
気になって注意を向ける 買ってみようかと検討を始める 買ってみようという思いが強くなる 最終的に買おうと決心する 全体

+0.4 

+0.3 

+0.2 

+0.1 

±0 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

本日限り 0.36

お買い得品 0.28

今なら増量 0.27

期間限定 0.27

季節限定 0.19

広告の品 0.16

お値打ち価格 0.15

数量限定 0.13

お一人様●個限り 0.11

ワケあり商品 0.09

新発売 0.06

目玉商品 0.02

売り上げナンバー1 0.00

先着●名様 -0.01

キャンペーン実施中 -0.01

まとめ買いでお得 -0.04

売れてます -0.16

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.22

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.30

店長のおすすめ -0.31

愛され続けて○○年 -0.34

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.36

「モンドセレクション」受賞 -0.40

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.40

販売数○個突破 -0.41

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.46

絶賛発売中 -0.48

ＣＭ放映中 -0.49

●秒に1つ売れています -0.54

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.68

本日限り 0.26

今なら増量 0.16

期間限定 0.12

季節限定 0.11

お買い得品 0.08

数量限定 0.05

広告の品 0.05

お一人様●個限り 0.04

お値打ち価格 0.04

ワケあり商品 -0.03

先着●名様 -0.06

目玉商品 -0.07

新発売 -0.10

キャンペーン実施中 -0.11

まとめ買いでお得 -0.14

売り上げナンバー1 -0.21

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.24

売れてます -0.28

店長のおすすめ -0.37

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.42

愛され続けて○○年 -0.42

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.43

販売数○個突破 -0.43

「モンドセレクション」受賞 -0.44

絶賛発売中 -0.47

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.47

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.50

ＣＭ放映中 -0.52

●秒に1つ売れています -0.54

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.63

本日限り 0.20

今なら増量 0.13

期間限定 0.07

季節限定 0.06

お買い得品 0.02

数量限定 0.00

広告の品 -0.01

お値打ち価格 -0.02

お一人様●個限り -0.02

先着●名様 -0.04

ワケあり商品 -0.10

まとめ買いでお得 -0.13

目玉商品 -0.15

新発売 -0.17

キャンペーン実施中 -0.21

売り上げナンバー1 -0.26

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.30

売れてます -0.36

店長のおすすめ -0.37

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.43

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.44

愛され続けて○○年 -0.46

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.47

販売数○個突破 -0.48

絶賛発売中 -0.48

「モンドセレクション」受賞 -0.49

●秒に1つ売れています -0.53

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.53

ＣＭ放映中 -0.53

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.62

本日限り 0.16

今なら増量 0.01

期間限定 -0.04

季節限定 -0.05

広告の品 -0.08

数量限定 -0.08

お値打ち価格 -0.12

お買い得品 -0.12

お一人様●個限り -0.13

先着●名様 -0.15

目玉商品 -0.23

ワケあり商品 -0.24

キャンペーン実施中 -0.26

まとめ買いでお得 -0.27

新発売 -0.33

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.37

売り上げナンバー1 -0.40

売れてます -0.45

店長のおすすめ -0.46

ＣＭ放映中 -0.60

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.69

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.53

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.53

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.53

「モンドセレクション」受賞 -0.54

愛され続けて○○年 -0.54

販売数○個突破 -0.55

絶賛発売中 -0.56

●秒に1つ売れています -0.58

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.58

季節限定 0.19

広告の品 0.16

お値打ち価格 0.15

数量限定 0.13

お一人様●個限り 0.11

季節限定 0.19

広告の品 0.16

お値打ち価格 0.15

数量限定 0.13

お一人様●個限り 0.11

季節限定 0.19

広告の品 0.16

お値打ち価格 0.15

数量限定 0.13

お一人様●個限り 0.11

ワケあり商品 0.09

新発売 0.06

目玉商品 0.02

売り上げナンバー1 0.00

ワケあり商品 0.09

新発売 0.06

目玉商品 0.02

売り上げナンバー1 0.00
ワケあり商品 0.09

新発売 0.06

目玉商品 0.02

売り上げナンバー1 0.00

先着●名様 -0.01

キャンペーン実施中 -0.01

まとめ買いでお得 -0.04

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.30

店長のおすすめ -0.31

愛され続けて○○年 -0.34

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.36

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.30

店長のおすすめ -0.31

愛され続けて○○年 -0.34

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.36

「モンドセレクション」受賞 -0.40

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.40

販売数○個突破 -0.41

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.46

絶賛発売中 -0.48

ＣＭ放映中 -0.49

「モンドセレクション」受賞 -0.40

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.40

販売数○個突破 -0.41

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.46

絶賛発売中 -0.48

ＣＭ放映中 -0.49

今なら増量 0.16

期間限定 0.12

季節限定 0.11

お買い得品 0.08

数量限定 0.05

広告の品 0.05

お一人様●個限り 0.04

お値打ち価格 0.04

ワケあり商品 -0.03

先着●名様 -0.06

目玉商品 -0.07

新発売 -0.10

キャンペーン実施中 -0.11

まとめ買いでお得 -0.14

売り上げナンバー1 -0.21

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.24

売れてます -0.28

売り上げナンバー1 -0.21

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.24

売れてます -0.28

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.42

愛され続けて○○年 -0.42

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.43

販売数○個突破 -0.43

「モンドセレクション」受賞 -0.44

絶賛発売中 -0.47

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.47

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.50

ＣＭ放映中 -0.52

●秒に1つ売れています -0.54

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.50

ＣＭ放映中 -0.52

●秒に1つ売れています -0.54

期間限定 0.07

季節限定 0.06

お買い得品 0.02

数量限定 0.00

期間限定 0.07

季節限定 0.06

お買い得品 0.02

数量限定 0.00

広告の品 -0.01

お値打ち価格 -0.02

お一人様●個限り -0.02

先着●名様 -0.04

ワケあり商品 -0.10

広告の品 -0.01

お値打ち価格 -0.02

お一人様●個限り -0.02

先着●名様 -0.04

ワケあり商品 -0.10

まとめ買いでお得 -0.13

目玉商品 -0.15

新発売 -0.17

まとめ買いでお得 -0.13

目玉商品 -0.15

新発売 -0.17

キャンペーン実施中 -0.21

売り上げナンバー1 -0.26

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.30

売れてます -0.36

店長のおすすめ -0.37

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.43

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.44

愛され続けて○○年 -0.46

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.47

販売数○個突破 -0.48

絶賛発売中 -0.48

「モンドセレクション」受賞 -0.49

期間限定 -0.04

季節限定 -0.05

広告の品 -0.08

数量限定 -0.08

お値打ち価格 -0.12

お買い得品 -0.12

お一人様●個限り -0.13

先着●名様 -0.15

目玉商品 -0.23

ワケあり商品 -0.24

キャンペーン実施中 -0.26

まとめ買いでお得 -0.27

新発売 -0.33

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.37

売り上げナンバー1 -0.40

売れてます -0.45

店長のおすすめ -0.46



気になって注意を向ける 買ってみようかと検討を始める 買ってみようという思いが強くなる 最終的に買おうと決心する 女性

+0.6 

+0.5 

+0.4 

+0.3 

+0.2 

+0.1 

±0 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

-0.5 

本日限り 0.64

今なら増量 0.56

期間限定 0.55

お買い得品 0.52

季節限定 0.48

広告の品 0.45

お値打ち価格 0.40

お一人様●個限り 0.38

数量限定 0.37

新発売 0.29

ワケあり商品 0.27

目玉商品 0.26

売り上げナンバー1 0.24

キャンペーン実施中 0.22

先着●名様 0.21

まとめ買いでお得 0.19

売れてます 0.08

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.02

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.05

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.11

愛され続けて○○年 -0.14

店長のおすすめ -0.14

「モンドセレクション」受賞 -0.19

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.23

販売数○個突破 -0.23

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.25

●秒に1つ売れています -0.31

絶賛発売中 -0.32

ＣＭ放映中 -0.34

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.52

本日限り 0.53

今なら増量 0.42

期間限定 0.39

季節限定 0.39

お買い得品 0.32

広告の品 0.32

お一人様●個限り 0.28

数量限定 0.27

お値打ち価格 0.27

目玉商品 0.16

ワケあり商品 0.15

先着●名様 0.12

新発売 0.11

キャンペーン実施中 0.11

まとめ買いでお得 0.06

売り上げナンバー1 -0.02

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.04

売れてます -0.05

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.18

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.18

店長のおすすめ -0.21

「モンドセレクション」受賞 -0.24

販売数○個突破 -0.25

愛され続けて○○年 -0.26

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.31

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.31

●秒に1つ売れています -0.32

絶賛発売中 -0.33

ＣＭ放映中 -0.36

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.48

本日限り 0.51

今なら増量 0.38

季節限定 0.35

期間限定 0.35

数量限定 0.29

お買い得品 0.29

広告の品 0.28

お一人様●個限り 0.25

お値打ち価格 0.22

先着●名様 0.19

目玉商品 0.12

まとめ買いでお得 0.10

ワケあり商品 0.09

新発売 0.05

キャンペーン実施中 0.02

売り上げナンバー1 -0.05

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.08

売れてます -0.15

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.19

店長のおすすめ -0.21

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.22

愛され続けて○○年 -0.27

販売数○個突破 -0.27

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.28

「モンドセレクション」受賞 -0.29

●秒に1つ売れています -0.32

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.32

絶賛発売中 -0.33

ＣＭ放映中 -0.36

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.43

本日限り 0.47

今なら増量 0.27

季節限定 0.21

期間限定 0.19

広告の品 0.17

数量限定 0.15

お一人様●個限り 0.11

お買い得品 0.09

お値打ち価格 0.07

先着●名様 0.06

目玉商品 -0.03

ワケあり商品 -0.08

キャンペーン実施中 -0.08

まとめ買いでお得 -0.09

新発売 -0.14

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.22

売り上げナンバー1 -0.22

売れてます -0.28

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.33

店長のおすすめ -0.34

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.36

「モンドセレクション」受賞 -0.37

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.39

愛され続けて○○年 -0.40

販売数○個突破 -0.41

絶賛発売中 -0.42

●秒に1つ売れています -0.43

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.44

ＣＭ放映中 -0.48

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.58

今なら増量 0.56

期間限定 0.55

お買い得品 0.52

季節限定 0.48

広告の品 0.45

お値打ち価格 0.40

季節限定 0.48

広告の品 0.45

お値打ち価格 0.40

新発売 0.29

ワケあり商品 0.27

目玉商品 0.26

売り上げナンバー1 0.24

キャンペーン実施中 0.22

先着●名様 0.21

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.02

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.05

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.11

愛され続けて○○年 -0.14

店長のおすすめ -0.14

「モンドセレクション」受賞 -0.19

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.11

愛され続けて○○年 -0.14

店長のおすすめ -0.14

「モンドセレクション」受賞 -0.19

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.23

販売数○個突破 -0.23

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.25

●秒に1つ売れています -0.31

絶賛発売中 -0.32

ＣＭ放映中 -0.34

期間限定 0.39

季節限定 0.39

お買い得品 0.32

広告の品 0.32

目玉商品 0.16

ワケあり商品 0.15

先着●名様 0.12

新発売 0.11

キャンペーン実施中 0.11

売り上げナンバー1 -0.02

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.04

売れてます -0.05

店長のおすすめ -0.21

「モンドセレクション」受賞 -0.24

販売数○個突破 -0.25

愛され続けて○○年 -0.26

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.31

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.31

●秒に1つ売れています -0.32

絶賛発売中 -0.33

ＣＭ放映中 -0.36

今なら増量 0.38

季節限定 0.35

期間限定 0.35

数量限定 0.29

お買い得品 0.29

広告の品 0.28

お一人様●個限り 0.25

お値打ち価格 0.22

数量限定 0.29

お買い得品 0.29

広告の品 0.28

お一人様●個限り 0.25

お値打ち価格 0.22

先着●名様 0.19

目玉商品 0.12

まとめ買いでお得 0.10

先着●名様 0.19

目玉商品 0.12

まとめ買いでお得 0.10

ワケあり商品 0.09

新発売 0.05

キャンペーン実施中 0.02

ワケあり商品 0.09

新発売 0.05

キャンペーン実施中 0.02

売り上げナンバー1 -0.05

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.08

売れてます -0.15

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.19

店長のおすすめ -0.21

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.22

愛され続けて○○年 -0.27

販売数○個突破 -0.27

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.28

「モンドセレクション」受賞 -0.29

●秒に1つ売れています -0.32

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.32

絶賛発売中 -0.33

ＣＭ放映中 -0.36

目玉商品 -0.03

ワケあり商品 -0.08

キャンペーン実施中 -0.08

まとめ買いでお得 -0.09

お買い得品 0.09

お値打ち価格 0.07

先着●名様 0.06

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.22

売り上げナンバー1 -0.22

売れてます -0.28

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.33

店長のおすすめ -0.34

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.36

「モンドセレクション」受賞 -0.37

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.39

愛され続けて○○年 -0.40

販売数○個突破 -0.41

絶賛発売中 -0.42

●秒に1つ売れています -0.43

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.44

ＣＭ放映中 -0.48

新発売 0.29

ワケあり商品 0.27

目玉商品 0.26

売り上げナンバー1 0.24

キャンペーン実施中 0.22

先着●名様 0.21

新発売 0.29

ワケあり商品 0.27

目玉商品 0.26

売り上げナンバー1 0.24

キャンペーン実施中 0.22

先着●名様 0.21 今なら増量 0.27

季節限定 0.21

期間限定 0.19

広告の品 0.17

数量限定 0.15

お一人様●個限り 0.11

期間限定 0.19

広告の品 0.17

数量限定 0.15

お一人様●個限り 0.11期間限定 0.19

広告の品 0.17

数量限定 0.15

お一人様●個限り 0.11

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.33

店長のおすすめ -0.34

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.36

「モンドセレクション」受賞 -0.37

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.39



気になって注意を向ける 買ってみようかと検討を始める 買ってみようという思いが強くなる 最終的に買おうと決心する 男性

期間限定 -0.20

季節限定 -0.23

お買い得品 -0.25

お値打ち価格 -0.25

先着●名様 -0.28

ワケあり商品 -0.29

広告の品 -0.29

数量限定/お一人様●個限り -0.29

+0.1 

±0 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

-0.7 

-0.8 

本日限り 0.08

お買い得品 0.03

今なら増量 -0.01

期間限定 -0.02

ワケあり商品 -0.09

数量限定 -0.11

季節限定 -0.11

お値打ち価格 -0.11

広告の品 -0.13

お一人様●個限り -0.17

新発売 -0.18

先着●名様 -0.22

目玉商品 -0.23

キャンペーン実施中 -0.23

売り上げナンバー1 -0.25

まとめ買いでお得 -0.27

売れてます -0.39

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.43

店長のおすすめ -0.48

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.54

愛され続けて○○年 -0.55

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.58

販売数○個突破 -0.58

「モンドセレクション」受賞 -0.61

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.61

ＣＭ放映中 -0.64

絶賛発売中 -0.65

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.67

●秒に1つ売れています -0.76

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.83

本日限り -0.02

今なら増量 -0.10

期間限定 -0.15

季節限定 -0.16

お買い得品 -0.17

数量限定 -0.18

お値打ち価格 -0.19

お一人様●個限り -0.19

ワケあり商品 -0.20

広告の品 -0.22

先着●名様 -0.24

目玉商品 -0.29

新発売 -0.31

キャンペーン実施中 -0.32

まとめ買いでお得 -0.35

売り上げナンバー1 -0.40

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.43

売れてます -0.50

店長のおすすめ -0.53

愛され続けて○○年 -0.58

販売数○個突破 -0.61

絶賛発売中 -0.62

「モンドセレクション」受賞 -0.63

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.64

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.65

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.67

ＣＭ放映中 -0.67

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.69

●秒に1つ売れています -0.75

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.78

本日限り -0.10

今なら増量 -0.12

まとめ買いでお得 -0.36

新発売 -0.40

目玉商品 -0.41

キャンペーン実施中 -0.44

売り上げナンバー1 -0.47

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.52

店長のおすすめ -0.53

売れてます -0.56

絶賛発売中 -0.63

愛され続けて○○年 -0.65

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.67

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.67

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.68

「モンドセレクション」受賞 -0.68

販売数○個突破 -0.68

ＣＭ放映中 -0.70

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.73

●秒に1つ売れています -0.73

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.80

本日限り -0.16

今なら増量 -0.24

期間限定 -0.26

季節限定 -0.31

お値打ち価格 -0.31

数量限定 -0.31

広告の品 -0.32

お買い得品 -0.33

先着●名様 -0.36

お一人様●個限り -0.37

ワケあり商品 -0.40

目玉商品 -0.44

キャンペーン実施中 -0.45

まとめ買いでお得 -0.46

新発売 -0.52

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.52

売り上げナンバー1 -0.58

店長のおすすめ -0.59

売れてます -0.62

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.67

愛され続けて○○年 -0.67

販売数○個突破 -0.69

絶賛発売中 -0.70

「モンドセレクション」受賞 -0.70

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.70

ＣＭ放映中 -0.72

●秒に1つ売れています -0.73

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.73

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.73

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.80

本日限り 0.08

お買い得品 0.03

今なら増量 -0.01

期間限定 -0.02

ワケあり商品 -0.09

数量限定 -0.11

季節限定 -0.11

お値打ち価格 -0.11

広告の品 -0.13

お一人様●個限り -0.17

新発売 -0.18

先着●名様 -0.22

目玉商品 -0.23

キャンペーン実施中 -0.23

売り上げナンバー1 -0.25

まとめ買いでお得 -0.27

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.43

店長のおすすめ -0.48

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.54

愛され続けて○○年 -0.55

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.58

販売数○個突破 -0.58

「モンドセレクション」受賞 -0.61

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.61

ＣＭ放映中 -0.64

絶賛発売中 -0.65

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.67

今なら増量 -0.10

期間限定 -0.15

季節限定 -0.16

お買い得品 -0.17

数量限定 -0.18

お値打ち価格 -0.19

お一人様●個限り -0.19

ワケあり商品 -0.20

広告の品 -0.22

先着●名様 -0.24

目玉商品 -0.29

新発売 -0.31

キャンペーン実施中 -0.32

まとめ買いでお得 -0.35

売り上げナンバー1 -0.40

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.43

売れてます -0.50

店長のおすすめ -0.53

愛され続けて○○年 -0.58

売れてます -0.50

店長のおすすめ -0.53

愛され続けて○○年 -0.58

●秒に1つ売れています -0.75

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.78

本日限り -0.10

今なら増量 -0.12

新発売 -0.40

目玉商品 -0.41

キャンペーン実施中 -0.44

売り上げナンバー1 -0.47
新発売 -0.40

目玉商品 -0.41

キャンペーン実施中 -0.44

売り上げナンバー1 -0.47

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.52

店長のおすすめ -0.53

売れてます -0.56

絶賛発売中 -0.63

愛され続けて○○年 -0.65

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.67

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.67

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.68

「モンドセレクション」受賞 -0.68

販売数○個突破 -0.68

ＣＭ放映中 -0.70

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.73

●秒に1つ売れています -0.73

今なら増量 -0.24

期間限定 -0.26

期間限定 -0.20

季節限定 -0.23

お買い得品 -0.25

お値打ち価格 -0.25

先着●名様 -0.28

ワケあり商品 -0.29

広告の品 -0.29

数量限定/お一人様●個限り -0.29

季節限定 -0.31

お値打ち価格 -0.31

数量限定 -0.31

広告の品 -0.32

お買い得品 -0.33

先着●名様 -0.36

お一人様●個限り -0.37

ワケあり商品 -0.40

目玉商品 -0.44

キャンペーン実施中 -0.45

まとめ買いでお得 -0.46

新発売 -0.52

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.52

売り上げナンバー1 -0.58

店長のおすすめ -0.59

売れてます -0.62

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.67

愛され続けて○○年 -0.67

販売数○個突破 -0.69

売れてます -0.62

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.67

愛され続けて○○年 -0.67

販売数○個突破 -0.69

絶賛発売中 -0.70

「モンドセレクション」受賞 -0.70

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.70

ＣＭ放映中 -0.72

●秒に1つ売れています -0.73

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.73

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.73

数量限定 -0.11

季節限定 -0.11

お値打ち価格 -0.11

広告の品 -0.13

お一人様●個限り -0.17

新発売 -0.18

先着●名様 -0.22

目玉商品 -0.23

キャンペーン実施中 -0.23

売り上げナンバー1 -0.25

まとめ買いでお得 -0.27

「モンドセレクション」受賞 -0.61

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.61

ＣＭ放映中 -0.64

絶賛発売中 -0.65

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.67

ワケあり商品 -0.20

広告の品 -0.22

先着●名様 -0.24

目玉商品 -0.29

販売数○個突破 -0.61

絶賛発売中 -0.62

「モンドセレクション」受賞 -0.63

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.64

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.65

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.67

ＣＭ放映中 -0.67

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.69

販売数○個突破 -0.61

絶賛発売中 -0.62

「モンドセレクション」受賞 -0.63

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.64

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.65

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.67

ＣＭ放映中 -0.67

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.69

期間限定 -0.20

季節限定 -0.23

お買い得品 -0.25

お値打ち価格 -0.25

先着●名様 -0.28

ワケあり商品 -0.29

広告の品 -0.29

数量限定/お一人様●個限り -0.29

期間限定 -0.20

季節限定 -0.23

お買い得品 -0.25

お値打ち価格 -0.25

先着●名様 -0.28

ワケあり商品 -0.29

広告の品 -0.29

数量限定/お一人様●個限り -0.29

絶賛発売中 -0.63

愛され続けて○○年 -0.65

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.67

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.67

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.68

「モンドセレクション」受賞 -0.68

販売数○個突破 -0.68



買った後で、

そのことを友人・知人たちと話す
全体

-0.3 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

-0.7 

季節限定 -0.28

期間限定 -0.31

新発売 -0.40

本日限り -0.42

数量限定 -0.44

今なら増量 -0.46

ワケあり商品 -0.47

お一人様●個限り -0.48

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.50

先着●名様 -0.50

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.50

お買い得品/お値打ち価格 -0.50

キャンペーン実施中 -0.50

広告の品 -0.51

目玉商品 -0.53

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.53

売り上げナンバー1 -0.55

まとめ買いでお得 -0.56

ＣＭ放映中 -0.58

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.59

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.63

売れてます -0.66

「モンドセレクション」受賞 -0.67

店長のおすすめ -0.68

販売数○個突破 -0.68

愛され続けて○○年 -0.68

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.70

絶賛発売中 -0.70

●秒に1つ売れています -0.71

新発売 -0.40

本日限り -0.42

数量限定 -0.44

今なら増量 -0.46

ワケあり商品 -0.47

お一人様●個限り -0.48

新発売 -0.40

本日限り -0.42

数量限定 -0.44

今なら増量 -0.46

ワケあり商品 -0.47

お一人様●個限り -0.48

新発売 -0.40

本日限り -0.42

数量限定 -0.44

今なら増量 -0.46

ワケあり商品 -0.47

お一人様●個限り -0.48

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.63

売れてます -0.66

「モンドセレクション」受賞 -0.67

店長のおすすめ -0.68

販売数○個突破 -0.68

愛され続けて○○年 -0.68

-0.2 



買った後で、

そのことを友人・知人たちと話す
女性

-0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

季節限定 -0.02

期間限定 -0.08

新発売 -0.19

本日限り -0.23

数量限定 -0.25

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.27

お一人様●個限り -0.28

今なら増量 -0.29

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.30

広告の品 -0.31

キャンペーン実施中 -0.31

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.32

お買い得品 -0.32

お値打ち価格 -0.32

先着●名様 -0.33

目玉商品 -0.34

ワケあり商品 -0.36

売り上げナンバー1 -0.38

まとめ買いでお得 -0.40

ＣＭ放映中 -0.40

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.41

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.46

●秒に1つ売れています -0.60

季節限定 -0.02

期間限定 -0.08

本日限り -0.23

数量限定 -0.25

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.27

お一人様●個限り -0.28

今なら増量 -0.29

本日限り -0.23

数量限定 -0.25

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.27

お一人様●個限り -0.28

今なら増量 -0.29

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.30

広告の品 -0.31

キャンペーン実施中 -0.31

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.32

お買い得品 -0.32

お値打ち価格 -0.32

先着●名様 -0.33

目玉商品 -0.34

ワケあり商品 -0.36

売り上げナンバー1 -0.38

まとめ買いでお得 -0.40

ＣＭ放映中 -0.40

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.41

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.46

売れてます -0.50

「モンドセレクション」受賞 -0.54

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.54

販売数○個突破 -0.57

店長のおすすめ -0.57

愛され続けて○○年 -0.57

絶賛発売中 -0.59

売れてます -0.50

「モンドセレクション」受賞 -0.54

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.54

販売数○個突破 -0.57

店長のおすすめ -0.57

愛され続けて○○年 -0.57

絶賛発売中 -0.59

売れてます -0.50

「モンドセレクション」受賞 -0.54

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.54

販売数○個突破 -0.57

店長のおすすめ -0.57

愛され続けて○○年 -0.57

絶賛発売中 -0.59

売れてます -0.50

「モンドセレクション」受賞 -0.54

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.54

販売数○個突破 -0.57

店長のおすすめ -0.57

愛され続けて○○年 -0.57

絶賛発売中 -0.59

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.30

広告の品 -0.31

キャンペーン実施中 -0.31

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.32

お買い得品 -0.32

お値打ち価格 -0.32

先着●名様 -0.33

目玉商品 -0.34

ワケあり商品 -0.36

売り上げナンバー1 -0.38

±0 



買った後で、

そのことを友人・知人たちと話す
男性-0.5 

-0.6 

-0.7 

-0.8 

-0.9 

季節限定 -0.54

期間限定 -0.54

ワケあり商品 -0.58

新発売 -0.60

本日限り -0.61

数量限定 -0.62

今なら増量 -0.63

先着●名様 -0.66

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.67

お値打ち価格 -0.68

お買い得品 -0.68

お一人様●個限り -0.68

キャンペーン実施中 -0.69

広告の品 -0.70

売り上げナンバー1 -0.71

目玉商品 -0.72

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.72

まとめ買いでお得 -0.72

ＣＭ放映中 -0.75

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.77

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.77

店長のおすすめ -0.79

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.79

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.80

販売数○個突破 -0.80

愛され続けて○○年 -0.80

「モンドセレクション」受賞 -0.80

絶賛発売中 -0.82

売れてます -0.82

●秒に1つ売れています -0.82

季節限定 -0.54

期間限定 -0.54

ワケあり商品 -0.58

新発売 -0.60

本日限り -0.61

数量限定 -0.62

今なら増量 -0.63

先着●名様 -0.66

ＮＥＷ！（新しくなった） -0.67

お値打ち価格 -0.68

お買い得品 -0.68

お一人様●個限り -0.68

キャンペーン実施中 -0.69

広告の品 -0.70

売り上げナンバー1 -0.71

目玉商品 -0.72

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.72

まとめ買いでお得 -0.72

ＣＭ放映中 -0.75

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.77

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.77

店長のおすすめ -0.79

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.79

☆☆☆（タレント・有名人）のお薦め -0.80

販売数○個突破 -0.80

愛され続けて○○年 -0.80

「モンドセレクション」受賞 -0.80

絶賛発売中 -0.82

売れてます -0.82

●秒に1つ売れています -0.82

広告の品 -0.70

売り上げナンバー1 -0.71

目玉商品 -0.72

「●●●（ＴＶ番組）」で紹介されました -0.72

まとめ買いでお得 -0.72

ＣＭ放映中 -0.75

「■■■（新聞・雑誌）」で紹介されました -0.77

★★★（プロ/シェフ・料理研究家等）のお薦め -0.77

店長のおすすめ -0.79

「～（内閣総理、農林水産等）大臣賞」受賞 -0.79


