月12日（木） 12：30～14：30 参加者６名 
第５回 平成26年1月28日（火） 12：30～14：30 参加者６名 

■参加企業 

■実施場所 株式会社オレンジページ 東京都港区新橋4-11-1 ＴＫ新橋ビル5Ｆ 
オレンジページサロンにて開催（全5回） 

主婦誌と連携した消費者モニター調査による、米粉に対する消費者ニーズの掘り起しと情報発信 

■実施内容 
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主婦誌と連携した消費者モニター調査による、米粉に対する消費者ニーズの掘り起しと情報発信 

■実施の様子 

読者モニター12名に、米粉及び小麦粉の商品・メニューを食べ比べていただき、味・食感など
の評価や、米粉商品に対する意見・感想を収集。また、米粉に対する知識や意識、調理経験
の有無や調理頻度などの米粉に対する意識調査も実施。 

参考資料 
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需要開拓のための市場調査 

■施策目的 

米粉需要が減少する中、消費拡大のポイントを探るべく、国内の米粉市場全体の動向を把握する
ための調査、および、海外の小麦アレルギーマーケット開拓のための海外米粉市場調査を実施。 

■事業内容 

調査①：生活者消費動向調査（インターネット調査） 
調査②：加工/流通企業の動向調査（企業訪問調査） 

国内市場調査 

海外市場調査 

調査①：生活者消費動向調査（インターネット調査） 
調査②：食品・健康メーカー、流通メーカーのバイヤー 
           に対するヒアリング調査（面接調査） 
 
実施国：３カ国（アメリカ、イギリス、ドイツ） 

国内/海外市場ともに、生活者（一般消費者）に対しては定量調査を実施し、米粉に関する意識
や傾向を探った。また、米粉関係の企業等に対しては定性調査を実施し、米粉の市場動向や課
題・問題点および改善ポイント等を探った。 

【追加】 
調査③：米粉商品・メニューの試食調査 
       １）ジャパンフードフェスタ2013 
       ２）オレペ大感謝まつり2013 

http://1.bp.blogspot.com/-KLdd3z1xfnk/Uab3imcZAAI/AAAAAAAAUOM/4p-XzEeYRQo/s800/family_big.png
http://4.bp.blogspot.com/-KrUzYQ8gXZM/Uab3i7AGGzI/AAAAAAAAUOQ/7AfYNXr4PHo/s800/family_foreigner.png


消費拡大促進対策 

4 

需要開拓のための市場調査 

■国内調査結果まとめ 

まとめ①：米粉（全般）の消費実態と抱える課題 

・ 「安いもの」、「国産のもの」、「安心/安全なもの」を特に重視 
・ 次いで、「カロリー」、「手軽さ」、「高品質」などを重視（アレルギーなどは重視されていない） 

・ 認知や喫食割合は高いものの、持続的な消費が見られず単発で終わってしまっている可能性 
・ 米粉パンなど多くの人が消費・喫食しており、高く浸透しているものもあれば、米粉麺などのよう 
 に低い浸透しかできていないもの、唐揚げや餃子のようにほぼ浸透できていなものなど商品に 
 よってバラツキがある・ 購入理由としては、「もちもちとした食感」や「健康的なイメージ」などが 
 挙げられるものの、非購入理由としては、 「どこに置いてあるか分からな い」や「売っていない」 
 など米粉の機能に起因するもの以外が挙げられた。 

②米粉全般 

①食全般 

日常消費および 
家庭内調理に 

浸透・定着していない 

商品によって定着度に 
バラツキがある 

マーケティングや 
プロモーションの不足 

仮説 

依然、浸透しきれていない商品群から 
成功事例を創出することで、市場を牽引し 

日常消費・家庭内調理への定着底上げが図れるのではないか 

課題１ 課題２ 課題３ 

生活者消費動向調査の結果より 

参考資料 
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需要開拓のための市場調査 

まとめ②：各商品試食後の消費意向と米粉の可能性 

・ 75%が「米粉」の方が「美味しい」 
・ 「週に１回以上、喫食したいと考えている 
   割合は44.29% 
・ 特にこれまで普通の唐揚げを喫していない 
   層が、喫食意向を示す 
・ 中でも10代・40代は高頻度購入者の可能性 

結論（米粉の可能性） 

各商品、「美味しさ」などの評価は非常に高く、かつ今後の喫食意
向も高いと考えられることから、店頭での訴求、特に試食を繰り返
し行うことで、日常消費および家庭内調理への定着を図れる可能
性があると考えられる。 

・ 約90%が「美味しい」と感じており、なかでも  
   57.04%は「とても美味しい」と強く支持 
・ 約90%がヘルシーであると認識 
・ 特に60代はヘルシーだと強く感じる傾向 
・ 48.49%が「週に１回以上」の喫食意向を示す 

・ 45.43%が「週に１回以上」喫食したいと 
   考えている 
・ 特にこれまでスナック菓子を 
  「喫食していない」層と「週に3～4回喫食して 
  いた高頻度層が喫食意向を示す 
・ 59.24％がのり塩を好む 

・ 喫食シーンは「おやつ」・「TV視聴時」 
・ 「味」に対しては約80%が「美味しい」と支持 
・ 「食感」は約90%が「良い」と回答。特に10代 
  は約70%が「非常に良い」と強く支持 
・ 「大きさ」は約90%が「良い」と支持 
・ 喫食意向は「月に１～2回」が多いが10代は 
  約40%が「週に１回以上」の喫食を意向 

・ 約93%が「美味しい」と評価。そのうち 
  約47.64%は「とても美味しい」と高評価 
・ 特に若年層の支持が高い傾向 
・ 約90%が「ヘルシー」であると認識 
・ ダイエット食材としては約45%が高頻度での 
  利用を想定 

・ 非認知者の約50%強が「多分購入する」と支持 
・ 約80%が「美味しい」と評価するなか、60代 
  は約83.33%が「美味しい」と強く支持 
・ 約50%～70%が「200円未満」を希望 
・ 20代・40代・50代・60代は飲食店でも 
  購入可能性が高い 

唐揚げ 

玄米スープパスタ 

スナック 

スナック 

発芽玄米パスタ 

フレッシュサラダ麺 

①ジャパンフードフェスタ結果より ②オレペ大感謝祭り結果より 

■国内調査結果まとめ 

参考資料 
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需要開拓のための市場調査 

■海外調査結果まとめ 

小麦アレルギー関与消費者の間では既に「米粉」は普及している。 

•「米粉」認知はどの国も高い。 （米93％英96％独91％） 

•「米粉」利用率は過半以上。  （米80％英68％独64％） 

•「米粉」利用継続率も高い。 （米88％英84％独75％） 

使い始めれば継続利用はされやすい商材。ただし、以下の機会損失がある。 

•米粉を知っていながら利用していない人の存在（米20％英32％独36％） 

•少ないながら存在する米粉利用中止者の存在（米10％11％独16％） 

まとめ①海外の米粉消費者動向 

「店頭でたまたま見かけた」 

•米英→スーパー 
•米独→オーガニック専門店 

•認知しているけど利用していない人 
•利用していたけれど中止した人 

手にいれにくく、他に代替品がある 

イギリスのヒアリング店では扱っておらず 

（理由） 

•そば由来 
•アーモンド由来 
•オオムギ由来 

•ジャガイモ粉由来 
•大豆由来 
•トウモロコシ粉由来など 

流通が扱うグルテンフリー商品 

店頭依存率 
が高い市場 

米粉の普及状況 

•アレルギー対応商品市場は有望 
•ただし、いまのところ流通にとって「米粉」は数あるグルテンフリーのひとつ 

認知ルート 

米粉商品の流通評価 

米粉の認知ルートとしては、店頭依存が非常に高い。 

が最も高い結果となった。 

海外において、アレルギー市場は有望だが、競合も多い。 

参考資料 
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需要開拓のための市場調査 

■海外調査結果まとめ 

まとめ②海外の米粉消費者意識と実態 

「グルテンフリー」 

•小麦アレルギー源除去食として 
•ドイツでは「油を吸わない低カロリー」という文脈でも評価 

• 「小麦＝不健康」という文脈があり、アレルギー保持者だけ
でなく、オーガニック嗜好層にも支持される 

•粉そのもの（米83％英85％独73％） 

•パン・ヌードル・おかし 

他アレルギー対応商品から 
米粉が有望となりえそうな商品 

•米：パスタ・クラッカー・炭酸飲料・シリアル 
•英：ヨーグルト/クリーム風・シリアル 
•独：シリアル・缶詰などの調理品 

•３カ国とも、「米粉」の味イメージが高くない 
•悪い意味で、一般食品と味が違う（ドイツ） 

機能やイメージという点では高い評価。ただし、味の評価は低い。 

特徴把握（利用理由） 

加工品よりも米粉そのものが売れている。また、有望な商品も見られる。 

米粉で売れている商品 

米粉の味について 

小麦粉へのイメージ 

米粉のポジション 

現在、売れている米粉商品 

参考資料 
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需要開拓のための市場調査 

現状「米粉」は手にいれにくく、 
他の小麦アレルギー対応商品も充分にある。 

THREAT 
脅威 

まとめ③海外米粉市場への参入のヒント 

■海外調査結果まとめ 

市場参入のFINDINGS① 

・流通に配架されることが大前提 
・米粉としての差別化を見出す必要がある 
・（既存の現地米粉商品との差別化も必要） 

市場参入のFINDINGS② 

既存米粉商品のチャンスロス 

対アレルギーだけでなく、オーガニックや健康食品市場の 
「機能性食材」としても期待されている。 

OPPORTUNITY 
機会 

・アレルギー者対応だけでなく、より汎用的 
 な機能性食材として 
・一方、機能性ゆえの「味」期待の薄さも 

広いベネフィットを得るチャンス 

参考資料 
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需要開拓のための市場調査 

まとめ④今後の海外市場開拓に向けて 

■海外調査結果まとめ 

 いま「米粉」を使っている人に 

☆さらに買い求めやすくするための流通開拓と価格設定 

•小麦利用商品と同程度の価格が希望されている 

米粉未経験者にこれから拡げていくには 

☆既存の「米粉」商品との差別化 （商品特性上の差別化・バリエーションの差別化） 

☆他グルテンフリー商品との差別化 

米：料理の使いやすさ・味 
英：料理の使いやすさ・味・買い求めやすさ 
独：料理の使いやすさ・味・買い求めやすさ 

→単なるアレルゲン除去食品だけでなく、 
 一般食としての優位性を流通にアピール 

米粉購入時重視点 

プロモーション上の攻略点では 

☆口コミや試食機会など、店頭前の接触機会の確保 
☆他グルテンフリーの違いを単なる「機能性食材」を越えたところで訴求（特に味） 

各国カスタマイズ 

アメリカ 

イギリス 

ドイツ 

•流通対策はスーパーとオーガニック食品専門店を重点的に開拓 
•SNSなどの口コミ施策は有効 

•流通対策はスーパーを重点的に開拓 

•流通対策はスーパーとオーガニック食品専門店を重点的に開拓 
•日本人の感覚と比較すると、料理への本格度が低いので、調理の敷居は低めに設定 
•医療機関の認定など、認証制度の活用 

Ex: 日本米由来の優位性を謳う 

参考資料 


