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健康志向食品（明らか食品・ドリンク類）の国内市場を調査
機能性表示食品の好調により堅調な拡大が続く
―２０１９年市場見込（２０１８年比）―
■健康志向食品 １兆４,７９２億円（２.６％増）
～トクホ飲料の縮小が目立つが、好調な機能表示食品が市場をけん引～
●中性脂肪値・コレステロール値改善 １,８９５億円（４.６％増）
～分かりやすいヘルスクレームを活用する機能性表示食品が増加～
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、高単価なサプリメントの摂取には至らないものの、健康に良さそうな、あるいは、健康性がプラスされている
食品を日常に取り入れようとする消費者意識の高まりを受けて拡大を続けている健康志向食品（明らか食品・ドリ
ンク類）の国内市場を調査した。その結果を「H・B フーズマーケティング便覧 2020 No.1 健康志向食品編」にま
とめた。
この調査では健康志向食品を生活習慣病予防、整腸効果、滋養・強壮、免疫賦活作用などの訴求効能別や、成分
別に分類し、市場の現状を調査した。
※健康志向食品：健康（Health）や美容（Beauty）に良いというコンセプトをもった商品（Ｈ・Ｂフーズ）のうち、
一般加工食品に健康や美容に良いという成分を添加、強化した食品と飲料（明らか食品とドリンク類）

＜調査結果の概要＞
■健康志向食品（明らか食品・ドリンク類）市場
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２０１８年は記録的な猛暑を追い風にエナジードリンクや熱中症対策商品、パウチゼリー飲料など健康要素と
止渇性を兼ね備えた商品が大きく伸びたほか、スポーツサポートのプロテインドリンクがヒット商品となり市場
は活性化した。しかし、特定保健用食品として許可された飲料（トクホ飲料）の落ち込みや機能系ヨーグルトの停
滞により生活習慣病予防などが縮小したことから、市場は２０１７年比１.３％増にとどまった。
２０１９年はトクホ飲料が引き続き縮小しているのに加え、需要開拓の一巡およびブームの沈静化により乳酸
菌配合の機能性表示食品がマイナスに転じるなど、発売から数年が経過した機能性表示食品で苦戦するケースも
みられる。しかし、中性脂肪値・コレステロール値改善訴求のトマトジュースの続伸やノンアルコールビールの再
活況、認知機能サポートや睡眠サポートなど需要開拓が期待されるカテゴリーでの商品投入の活発化などもあり

機能性表示食品全体では二桁増が見込まれる。また、エナジードリンクやプロテイン商品も引き続き好調なため、
２０１９年の健康志向食品市場は２０１８年比２.６％増が見込まれる。
２０１９年は明らか食品が４,７０８億円、ドリンク類が１兆８４億円となる見込であり、２０１８年に比べド
リンク類の構成比が僅かに高まるとみられる。明らか食品は機能系ヨーグルトなどが苦戦しているが、脂肪対策訴
求や抗酸化・抗加齢訴求のチョコレート、喉の不快感除去の喉飴などが伸びている。ドリンク類はヨーグルトブー
ムの沈静化から整腸効果訴求のドリンクヨーグルトや乳酸菌飲料が縮小しているものの、エナジードリンクやプ
ロテインドリンクが大幅に伸びているほか、脂肪対策訴求を中心に茶系飲料やドリンクヨーグルトの機能性表示
食品の新商品発売が続いており好調である。
＜注目市場＞
●中性脂肪値・コレステロール値改善
明らか食品
ドリンク類
合 計

２０１８年
１７３億円
１,６３９億円

２０１９年見込
１７６億円
１,７１９億円

２０１８年比
１０１.７％
１０４.９％

１,８１２億円

１,８９５億円

１０４.６％

“血中中性脂肪や体脂肪が気になる方に”
“コレステロールが高めの方に”などをヘルスクレームとする特定保
健用食品、
“体脂肪を減らす”などをヘルスクレームとする機能性表示食品が市場の中核を占めている。
２０１８年はトマトジュースや乳酸菌配合商品、ビネガードリンクの前年に引き続いての好調、また、茶系飲料
の新商品発売などがあったものの、既存のトクホ飲料の落ち込みなどにより、市場は大きく縮小した。
２０１９年はトクホ飲料の不振、また、乳酸菌配合商品の低調な推移が続いている。しかし、トマトジュースや
ビネガードリンクの好調やノンアルコールビールの機能性表示食品の発売、大型茶系ブランドの機能性表示食品
へのリニューアルなどにより、２０１８年比４.６％増の１,８９５億円が見込まれる。
トクホ飲料は機能性表示食品の台頭により需要が奪われ、近年は苦戦している。一方、機能性表示食品は消費者
ニーズに対応した、具体的で分かりやすいヘルスクレームが可能なことにより大きく伸びている。２０１９年に
は、原料素材由来の成分を関与成分とした新奇性の高い商品も発売されており、新たな需要開拓による今後の伸び
が期待される。
●認知機能サポート
明らか食品
ドリンク類
合 計

２０１８年
１１億円
僅少

２０１９年見込
１０億円
７億円

２０１８年比
９０.９％
－

１１億円

１８億円

１６３.６％

※市場データは四捨五入している

“記憶力の維持”
“記憶をサポート”など認知機能を訴求したイチョウ葉やＤＨＡ・ＥＰＡなどを関与成分とす
る商品を対象とする。
２０１５年に機能性表示食品制度がスタートし、
“記憶力の維持”など認知機能をサポートする明確な機能の訴
求が表示できるようになり、２０１６年には水産缶詰、鮭フレーク、レトルトスープが発売され、２０１７年には
ガム商品などの積極的なプロモーション活動が奏功し、市場は拡大した。
２０１８年は水産缶詰、鮭フレークなどが終売となったため市場は横ばいであったが、２０１９年は大手飲料メ
ーカーの新ブランド投入により、市場は拡大が見込まれる。
従来は中高年層向けの商品が大部分であったが、現在は“事務作業や計算作業の効率維持”の訴求で比較的若
い世代もターゲットとなっており、新たな需要を獲得することによる市場拡大が期待される。
●ストレス緩和・睡眠サポート
明らか食品
ドリンク類
合 計

２０１８年
４０億円
１３億円

２０１９年見込
４３億円
４３億円

２０１８年比
１０７.５％
３.３倍

５３億円

８６億円

１６２.３％

本件に関するお問合せ：広報課 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）

ＧＡＢＡ、テアニン、乳酸菌類などを関与成分とし、ストレスの改善・低減、睡眠の質の向上・改善などを訴求
した商品を対象とする。
２０１５年に機能性表示食品制度がスタートし、明確な機能を表示した商品が発売されたことにより、２０１６
年、２０１７年の市場は大幅に拡大した。しかし、２０１８年は前年、前々年に発売された商品の多くが苦戦した
ため、市場は２０１７年比３.６％減となった。
２０１９年は、明らか食品ではチョコレート以外の商品が苦戦しているものの、ドリンク類を中心に睡眠訴求の
新商品の発売が相次いでおり再び市場が活性化していることから、
市場は２０１８年比６２.３％増が見込まれる。
ストレスや睡眠を気にする消費者は多いため今後も市場拡大は続くとみられる。

＜調査対象＞
1．滋養・強壮
2．肝機能改善
3．美容効果
4．整腸効果
5．ダイエット

6．スポーツサポート
7．生活習慣病予防

8．抗酸化・抗加齢
9．血行促進
10．免疫賦活作用
11．栄養バランス
12．骨・関節・筋肉サポート
13．覚醒効果
14．貧血予防・改善
15．喉の不快感除去
16．オーラルケア
17．アイケア
18．マルチバランス
19．ホルモンバランス
20．ストレス緩和・睡眠サポート
21．グリーンチャージ

健康志向食品【明らか食品、ドリンク類】
ビタミン、高麗人参、ローヤルゼリー、マカ、その他
ウコン、肝臓エキス、オルニチン、カキ肉エキス、その他
コラーゲン、プロテオグリカン、プラセンタ、セラミド、その他
食物繊維、プルーン、オリゴ糖、ビフィズス菌、乳酸菌、アロエ、乳酸菌・
ビフィズス菌複合、その他
a 食事代替ダイエット（食事型カロリー調整食品＜セットタイプ＞）
b 抑制系／燃焼系ダイエット
c その他（食物繊維・マンナン、新甘味料、その他）
プロテイン、アミノ酸、その他
a 中性脂肪値・コレステロール値改善（難消化性デキストリン、乳酸菌類、
茶カテキン、ウーロン茶重合ポリフェノール、黒酢・香醋、ＤＨＡ・ＥＰ
Ａ、大豆たんぱく質、植物ステロール、中鎖脂肪酸、グロビン蛋白分解
物、その他）
b 血糖値改善（難消化性デキストリン、グァバ葉ポリフェノール、大麦β-グルカ
ン、その他）
c 高血圧予防（ゴマペプチド、ＧＡＢＡ、ラクトトリペプチド、トマト酢、α-リノレ
ン酸、その他）
d 認知機能サポート（イチョウ葉、その他）
e その他（黒酢・香醋、コエンザイムＱ１０、乳酸菌類、もろみ酢、その他）
カカオポリフェノール
生姜、モノグルコシルヘスペリジン、その他
甜茶、プロポリス、乳酸菌類、その他
栄養バランス食品
カルシウム、グルコサミン、大豆イソフラボン、その他
カフェイン、その他
ヘム鉄、非ヘム鉄
複合、ハーブ・ミント系、メントール系
キシリトール、ユーカリ抽出物、リカルデント、乳酸菌類、クロロフィル
系、ハーブ・ミント系、フラボノ系、その他
ブルーベリー、ルテイン、その他
ビタミンＣ・Ｂ群、マルチビタミン、その他
大豆イソフラボン、ザクロ、その他
ＧＡＢＡ、テアニン、その他
青汁、ミドリムシ（ユーグレナ）

＜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＞
本件に関するお問合せ：広報課 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）

２０１９年７月～９月
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＊富士経済Ｈ・Ｂフーズの定義
Ｈ・Ｂフーズは、健康（Health）維持増進・回復目的や美容（Beauty）目的で飲食する食品。即ち、何らかの効能・効果（機能性）を期待できる食品、および、期待されるイメ
ージをもつ食品。法的区分上、医薬品・医薬部外品扱いのものは対象としない。
＊同Ｈ・Ｂフーズの分類
全体を健康志向食品と機能志向食品の２分野に分けた。健康志向食品は機能よりも味覚を重視した、一般加工食品との競合が予想される商品。機能志向食品は味覚よ
り機能を重視した、一般用医薬品との競合が予想される商品｡
さらにこの２分野を以下のように４つに区分した｡
（１）健康志向食品（「Ｈ・Ｂフーズマーケティング便覧 Ｎｏ.１」に掲載）
●明らか食品：一般加工食品と呼ばれる「通常の形態をした、日常的に食べられる食品」に機能成分を添加、強化して、商品の機能性を訴求する食品群を対象とした。
●ドリンク類：明らか食品のうち飲料分野に属するものは、（医薬品／新・医薬部外品のドリンク剤と区分するために）本調査では「ドリンク類」と呼称する。
（２）機能志向食品（「Ｈ・Ｂフーズマーケティング便覧 Ｎｏ.２」に掲載）
●サプリメント：（財）日本健康・栄養食品協会で定めるＪＨＦＡ規格品に加え、規格外の健康食品でも違法性が明らかな成分を使用していないものも対象とした。
●シリーズサプリメント：サプリメントのうちビタミン・ミネラル類などのアイテムを各種取り揃えたシリーズ展開の健康食品（剤型は医薬品的形状が主体）を「シリーズサ
プリメント」と呼称する。
＊「保健機能食品」とＨ・Ｂフーズの関係
特定保健用食品は、何らかの機能性（特定保健目的）を有しているため全てＨ・Ｂフーズの対象に含め、栄養機能食品は、機能性を訴求している商品のみをＨ・Ｂフーズ
の対象とした。また、機能性表示食品は加工食品のみを H・B フーズの対象とし、生鮮食品は対象外とした。

本件に関するお問合せ：広報課 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：koho@fk-m.co.jp）

