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スターバックスコーヒージャパンの
エナジードリンク市場新規ブランド戦略

静岡大学情報学部 3年

坂口雅哉
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これから発表を始めさせていただきます。 

今回はSTARBUCKS COFFEE JAPANにおけるエナジードリ

ンク市場新規ブランド戦略について考えました。 

 

 

  2 

1.定義説明

2.エナジードリンク市場概況

3.競合カテゴリの比較

4.スターバックス リフレッシャーズ発売後の状況

5.スターバックス リフレッシャーズはなぜ失敗したのか？

6.スターバックス 新規ブランド参入にあたっての提案
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まず始めに定義を説明させていただきます 
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• スターバックスとは、コーヒーストアの経営・
コーヒー及び関連商品の販売をしている会社である。

• 1971年にアメリカ・ワシントン州で開業。
1986年にテイクアウトのドリンク販売を始め、
北米全土に「シアトルスタイルカフェ・ブーム」を
起こした。

• 日本では1996年に東京銀座にて1号店を出店したことをきっかけに、
現在では1034の店舗を誇る。

• 今回はスターバックスのエナジードリンク市場新規参入における
ブランド戦略構築を考えていく。

 

スターバックスは皆様もご存じのとおりコーヒーストアの

経営販売をしている会社です。 

2014年現在、日本には1034の店舗数を誇ります。 

今回はこの実存する会社においてのブランド戦略を分析い

たしました。 
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種別 規制法 販売店規制 効果・効能 商品例

医薬品 薬事法 薬局・薬店 治療・予防 ユンケル

医薬部外品 薬事法 規制なし 穏やかな作用 リポビタンD

清涼飲料水 食品衛生法 規制なし あまりない レッドブル

エナジードリンクは「清涼飲料水」に属する

※薬事法より、医薬部外品のような効能をはっきりと
表示するといったことが不可能である…
「知らない自分に、火をつける。」「翼を授ける」
というような表現を使用しているのが特徴のひとつ

(表1)栄養ドリンクとエナジードリンクの違いについて

 

ではエナジードリンクとはどういうものでしょうか。具体的

な商品名をあげると、レットブルやモンスター、バーンなど

があります。 

エナジードリンクは清涼飲料水という種類に分けられます。 

友人に聞いてみたり、インターネットで調査してみると「清

涼飲料水に分類されるエナジードリンク」と「医薬部外品に

分類される栄養ドリンク」の違いがはっきり理解していない

ことが分かり、消費者側からはどちらも似たようなものだと

して捉えられています。 
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では、エナジードリンク市場について、先ほど挙げた医薬部

外品を交えながらQPRを用いて市場概況を詳しく見ていき

ます。 
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エナジードリンクの成長率は他種と比較して顕著である

集計期間:2011年10月~2014年9月

集計ユニバース:カテゴリ[小]=【炭酸】コーラ,
【炭酸】フレーバー,【炭酸】エナジードリンク,
【炭酸】炭酸水,スポーツ・機能性

※市場規模は推定値(市場規模=購入者ひとりあた
り購入金額×購入者ひとりあたり購入回数×購入
率×人口推計,人口推計は総務省統計局より引用)

 

清涼飲料水市場全体でみると、エナジードリンクの成長率は

著しいですが、まだまだ市場売上金額は他に劣ります。 
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エナジードリンク市場は「レッドブル」「モンスターエナジー」の2強

エナジードリンク市場売上金額ランキング
(商品別:2013/4~2014/3)

エナジードリンク市場売上金額ランキング
(ブランド別:2013/4~2014/3)

 

エナジードリンク市場ではレットブルとモンスターエナジ

ーという2つのブランドで売上シェアのおよそ80％を占め

ており、これらの2強だと受け取れます。これら2つのブラ

ンドは内容量の違いやカロリーゼロなどのブランド展開を

図っており、左側の商品別の図をご覧いただくとわかるよう

に上位がこの2ブランドで占められている状況です。 
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栄養ドリンク市場は「リポビタンD」「オロナミンC」が一歩抜き出ている

栄養ドリンク市場売上金額ランキング
(商品別:2013/4~2014/3)

栄養ドリンク市場売上金額ランキング
(ブランド別:2013/4~2014/3)

 

一方、エナジードリンクとよく似た存在である栄養ドリンク

市場では、リポビタンDとオロナミンCが他ブランドに比べ

て一歩抜きんでている状況ですが、左側の商品別の図をご覧

いただくと、先ほどのエナジードリンクとは違い様々なブラ

ンドがランクインしています。このことからエナジードリン

ク市場とは違い競争市場になっていると考えらます。 

 

 



  

10 

15/2/26 10時39分 第2回マクロミルデータ分析コンペティション 10

競合としてあげられる「医薬部外品」とは大きな差がある
集計期間:2011年10月~2014年9月

集計ユニバース:カテゴリ[小]=【炭酸】コーラ,
【炭酸】フレーバー,【炭酸】エナジードリンク,
【炭酸】炭酸水,スポーツ・機能性

※市場規模は推定値(市場規模=購入者ひとりあた
り購入金額×購入者ひとりあたり購入回数×購入
率×人口推計,人口推計は総務省統計局より引用)

 

次に、エナジードリンクと栄養ドリンクの市場別シェアを比

較します。エナジードリンクとよく比較されがちな医薬部外

品のシェアを見てみると、大きな差があることがわかりま

す。ひとつの要因として、市場に出回っている商品の絶対量

が医薬部外品のほうが多いという原因があると考えられま

す。次のスライドからさらにエナジードリンクと医薬部外品

の特性の違いを比較します。 
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エナジードリンク 栄養ドリンク

性別 男性 男性,女性

年齢 10代・20代 30代・40代

職種 学生・技術系会社員 会社員・パート・アルバイト

時間帯 出勤前・深夜前
(07:00~09:00・23:00~25:00)

お昼休み・退社後
(12:00~14:00・17:00~19:00)

曜日帯 金曜,土曜,日曜 土曜,日曜

チャネル セブンイレブン・ファミリーマート ドラックストア・スーパー

パターン 単品購入 単品購入,パッケージ購入
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(表5)エナジードリンク・栄養ドリンクのターゲット比較

 

今回、栄養ドリンク市場のなかで、リポビタンDやオロナミ

ンCなど医薬部外品に分類される商品をエナジードリンクの

競合として取りあげ、双方のターゲット層の特性を比較をし

ていきました。 
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男性が85.0%の
シェアを誇る

エナジードリンクは「男性」・「若者」の購入者が多い

男性15才～29才層は
栄養ドリンクより
購入者が多い

男女比が
ほぼ一緒

集計期間:2014年4月1日~2014年3月31日
分析区分=カテゴリ[小]

 

まず、購入者の性別と年代別の金額構成を見ます。医薬部外

品は男女の購入金額比率がほぼ一緒なのに対して、エナジー

ドリンクは男性が85%を占めており、4人に1人が男性20代

までの購入者になっていることから、エナジードリンク市場

内では20代までの男性の購入層が多いということが分かり

ます。 
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男性が85.0%の
シェアを誇る！

エナジードリンクは「学生」の購入者が多い

男性15才～29才層は
競合「医薬部外品」より

購入者が多い

栄養ドリンクの
1.6倍をしめる

集計期間:2014年4月1日~2014年3月31日
分析区分=カテゴリ[小]

 

次に、職業ごとにみます。ほぼすべての職業でエナジードリ

ンクの購入金額は医薬部外品の金額を下回っているのです

が、唯一学生のみ医薬部外品を上回っており、その購入金額

は医薬部外品の1.6倍です。若者の中で、特に学生の購入比

率が高いという傾向がみられます。 
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エナジードリンクは「朝」「深夜」が多い

購入金額

(100人当
り, 円) 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時

10
時
11
時
12
時
13
時
14
時
15
時
16
時
17
時
18
時
19
時
20
時
21
時
22
時
23
時

TOTAL 26286 ¥554,879.72 1.26% 0.59% 0.30% 0.19% 0.17% 0.30% 0.65% 1.27% 1.69% 2.51% 4.66% 6.44% 6.72% 5.92% 6.07% 6.86% 7.87% 8.82% 9.22% 8.11% 6.89% 5.61% 4.41% 3.46%

【炭酸】エナジードリンク 26286 ¥9,923.52 3.20% 1.73% 0.71% 0.63% 0.46% 0.90% 1.94% 5.10% 6.63% 4.47% 2.75% 2.99% 3.87% 4.29% 4.10% 4.07% 4.90% 5.81% 6.42% 7.88% 8.60% 7.10% 5.99% 5.47%

【栄養ドリンク】医薬部外品 26286 ¥65,809.93 0.88% 0.53% 0.22% 0.10% 0.09% 0.23% 0.67% 1.83% 1.73% 2.52% 5.49% 7.68% 7.68% 6.38% 6.97% 7.09% 7.53% 8.37% 8.96% 7.77% 6.50% 4.97% 3.38% 2.44%

【栄養ドリンク】その他栄養ドリンク 26286 ¥24,108.11 1.02% 0.44% 0.22% 0.17% 0.08% 0.24% 0.44% 1.03% 1.65% 3.63% 6.16% 7.76% 7.65% 6.38% 6.30% 6.79% 7.84% 8.93% 8.46% 7.08% 6.10% 4.50% 4.25% 2.87%

【栄養ドリンク】その他機能性 26286 ¥13,865.27 2.19% 0.85% 0.43% 0.27% 0.27% 0.64% 1.22% 2.30% 2.95% 3.49% 5.14% 4.64% 5.44% 6.08% 4.75% 5.84% 5.28% 7.01% 8.52% 6.98% 8.09% 7.77% 5.95% 3.89%

【栄養ドリンク】美容系ドリンク 26286 ¥16,801.49 1.19% 0.56% 0.37% 0.06% 0.05% 0.26% 0.47% 0.74% 2.06% 4.72% 5.07% 5.81% 5.39% 8.88% 5.30% 6.25% 6.32% 6.00% 8.47% 8.40% 7.03% 6.57% 5.46% 4.55%

有効数

購入時間

登校・出勤 昼休み 下校・退勤 深夜

(表2)エナジードリンク・栄養ドリンクの購入時間帯

集計期間:2014年4月1日~2014年3月31日
集計ユニバース:カテゴリ[小]=【炭酸】エナジードリンク,【栄養ド
リンク】医薬部外品,【栄養ドリンク】その他栄養ドリンク,【栄養ド
リンク】その他機能性,【栄養ドリンク】美容系ドリンク

 

次に、購入時間帯をみます。これは横100％で時間帯ごとの

購入金額を表したものです。エナジードリンクは出勤時や深

夜帯の購入比率が高い一方、医薬部外品は昼休みや退勤時の

購入比率が高い傾向があります。 
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エナジードリンクは「週末」によく売れる

集計値 合計 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

【炭酸】エナジードリンク 購入率％ 6.85 2.07 2.20 2.17 2.21 2.32 2.26 2.21

【炭酸】エナジードリンク 100人あたり（金額） 9923.52 1335.84 1329.36 1336.65 1452.13 1361.70 1547.12 1560.72

【栄養ドリンク】医薬部外品 購入率％ 26.71 9.00 8.75 8.45 8.59 8.40 9.64 10.55

【栄養ドリンク】医薬部外品 100人あたり（金額） 65809.93 8969.81 8267.67 7818.14 8407.29 7777.97 10841.30 13727.76

【栄養ドリンク】その他栄養ドリンク 購入率％ 20.25 5.86 5.99 5.92 5.92 6.05 6.76 7.03

【栄養ドリンク】その他栄養ドリンク 100人あたり（金額） 24108.11 2994.52 3341.23 2925.66 2874.58 3138.29 3948.72 4885.12

購入率＞100人あたり購入金額⇒顧客単価：小 購入率＜100人あたり購入金額⇒顧客単価：大

※金曜と土曜・日曜では購入者1回あたりの購入金額に差が出ている

(表3)エナジードリンク・栄養ドリンクの購入曜日

集計期間:2014年4月1日~2014年3月31日
集計ユニバース:カテゴリ[小]=【炭酸】エナジードリンク,【栄養ド
リンク】医薬部外品,【栄養ドリンク】その他栄養ドリンク,【栄養ド
リンク】その他機能性,【栄養ドリンク】美容系ドリンク

 

次に購入曜日をみてみます。エナジードリンク・医薬部外品

共に土日によく売れている傾向があります。エナジードリン

クに着目してみると、金曜日は他の曜日と比べて購入率が

100人あたり購入金額よりも高い傾向が見て取れます。土日

は金曜日の逆で100人あたり購入金額が購入率よりも高い

傾向になります。このことから、週末に売れると言っても、

金曜日は多くの人が単品購入する一方で、土日は購入者数は

少ないけれどもたくさん買う、例えばパック買いなどをして

いると考えられます。 
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エナジードリンクは でよく売られている

セブンイレブン 33.1%

ファミリーマート 23.9%

ローソン 29.1%

エナジードリンク市場
の58.8%がTOP3社で
構成されている！

栄養ドリンクは
ドラックストアでの
購入が多い！

(表4)エナジードリンクの購入金額構成比
(コンビニエンスストア)

集計期間:2014年4月1日~2014年3月31日
集計ユニバース:カテゴリ[小]=【炭酸】エナジードリンク,【栄養
ドリンク】医薬部外品,【栄養ドリンク】その他栄養ドリンク,【栄
養ドリンク】その他機能性,【栄養ドリンク】美容系ドリンク

 

購入チャネルをみます。エナジードリンクの7割がコンビニ

エンスストアで売られており、さらにその6割はセブンイレ

ブン・ローソン・ファミリーマートで売られています。日本

全国にあるコンビニ店舗数で、これら3社は全体の69%を占

めており購入金額構成比とほぼ似ているため、コンビニチェ

ーン数に応じた購入金額割合となっていることが分かりま

す。一方で医薬部外品はドラックストアでの購入が多い傾向

があります。 
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エナジードリンクは単品購入が多く、
栄養ドリンクは単品購入とパッケージ購入が多い

エナジードリンクは
単品購入の割合が
95.2%を占める

栄養ドリンクは
単品購入とパッケージ
購入の割合が6:4である

集計期間:2014年4月1日~2014年3月31日
集計ユニバース:カテゴリ[小]=【炭酸】エナジードリンク,【栄養
ドリンク】医薬部外品,【栄養ドリンク】その他栄養ドリンク,【栄
養ドリンク】その他機能性,【栄養ドリンク】美容系ドリンク

 

購入パターンを見てみます。今回は3本以上のまとめ買いを

「パッケージ購入」と定義いたしました。エナジードリンク

は圧倒的に単品購入の割合が大きいです。一方で医薬部外品

は単品購入とパッケージ購入の割合が6:4となり、パッケー

ジの購入者も多いということが分かります。パッケージ購入

が多い理由として、医薬部外品は30・40代の購入割合が多

く、世帯を持っている人も多いため家に買い溜めとして購入

するパターンや、常用する薬として使用するために大量購入

するというパターンが考えられます。また、ドラックストア

での購入金額が多いとのことから、コンビニエンスストアよ

りも大量買いしやすいという傾向があると考えられます。 
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エナジードリンクは「清涼飲料水」に属しているが、
「喉を潤す」目的では購入されていない

相関係数:0.05
相関は見られない

相関係数:0.58
正の相関

米国では若者の3分の1~2分の1が
日常的にエナジードリンクを
摂取している調査報告がある

集計期間:2014年4月1日~2014年3月31日
集計ユニバース:カテゴリ[小]=【炭酸】エナジードリンク

集計期間:2014年4月1日~2014年3月31日
集計ユニバース:カテゴリ[小]=【炭酸】フレーバー

 

次に購入時の環境条件をみてみます。今回は東京都の平均気

温と売り上げの相関よりエナジードリンクの飲料目的を考

察しました。右はフレーバードリンクと平均気温の散布図で

すが、平均気温が高くなるにつれて売上金額が高くなる傾向

があります。一方で左のエナジードリンクと平均気温の散布

図を見てみると、平均気温と売上金額の相関は見て取れませ

ん。エナジードリンクは日本では喉の潤しという目的では購

入されていないことは常識的に考えても分かりますが、相関

からも見て取れます。アメリカでは、日常的にエナジードリ

ンクを摂取している調査報告があり、友人にきくと、コカコ

ーラやペプシネックスのような炭酸ドリンクで喉を潤そう

という目的で摂取しているアメリカ人消費者も多くなって

いるということがありました。 
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エナジードリンク 栄養ドリンク

性別 男性 男性,女性

年齢 10代・20代 30代・40代

職種 学生・技術系会社員 会社員・パート・アルバイト

時間帯 出勤前・深夜前
(07:00~09:00・23:00~25:00)

お昼休み・退社後
(12:00~14:00・17:00~19:00)

曜日帯 金曜,土曜,日曜 土曜,日曜

チャネル セブンイレブン・ファミリーマート ドラックストア・スーパー

パターン 単品購入 単品購入,パッケージ購入
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エナジードリンクは、
「若い男性」が、特に「週末」に、「コンビニエンスストア」で、

「これからエンジン全開でがんばる！」ときに飲まれるドリンク。

(表5)エナジードリンク・栄養ドリンクのターゲット比較

 

ここまでエナジードリンクと栄養ドリンク内の医薬部外品

の購入ターゲット層の特性を比較しましたが、エナジードリ

ンクの特性をまとめると、若い男性が週末にコンビニエンス

ストアでこれから全力でがんばりたいというターゲットに

向けてのドリンクだということが見て取ることができます。 
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では次に、スターバックスの新規ブランド戦略を考えるに当

たり、スターバックスリフレッシャーズについてみていきま

す。 
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実は、スターバックスは過去にエナジードリンク商品を販売していた。

…しかし売上低迷。2014年6月には市場から消えた。
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商品名 スターバックス リフレッシャーズ
ベリーベリーハイビスカス

スターバックス リフレッシャーズ
クールライム

発売期日 2013年6月25日

発売エリア セブンイレブン(2013年5月末で15,458店舗)

内容量 200ml

商品説明 ハナヤカナハイビスカス＆
ブラックベリーの味わいで、
これまでにないリフレッシュ感を
体感してください。

さわやかなライム＆ミントの
味わいで、これまでにない
リフレッシュ感を体感してください。

(表6)スターバックス リフレッシャーズの概要

 

実はスターバックスは過去に「スターバックスリフレッシャ

ーズ」という名前で、200ml缶のエナジードリンクを191円

で販売していました。しかし売上を見てみると低迷してお

り、1年後に 

 

 

  

23 
「スターバックス リフレッシャーズ」のターゲットは20~30代男女

・『今回、日本人の嗜好に合わせた中味に仕上げ、“リフレッシュしたい時にもぴったりの
大人向けのエナジードリンク”として「スターバックス リフレッシャーズ®」を新発売…』
（2013/06/05：スターバックスコーヒープレスリリースより引用）

・『…このドリンクには生豆から抽出したカフェインが入っているとスターバックスの
豊田朋子さんが話した。そしてこの商品はすでにアメリカでは販売されていて今回
日本向けに改良され、販売することになった。またターゲットは20代から30代の男女だ。…』
（2013/06/25：ワールドサテライト[テレビ東京系列_23:10~24:08]より引用）
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スターバックスリフレッシャーズのターゲットはプレスリ

リースで発表の通り大人向け、具体的には20,30代です。次

のスライドからQPR TRACEを用いて購入者の特性を見てい

きます。 
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特に35才~49才の
購入金額割合が大きい！

市場で大きなニーズを持つ「男性」「若者」とは
異なったターゲット層が購入している

集計期間:2013年6月25日~2014年6月24日
集計ユニバース:アイテム

 

まず購入者の属性ですが、30代後半・40代男性の購入金額

が大きいことが分かりました。モンスターエナジーやレット

ブルなどエナジードリンク市場をけん引する商品と比較し

ても分かる通り、市場ニーズ異なっています。 
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発売週に大きな売上を達成以降、売上は低迷し1年後には市場から消える

発
売
日(

6/

25)

全体の売上増加に
伴い1月は微増

集計期間:2013年6月25日~2014年6月24日
集計ユニバース:アイテム

 

発売2か月前から1年半の市場売上分析です。発売週には話題

性から売れていましたが、1ヵ月後には低迷していることが

分かりました。1月は例外で、 
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導入直後の浸透率が低く、リピート率は20%を下回る
スターバックスリフレッシャーズの市場浸透率・累積反復率

(期間:2013/06/25~2013/12/23)

女性向け商品「Joma」は
発売から3週間新規顧客を

獲得し続けている

チョコラBB Jomaの市場浸透率・累積反復率
(期間:2014/04/07~2014/10/05)

集計期間:2013年6月25日~2013年12月23日
集計ユニバース:アイテム=スターバックス
リフレッシャーズ ベリーベリー缶200

集計期間:2014年4月7日
~2014年10月5日
集計ユニバース:アイテム=
チョコラBB Joma

 

トレンド分析でもお分かりの通り、市場への浸透率も低い傾

向があります。右は女性向けエナジードリンク「Joma」の

市場浸透率と累積反復率ですが、発売から3週間で新規顧客

を獲得し続けている一方で、スターバックスリフレッシャー

ズは発売2週目から新規顧客獲得が続いていないことが分か

ることから、新規顧客の獲得に失敗していると考えられま

す。 
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栄養ドリンク⇒ベリー味⇒ライム味⇒レッドブル・モンスターエナジーへ

スターバックスリフレッシャーズベリーベリー缶のブランドスイッチ
(期間:2013/6/25~2014/6/24)

スターバックスリフレッシャーズクールライム缶のブランドスイッチ
(期間:2013/6/25~2014/6/24)

「シュガーフリー」や
「カロリーゼロ」という特徴が
ある商品からの流入も多い

集計期間:2013年6月25日
~2014年6月24日
集計ユニバース:アイテム
=スターバックス
リフレッシャーズ ベリー
ベリー缶200

集計期間:2013年6月25日
~2014年6月24日
集計ユニバース:アイテム
=スターバックス
リフレッシャーズ クール
ライム缶200

 

ブランドスイッチの傾向ですが、差分の傾向をみると栄養ド

リンクからベリー味、ライム味、レットブルなどへスイッチ

していますが、シュガーフリーやカロリーゼロなどエナジー

ドリンク購入者の中でも健康志向な消費者からの流入が多

い傾向がうかがえます。 
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エナジードリンク 栄養ドリンク スターバックス
リフレッシャーズ

性別 男性 男性,女性 男性

年齢 10代・20代 30代・40代 30代後半・40代

職種 学生・会社員(技術系) 会社員・パート・アルバイト 会社員(技術系・その他)

時間帯 出勤前・深夜前
(07:00~09:00,23:00~25:00)

お昼休み・退社後
(12:00~14:00,17:00~19:00)

出勤前・退社後
(09:00~10:00,18:00~20:00)

曜日帯 金曜,土曜,日曜 土曜,日曜 火曜,水曜,金曜

チャネル セブンイレブン
ファミリーマート

ドラックストア
スーパー

セブンイレブン

パターン 単品購入 単品購入,パッケージ購入 単品購入(単品のみ販売)

栄養ドリンク市場の
購買年代層に近い！

(表7)エナジードリンク・栄養ドリンク・スターバックス リフレッシャーズのターゲット比較

 

スターバックスリフレッシャーズの購入特性を見てみると、

エナジードリンク市場へ20,30代向けに導入しましたが、購

入年代層はひと世代上の30代後半,40代となりました。これ

は栄養ドリンクの購入年代層に近くなっています。 
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これらの購買行動をみて、スターバックスリフレッシャーズ

の失敗要因を3つ挙げてみました。 

 

 

  

30 

①競合・ターゲットの誤算

②販売チャネルの少なさ

③SNSでの口コミ

15/2/26 10時40分 第2回マクロミルデータ分析コンペティション 30
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理想販売ターゲットと
実際の販売ターゲットに
相違ができてしまっており、
結果として男性高年代層から
顧客奪取を測る形になった。

男性 女性

若年層

高年齢層

(表8)スターバックス リフレッシャーズのターゲット

エナジードリンク・栄養ドリンクのブランド別ポジショニングマップ
(対象期間:2013/4~2014/3)

 

ひとつめにターゲットの誤算によるライバル商品のズレが

挙げられます。理想は20代・30代の男女の顧客を奪取する

とのことでしたが、結果として30代後半から40代の男性の

顧客にむけたものになりました。エナジードリンク・医薬部

外品のポジショニングマップを見ると、このポジションには

モンスターエナジーのゼロカロリー版やレッドブルのシュ

ガーフリー、またリポビタンDやエスカップといった競合商

品が存在しています。 
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エナジードリンクは「パワフルさ」
栄養ドリンクは「回復」と、
双方は訴求効果の違いが
プロモーションの時点で明確に
表れている。

今回奪取先の市場訴求(=疲労回復や
体力維持)と本商品の特徴
(=さわやかさ、リフレッシュ効果)
が合致しなかったため、リピート率が
低かったのではないだろうか。

エナジードリンク・栄養ドリンクの訴求効果のイメージ

 

エナジードリンクと栄養ドリンクには訴求効果の違いがあ

ります。スターバックスリフレッシャーズの特徴はやる気ア

ップやリフレッシュ効果を謳っていますが、結果として栄養

ドリンクに対する効果を求める市場に売れてしまったこと

がリピート率の低下の一因となったと考えられます。 
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さらに栄養ドリンク市場の
ロイヤルティ(忠実度)は
エナジードリンク市場と
比較しても高い傾向にあり、
栄養ドリンク市場の顧客奪取が
難しいことも、売り上げ低迷の
一因ではないだろうか。

エナジードリンク・栄養ドリンクのロイヤルティ
(対象期間:2013/4~2014/3)

集計期間:2013年
6月1日~2014年6
月30日
集計ユニバース:
アイテム

 

さらに、医薬部外品のロイヤルティというのは非常に高い傾

向があります。ですので、先ほどの栄養ドリンク商品が位置

しているポジションに商品を送り込み顧客を奪取すること

は難しいと考えられます。 
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今回はセブンイレブンでの先行販売であったため、コンビニエンスストアでの売上が
98.5%とほぼ独占状態だった。

レットブルやモンスターエナジーはコンビニエンスストアだけでなくスーパーや自動販
売機での売上があることから複数チャネルでの販売も効果的であることが分かる。

スターバックス リフレッシャーズと市場上位ブランドの販売チャネル(対象期間:2013/6~2014/6)

集計期間:2013年6月1日~2014年6月30日
集計ユニバース:アイテム

 

2つ目に販売チャネルが少ないことです。今回は先行販売と

いう形にとどまってしまいましたが、他社商品は複数のチャ

ネルで販売しています。 
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セブンイレブンの利用者推移(年代別)を
見てみると、過去に主要顧客であった若者の
利用率が減少しており、高年代層の割合が増加
していることが見て取れる。

若者がけん引しているエナジードリンク市場に
おいて、コンビニエンスストアの若者離れは
これから大きな影響を及ぼすと考えられる。

高齢者顧客へシフトされていくコンビニエンス
ストアをチャネルとする場合は注意する
べきである。

セブンイレブンの年代別利用者推移

 

コンビニエンスストアは現在高年代層の割合が増加してお

り、高年代層にあったブランド展開を進めています。コンビ

ニエンスストアというチャネルだけに頼った戦略はダメだ

と考えられます。 
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スターバックスのエナジードリンクが登場という大きなニュースは、SNS上
でも盛り上がりを見せていた。しかし口コミの大部分はネガティブイメージ
であり、その結果として初週の新規顧客獲得数と初週以降の
新規顧客獲得数の差が顕著に表れてしまった。

スターバックス リフレッシャーズのTwitter上での口コミ

 

3つ目にSNSでの口コミです。今回、Twitter上での口コミを

見てみると、商品発売日の口コミの大部分(割合はわからな

い)がネガティブイメージだったことが分かりました。現在、

口コミというものは購買行動につながる新たな情報伝達手

段として注目されており、AISASやSIPSなどの購買行動モ

デルからも分かるように、購買行動後の情報共有は重要で

す。よって口コミが初週以降の新規顧客獲得数の低迷につな

がったと考えられます。 
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では、これらの失敗原因を踏まえ、新規ブランドを提案させ

ていただきます。 
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①エナジードリンク市場だけでなく栄養ドリンク市場を
含めたポジショニングマップの中でブルーオーシャンに
新商品を投入

②スターバックスというブランドを前面に打ち出した
販売促進戦略・価格戦略

③商品の特徴に適したチャネルでの販売戦略
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スターバックスのエナジードリンク市場新規ブランド参入

に当たり、ブルーオーシャンへの新商品投入、スターバック

スブランドを前面に打ち出した販促・価格戦略・商品特長に

適したチャネルでの販売戦略を軸に、提案させていただきま

す。 
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20代・30代の働く女性向け
普段カフェを良く使う女性向け
エナジードリンク

スターバックス店舗(先行販売)
コンビニエンスストア
自動販売機

スタバ店舗:320円(税抜)
コンビニ・自販機:270円(税抜)

商品効果より商品イメージの
浸透

 

マーケティングミックスを用いて具体的施策を示すとこの

ようになりますが、次のスライドから具体的にみていきま

す。 
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スターバックスブランドを
最大限に活用するために、
スターバックスをよく利用する
働く若い女性をターゲットにする。

⇒エナジードリンク市場・栄養ドリンク
市場でブルーオーシャンの位置にあり、
新規ブランド開拓が可能！

⇒過去商品「スターバックス
リフレッシャーズ」のノウハウを
生かしたマーケティング戦略が可能！
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コーヒーショップのポジショニングマップ

 

スターバックスというブランドを生かすため、スターバック

スをよく利用する「働く若い女性」をターゲットにします。

こちらは先ほどのエナジードリンク・栄養ドリンクのポジシ

ョニングマップに加え、コーヒーショップの利用層のポジシ

ョニングマップを重ねたものです。先ほど問題点として挙げ

た通り、レッドブルやモンスター、リポビタンDなどすでに

市場内にあるポジションに商品を導入してもロイヤルティ

が強いために奪取は難しいので、空いている若年層の女性向

けの商品を導入します。さらにこのポジションはスターバッ

クスの利用属性にも近いため、スターバックスブランドを最

大限に生かし、エナジードリンク市場での新規顧客開拓が可

能であると考えられ、若い女性、特に働く女性に特化した商

品の導入を提案します。 
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まず商品へのロイヤルティ
(忠実度)を上げるために、
スターバックス店舗での先行販売
を行う。

ターゲットは働く女性のため、
「ビジネス街」「繁華街」に
立地する店舗で先行販売を行う
ことでリピーターの獲得を図る

381店舗(全体の37%)で
先行販売を実施

スターバックスジャパン 立地別店舗数

 

販売チャネルですが、商品の新規顧客獲得やロイヤルティを

高めるため、スターバックス店舗のみでの先行販売を行いま

す。ターゲットに合わせ、ビジネス街や繁華街に立地する店

舗のみで先行販売を行うことで、今後のリピート率を高め

る、ロイヤルティを高めることができると考えられます。 
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3,330店舗 2,250店舗 7,200台
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ある程度のリピーターを獲得できたら、
次に「どこでもスターバックス体験」を
実現するためにコンビニエンスストアや
自動販売機など複数チャネルでの販売を
スタートする。

コンビニエンスストアは比較的若年層の割合が大きい
「セブンイレブン」「ローソン」で販売を行う。

自販機については、(株)サントリーフーズとの共同開発により
「スターバックスリフレッシャーズ」が発売された経緯を鑑みて、
(株)サントリーフーズの自動販売機で販売を行う。

どちらにおいても、駅周辺・オフィス街といったターゲットの生活導線内に立地している
ところに商品を導入する。

※スタバ店舗・コンビニ・自販機の3つに共通することは「値下げ競争に巻き込まれにくい」
ことである。値下げによるスターバックスのブランドイメージ低下を防ぐことが可能。

(表9)各チャネルの駅周辺・オフィス街立地数

 

半年後、コンビニエンスストアや自動販売機の販売を始めま

す。スターバックス店舗での顧客ベースを作っておくこと

で、高年齢層へのシフトが進んでいるコンビニエンスストア

でもある程度の売上を見込めると考えられます。コンビニエ

ンスストアや自動販売機のメリットは生活導線内に立地し

ていることや値下げ競争に巻き込まれにくいことがありま

す。 
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スターバックスの価格帯とエナジードリンク市場の価格帯は
重複していないため、スターバックスでの売価とコンビニエンスストア・
自動販売機での売価を同一にすると、その市場内で浮いた価格になって
しまう。

よって内容量に変化をつけ、スターバックス店舗では200ml/320円、
コンビニエンスストア・自動販売機では150ml/240円とすることで
チャネルに応じた値段設定を行うことにした。

価格帯
エナジードリンク スターバックス

150円～300円 300円～600円

240円 320円 330円

(表10)エナジードリンク市場とスターバックス店舗の価格帯

 

販売チャネルをスターバックス店舗、コンビニエンススト

ア、自動販売機の3つにいたしました。スターバックスの店

舗での価格帯は300円以上に対して、エナジードリンク市場

の価格帯は300円を下回っており、すべてのチャネルで同価

格帯にすると市場内で浮いてしまう可能性があります。よっ

て内容量に変化させることでチャネルに応じた値段設定を

行います。 
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キャッチコピー「このいっぽん、スターバックスみたい。」

「スターバックスの店舗にいるような安らぎ・空間を、この
エナジードリンクで提供する」を最大の目的とし、コーヒーに代わる
息抜きドリンクというイメージを確立させる。

また、スターバックスという企業名を出すことで、スターバックスの
エナジードリンクであることを全面的に打ち出す。

⇒忙しく働く女性にとって、ちょっとひとやすみのお供に！

 

プロモーションですが、意図としてはコーヒーに代わる息抜

きドリンクというブランドイメージをつくります。一例とし

て、朝はスターバックスコーヒー、お昼はエナジードリンク

で息抜きのようにスターバックスが生活導線の中に入り込

むことで日常的に選ばれるエナジードリンクになることが

可能です。 
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【1年目】市場シェア:5%  ,売上本数:8,000,000本 ,売上金額:16億円

【2年目】市場シェア:12%,売上本数:19,200,000本 ,売上金額:40億円

※2年目でエナジードリンク市場の2強を崩す目標

スターバックス
店舗先行販売

セブンイレブン・ローソン・サントリー
自動販売機への販売チャネル拡大

売上推移の目標モデル

 

目標値は概算ですが、2年間でエナジードリンク市場の3番手

商品となるとスターバックスの利益につながると思います。

今後の課題として、新商品導入のタイミングや、エナジード

リンク市場外での競合商品、例えばスターバックスのコンビ

ニ商品とのカニバリゼーションが起こる可能性もあるので

これらを解消する必要があります。 
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• 「スターバックスジャパン 沿革」http://www.starbucks.co.jp/company/history/(アクセス
日:2014/12/15)

• 中川功一ゼミ(2011)「レッドブルの成長戦略」大阪大学

• 「セブンイレブンジャパン 企業情報」http://www.sej.co.jp/company/index.html(アクセス
日:2015/01/12)

• 「Family Mart 企業情報」http://www.family.co.jp/company/ (アクセス日:2015/01/12)

• 「LAWSON 会社情報」http://www.lawson.co.jp/company/index.html (アクセス日:2015/01/12)

• 「気象庁 過去の気象データ・ダウンロード 東京23区内<2013/04/01~2014/03/31>」
http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php(アクセス日:2015/01/09)

• 「お天気データベース 東京23区内<2013/04/01~2014/03/31> 」 http://www.weather-
eye.com/weatherchart/src/1403_47662.htm(アクセス日:2015/01/09)

• 「スターバックス プレスリリース」http://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2013-859.php(アクセ
ス日:2014/12/18)

• 「価格.com テレビ紹介情報 スターバックス リフレッシャーズ」http://kakaku.com/tv/search/(アクセス
日:2014/12/22)
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• 「Garbage NEWS.com コンビニ来訪客の世代分布をグラフ化してみる」

http://www.garbagenews.net/archives/1953464.html (アクセス日:2015/01/14)

• 「NAVERまとめ 【悲報】スタバから出たエナジードリンクの評判が散々な件」
http://matome.naver.jp/odai/2137212550574068201 (アクセス日:2015/01/12)

• 「マークスJP自主調査 カフェ・喫茶店調査2012」
http://www.markth.jp/omni/15omni/cafewp2012.htm (アクセス日:2015/01/08)

• 「スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 2014年3月期決算説明会」
http://www.starbucks.co.jp/assets/images/ir/images/library/fy13Q2-analyst-meeting.pdf (アクセス
日:2015/01/14)

• 「スターバックス コーヒー 商品ラインナップ」http://www.starbucks.co.jp/cafe/index/ (アクセス
日:2015/01/09)

• 「サントリーフーズ株式会社 飲料自動販売機設置のご案内 」http://www.suntoryfoods.co.jp/jihanki/(アク
セス日:2014/12/22)

• 「自販機なんでも相談室」http://jihankisoudan.net/maker/index.html (アクセス日:2015/01/10)
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• 「Qlife Pro 医療NEWS 『エナジードリンクによるカフェイン過量摂取に警鐘』」

http://www.qlifepro.com/news/20130109/wake-up-call-to-drink-using-caffeine-overdose.html (アク
セス日:2014/12/25)

• 「経済産業省 商業調査2012『立地環境特性地区別、業態別にみた小売業の状況』」
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2/h19/pdf/ritchi/gaikyo8.pdf (アクセス
日:2015/01/08)

• 「チョコラBB Joma 公式サイト」http://jomajoma.com/ (アクセス日:2014/12/12)

• 「野村総合研究所『日本人の購買行動』」http://www.nri.com/jp/event/souhatsu/pdf/vol15_01.pdf(ア
クセス日:2015/01/15)

• 「株式会社マクロミル QPR TRACE」http://www.macromill.com/
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