


よつ葉北海道十勝 チーズ フルリニューアルのご案内
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※インテージSRI＋ チーズ市場（全業態）19年（4－3月累）～21年度 拡大推計規模（金額）1×1,000

チーズ市場

21年度、国内チーズ市場はコロナ特需の反動で前年割れ

よつ葉チーズは市場が苦戦する中、２桁増で伸長中！

2



よつ葉北海道十勝 好評理由

大手メーカー以上の「品質」に対する高い評価を獲得！

「産地明記・国産原料・食品添加物の使用量の低さ」が支持のカギ。
圧倒的な「高級感」こそが『よつ葉北海道十勝』の価値。
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※データソース：自社調べ（20代～60代の週に1回以上チーズを使用する１都３県男女120名）2021年2月実施



よつ葉北海道十勝 現状課題①

高い品質評価を受けるも、パッケージから「北海道原料使用」「メーカー名」が

伝わっていないことが判明。
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※データソース：自社調べ（20代～60代の週に1回以上チーズを使用する１都３県男女120名）2021年2月実施



よつ葉北海道十勝 現状課題①

現状のパッケージは、商品ごとに異なるデザイン・ロゴ配置。
北海道十勝産が目立っていない。

「北海道十勝」のロゴ・デザインを統一することで
北海道十勝産を強調し、評価ポイントをわかりやすく伝達する必要がある。
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よつ葉北海道十勝 課題①の解決 新パッケージ一覧

「よつ葉＝高級感のあるチーズ」という価値を活かし、
シックな色調で品質の高さを感じるデザインに統一！

商品パッケージ・ロゴの配置を統一し
「北海道十勝」産がわかりやすいデザインに生まれ変わります！
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デザイン統一により売場での群訴求を強化、よりお客様にアプローチできるよう改良！



※マクロミルQPR 21年度（4－3月累）全業態 メーカー別 間口奥行き分析データ

よつ葉北海道十勝 現状課題②

よつ葉北海道十勝チーズのもう１つの課題は「認知率」の低さ。

間口の拡大はブランド全体の課題。

よつ葉北海道十勝
（ブランド認知）
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メーカー別チーズ商品群 間口・奥行分析



課題② 解決に向けたプロモーション施策

■エリア：関東/北海道
■期 間：10/1～1ヵ月予定
■出稿量：2,000GRP予定

■エリア：関東/関西
■期 間：10/3～10/30予定

■エリア：全国
■期 間：10月を予定
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認知拡大のため、ブランド全体でのプロモーションを展開！
発売時よりテレビ広告・WEBキャンペーンを実施しトライアル喚起します！

※プロモーション内容の詳細は変更になる場合がございます。

企画修正中

■エリア：全国
■期 間：11月～1月

シュレッド
増量

キャンペーン
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シュレッドチーズ増量キャンペーン

昨年度、好評の「シュレッドチーズ増量キャンペーン」を11/1～実施！
発売後の継続したトライアル＆リピート喚起を促します！

対象商品

よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

濃厚ｺｸ旨ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
130g

よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

濃厚ｺｸ旨ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
200g

よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

贅沢ﾓｯﾂｧﾚﾗﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
120g

画像 画像制作中 画像制作中 画像制作中

増量量 ＋20g
合計150g

＋30g
合計230g

＋20g
合計140g

JAN 既存JAN継続

販売価格 据え置き

※商品概要詳細はP18をご確認ください。

実施期間：2022年11月11日～2023年1月末までを予定

前年比
拡大推計
規模金額

アイテム販売店
あたり販売金額

販売店率

よつ葉シュレッド
チーズ計 147.5％ 128.1％ 115.1％

※シュレッドチーズ市場計（規模金額）同期間前年比97％

※マクロミルQPR トライアル＆リピート率（トライアル率 週別推移）

2021年10月～3月累 実施結果



※インテージSRI＋ SM業態のみ 21年度（4-3月累）シュレッドチーズブランド計 アイテム販売店あたり販売金額×販売店率×拡大推計規模金額 プロット図

よつ葉のシュレッドチーズは、競合大手A・Cよりも店当たり販売金額が高い商品。
競合Bにおいては、２倍の回転金額。

差し替え・品揃えとして配置することでシュレッドチーズ全体の売り上げUPに貢献できます！

シュレッドチーズ 競合比較
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クリームチーズ 競合比較

カップ入りクリームチーズ競合比較すると、よつ葉クリームチーズは最も店当たり販売金額が高い。
競合大手A・B商品との差し替え・品揃え増でクリームチーズ全体の売り上げUPに貢献します！

※インテージSRI＋ SM業態のみ 21年度（4-3月累）クリームチーズ アイテム販売店あたり販売金額×販売店率×拡大推計規模金額 プロット図

11



カマンベールチーズ 競合比較

21年度白カビチーズはコロナ特需の裏返しで前年割れも、長期的には今後も伸長傾向予測。
主要ブランドA・Cの前年割れをカバーすべく、国産カマンベールチーズの品揃え強化を提案します。
「大人のカマン＆ブルー」は類似品もなく、各社前年割れであった21年度も大きく伸長した商品です。

※インテージSRI＋ SM業態のみ 21年度（4-3月累）白カビチーズ計 拡大推計規模金額（1×1.000）前年比

よつ葉カマンベール成長要因

「大人のカマンベール＆ブルー」
21年度前年比152％！！

他社にないブルーチーズとの組み合わせがヒット！
日本人に合ったクセの少ないブルーチーズが

カマンベールにほどよい
アクセントを効かせています。
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「北海道十勝 ひとくちチーズ仕立て」 商品特徴

NEW

●北海道十勝産チェダーチーズ100%使用。（ナチュラルチーズに占める割合）

●日本人に人気の、しっとりなめらか食感を実現。

●親子で「パクっ」と、そのままおやつとしても食べられる便利な個包装タイプ。

1個当たり10gで、料理に使う際の計量も簡単！

チェダーチーズの本格的な味を、食べやすいプロセスチーズで実現した一品。
特別なシーンを彩る、こだわりチーズとしても、普段使いのチーズとしても最適◎
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RENEWAL

●冷蔵庫から取り出してスッとぬるだけで
朝のパンメニューが広がります。

●カマンベールチーズ入りのカマンベール配合割合14％➡15％
※（ナチュラルチーズに占める割合）

●朝メニューが思い浮かばずにお困りのお母さんに、
メニューを思いついていただけるシズル画像をパッケージに
追加。栄養バランスが取れるピザトースト（トマト＆バジル）、
断面が映えやすいサンドイッチ（マスタード）を提案し、
お母さんのお悩みに対応します。

※2019年1月当社実施WEB調査 30代～40代女性有職者 チーズとパンを食べる習慣がある（n=405）

「北海道十勝 チーズペースト」 リニューアル商品特徴

従来品よりさらに「ぬりやすい、やわらかさ」に改良！
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よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

濃厚ｺｸ旨ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 130g

よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

濃厚ｺｸ旨ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 200g

よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

贅沢ﾓｯﾂｧﾚﾗﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 120g

よつ葉北海道十勝
ひとくちチーズ仕立て

90g

画像

種類別 ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ プロセスチーズ

成分規格 - - - -

原材料名
ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ（北海道製
造）、バター（北海道製造）

／乳化剤

内容量 130g 200g 120g 90g

容器形態/ケース重量 プラスチック袋／1.9kg プラスチック袋／2.8kg プラスチック袋／1.8kg 紙箱／1.3kg

商品サイズ (W)150×(D)205×(H)15mm (W)150×(D)225×(H)18mm (W)150×(D)205×(H)15mm (W)85×(D)130×(H)19mm

保存方法 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下）

荷姿 ダンボール／12個入 ダンボール／12個入 ダンボール／12個入 化粧箱／12個入

賞味期限 90日間（製造日を除く） 90日間（製造日を除く） 90日間（製造日を除く） 270日間（製造日を除く）

JANコード 4908013 20961 7 4908013 20960 0 4908013 20959 4 4908013 20963 1

希望小売価格 398円 598円 398円 340円

発売日/発売期間
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年

商品概要（シリーズ）
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NEW
容量変更
220→200



よつ葉北海道十勝
カマンベールチーズ 90g

よつ葉北海道十勝
大人のカマンベール＆ブルー

90g

よつ葉北海道十勝
おつまみチーズ チェダー

30g

よつ葉北海道十勝
おつまみチーズ ゴーダ 30g

画像

種類別 ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ

成分規格 - - - -

原材料名 生乳（北海道産）、食塩 生乳（北海道産）、食塩
ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ
（北海道製造）

内容量 90g 90g 30g 30g

容器形態/ケース重量
フィルム、プラスチックカッ
プ、フタ、紙カートン／1.6kg

フィルム、プラスチックカッ
プ、フタ、紙カートン／0.8 

kg
プラスチック袋／0.6kg プラスチック袋／0.6kg

商品サイズ (W)97×(D)97×(H)35mm (W)97×(D)97×(H)35mm (W)110×(D)56×(H)150mm (W)110×(D)56×(H)150mm

保存方法 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下）

荷姿 ダンボール／12個入 ダンボール／6個入 ダンボール／12個入 ダンボール／12個入

賞味期限 180日間（製造日を除く） 120日間（製造日を除く） 120日間（製造日を除く） 120日間（製造日を除く）

JANコード 4908013 14630 1 4908013 14631 8 4908013 20965 5 4908013 20966 2

希望小売価格 450円 498円 183円 183円

発売日/発売期間
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年

商品概要（シリーズ）
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よつ葉北海道十勝
なめらかクリームチーズ 100g

よつ葉北海道十勝
チーズペースト《カマンベール

チーズ入り》100g

よつ葉北海道十勝
チーズペースト

《マスタード》100g

よつ葉北海道十勝
チーズペースト

《トマト＆バジル》100g

画像

種類別 ナチュラルチーズ チーズフード チーズフード チーズフード

成分規格 -
無脂乳固形分 17.4%、

乳脂肪分 19.9%

無脂乳固形分 15.4%、乳脂肪分 19.3%、
乳脂肪分以外の脂肪分 0.8%、乳たんぱ
く質以外のたんぱく質 0.5%、乳糖以外

の炭水化物 0.4%

無脂乳固形分 15.4%、乳脂肪分 18.3%、
乳脂肪分以外の脂肪分 0.1%、乳たんぱ
く質以外のたんぱく質 0.3%、乳糖以外

の炭水化物 1.9%

原材料名
生乳（北海道産）、バターミルク（北

海道製造）、食塩

ナチュラルチーズ(北海道製造）、バ
ター（北海道製造）、脱脂粉乳（北海

道製造）／乳化剤

ナチュラルチーズ（北海道製造）、マ
スタード（小麦・大豆・豚肉・りんご
を含む）、バター（北海道製造）、醸
造酢／乳化剤、調味料（アミノ酸等）、

香辛料

ナチュラルチーズ(北海道製造）、オ
ニオンソテー（大豆を含む）、ドライ
トマトエキス、バター（北海道製造）、
トマトパウダー、食塩／乳化剤、調味
料（アミノ酸等）、酸味料、香辛料

内容量 100g 100g 100g 100g

容器形態/ケース重量
プラスチック容器、アルミフタ、

オーバーキャップ／0.8kg
プラスチック容器、アルミフタ、

オーバーキャップ／0.8kg
プラスチック容器、アルミフタ、

オーバーキャップ／0.8kg
プラスチック容器、アルミフタ、

オーバーキャップ／0.8kg

商品サイズ (W)72×(D)104×(H)41mm (W)72×(D)104×(H)41mm (W)72×(D)104×(H)41mm (W)72×(D)104×(H)41mm

保存方法 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下）

荷姿 ダンボール／6個入 ダンボール／6個入 ダンボール／6個入 ダンボール／6個入

賞味期限 120日間（製造日を除く） 180日間（製造日を除く） 180日間（製造日を除く） 180日間（製造日を除く）

JANコード 4908013 14632 5 4908013 14633 2 4908013 14634 9 4908013 14635 6 

希望小売価格 250円 280円 280円 280円

発売日/発売期間
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年

商品概要（シリーズ）
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よつ葉北海道十勝
チェダー 100g

よつ葉北海道十勝
ゴーダ 100g

よつ葉北海道十勝
スライスチェダー 100g

よつ葉北海道十勝
スモークチーズ 45g

よつ葉北海道十勝
チーズフォンデュ210.8g

画像

種類別 ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ プロセスチーズ ナチュラルチーズ

成分規格 - - - - -

原材料名
ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ
（北海道製造）／乳化剤

チーズ:ナチュラルチーズ
（北海道製造）
添付小麦粉:小麦粉
添付スパイス:白こしょう、
ナツメグ、
コーンパウダー

内容量 100g 100g 100g 45g 210.8g

容器形態/
ケース重量

プラスチックフィルム／
1.1kg

プラスチックフィルム／
1.1kg

プラスチックフィルム／
1.3kg

プラスチック袋／0.7kg
プラスチック袋・
紙カートン/3.2kg

商品サイズ (W)130×(D)93×(H)23mm (W)130×(D)93×(H)23mm (W)115×(D)220×(H)15mm (W)120×(D)60×(H)141mm (W)145×(D)205×(H)30mm

保存方法 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下）

荷姿 ダンボール／10個入 ボール箱／10個入 ボール箱／10個入 ボール箱／10個入 ダンボール／12個入

賞味期限 90日間 90日間 90日間 179日間 90日間

JANコード 4908013 20967 9 4908013 20968 6 4908013 20969 3 4908013 20964 8 4908013 20962 4

希望小売価格 322円 332円 387円 218円 785円

発売日/発売期間
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
自然切替（9月中目途）

通年
10/1（秋冬限定）

商品概要（シリーズ）
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JAN継続
品名コードのみ変更

よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

濃厚ｺｸ旨ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 130g＋20g

よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

濃厚ｺｸ旨ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 200g＋30g

よつ葉北海道十勝
3種のチーズ

贅沢ﾓｯﾂｧﾚﾗﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 120g＋20g

画像 画像制作中 画像制作中 画像制作中

種類別 ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ ナチュラルチーズ

成分規格 - - -

原材料名
ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ
（北海道製造）

ナチュラルチーズ
（北海道製造）

内容量 150g 230g 140g

容器形態/
ケース重量

プラスチック袋／2.1kg プラスチック袋／3.2kg プラスチック袋／2.0kg

商品サイズ (W)150×(D)215×(H)15mm (W)150×(D)240×(H)20mm (W)150×(D)215×(H)15mm

保存方法 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下） 要冷蔵（10℃以下）

荷姿 ダンボール／12個入 ダンボール／12個入 ダンボール／12個入

賞味期限 90日間（製造日を除く） 90日間（製造日を除く） 90日間（製造日を除く）

JANコード 4908013 20961 7 4908013 20960 0 4908013 20959 4

希望小売価格 398円 598円 398円

発売日/発売期間 22年11/1～23年1月末まで予定 22年11/1～23年1月末まで予定 22年11/1～23年1月末まで予定

商品概要（シリーズ） 増量キャンペーン品詳細
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キャンペーン品



2,000円 3,000円 5,000円 8,000円

画像

種類別

成分規格

原材料名

内容量

容器形態/
ケース重量

商品サイズ

保存方法

荷姿

賞味期限

JANコード

希望小売価格

発売日/発売期間

ギフト商品について
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詳細については、6/10追加発信いたします。


