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Point
❶	 	「ロングセラーのポイント」の一つ目は初めて「ペットボトルの紅茶」というカテゴリーを創造し、

市場のパイオニアになったこと。「ファーストセラー」つまり、一番初めに市場に入ったところが
強いということ。

❷	 	二つ目は、低迷期にも、「時代に合った飲用価値の提案」をしている。紅茶というカテゴリーの中
でのその時代に合う価値を探し続けたというところ。持っている紅茶の良さの中で時代に合うもの
を探していった。

❸	 	三つ目は、いろいろなフレーバーができるという強みを生かして、紅茶カテゴリーにとどまらない、
紅茶の飲用シーンの拡大をしてきたこと。

❹	 	女性マーケティング担当者としては、仕事を長く続けていることで、大きな仕事を任されたり、自
分が企画提案できるようになる。子育てと両立するため、効率的に業務を進める工夫もしている。
ライフイベントがあってもキャリアは続けていきたい。
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——「午後の紅茶」の開発の歴史について教えてくだ

さい。

中井　「午後の紅茶」は、1986 年に 1.5L のペット
ボトルから発売を始めました。当時はまだ、缶の

紅茶しかなく、ペットボトルがちょうど出始めの
時です。紅茶は温かいときは透明ですが、冷やす
と濁ってしまうという性質があります。缶の時は
液色は見えませんが、透明なペットボトルでは、
液色がおいしさに直結するので、白く濁らない技

「午後の紅茶」ロングセラーの秘訣
―女性マーケターの視点から―
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術（クリアアイスティー製法）というのを弊社が
開発して、86 年にペットボトルで発売をすること
になりました。
　まだまだ紅茶というものが、なかなか根付いて
いない時だったので、イギリスの紅茶文化に「ア
フタヌーンティー」というのがありますが、それ
を日本語にもじりまして「午後の紅茶」という名
前を付けて 1986 年発売し、2016 年で 30 周年に
なりました。イギリスの貴婦人のイラストが入っ
ていて外国から来たおしゃれな飲み物のような感
じで発売をしました。
　「午後の紅茶」ブランドの創成期（1986 〜 1993
年）には、ペットボトルや缶などの容器バリエー
ション、ミルクフレーバーの追加により市場規模
を急拡大しました。
　すぐにご好評を頂いて、売上自体は順調に伸ば
していきます。小型の缶でストレートティー、ミ
ルクティーと味のバリエーションを増やしていき
ました。1988 年頃レモンティーも加えて、今のス
トレート・ミルク・レモンのレギュラーシリーズ
が出そろったのがこの頃ですね。
　1992 年から 1993 年は、当時流行った外国人俳
優マイケル・J・フォックスさんを使って、ちょっ
と「外国から来た、いい飲み物」みたいな感じで
広告コミュニケーションを展開していました。
　成長期（1994 〜 1997 年）には、女優の小泉今
日子さんを起用した「コイズミトランクキャンペー
ン」の成功、小型 500PET 容器の発売により、ア
ウトドアでも紅茶が飲めるようになり、1997 年に
過去最高販売数量 4,370 万箱を突破しました。
　低迷期（1998 〜 2002 年）には、99 年、00 年、
02 年とリニューアルを繰り返すも、弊社の緑茶「生
茶」などの無糖茶ブームの影響を受け、販売が激
減します。
　
——マーケティング戦略の推移（低迷期やリ・ポジショ

ニング）についてお話しください。

中井　再成長は、2003 〜 2007 年です。2003 年に

リ・ポジショニングのための広告コミュニケー
ションは、純水「午後ティー」として、アイスティー
として「ごくごく飲める紅茶」へ価値を進化させ
ました。英国伝統のホットティーから、「純水でい
れたアイスティー」として、紅茶の中の止渇要素
を強化しました。
　もう一つ大きいリ・ポジショニングは、2006
年。広告コミュニケーションは、「20 年目の新発
見。実は、ヘルシー　午後の紅茶」と、「午後の紅
茶」に対する固定観念（中身が甘い、太りそう）
を打破し、「もう一度、紅茶を飲んでみよう」のア
クションにつなげました。広告では、実は低カロ
リー、無着色、低脂肪であることを数字で訴求し
ました。昔のイメージから「甘い」というイメー
ジが強く、お砂糖を取りたくないから、「午後の紅
茶」を飲みたくないと言われる方が多いのですが、

「実は低カロリーでヘルシーなんだ」ということを

図表 2　2006 年広告コミュニケーション（ストレートティー）

出所：キリンビバレッジ（株）

純水「午後ﾃｨｰ」・午後の紅茶
＜紅茶についての思い込み打破＞

水・無糖茶時代にも戦えるｱｲｽﾃｨｰ価値の確立

英国伝統
紅茶
ホット

日本の
現代紅茶
止渇

2003年 ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞのための広告ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ図表1　2003年　リポジショニングのための広告コミュニケーション

出所：キリンビバレッジ（株）
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訴求しました。
　ストレートティーは 15 キロカロリー以内なの
で、「低カロリーです」という表示をして。「レモ
ンティーは無着色です」「ミルクティーは低脂肪で
す」と、それぞれのヘルシーのポイントをお客様
に伝えてきました。ストレートティーでは、実は「甘
すぎると思っていると思うけれど、実は低カロリー
です」とか、レモンティーでは「着色料とか、こ
の黄色ってちょっと紅茶のナチュラルな色じゃな
いと思っていない？」というところに「無着色で
すよ」と言ってみました。ミルクティーは、「低脂
肪だから、ゴクゴク飲めるよ」というようなコミュ
ニケーションを 2006 年に行いました。

図表 3　2006 年広告コミュニケーション（レモンティー）

出所：キリンビバレッジ（株）

図表 4　2006 年広告コミュニケーション（ミルクティー）

出所：キリンビバレッジ（株）

　このコミュニケーション「実はヘルシー」が奏
功して午後の紅茶は復活し、2006 年は、販売数量
が上がっています。

——商品のカテゴリー拡張、味やパッケージの新提案

について教えてください。
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紅茶飲料出荷数量推移（ケース） カテゴリー別市場規模（出荷ケース数）

紅茶市場は、横這い。 市場規模も小さい。

当社調べ当社調べ

単位：万ケース 単位：万ケース

紅茶市場カテゴリー動向/2009年時点

Coffee

Tea

図表 5　紅茶市場カテゴリー動向 /2009 年時点

出所：キリンビバレッジ（株）

中井　2009 年頃から、さらに販売ボリュームを伸
ばすため、他カテゴリーと比較。市場のボリュー
ムが大きいコーヒーや無糖茶に比べて何が課題か
と考えた時に、飲用率ではなく、飲用本数が少な
いことが課題だと考え、飲用本数を増やすために
はどうしたら良いかと戦略を立てています。
　2010 年に伸びたのはこの「エスプレッソティー」
です。今も販売していますが、190g の小さい缶で
コーヒーと同じ「エスプレッソ」という抽出方法
を用いて、ギュッと凝縮したうまみのある濃い目
の、ちょっと苦渋みが強い感じのタイプの紅茶を
発売し、大ヒットしました。
　そして、2011 年から「おいしい無糖」は、甘い
イメージの紅茶の飲用頻度向上、飲用シーン拡大
のためには、「口の中をさっぱりと、食事と一緒に
無糖で飲みたい」というニーズに着目しました。
市場ボリュームが大きい緑茶が中心の食シーンに、
新しい選択肢として、「紅茶」を提案できないかと
考えました。茶葉も緑茶の味わいに近い「ダージ
リン茶葉」を中心にした「午後の紅茶　おいしい
無糖」の発売によって、「食事に紅茶」という新た
な飲用シーンが拡大しました。
　「午後の紅茶」というブランドがもう確立されて
いるので、この 4 本柱以外に「エスプレッソ
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ティー」や、果汁の入った「フレーバーティー」
をとても充実させています。安定した 4 本柱と周
辺に新しいニュースを入れながら次々と新製品を
投入しています。
　また、冬はこれまで温かい缶でしたが、今は、
オレンジ色のフタでホット専用のペットボトルが
主流になりつつあります。容器の技術がすぐには
開発されませんでしたが、ホットペットボトルが
出始めると自動販売機で活躍し始めました。
　2009 年から 2016 年までで 7 年連続、過去最高
を更新しています。

紅茶の拡大戦略が奏功
2009年以降5年間で躍進

販売数量推移（2010年～2014年）

（万ケース）

1,000万箱

図表 6　販売数量推移（2010 ～ 2014 年）

出所：キリンビバレッジ（株）

——「午後の紅茶　おいしい無糖」を発売するにあたっ

て、どのような調査や戦略をとりましたか。

中井　紅茶市場が広がらないことに問題意識を
持っていました。ダイエットや健康志向から無糖
茶ブームが起こっていましたので、無糖茶への拡
大を狙い、「午後の紅茶　おいしい無糖」を発売し
ました。それまで、何年も無糖紅茶にチャレンジ
をしても、なかなかうまくいかなかったのですが、

「おいしい無糖」は現在でも定着しています。
　広告コミュニケーションで「おにぎりと合う」「お
にぎり公式飲料」といった日本人の定番食である

「おにぎり」にぴったりだという意外性のあるコ
ミュニケーションを実施しました。
　店頭で「おにぎりと紅茶は合いますか？」と試
飲会で実際に試食してもらい「あり、なし」と投

票してもらいました。「おいしい無糖」は男性がター
ゲットなので、KAT-TUN の亀梨和也さん、現在
は嵐の松本潤さんを起用しています。実際試して
いただいたら、「おにぎりに紅茶」は「ありだね」
とお客様にご納得いただいています。
　また意外性のあるコミュニケーションでトライ
アルを生むことができ、「飲んでみたらおいしい」
と好評いただき、リピーターになっていただけて
市場に定着いたしました。

——パーセプション・チェンジ（これまでの消費者の

思い込みや刷り込みを変える）について、どのように

お考えですか？

中井　現在、ストレート・ミルク・レモンの定番
商品の固定ファンがいますので、商品がうまくいっ
ている時に、消費者の見方を変える「パーセプショ

午後の紅茶 おいしい無糖
□Segmentation :無糖茶（緑茶・烏龍茶など） 
□Targeting :社会人男女・無糖茶飲用者 
□Positioning :現代日本人の日常のお茶 

現代日本人の日常のお茶
おいしい無糖/商品概要図表 7　おいしい無糖 / 商品概要

出所：キリンビバレッジ（株）

「午後の紅茶」ロングセラーの秘訣
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ン・チェンジ」は必要ないと思います。でも過去
には、お客様の嗜好変化により売上が低迷したこ
とがありました。昔のイメージから「甘い」とい
うイメージが強く、お砂糖を取りたくないから、「午
後の紅茶」を飲みたくないと言われる方が多かっ
たのです。消費者が、「午後の紅茶」に対して持っ
ていた固定観念（中身が甘い、太りそう）を刷新
する「実はヘルシー」というコミュニケーション
を展開し、新しい価値観で包み直すことで、「午後
の紅茶」への見方、イメージを変えて、「もう一度、
紅茶を飲んでみよう」と再び支持されるようにな
りました。

２０年目の

午後の紅茶に対する固定観念（中味が甘い、太りそう）を打破し、
｢もう一度、紅茶を飲んでみよう ｣のアクションに繋げる。

新発見 飲んでみよう！固定観念打破

2006年 ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞのための広告ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

実は、ﾍﾙ ｼｰ。

図表 8　2006 年　リポジショニングのための広告コミュニケーション

出所：キリンビバレッジ（株）

　現在のレギュラーの 3 品に関しては安定的に伸
びていますので、本来の価値を強化していく戦略
が中心です。3 品はやはり紅茶の良さを伝えるた
めに、それぞれのフレーバーに合わせて、茶葉を
Dimbula・Kandy・Nuwara Eliya という 3 種類の
スリランカの茶葉を使っています。
　家庭用のインスタント紅茶のように、「粉を混ぜ
て溶かしているだけ」と思われている方もいます
が、工場でもティーポットと同じ方法で茶葉から
抽出をしています。Dimbula・Kandy・Nuwara 
Eliya というきちんとした茶葉を使っているとい
うことをパッケージに書いて、その本物感を出す
ようにしています。

——緑茶や麦茶が主流の日本で「午後の紅茶」が 30

年もロングセラーを続ける秘訣についてどのようにお

考えですか？

中井　紅茶の市場規模は、緑茶やコーヒーに比べ
ると中規模ですが、三つの味の定番商品を大切に
しながらカテゴリー拡張してきたことが大きいと
思います。これまで、いろいろな商品展開を提案
してきました。例えば、グリコのポッキーとのコ
ラボ商品や夏には「午後の紅茶」のかき氷などイ
ベント会場で提供したこともあります。味や原料
へのこだわりを大切にしながら、時代に合わせて
お客様に提案しつづけてきたことがロングセラー
の秘訣ではないかと考えています。

——若者から愛着を込めて、「午後ティー」と呼ばれ

てきましたが、その名前の親しみやすさが身近なブラ

ンドを形作っていると思いますが、いかがですか？

中井　「午後ティー」は、こちらが企画した愛称で
はなく、お客様から自然自発的に「午後ティー、
午後ティー」と 2000 年以前ぐらいから言ってい
ただいているのが、この商品が愛されているなと
思うところですね。
　現在はその愛称を積極的にコミュニケーション
に活用しています。お客様への調査で、「飲むと
ちょっとほっとして、次がんばろうという気持ち
になる」「ゆったりくつろぐだけではなく、気持ち

Kandy Dimbula Nuwara 
Eliya

ローグロウン
ならではのマイルドな

味わい。
（標高６００～８００ｍ）

渋さの元である
タンニンの量が
少なく、まろやかな
味わいのミルクティー
にぴったり。

ミドル～ハイグロウンの
ほどよい渋さが
ありながらも、

華やかで紅茶らしい
味わい。

（標高１２００～１６００ｍ）

バラを想わせる
香りは、「セイロン紅茶
の女王」の称号が最適。

ハイグロウンならではの
しっかりとした渋みと
フルーティーな香り。
（標高１６００～１８００ｍ）

その軽やかな味わいは
レモンなどのフルーツと
相性がぴったり。

紅茶の嗜好性向上のためﾌﾚｰﾊﾞｰごとに茶葉を使分け。
ﾚｷﾞｭﾗｰ3品（ｺｰﾙﾄﾞ）図表 9　 レギュラー 3 品（コールド）

出所：キリンビバレッジ（株）
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を前向きに切り替えることができる」という気分
を「go go」というような文字と掛け合わせ、「go 
go tea」として、英語表記で使っています。「単な
るゆとりだけの飲料」ではなくて、「次に前向きに
なれる飲料」ですよ、というメッセージを込めて、

「go go tea!」というコピーで CM を去年から作っ
ています。

——今後も日本の紅茶ペットボトル市場で、圧倒的な

優位性を保つと思われますが、今後の戦略、商品展

開、世界展開についても教えてください。

中井　海外戦略については、ブランドよりも会社
の方針によって、展開が変わってきているので、
私たちのブランドチームでは、世界展開について
は大きくは考えていないのが現状です。　
　現在、国内紅茶市場では、NO.1 ブランドの地位
を確立しています。他社ではリプトン、伊藤園の

「TEAs' TEA」などありますが、もう少し市場が
活性化してほしいです。
　今後も国内市場では、おいしい無糖を加えた 4
つの基本フレーバーを大切にしながら、フレーバー
ティーや他社とのコラボレーション（以下、コラボ）
なども取り組んでいきたいと考えています。 他社
とのコラボは普段「午後の紅茶」に興味のないお
客様の新しい層に「ポッキーと何か面白そうなこ
とをやっている」ということで、買っていただく
効果があります。
　例としては、グリコのポッキーと一緒に食べると
違う味になるというコラボ商品を作っています。
2016 年はレアチーズで、ヨーグルト風味の紅茶を
作って、レモンポッキーを一緒に食べるとレアチー
ズケーキになるというような味のコラボです。
　2015 年はアップルパイでした。シナモンの入っ
たアップルティーと、カスタードポッキーを合わ
せるとアップルパイという、ちょっとした遊び心
を楽しんでいただくというコンセプトを加えてい
ます。他社との連携は、新しい味での取り組みが
できるので面白いですね。

最後にまとめ
　最後に、まとめとして「午後の紅茶」の「成長
のポイント」ですが、一つ目はやはり、初めて「ペッ
トボトルの紅茶」というカテゴリーを創造し、市
場のパイオニアになったこと。マーケティングの
常識として、ファーストセラーというか、最初に
市場に入ったところが強いというのがあります。
　二つ目に、少し販売が伸び悩んでいる時でも、「時
代に合った飲用価値の提案」をしている。紅茶の
中でのその時代に合う価値を探してきました。
　やはりこの時代に合ったからといって、甘い飲
料が多いから無糖茶をという発想ではなく、持っ
ている紅茶の良さの中で、時代に合うものを探し
ていきました。「実はヘルシー」などの価値訴求が
良い例です。
　三つ目は、紅茶のカテゴリーは、さまざまなフ
レーバーが展開できるという強みを生かして、カ
テゴリーの拡張を行っていったことで非常に伸び
たと思います。
　「こだわり素材」シリーズというフレーバー
ティーがありますが、「カフェインゼロ」というの
も KIRIN 独自の技術を生かしました。日本人には
欧米人よりも結構カフェインに耐性があるので、
やはりカフェインゼロだと、妊婦の方か子ども向
けしか市場がないのです。コンビニでずっと買え
るという状況になるにはちょっと市場規模が小さ
いのです。その「カフェインゼロ」×「カロリー
ゼロ」という、少しヘルシーな感じをかけ合わせて、

午後の紅茶ﾌﾞﾗﾝﾄ /゙成長のﾎﾟｲﾝﾄ

・初のＰＥＴ容器入り紅茶の発売・ｸﾘｱｱｲｽﾃｨｰ製法

・小型（５００ｍｌ）ＰＥＴボトル容器の導入

・ｱｲｽﾃｨｰとしての魅力 ・ﾍﾙｼｰ訴求

・紅茶ｶﾃｺﾞﾘｰに留まらない、紅茶の飲用ｼｰﾝの拡大

（缶ｺｰﾋｰ/無糖茶/低果汁ｶﾃｺﾞﾘｰ）

①
ｶﾃｺﾞﾘｰ創造のﾊﾟｲｵﾆｱ（新技術と容器ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）

②
時代に合った飲用価値の提案

③
紅茶のｶﾃｺﾞﾘｰ拡張

図表 10　午後の紅茶ブランド / 成長のポイント

出所：キリンビバレッジ（株）

「午後の紅茶」ロングセラーの秘訣
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フレーバーティーを作りました。甘味料を少し使っ
て甘くしているのですが、それはカテゴリー拡張
の中の果汁飲料を少し狙っているのです。
　「フレーバーティーです」というよりは「大人の
果汁飲料です」と、果汁飲料を飲むよりも甘くな
くてスッキリ・ゴクゴク飲めて「カロリーゼロで
す、ヘルシーでしょ？」という立ち位置で作って
います。

（女性活躍に関する質問）
——中井様は子育てしながら、マーケティングのお仕

事をされているようですが、両立する上で働き方の工

夫、チームでの協力体制等、お聞かせください。

中井　入社して 16 年目ですが、マーケティング
の仕事に就く前、広報や総務の業務をしていまし
た。その当時、仕事に対して少し迷いみたいなも
のはあるかなと思うのですが、子どもが生まれて
10 年以上会社にいるようになると、やはり、続け
ることで見えてくる世界というのが少しあるのか
なというのは、実感しています。やはり仕事も若
い頃って自分の思った通りできないなと思ってい
たことがあったりもしたのですが、経験を重ねて
いくと、上司にすごく仕事を任せてもらえたりと
か、「自分が考えたことをやってみたら」と言って
いただけるようになりました。経験を重ねること
で信頼ができて、できる仕事というのがあると感
じています。まあ、どんな時も目の前の仕事を一
生懸命やるということがまずは大事だと思います
が、長く続けてみることも、自分自身としてはす
ごく良かったなと思います。入社した時にまさか
一つの会社に、こんなに長くいるとは思わなかっ
たですから。　　
　子どもが生まれてからの方が仕事は楽しくなっ
てきたと思います。今の部署では、やればやるほ
ど仕事があるので、私にもし子どもがいなかった
ら、遅くまで残業していたと思います。子どもが
生まれる前は遅くまで残業していたこともありま
したが、今の方がメリハリがあってワーク・ライ

フ・バランスが取れていると思います。　
　私には、小学 1 年生の子どもがいるのですが、
フレックスや在宅勤務制度が充実しているので、
マーケティングの仕事とは両立しやすいです。在
宅勤務制度があるので、よく活用しています。時
間管理が重要なので仕事が残っていても間に合い
そうになければ、「明日できることは今日やらない」
と切り替えを心がけていて、自宅には仕事を持ち
帰らないようにしています。資料作りや、イベント、
記者発表など事前に仕事量が分かっている時は
チームメンバーと調整することもありますが、前
もって計算して段取り良く進めるようにしていま
す。残業もあまりしないで効率的に業務を進める
工夫をしています。
　現在、マーケティング部にはメンバーが 50 人
位いて、その中でお子さんがいる女性が 10 人程
度います。交代で産休・育休を取っています。女
性にとっては、とても働きやすい職場だと思い 
ます。

——これからマーケティング職やキャリアを目指す女

性にアドバイスを一言お願いします。

中井　やはり、仕事を長く続けていることで見え
てくるものがあると思います。大きな仕事を任さ
れたり、自分で企画提案ができたりするようにな
ります。でも、子育てはやはり、仕事量もですが
大変な時期とそうではない時の波があるので、大
変な時は家族も含めて周りの人に協力してもらう
ということが大事かなと思っています。無理しな
いで続ける方法として、ダメなときは、周りの人
にちょっと甘えると言いますか、頼っていかなけ
ればいけないのかなということは感じています。
　逆にチームのメンバーとかが困っている時に、
自分がどれだけ助けてあげられるかが大事になり
ます。メンバーが「お休みして、旅行に行ってき
ます」という場合でも、全然嫌な顔をせずに「仕
事は全部やるから、行っておいで」というような
感じで。お互い、助け合える時に助け合って、良

マネジメント
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い職場環境を作っておくというのは重要だと思い
ます。
　マーケティングの仕事は、前もって分かってい
る部分で十分調整ができるかな、という業務のほ
うが多いです。今日ここでこの業務があって、こ
れを私がやらないと他の人にしわ寄せがいくこと
はあまりありません。計画的になにか資料を作る
とか、打ち合わせに出るとかというのは、あらか
じめ分かっています。資料も何日かあればできま
すので、今日は無理にやらなくていい。明日やれ
ば間に合うという計算が全部できるので。
　今後マーケティング職やキャリアを目指す女性
には、ライフイベントがあっても仕事は辞めない
でほしいと思います。そして制約があってもいろ
いろなことにチャレンジしてほしいと思ってい 
ます。

「午後の紅茶」ロングセラーの秘訣




