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１．「食と健康」実証実験の背景 

１）販売マニュアル・自主基準づくりと食と健康市場について 

（１）販売マニュアル・自主基準作成の経緯 

2013 年６月に閣議決定した「日本再興戦略」に、「食の有する健康増進機能の活用」が明記さ

れた。具体的には「米国のダイエタリーサプリメント制度を参考に、健康増進機能を有する食材・食品

の普及・促進を図る」である。 

2014 年 10 月に製配販が集まった「健康食品市場創造研究会」が設立され、食と健康販売マニ

ュアルづくりが提唱したが、日本チェーンドラッグストア協会（JACDS）も特別協力として参画。 

 

食と健康販売マニュアルの作成は、2018 年６月には JACDS 20 周年記念事業で設置された

「食と健康 市場創造プロジェクト」が引継ぎ、2019 年６月以降は街の健康ハブステーション推進委

員会が引き継いで、関係省庁に確認して 2020 年６月にまとめ上げられた。 

 

 

（２）食と健康市場について 

2015 年４月には機能性表示食品制度が始まり、機能性を表示することができる保健機能食品

は、「特定保健用食品（トクホ）」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」になった。 

特に、機能性表示食品は 2021 年度内 1,000 件を超える届出があり、5,561 件（2022 年６

月 16 日現在）となり、大きく拡大を続けている。市場規模も商品の拡大と共に、2021 年度の市場

規模は 4,400 億円を超える見込みとの報道もされている。2016 年度に 1,000 億円を超えた市場

規模は５年間で４倍以上に急成長している。 

2020 年６月、関係省庁に確認してまとめられた「食と健康」販売マニュアル 

※マニュアルは JACDS のホームページ（会員専用ページ内）に掲載しています。 
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２）実施の背景 

（１）機能性をもつ食品の認知について 

保健機能食品を中心に機能性を持つ食品は少なくないが、消費者は期限表示や価格表示を確

認して食品を購入することも多い状況である。 

機能性表示食品は市場拡大を続けていても、消費者庁より 2021 年７月に公表された「食品表

示に関する消費者意識調査報告書」によると、「どのようなものか知っている（20.7％）」、「どのよう

なものか知らない（聞いたことはあるも含む）（79.3％）」とまだ消費者に認知されていない状況で

あり、巨大な潜在需要があると言える。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症による健康意識と生活様式の変化 

2020 年１月 14 日に新型コロナウイルス感染症の陽性者が日本国内で確認されて以降、感染

者の増加の波は繰り返され、残念ながら終息したとは言えない状況である。コロナ禍は日常生活に非

常に大きなインパクトを与え、今までとは異なる生活様式を余儀なくされている。 

その結果、これまでにない健康や生活に対する「不」が発生し、健康意識の変化と行動変容が発

生した。特に、病気に対する予防、衛生に対する意識が高まりからマスクや手指の消毒といった行動が

定着し、食品や健康器具などへ関心の広がりも見せている。 

 

（３）健康食品の販売トラブル 

フリーマーケットサイトや個人輸入サイト等を始めとしたいわゆる健康食品の販売では、偽物や怪し

い商品の流通によって健康被害が発生している事例もある。また、定期購入の解約に関するトラブル

も報告されており、消費者にとって安心・安全な商品流通への取り組みが重要な課題である。 

 

（４）健康食品の販売方法 

消費者の健康に資する優れた商品であっても誤認を与えず適切な販売が必要である。意図して

いなくても優良誤認を与えてしまう表示内容のために行政より指導を受けることもあり、流通の現場

では商品表示内容や情報提供方法の対応に苦慮されている。 

 

これら生活者の健康ニーズへの高まりと行動変容、潜在的な巨大マーケットの可能性等を 

受け、食と健康販売マニュアルを活用して「食と健康」からアプローチした街の健康ハブ 

ステーション構想実現のために実証実験を実施した。 
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３）街の健康ハブステーション推進委員会について 

（１）委員会の目的と活動 

街の健康ハブステーション構想実現に向けた活動計画の整備と実施を進める。その具体策として、

2021 年度は「食と健康」販売マニュアルの活用等から、実証実験を通じて食と健康の市場創造・

マーケット拡大を研究する。 

 

（２）委員会の構成（順不同、敬称略）※2022 年６月末現在 

・委員長 塚本 厚志（株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 代表取締役副社長） 

・副委員長 櫻井 寛（株式会社丸大サクラヰ薬局 常務取締役 管理本部長兼 

経営企画部長） 

・委員 武隈 健司（株式会社 MCC マネジメント 管理本部 総務企画部 

オフィスマネジメント課 主査） 

中渡 幸司（株式会社トモズ 商品部 シニアマネージャー） 

小池 くるみ（株式会社スギ薬局 社長室 製配販連携推進課） 

佐々木 誠（国分グループ本社株式会社 ヘルスケア統括部 副部長） 

板本 敦志（株式会社大木 取締役執行役員マーケ＆プロダクト事業部長） 

舘野 純一（株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー グループ管理統括 

総務企画室 SDGs 推進専任部長） 

綱田 英俊（株式会社サンキュードラッグ 取締役 コミュニティーケア事業部長） 

 

（３）街の健康ハブステーション推進委員会の開催と実証実験の検討 

①2021 年度 第１回会議（2021 年６月 16 日） 

②2021 年度 第２回会議（2021 年７月 29 日） 

③2021 年度 第３回会議（2021 年９月 15 日） 

④2021 年度 第４回会議（2021 年 10 月 27 日） 

⑤2021 年度 第５回会議（2021 年 12 月 22 日） 

⑥2021 年度 第６回会議（2022 年２月 18 日） 

⑦2022 年度 第１回会議（2022 年４月 25 日） 

⑧2022 年度 第２回会議（2022 年６月 17 日） 
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２．「食と健康」実証実験の目的と狙い 

１）目的と狙い 

食と健康販売マニュアルに基づき、機能性を持つ食品の新表示による売場づくり実証実験を通じ、

ドラッグストアの成長を牽引する「食と健康カテゴリー創造」に向けた研究・挑戦を行う。 

生活者の健康に資する売場の実現を目指し、食品の機能性表示による売場づくりによって、生活

者の購買行動の変化やカウンセリング手法等を検証する。 

 

２）実証実験の準備と進め方 

（１）実験テーマ 

食と健康販売マニュアルの新表示可能な 21 テーマより、市場規模、消費者ニーズ等を踏まえ、

「お腹サポート」「ストレスサポート」「睡眠サポート」「認知サポート」「免疫サポート」の５テーマを実

証実験の対象テーマに設定。 

 

（２）売場設置の表示物について 

ドラッグストア業界への普及促進を見据え、売場づくりで苦慮する売場表示物（トップボードや帯

POP などの一式）を JACDS が消費者庁に確認して作成した。また、実験開始前には実験店舗

の地区を管轄する保健所にも事前に説明を行った。 

※実証実験は JACDS が作成した表示物で展開するため、実験企業独自での修正は行わない。 

 

（３）商品構成・棚割りについて 

食品の持つ機能性を表示するため、保健機能食品を中心とした商品構成を基本とした。その中

で、企業戦略や立地や商圏を踏まえ、実験各社が棚割りを作成。実験テーマによってはいわゆる健

康食品や日用雑貨も含めた訴求を図るため、それらが含まれる場合は、消費者が誤認しないため

の表示物を設置して展開している。 
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３．「食と健康」実証実験の実施概要 

１）実証実験の概要 

（１）実験店舗・実施期間・実施テーマ ※順不同 

2022 年３月～６月上旬にかけ、６企業 16 店舗にて食と健康実証実験を展開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗名 実施期間 実験テーマ

1 ハックドラッグ美しが丘店 2022/4/7～2022/6/6 免疫、お腹、睡眠

2 ウエルシア平塚四之宮店 2022/4/7～2022/6/6 免疫、お腹、睡眠

3 ウエルシア足立西新井店 2022/4/7～2022/6/6 免疫、お腹、睡眠

4 ウエルシア足立南花畑店 2022/4/7～2022/6/6 免疫、お腹、睡眠

5 トモズシーアイハイツ和光店 2022/3/1～2022/4/30 免疫、睡眠／ストレス

6 サンキュードラッグコスパ相生薬局 2022/3/1～2022/4/30 睡眠

7 サンキュードラッグ一枝店 2022/3/1～2022/4/30 ストレス

8 サンキュードラッグ社ノ木薬局 2022/3/1～2022/4/30 お腹

9 サンキュードラッグ中井薬局 2022/3/1～2022/4/30 認知

10 サンキュードラッグ平野店 2022/3/1～2022/4/30 免疫

11 ココカラファイン静岡伊勢丹店 2022/3/16～2022/5/15 免疫、お腹、睡眠／ストレス、認知

12 ココカラファインプラスイズミヤ八尾店 2022/3/16～2022/5/15 睡眠／ストレス

13 スギ薬局高浜店 2022/4/4～2022/6/5 お腹、免疫、睡眠／ストレス

14 マツモトキヨシ豊四季店 2022/3/16～2022/5/15 睡眠

15 マツモトキヨシ流山南店 2022/3/16～2022/5/15 お腹

16 マツモトキヨシ馬橋店 2022/3/16～2022/5/15 免疫
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【実験企業の店舗】※抜粋、順不同 

        

サンキュードラッグ平野薬局        スギ薬局高浜店 

 

        

トモズシーアハイツ和光店         マツモトキヨシ流山南店 

 

           

ココカラファインプラスイズミヤ八尾店            ウエルシア足立南花畑店 
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（２）新表示物について 

JACDS が消費者庁に確認し、売場に設置する表示物を一式作成。実験店舗では JACDS か

ら納品された表示物を設置して展開。実験対象テーマは、「お腹サポート」「ストレスサポート」「睡眠

サポート」「認知サポート」「免疫サポート」の５テーマ。 

 

①トップボード（900mm×300mm）：ゴンドラ最上段に設置 

     

   

   

   

     

    ※同一ゴンドラで複数テーマを展開する混合パターン 
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②帯 POP（900mm×70mm）：プライスカードレールに設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般食品、いわゆる健康食品を同一ゴンドラで展開する場合、消費者の誤認を与えないために使用 

 

 

※日用品、雑貨を同一ゴンドラで展開する場合、消費者の誤認を与えないために使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

③区分表示（大）（70mm×200mm）：自立式でテーマ区分を表示 

      

  

 

④区分表示（小）（70mm×135mm）：自立式で食品区分を表示 
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⑤訴求 POP（105mm×148mm）：商品個別の訴求用 

・機能性表示食品と特定保健用食品のみ対象 

・商品の特定情報を抜粋した掲載はできないため、機能性表示食品と特定保健用食品の届出 

情報や表示可能情報を一切加工せずに掲載。 

・詳細情報はお客様に QR コードより読み取りをしてもらう。 

【リンク先】 

機能性表示食品：消費者庁 機能性表示食品の届出情報検索の該当商品ページ 

特定保健用食品：国立研究開発法人 医療基盤・健康・栄養研究所 「健康食品」の 

安全性・有効性情報の該当商品ページ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 

商品情報+QR コード 商品情報+QR コード 

商品名 



11 

 

⑥展開イメージ 

表示物を設置した「食と健康」売場のイメージ。トップボードが大きくアイキャッチとなり、消費者

に気づきを与え、誤認せずに何の売場なのか一目でわかるようになっている。 

また、消費者が陳列されている商品区分を一般食品や日用品と機能性表示食品や特定保

健用食品、栄養機能食品であると誤認しないように、帯 POP や区分表示を用いて、一目で区

別できるように配慮した。 

 

区分表示（大・小） 

訴求 POP 

帯 POP 

トップボード 

誤認を与えない表示 
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⑦リーフレット（A4 サイズ） 

栄養補給、嗜好機能、体調調節機能という、食品の機能を紹介するリーフレットと、消費者庁の

「機能性表示食品検索データベース」を紹介するリーフレットの 2 種類を実験店舗に設置。 

    

食品の機能を紹介するリーフレット         機能性表示食品検索データベース 

リーフレット 

 

⑧その他のボード（450mm×300mm） 

トップボード上やプロモーションスペースなどに設置することを想定したボード。食品の３つの機能と、

特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の違いについて、解説するものとなっている。 
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（３）情報提供について 

①従業員からお客様にお声がけする場合 

 商品パッケージを含めたメーカー販促物に記載されている範囲及び、消費者庁の機能性表示

食品検索データベース、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の「健康食品」の安

全性・有効性情報を紹介。 

 

②お客様の相談に対応する場合 

  商品パッケージを含めたメーカー販促物に記載されている範囲及び、従業員が機能性表示食

品検索データベースや「健康食品」の安全性・有効性情報で検索し、その検索結果の範囲内で

の情報提供が可能である。 

 

メーカー販促品

消費者庁　機能性表示食品検索DB（サイト）の紹介

国立健康・栄養研究所
「健康食品」の安全性・有効性情報（サイト)の紹介

ツール③

メーカー販促品の記載範囲で情報抵抗
→記載範囲を超える場合は専門家につなぐ

消費者庁　機能性表示食品検索DBの記載範囲で情報提供

国立健康・栄養研究所
「健康食品」の安全性・有効性情報の記載範囲で情報提供

ツール⑥

ツール①メーカー作成物

ツール②
機能性表示食品

検索DB
従業員からの
情報提供

国立研究開発法人　医
薬基盤・健康・栄養研究
所「健康食品」の安全
性・有効性情報

ツール⑤
機能性表示食品

検索DB
生活者の質問に対する

情報提供

ツール④メーカー作成物

国立研究開発法人　医
薬基盤・健康・栄養研究
所「健康食品」の安全
性・有効性情報
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（４）効果検証について 

食品の持つ機能性を表示によって、消費者の購買行動（店舗従業員への相談回数の変化や

販売数量の変化等）がどのように変化するのかを検証する。 

また、情報提供のあり方と進め方及びカウンセリング販売の手法の検証を行う。 

 

２）実証実験の結果 

（１）新表示によるお客様からの相談の変化 

今回の実証実験は機能別陳列とテーマ表示をすることがお客様の購買行動にどのような変化を

もたらすかを検証することが大きな目的の一つである。 

実験店舗ではお客様からの相談があった場合、声掛けをした場合に記録するためのシートを配

布し、新表示によってお客様がどのような印象を持ったのか、相談内容に変化があったのかをまとめた。 

 

 

「食と健康実証実験」相談記録 

 

多くの実験企業からも新表示によって実験売場への立ち寄りが増えたというご意見もあり、ある実

験店舗では防犯カメラで実験売場の立ち寄り人数を測定したところ、実験期間中に１か月間で

512 名という非常に多い結果であった。 

 高い立ち寄り率と店舗からの積極的な声掛けも含め、約 2 か月間の実験で 36 件の対応報告が

あり、多くのお客様からの相談対応に繋がった。 

トップボードや設置された表示物に興味を持って立ち止まっており、新表示によって気づきを与えら

れることが実証されたと言える。 
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カウンセリングが増加した一方で、表示物で詳しい解説されているため、商品特徴を理解・納得し

たセルフ購入も多くされているというご意見も頂いた。 

カウンセリングとセルフ購入の両方の増加に共通して言えるのは、テーマ表示と機能別陳列が生

活者への気づきを与えること、自分の悩みを解決する分かりやすい売場づくりを実現したことである。 

さらに、実験売場の近くに血圧計を設置した店舗では、約１か月間で 200 名を超えるお客様が

測定しており、「食と健康売場」だけでなく「食と健康カテゴリー化」に向けた大きな可能性も示してい

る。 

 

（２）新表示による販売数量の変化 

実証実験店舗では、実験開始前から対象テーマの販売数量を集計するだけでなく、商圏や来

店顧客が実験店舗と近い店舗をベンチマーク店舗として設定。その中で、PI 値（※）を用いて販

売数量の変化を検証した。 

※PI 値：来店顧客 1,000 人にあたりの商品の買上げ率。来店客の何人がその商品を購入した 

かを示す。 

 

実験テーマによって異なるが、新表示によって PI 値は高くなる傾向が見て取れる。実験店舗によ

っては、対象テーマに展開商品をベンチマーク店舗と比較して、PI 値が 0.3→1.7（約 5.6 倍）、

0.2→0.9（約 4.5 倍）、1.3→2.1（約 1.6 倍）、0.3→0.7％（約 2.3 倍）に増加してい

る。 

一方、免疫など社会情勢から注目されているテーマは、他のテーマよりも増加の幅が少ない傾向

であった。これは、テーマによって気づきを与えたのか市場が顕在化しているかの違いである。新表示

による気付きを与えたことが潜在マーケットを獲得したことが PI 値の増加傾向からも読み取ることが

できる。 

 

３）実験企業からのご意見と今後の課題 

（１）表示物について 

・トップボードはシンプルで文字も大きく見やすかったが、帯 POP はプライスカードレールに設置するた

め、プライスカードを設置すると表示内容と重なってしまった。表示内容を伝えるには文字サイズの

変更など、今後の検討も必要ではないか。 

・区分表示は明確で分かりやすいが、自立式のために陳列 SKU を少なくせざるを得なくなり、陳列

のボリューム感を出すことができなかった。 

・訴求 POP は表示可能内容を抜粋せずに表示したため、商品によって文字量が多く、興味のある

お客様にしか見てもらえなかった。 
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（２）お客様の購買行動の変化について 

・テーマ表示と訴求 POP があるためにカウンセリング販売よりもセルフ販売が多かったと感じる。声掛

けをしても訴求 POP の内容で理解されたという返答もあった。 

・訴求 POP で詳しい解説がされているため、より詳しい説明や商品特徴の違いなどを聞かれることも

多かった。 

 

（３）実験店舗からのご意見について 

・訴求 POP に記載されている内容以上の質問は対応が難しかった。対応のフローチャートなどの支

援ツールがあるとプラスαの提案もできると感じた。 

・分かりやすい、見やすい売場は実現できたが購入に至らないケースも多い。お客様から相談を増や

す、カウンセリング販売を促進させる仕掛けをすることで今後の可能性を感じる。 

   ・ボードや POP などの表示は有効である事が判明したが、さらに声かけ、接客が出来る環境（従業

員のスキル、サポートできるツール）があればさらにプラスの効果が得られると推測される。 
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４．まとめ 

実験期間の販売数量増加から見えるように、新表示による売場づくりはマーケット拡大のポイント

であると実証することができた。一方で、新表示で分かりやすい売場は実現できたが、セルフ販売とカ

ウンセリング販売の両面が促進された結果であった。これは、表示による商品特徴を理解したセルフ

購入とカウンセリングによって自分の悩みを解決するための商品購入のどちらも促進した結果であり、

生活者の満足度を高めた結果だと言える。 

約 2 か月間の実証実験のため、スタッフの人材育成や教育にまで踏み込むことができなかったが、

情報提供のあり方理解した上でカウンセリング必要な知識とスキルを高めることで更なる可能性を感

じさせる結果であろう。 

実証実験のため展開テーマを 5 つに限定して展開したが、食と健康売り場全体を新表示、機能

性別の棚割り展開をすると店舗として統一感が出すことができるようになり、訴求力を高めることが

可能である。 

 

また、食と健康販売マニュアルによって新たにテーマ表示をすることが可能となったが、実証実験で

はピクトグラムの表示まで踏み込んで表示することができた。これまでドラッグストアは薬剤師常駐の

件、調剤ポイント付与の件、薬局の二重申請の件など、様々なことを業界が一丸となって解決・実

現に向かって取り組んできた。今回の食と健康の表示も同様に、消費者にとって分かりやすく健康資

するドラッグストアになるために業界が得た大変大きな実績である。 

 

街の健康ハブステーション推進委員会では、大きな成果を得た食と健康の取り組みを一過性の

ものにすることなく、実証実験で展開した５テーマだけでなく、食と健康販売マニュアルに基づきその

他のテーマも含め、全 21 テーマの表示物も作成した。これらも消費者庁に確認して作成されたもの

であり、会員企業が使用できるように JACDS ホームページに掲載されている。 

 

ドラッグストア業界の成長を牽引するキーポイントとなる極めて重要な取組みであることを理解し、

ドラッグストア企業もメーカー、ベンダー、ストアサポーターと連携して新表示による実験について是非

とも挑戦して頂きたい。 
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５．今後の展開 

今回の実証実験では多くの成果を得て、今後の可能性を感じさせる結果であったが、この取り組

みを一過性のものにしてはならない。この成果をより実践的なものにするため、街の健康ハブステーシ

ョン推進委員会では、2022 年度の更なる取組みを既に開始している。 

 

今回の実証実験では新表示による気づきを与えることで、生活者からの相談が増えるのか、セル

フによる適切な商品選択に資するのかが重要なポイントであった。その結果はその両方でよい結果に

繋がったと言える。 

そこで、2022 年度の街の健康ハブステーション推進委員会では、食と健康を活動の中心として

発展的に『ドラッグストアができるセルフケア提案の売場づくりと売り方開発』に取組む。食と健康を中

心とした売場提案に様々なヘルスチェック機器やセルフケア用品の活用を加えた提案から、「健康に

関する悩みはドラッグストアで解決する機能活性」と「予防・未病マーケットの創造」の実現に向けた

研究を進める。 

具体的な内容は調整中だが、「食と健康」×「ヘルスチェック機器・用品」×「管理栄養士」による

売場づくり方法の研究を進める予定である。 

 

食と健康には極めて大きな潜在需要があるが、健康に関する資格者が常駐して、全国に２万

店舗以上のネットワークを持つドラッグストアであっても十分に取り込むことができていない。 

業界・企業の成長を牽引する大きな要素となる可能性を秘める取組みについて絶大な期待を

頂くと共に、業界関係者のご協力、実践に期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


