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「牛乳に相談だ。」キャンペーン
18年度の報告と19年度の進め方
～第6回 牛乳消費拡大促進委員会～
中央酪農会議は12月22日、第6回牛乳消費拡大推進委員会を開催し、
「牛乳に相談だ。」キャンペーンの18年度活動報告と19年度の進め方について話し合いました。
2年目を迎えさらに認知度を高めた「牛乳に相談だ。」キャンペーン。
3年目は対象のユーザー層に合わせた展開も進めていきます。
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●18年度の活動報告

（1）基本戦略～改善と新規取り組み～
　17年度（第1年度）のキャンペーンでは、前期63.1％→後期84.0％とキャンペーン認知の大幅な向上を
達成しました（東京・中高生）。
　これを受け、18年度は、キャンペーンを「ステージ2 理解醸成・飲用意向」に移行させることを念頭
に、既存キャンペーンの改善と新規の取り組みを実施しました。

　キャンペーンの改善点　
１．テレビ広告
① 予算内で他の活動と立体的に組み合わせることを前提に、テレビ広告の投下量を設定。また、キャン
ペーン立ち上がり時期には30秒素材をオンエアするなど、キャンペーンの印象を高める工夫をした。

表１　テレビCMの投下量
エリア 投下量 備考

関東 5000GRP （2500GRP × キャンペーン2期）

関西・中京 4000GRP （2000GRP × キャンペーン2期）

北海道・宮城・広島・岡山・香川・福岡 3000GRP （1500GRP × キャンペーン2期

※17年度はキャンペーン2期計で関東7000GRP、関西・中京3000GRP
GPR： グロスレーティングポイント（延べ視聴率）。到達率（リーチ）に平均接触頻度（フリクエンシー）を掛け合わせた数値。平均視聴率５％のTVス

ポット200本で1000GRPとなります。

② CMの訴求ポイントを重点化し、さらに制作費の効率的運用のため、新作CFを2本製作して既存CFと
組み合わせてオンエアした。

表２　各期にオンエアしたCM素材
時期 ベネフィット タイトル

夏期キャンペーン
新作「集中力」訴求（男子向け） チョーク編

既存「きれいになる」訴求（女子向け） ラブレター編

冬期キャンペーン
新作「プロポーション」訴求（女子向け） シンクロ編（写真参照）

既存「体力」訴求（男子向け） ライオン編

２．WEB（インターネット）
① 中高生に絶大な人気を誇るFMラジオ番組とタイアップし、より直接的なアクセス促進を図った。
② より深いベネフィット（便益）理解のため、情報訴求の仕組みを構築する。

　新しい取り組み
１．エリア拡大
　初年度は関東エリアを中心にキャンペーンを実施したが、18年度は、キャンペーンの浸透状況や消費
規模を考慮し、全国を四つのエリアに区分して実施内容を決めた（図1）。また、モデルエリアでは、積
極的に実験的な取り組みを実施し、その成果を19年度以降の他のエリア背策に反映させることとした。

２．コミュニケーションの深化＝母親対策
　ターゲットの直接的な牛乳飲用に結びつけるため、「母親：購入促進領域」を新たな課題として取り組む。
　関東およびモデルエリアを中心に母親対策として店頭POP設置展開などを実施した。店頭POPは、
乳業メーカーや中央酪農会議を通じて、「牛乳売り場を活性化しませんか？」とバイヤー・量販店等に
提案し、基本流通ツール3種セット、アドバンス流通ツール3種セットを無償斡旋して展開した。
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図１　エリア別実施展開イメージ（一覧）　エリアの状況に応じてコミュニケーションし、牛乳の消費拡大に貢献する。

３．チャネルの強化＝組織活動
① キャンペーンの自己増殖的な発展や酪農関係者の一体的な参画を促すことも意図して、酪農乳業関係
者および牛乳ファン層、キャンペーンファン層までを広く「チャネルメンバー」として組織化する。

② 地域によっては、酪農乳業関係者によるキャンペーン推進組織を設立して、活動を戦略化することも
視野に入れる。

③ 具体的には、イベントでの牛乳及びキャンペーン販促ツールのサンプリングやターゲットのコンタク
トポイントにおけるポスターやロゴの掲出、クラブ活動への牛乳のサンプリング、店頭での生産者に
よる謝恩プロモーションなどである。

　 　コンタクトポイント開発は、主に「交通広告」「ラジオ」「ストリートメディア」「カフェ展開」
について実施し、「交通広告」では全国主要駅で8月第3週から下旬にかけて駅貼りポスター展開を、
また、関東主要路線で8～9月の1カ月間まど上（額面）広告実施した。

　 　「ラジオ」は、人気FMラジオ番組“SCHOOL OF LOCK！”とタイアップした。同番組のWEB
サイトは月間アクセス3400万ページビューを誇るモンスターサイトで、このホームページともリンク
することで「牛乳に相談だ。」WEBサイトへのアクセスアップを図った。

　 　「ストリートメディア」については、7月16日から8月31日まで展開した“原宿竹下通り ストリー
トジャック”、7月15日から8月31日までの期間開催された“お台場冒険王2006”での“そっくりもの
まね紅白presents有名人の集まるカフェ”とのコラボレーションなどを実施した。また、東京・丸ビ
ルの“Café ease”とのコラボレーション、名古屋駅での空間バナー広告の掲出などでもコンタクト
ポイントを発掘した。
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４．チャネルメンバーによる活動
① キャンペーンツール、牛乳のサンプリング
　 　酪農関連組織によって、キャンペーンに連動した活動が多数展開された。地域交流牧場全国連絡会
「オープンファームデー」をはじめ、全国各地での酪農関係イベントでの牛乳サンプリング、地域の
学校やクラブ活動、催事イベントでの「牛乳に相談だ。」ツール提供や牛乳サンプリングなど、自発
的・自己増殖的な取り組みが報告されている。

②自民党本部での「おいしい国産牛乳乳製品フェア」に出展
　 　11月15日に東京・永田町の自民党本部で、自民党主催による牛乳の消費拡大等の展示、意見交換、
試飲・試食を目的とした「おいしい国産牛乳乳製品フェア」が開催され、酪農関係者とともに出展し
た。このなかで「牛乳に相談だ。」キャンペーンは、消費拡大の中核的活動としてアピールされた。

５．モデルエリアでの活動
　横浜、京都、新潟のモデルエリアでは、それぞれ以下のような活動に取り組んだ。

【横浜】
　タカナシ乳業㈱が流通、スポーツイベントの場で主体的に実施。
　このうち、タカナシ乳業㈱経由の流通POPは、相鉄ローゼン全店（57店舗）で店頭POPを実施。そ
のうち20店舗にはマネキンも派遣した。
　地域スポーツイベントでは、サッカーやタグラグビー、ジャズフェスティバル、マーチングバンド
フェスティバルなどタカナシ乳業㈱協賛イベントでツールを活用した。
　今回の取り組みを通じてタカナシ乳業㈱は、「子供たちの間でCMが大変よくリーチ（浸透）してい
る印象」と捉え、キャンペーン展開によって実売に劇的な変化はないものの、「成長期の牛乳の重要
性のアピールにキャンペーンが寄与している」と評価している。そうしたうえで、「牛乳の重要性への
“気づき”を“理解”に変える場」を作ることが今後の課題だとした。

【京都】
　京都では、近畿生乳販連とJA全農京都、
JA京都、京都府牛乳商業組合が主体となっ
てキャンペーン展開を実施した。
　具体的な取り組みは交通広告やツールサ
ンプリング、コンビニ・地元流通チェーン
自販機における地産牛乳（200㎖）の販売、
バスケット広告、京都タワーホテル懸垂
幕、地域スポーツイベントや酪農関係イベ
ントなどでのサンプリング、試飲会等を活
発に実施した。
　JA全農京都は、「費用対効果で効率的な認
知向上ができた」とし、さらに「テレビCM
と連動できればもっと効果的だっただろう」
と分析している。バスケット（買い物カゴ）
への広告展開においては、「牛乳売り場の売
上が前年を若干上回った」と実績を作った。
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【新潟】
　新潟では新潟県酪農業協同組合連合会が主体と
なってキャンペーン展開を実施した。キャンペー
ンは、駅貼りポスター、サッカーJ1チーム“アルビ
レックス新潟”とのコラボレーション、ラジオCM、
流通POPなどで展開し、認知度向上を図った。
　新潟県酪連では、「流通の理解が薄く、店頭POP
展開はむずかしかった。また母親層の実売に結びつく
には至らなかった。今後も母親への訴求を強化してい
く」と活動を振り返っている。

（2）効果測定の概要

　中央酪農会議では、8月期の「牛乳に相談だ。」キャンペーンの効果測定を行った。調査は9月1日か
ら同4日までの4日間。インターネット調査で12～69歳までの2040名を対象に行った。
　この調査によると、東京の中高生のキャンペーン認知は86.0％と前回（2月期）を2ポイント上回り、
さらに認知度が高まったことがわかった（表3）。また、東京の中高生は他の世代やエリアよりも牛乳
への意識が高まっていることがわかったが、意識を飲用行動に結びつけたのは2割程度であることもわ
かった（図２）。

表3　キャンペーン認知度（％）
今回

（18年8月）
前回

（18年2月）
前々回

（17年9月）

東京・中高生 86.0 84.0 63.1 

東京・19～ 69歳 63.6 66.1 49.9 

非スポット・中高生 51.3 35.2 22.5 

大阪・中高生 77.2 ― ―
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図２　世代・地域別　キャンペーンによる牛乳への意識・行動変化

　こうした結果から、
①関東エリア、ターゲットにおいては、「牛乳に相談だ。」キャンペーンは十分に浸透し、スタート時
点の目標“ステージ1　キャンペーンの認知・関心”はほぼクリアしていると思われる。
②非スポット地域についても51.3％の認知度があり、一定の効果を引き出していると考えられる。
③ キャンペーン認知が進んだ関東エリアの中高生は、牛乳への関心や飲用意向の高まりが見られるよう
になってきている。

　ことなどから、今後は「牛乳への理解醸成と飲用行動を促すこと」を、より重点的に進めていき、母
親対策の強化等、立体的な展開を継続して行っていく。
　また、関東エリア以外にもキャンペーンを集中する消費地を拡大し、関東での成果を全国に拡大していく。

●19年度（3年度目）の課題

　18年度までの取り組みを通じて、牛乳への関心や飲用意向は向上してきている。しかし、前述の効果
測定の結果にあるように、実際の飲用行動に結びついていないことが大きな課題といえる。
　また、ヘビーユーザーやミドルユーザー層では飲用量や飲用機会が増えているものの（28.4％→
29.6％）、ライトユーザーやノンユーザー層における実飲用には結びついていないのが現状である
（0.0％→2.3％）。
　こうしたことから、19年度の取り組み課題は、「ヘビー／ミドルユーザーの実飲用の維持、ライト／
ノンユーザーの飲用促進、この両者を勘案した中高生全体の実飲用拡大」ととらえ、その課題解決に向
けて効果測定の調査を実施し、戦略を強化・改善していく。

ヘビーユーザー：ほぼ毎日牛乳を飲むユーザー層
ミドルユーザー：週に５日以上牛乳を飲むユーザー層
ライトユーザー：月に１回以下牛乳を飲むユーザー層
ノンユーザー：まったく牛乳を飲まない層
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