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販 促カレンダー

9

季節に合わせた販促アイディアをお届け！

10

SEPTEMBER

OCTOBER

11

12

NOVEMBER

DECEMBER

1日

日本酒の日・コーヒーの日

1日

本格焼酎の日・泡盛の日

3日

妻の日

10日

缶詰の日

5日

縁結びの日

12日

明太子の日

14日 メンズバレンタインデー

12日

豆乳の日

立冬

鍋と燗の日

21日 遠距離恋愛の日

30日

30日 たまごかけごはんの日

15日

かまぼこの日・こんぶの日

6日 黒豆の日・黒酢の日
イベント

9日

手巻寿司の日
両親の日

健康増進普及月間

10日 お好み焼きの日

冬至 キャンドルナイトの日
クリスマス

1日 すしの日

21日敬老の日

お歳暮

告知期間・店頭告知例

29日洋菓子の日

26日きしめんの日

寒おろし・初しぼり新酒
干支ラベル

ワインヌーボー・芋焼酎新酒

冬至 酒風呂の日

ひやおろし

毎月末 そばの日

26 日いい風呂の日
秋の頒布会イベン
秋の頒布会イベン
ト準備 ト準備

記

念

日

コ

ラ

お正月

31日ハロウィン

ム

日本人は記念日フリーク？！
最近のトレンドから、新しい記念日の制定方法までをご紹介。
ぜひ商品の販促企画にお役立てください。

I 商品と消費者をつなぐ記念日マーケティング

お正月や節分、七夕など、昔から四季の歳時や記念日を楽し

んできた日本人。伝統的な行事に加え、
外国から伝わったクリス
マスやハロウィンなども今ではすっかり定番となっています。

Iブームの火付け役「ポッキー&プリッツの日」
最近は、地方の特産品やファッション美容関係、有名人の記

念日の新設が増えてきているようですが、こうした記念日を
使ったプロモーションの走りとなったのが、1999年に江崎グ
リコが制定した「ポッキー&プリッツの日」。毎年欠かさずキャ
ンペーンが行われ、11月11日にはポッキーやプリッツが売り
切れるお店が出るほど盛り上がりを見せています。
記念日の登録は、日本記
念日協会に申請して審査に

記念日の中には、歴史的なものだけでなく、業界団体や企業

通ればOK（※登録料が必

法人が独自に制定した「○○の日」がたくさんあります。古くは、

要）。貴社でもオリジナル

江戸時代に発案された「土用の丑の日」から、
チョコレートで想

記念日を利用して、売上

いを伝える「バレンタインデー」、
カーネーションを贈る「母の

U Pを図りませ んか？

日」まで。ストレートに感情を表現しづらい日本人にとって記念

効果的なプロモーショ

日は、普段伝えられない感謝や愛情を伝えるきっかけづくりに

ンをご提案させていた

一役買っているのかもしれません。

だきます。

アイディア通信のメルマガ配信を始めました。購読のご希望やその他の
お問い合わせは弊社担当営業または下記連絡先までお気軽にどうぞ！
高桑美術印刷株式会社営業統括部 TEL
（076）
277- 8660 ／ FAX
（076）
277- 3466

弊社既製品情報はこちら！
高桑美術印刷

検索

http://takakuwa.wave.jp/
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全国に広がる弊社営業ネットワークを活かして、日本各地の商品をご紹介 !

ご当地商品
情報

第 回︻ 静岡県 ︼
﹁ミカちゃんのおやつ﹂

三ヶ日町農業協同組合 様

39

マスコットキャラクター「ミカちゃん」で知ら
れる、静岡県浜松市北区三ヶ日町特産の温州
みかん「三ケ日みかん」。甘く、ほどよい酸味の
みかんは全国にその名を知られています。
三ヶ日町農業協同組合様では、三ケ日みか
んを使ったジュースやアイスクリーム、チーズ
ケーキ、
ミカン果汁入りの焼き肉のたれなど、
多彩な商品を取り扱っています。今回は三ヶ日
町農業協同組合様が扱う商品の中でも大人気
の、三ケ日みかんを使ったゼリー「ミカちゃんの
おやつ」をご紹介します。三ケ日みかん果汁
100％にこだわったゼリー「ミカちゃんのおや
つ」は、ゼリーでありながら生のみかんを食べ

ているようにジューシーな味。プルプルでつるんとした
食感が子どもからお年寄りまで大人気の商品です。
弊社では、
この商品のパッケージリニューアルをお手
伝いさせていただきました。従来は、ゼリーが入った箱
を透明フィルムで包むという形をとっていましたが、逆
にフィルムに入ったゼリーをパッケージに入れることで、
課題であった売り場での見栄えも向上。さらに親しみを
感じ持って帰りたくなるような手提げにしたり、安心感
を感じていただけるよう正面にはみかんの形に窓を開
け中を見せるなどの工夫を施しました。黄色いパッケー
ジのきよみゼリーの方はブランドである「三ケ日きよ
み」の名前を下げ札に入れてみかんゼリーとの効果的
な差別化を図るPOPも採用いただきました。
弊社では、お客様のお困りごとに対し、さまざまな方
向から解決策をご提案させていただきます。些細なこ
とでも構いませんので、ぜひ一度お声かけください。

ディアから包装までトータルでお手伝いさせていただ
きます。

中食利用計

専門チェーン店・ファストフード

スーパー・コンビニ・デパート

通販・デリバリー

中 食の 時 流 を と ら え た

自炊よりも安い

食 事を作る時 間を
他のことに使いたい

インスタントよりも
食事に近い

一品加えたい

色々なメニューを
楽しめる

好きな物を選べる

手間隙のかかる料理を
簡単にとれる

食事を作る時間がない

食事を作るのが面倒
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ヒット 商 品の開 発 を！

中食を利用する理由（n=572）複数回答可

（%）

／後片付けが面倒

以前にも本紙でご紹介した「中食」。お店で
購入したお弁当やお総菜などの調理済みの食
品を持ち帰って家で食べることを指します。中
食を利用する主な理由は「簡便性」が高いこと。
グラフの結果からも分かるように、食事を作っ
たり、後片付けをするのが面倒という方によく
利用されています。
しかしこの中食に頼り、買ってきた惣菜をそ
のまま食卓に並べるのは罪悪感がある、
と思わ
れる方もいるようです。最近では、その罪悪感
を払しょくしたり、盛り付けの見栄えを華やかに
する商品が多数登場しています。時間をかけず、
特別な技術も要らず、手間もかけず、それでい
て手づくり感のあるごちそうを作りたい。そん
な願いをかなえる商品を開発してみてはいか
がでしょうか？醤油やつゆなどの調味料でも、
見方を変えれば中食を利用する方に向けた商
品になるはずです。弊社では、商品開発のアイ

市場
トレンド情報

様々な事象から流行のグッズまで、時代の動向をデータから読み解く!

※上位意見を掲載。出典「楽天リサーチ株式会社『【中食】
に関する調査』
（2014）」
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