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注意事項・免責事項 
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• 本報告書は輸出戦略実行委員会コメ・コメ加工品部会（日本酒分科会）で討議され、作成さ
れたものです。 

• 本事業は、農林水産省の委託により、株式会社野村総合研究所が実施したものであり、本報
告書の内容は農林水産省の見解を示すものではありません。 

注
意
事
項 

• 農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連会社は、本報告書
の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害
及び利益の喪失については、原因の如何にかかわらず、一切の責任を負うものではありませ
ん。これは、たとえ、農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連
会社がかかる損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 

• 本報告書の記載内容、情報については、その正確性、完全性、目的適合性等を保証するもの
ではありません。農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連会
社は、本報告書の論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する可能性が
あります。 

免
責
事
項 



背景と目的 

輸出戦略のうち価格戦略を検討するための材料として、現在輸出されている日本酒の 
価格構造を国別に確認する 

背景・目的 調査内容として盛り込むべき事項 

対象国・対象団体 調査のポイント 主な関連過去調査 

•蔵元から出るときの価格、国内から海
外に行くときの比率を見える化するこ
とで、今後の日本酒の輸出にあたって、
どのような価格設定をすればよいのヒ
ントを得る 

アメリカ 
韓国 
 
（現地確認が可能な場
合） 
インド 
中国 
アメリカ 
イタリア 
ロシア 
モンゴル 

•流通時の価格を大きく
左右する以下の観点を
意識して、調査を実施し
た 

•関税率 
•輸入手数料比率 
•卸・小売費用比率 
•現地小売価格 

• DBJ「清酒業界の現状
と成長戦略」 
 

• JETRO「日本酒輸出ハ
ンドブック」 

C．日本酒価格構造調査 
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日本酒価格構造調査：海外販売価格 

 
海外での販売価格は出荷額の2.6倍～13.5倍まで上昇する 

各国の日本酒価格比(対日本)※次項以降参考 

注)アメリカ・韓国はジェトロレポート(事項以降参照)より。その他は、事項以降の表を用いて同じ商品を比較 
注)出荷額はメーカー小売希望価格(HPに記載のない商品については大手通販サイトの価格)を1.89(3項前の試算より)で除して試算 
注)為替レートは調査月(6月,7月,8月)時点のものを使用 

出荷額を100とした場合の販売価格 

←次項参照 

←次々項参照 

←次々々項参照 

C．日本酒価格構造調査 
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日本酒価格構造調査：日本 

出荷価格に対して、国内小売価格は約1.9倍 
消費税・酒税が小売価格の約14%を占め、卸売・小売費用が小売価格の約23%を占める 

日本における日本酒小売価格内訳(出荷額を100とした場合) 

※DBJレポート「清酒業界の現状と成長戦略」よりNRI作成 

小売希望価格1,890円(消費税込み)の普通酒(1.8リットル)を前提として算出(2013年9月時点) 

卸
・小
売
費
用
は 

小
売
価
格
の
約
23
％ 

消
費
税
・酒
税
は 

小
売
価
格
の
約
23
％ 
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日本酒価格構造調査：アメリカ 

アメリカにおいては日本国内出荷価格の約4倍の値段で販売されている 
卸売・小売費用は小売価格の約51%を占める 
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アメリカにおける日本酒小売価格内訳(出荷額を100とした場合) 

日本国内の
小売価格 

 小売マージンは36%を占める。 
 関税・通関手数料による影響は少ない 

※ジェトロ「日本酒輸出ハンドブック」よりNRI作成 

【アメリカにおける日本酒販売概要】 
 
 販売先は日本食レストラン、米系フュージョン

レストランや日系スーパーマーケット一部米
系スーパーマーケット、中国系スーパーマー
ケット、オンラインショップでの取り扱いもある 

 日本酒のトレンドは甘口であり、今まで日本
酒を飲むことが少なかった若者や女性が日
本酒に興味を持ち始めたためだと考えられて
いる 

 小売業者の市場支配力が強く、マージンも
40%と比較的高い 

卸
・小
売
費
用
は 

小
売
価
格
の
約
51
％ 

C．日本酒価格構造調査 



6 

日本酒価格構造調査：韓国 

韓国の百貨店では日本国内出荷価格の約5倍の値段で販売されており、小売価格のうち卸売・小
売費用の占める割合は約31%である。次いで、付加価値税・酒税の占める割合が大きい。 
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韓国百貨店における日本酒小売価格内訳(出荷額を100とした場合) 

日本国内の
小売価格 

 レストランのマージンはもっと
高い(百貨店と比べ4～6倍) 

 大型マートのマージンはもっと
低い(百貨店と比べ0.7倍) 

※ジェトロ「日本酒輸出ハンドブック」よりNRI作成 

 酒税と付加価値税を合わせると小売価格の約23%となる 
 関税・通関手数料による影響は少ない 

【韓国における日本酒販売概要】 
 
 販売先はマート・量販店、スーパーマーケット、

コンビニエンスストア、飲食店、百貨店。マー
ト・量販店、飲食店は輸入or卸売業者から仕
入れるのが一般的だが、百貨店では輸入or
卸売業者がテナントとして入り販売するのが
一般的 

 消費の中心は日本式レストランであり、最も
売れている日本酒は900mLパック 

 酒類の取扱に対する規制は厳しく、 「酒類運
搬許可」を受けた車両による配送、酒類卸売
は専用カードで決済することが義務付けられ
ていたり、通販販売が禁止されていたりする。 

卸
・小
売
費
用
は 

小
売
価
格
の
約
13
％ 
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日本酒価格構造調査 

参考） 
各国の関税率・酒税率 

輸出先国 関税 酒税 
アメリカ 3.69円/リットル(≒数%) 45.25円/リットル(州税) (≒数%) 

韓国 CIF価格の15％  〔CIF価格＋関税額〕の30％ 

ブラジル 20% 不明 

中国(上海) 40％ － 

インド(グルガオン) 150% 不明 

ロシア(モスクワ) 20% 294円/リットル(物品税)(≒数十%) 

イタリア(ミラノ) 10.44円/リットル(≒数%) 不明 

モンゴル(ウランバートル) 約5%/リットル 不明 

インドネシア(バリ) 90% 不明 

イギリス(ロンドン) 10.44円/リットル(≒数%) 524円/リットル(≒数十%) 

各国の関税率・酒税率 

 輸出先国現地の卸・小売にかかる費用と比べて、関税・酒税等の影響は少ないと思われ、また、低価格化に向けた改善可
能性も小さい 

注)為替レートは7月平均を使用。WorldTariff(ブラジル、モンゴル、インドネシア(HS code=2206.00で日本酒が該当すると思われる項目))、ジェトロHP(その他の国)を参考とした 

C．日本酒価格構造調査 
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日本酒価格構造調査 

参考）各国の関税率・酒税率 

都市 品目  HSコード 関税 関税以外の税 情報源 調査年月 

米国 

日本酒 
Rice wine or 
Sake：
2206.0045 

  
日本酒：0.03米ドル/リットル 
 

（１）商業貨物関税使用料（Merchandise Processing Fee）や港湾維持
料（Harbor Maintenance Fee）がある（詳細はジェトロ海外ビジネス情報
（米国）の中の「関税以外の諸税」を参照）。  
（２）州酒税  
例えばイリノイ州の酒税は州歳入局が扱い、酒類はビールと酒に分けら
れる。 税金は、アルコール度数によって課税される。  
アルコール度数14％以下のビール以外の酒： 1.39ドル/Gallon 
14%超から20%およびそれ以下の酒：1.39米ドル/Gallon  
20%およびそれ以上の酒：8.55米ドル/Gallon  
（３）郡・市の酒税および売上税  
イリノイ州クック郡には郡酒税が、シカゴ市には市酒税があり、ともに州
酒税と同じ区分で市歳入部（Chicago Dept. of Revenue）が課税する。  
14%およびそれ以下の酒：0.36 米ドル/Gallon  
14%超および20%それ以下の酒：0.89米ドル/Gallon  
20%およびそれ以上の酒：2.68米ドル/Gallon  
（４）イリノイ州の売上税は6.25%であり、シカゴ市を含むクック郡では
9.25%。  

ジェトロウェブ 
http://www.jetro.
go.jp/world/n_a
merica/us/qa/01/
04A-000972 

2014年1月 

焼酎 

Sprits, 
Liqueurs and 
other 
spirituous 
beverages：
2208  

蒸留酒（焼酎）：関税は無税 
 

香港 

日本酒 - なし 
香港では輸入関税はないが、物品税の対象となる場合がある。 
2008年2月27日より酒類の物品税法が改正され、アルコール度数30%
超のものには100%の物品税が課せられ、ワインおよびアルコール度数 
30%以下のものは、免税となった。 

ジェトロウェブ 
http://www.jetro.
go.jp/world/asia/
hk/qa/01/04A-
030123 

2014年11
月 焼酎 - なし 

出所）ジェトロ資料より 

C．日本酒価格構造調査 
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日本酒価格構造調査 

参考）各国の関税率・酒税率 

都市 品目 HSコード 関税 関税以外の税 情報源 
調査年
月 

韓国 

日本酒 2206.00.2010 

CIF価格の15% 
 （基本税率は30%であるが、
「特定国家との関税協定に
よる国際協力関税の適用に
関する規定」により、15%の
税率が適用される） 
 
 

 
酒税：（CIF価格＋関税額）の30% 
教育税：酒税額の10% 
付加価値税：[CIF価格+輸入関税＋酒税＋教育税]の10% 
 
 
 

ジェトロウェブ 
http://www.jetro.go
.jp/world/asia/kr/qa
/01/04A-030129 

2014年
10月 

焼酎 2208.90.40.0
0 CIF価格の30%  

酒税：（CIF価格＋関税額）の72%  
教育税：酒税額の30%  
付加価値税：[CIF価格+輸入関税＋酒税＋教育税]の10% 

台湾 

日本酒 2206.00（醸造
酒） CIF価格の40％ タバコ酒類税  

一般的に日本酒は穀類醸造酒類（Other brewed alcohol）、焼酎は蒸留酒
（Distilled alcohol）に分類されるが、合成日本酒は再生酒類（Reprocessed 
alcoholic beverage）に分類される。実際には製造工程や原料によって酒類
の属性が異なるため、個別に判断される。  
日本酒：アルコール度数 × 7台湾元 × リットル  
焼酎：アルコール度数 × 2.5台湾元 × リットル  
合成日本酒：  
アルコール度数 20％超 185台湾元／リットル  
アルコール度数 20％以下 7台湾元／リットル  
たとえば、アルコール度数15％の日本酒のタバコ酒類税の計算式は以下の
とおり。  
1升（1.8リットル）の場合、15度 × 7台湾元 × 1.8 ＝ 189台湾元  
4合（720ml）の場合、15度 × 7台湾元 × 0.72 ＝ 75.6台湾元  
3. その他、貿易開拓サービス費（CIF価格 × 0.04％）、営業税（CIF価格と
関税の合計額 × 5％）がかかる。  

ジェトロウェブ 
http://www.jetro.go
.jp/world/asia/tw/q
a/01/04A-090906 

2014年
12月 

焼酎 2208.90（蒸留
酒） 

関税率はものにより無税の
場合と40％の場合がある。 

中国 

日本酒 2206.009 40% 
関税以外に、消費税が日本酒は10%、焼酎は種類により、5%あるいは20%
＋1元/kg、さらに他の商品と同様、一律17%の増値税が賦課される。 
 

ジェトロウェブ 
http://www.jetro.go
.jp/world/asia/cn/q
a/01/04A-030112 

2013年
11月 焼酎 2208.909 10% 

出所）ジェトロ資料より 

C．日本酒価格構造調査 
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ご参考）海外での日本酒販売価格 
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国 都市 業態 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

ブラジル サンパウロ スーパー Tozan AZUMA KIRIN 
Saque Dourado 

740 ml R$24.90 989 ― 2015年6月 

ブラジル サンパウロ スーパー Tozan AZUMA KIRIN 
Saque Soft 

740 ml R$22.90 910 ― 2015年6月 

ブラジル サンパウロ スーパー Tozan AZUMA KIRIN 
Saque Junmai 

740 ml R$61.90 2,459 ― 2015年6月 

ブラジル サンパウロ スーパー Diageo Sake Jun daiti 670 ml R$23.90 949 ― 2015年6月 

ブラジル サンパウロ スーパー Vinhos Quinta 
do Nino 

Ryo sake 750 ml R$14.90 592 ― 2015年6月 

マレーシア クアラルンプール レストラン 八海山醸造株式
会社 

Hakkaisan 180ml RM56 1,815 ― 2015年7月 

マレーシア クアラルンプール レストラン 朝日酒造株式会
社 

Kubota Senjyu 720ml RM160 5,185 ― 2015年7月 

マレーシア クアラルンプール レストラン 齋彌酒造店 Ginjyo Kura 300ml RM88 2,852 ― 2015年7月 

マレーシア クアラルンプール レストラン 大関株式会社  Ozeki Kinkan 1.8L RM160 5,185 ― 2015年7月 

マレーシア クアラルンプール レストラン 山根本店 Suishin 300ml RM45 1,458 ― 2015年7月 

マレーシア クアラルンプール レストラン 新潟銘醸株式会
社 

Kanchubai 300ml RM45 1,458 ― 2015年7月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時
期 

メーカー 商品名 正味容量 

マレーシア クアラルン
プール 

レストラン 八海山醸造 Hakkaisan 300ml RM48 1,556 ― 2015年7
月 

マレーシア クアラルン
プール 

レストラン 大関株式会社  Nama Chozoshu 300ml RM42 1,361 340  2015年7
月 

マレーシア クアラルン
プール 

レストラン 宮坂醸造株式会社 Masumi Gold 300ml RM43 1,393 ― 2015年7
月 

マレーシア クアラルン
プール 

スーパー 白鶴酒造株式会社 上撰 白鶴 RM80.91 2,622 1,868  2015年7
月 

マレーシア クアラルン
プール 

スーパー 大関株式会社  NOMO NOMO 
SAKE PACK 

2L RM99.90 3,237 1,018  2015年7
月 

マレーシア クアラルン
プール 

スーパー 白鶴酒造株式会社 SAKE “MARU” 2.0L RM94.90 3,075 1,480  2015年7
月 

マレーシア クアラルン
プール 

スーパー 大関株式会社  TAMON KISSUI 2L RM94.90 3,075 1,618  2015年7
月 

マレーシア クアラルン
プール 

スーパー 大関株式会社  TAMON KISSUI 900ml RM49.90 1,617 836  2015年7
月 

マレーシア クアラルン
プール 

スーパー 白鶴酒造株式会社 SHO-UNE 
JUNMAI DAI 
GINJO 

720ml RM134.90 
4,372 2,000  

2015年7
月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 株式会社三宅
本店 

MIYAKE SENPUKU 
KURA JYUNMAI 
DAIGINJYO 

720ML RM255.00 
8,264 2,700  

2015年7月 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 青雲 KUWANA TOKUBETSU 
JUNMAI  

720ML RM255.00 8,264 1,360  2015年7月 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 河武醸造 HOKOSUGI 
ISEKUNIMAIRI 
JUNMAISHU 

720ML RM149.00 
4,829 1,200  

2015年7月 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 清水清三郎商
店株式会社 

SUZUKAGAWA 
JUNMAIDAIGINJO 

720ML RM185.00 5,995 1,988  2015年7月 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 千歳鶴商会 TANCHOTSURU 
JYUNMAI 

720ML RM89.90 2,913 1,080  2015年7月 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 福寿蔵 ‘FUKUJU’ HON-JOZO 720CL RM89.90 2,913 ― 2015年7月 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 白鶴酒造株式
会社 

JOSEN SHUKUJU 1.8L RM145.00 4,699 2,070  2015年7月 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 菊水酒造 KIKUSUI NO 
KARAKUCHI 

1.8L RM145.00 4,699 2,017  2015年7月 

マレーシア クアラル
ンプール 

スーパー 菊正宗 KIKUMASAMUNE 
HONJYOZO JOSEN 

1.6l RM129.00 4,180 2,017  2015年7月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

中国 上海 百貨店 月桂冠 月桂冠 生貯蔵 300ML 35.50 715 ― 2015年7月 

中国 上海 百貨店 月桂冠 月桂冠 720ml 137.90 2,779 1,188  2015年7月 

インド Gurgaon スーパー 菊正宗 たるざけ菊正宗 RS.1500 2,905 390  2015年7月 

インド Gurgaon スーパー 辰馬本家酒造 白鹿 生貯蔵酒 300ml RS.1200 2,324 339  2015年7月 

ロシア モスクワ スーパー 大関株式会社 特撰 特別純米酒 
山田錦 

720ml 2,189Rub 3,999 1,020  2015年8月 

ロシア モスクワ スーパー 大関株式会社 上撰金冠大関 720ml 1,390Rub 2,540 790  2015年8月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

イタリア ミラノ 中華食材店 大関株式会社  JUNMAI SAKE DRY  
VINO DI RISO 

750ml €11.80 1,599 790  2015年8月 

イタリア ミラノ 中華食材店 小西酒造 白雪 1.8Ｌ €12.50 1,694 2,198  2015年8月 

イタリア ミラノ 日本食材店 大関株式会社  大関 からDRY 750ml 
 

€11.80 1,599 ― 2015年8月 

イタリア ミラノ 日本食材店 大関株式会社  大関 辛口 750ml €11.80 1,599 790  2015年8月 

イタリア ミラノ 日本食材店 大関株式会社  本醸造 辛丹波 750ml €24.80 3,361 863  2015年8月 

イタリア ミラノ 日本食材店 大関株式会社  のものも 500ml €10.20 1,382 404  2015年8月 

イタリア ローマ スーパー 白鶴 さゆり 720ml €16.50 2,236 1,500  2015年8月 

イタリア ローマ スーパー 玉乃光 純米大吟醸 玉の光 720ml €33.50 4,540 ― 2015年8月 

イタリア ローマ スーパー 白鶴 純米大吟醸 翔雲 300ml €12.50 1,694 ― 2015年8月 

イタリア ローマ スーパー 白鶴 純米吟醸 720ml €18.50 2,507 ― 2015年8月 

イタリア ローマ スーパー 日本盛 大吟醸 500ml － ― ― 2015年8月 

イタリア ローマ スーパー 増田徳兵衛商店 月の桂 琥珀光 700ML － ― ― 2015年8月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

モンゴル ウランバートル レストラン 八海山醸造 純米吟醸 八海山 
 

100ml 20,000 MNT 1,204 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 八海山醸造 純米吟醸 八海山 180ml 28,000 MNT 1,686 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 八海山醸造 純米吟醸 八海山 260ml 40,000 MNT 2,408 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 福光屋 黒帯悠々特別純米 100ml 16,000 MNT 963 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 福光屋 黒帯悠々特別純米 
 

180ml 24,000 MNT 1,445 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 福光屋 黒帯悠々特別純米 
 

260ml 28,000 MNT 1,686 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 福光屋 本醸造 特撰真澄 100ml 20,000 MNT 1,204 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 福光屋 本醸造 特撰真澄 180ml 28,000 MNT 1,686 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 福光屋 本醸造 特撰真澄 260ml 40,000 MNT 2,408 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 朝日酒造 吟醸久保田 千寿 100ml 20,000 MNT 1,204 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 朝日酒造 吟醸久保田 千寿 
 

180ml 28,000 MNT 1,686 ― 2015年8月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

モンゴル ウランバートル レストラン 美少年 純米酒 美少年 
 

100ml 16,000 MNT 963 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 美少年 純米酒 美少年 180ml 24,000 MNT 1,445 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 美少年 純米酒 美少年 260ml 34,000 MNT 2,047 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 笹の川酒造 純米酒 笹の川 100ml 16,000 MNT 963 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 笹の川酒造 純米酒 笹の川 180ml 24,000 MNT 1,445 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 笹の川酒造 純米酒 笹の川 260ml 34,000 MNT 2,047 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 菊正宗酒造 佳選菊正宗 100ml 8,000 MNT 482 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 菊正宗酒造 佳選菊正宗 180ml 15,000 MNT 903 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル レストラン 菊正宗酒造 佳選菊正宗 260ml 25,000 MNT 1,505 ― 2015年8月 

モンゴル ウランバートル スーパー 笹の川酒造 純米酒 笹の川 1.8L 59,530 MNT 3,584 2,592  2015年8月 

モンゴル ウランバートル スーパー 菊正宗酒造 
 

菊正宗 純米酒 1.8Ｌ 33,480 MNT 2,016 2,017  2015年8月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

モンゴル ウランバートル スーパー 辰馬本家酒造 白鹿 喜十郎 1.8L 48,600 MNT 2,926 1,980  2015年8月 

モンゴル ウランバートル スーパー 辰馬本家酒造 
 

白鹿 
 

1.8L 43,200 MNT 2,601 1,582  2015年8月 

モンゴル ウランバートル スーパー 笹の川酒造 
 

吟醸酒 すべて山田錦 － 32,400 MNT 1,951 2,376  2015年8月 

モンゴル ウランバートル スーパー 美少年 純米酒 美少年 清夜 720ml 21,600 MNT 1,301 1,134  2015年8月 

モンゴル ウランバートル スーパー 菊正宗 嘉宝蔵 純米大吟醸 720ml 26,570 MNT 1,600 980  2015年8月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

UAE アブダビ 酒屋 白鶴酒造 白鶴 1.8L 75 AED 2,456 ― 2015年9月 

UAE アブダビ スーパー 白鶴酒造 白鶴 1.8L 
 

68 AED 2,227 ― 2015年9月 

UAE アブダビ スーパー 白鶴酒造 白鶴 生貯蔵酒 300ｍｌ 26 AED 852 346 2015年9月 

UAE アブダビ スーパー 大関酒造 花泡香 250ml 47 AED 1,539 359 2015年9月 

UAE アブダビ スーパー 浪花酒造 ISAKE 300ｍｌ 47 AED 1,539 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 朝日酒造 久保田 万寿 Glass 120 AED 3,930 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 朝日酒造 久保田 万寿 Masu 160 AED 5,400 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 朝日酒造 久保田 万寿 Carafe 160 AED 5,560 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 朝日酒造 久保田 万寿 Bottle 760 AED 27,170 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 車多酒造 天狗舞 Glass 48 AED 1,764 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 車多酒造 天狗舞 Masu 62 AED 2,341 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 車多酒造 天狗舞 Carafe 62 AED 2,403 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 車多酒造 天狗舞 Bottle 340 AED 13,515 ― 2015年9月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

UAE アブダビ レストラン 酔心山根本店 酔心米極 Glass 46 AED 1,875 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 酔心山根本店 酔心米極 Masu 58 AED 2,422 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 酔心山根本店 酔心米極 Carafe 58 AED 2,480 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 酔心山根本店 酔心米極 Bottle 320 AED 14,000 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 朝日酒造 久保田 千寿 Glass 120 AED 5,370 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 朝日酒造 久保田 千寿 Masu 160 AED 7,320 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 朝日酒造 久保田 千寿 Carafe 160 AED 7,480 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 朝日酒造 久保田 千寿 Bottle 760 AED 36,290 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 車多酒造 天狗舞 Glass 48 AED 2,340 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 車多酒造 天狗舞 Masu 62 AED 3,085 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 車多酒造 天狗舞 Carafe 62 AED 3,147 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 車多酒造 天狗舞 Bottle 340 AED 17,595 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 李白酒造 李白 にごり酒 Glass 43 AED 2,268 ― 2015年9月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

UAE アブダビ レストラン 李白酒造 李白 にごり酒 Masu 54 AED 2,903 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 李白酒造 李白 にごり酒 Carafe 54 AED 2,957 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 李白酒造 李白 にごり酒 Bottle 280 AED 15,610 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 菊水酒造 菊水の純米 Glass 43 AED 2,440 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 菊水酒造 菊水の純米 Masu 54 AED 3,119 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 菊水酒造 菊水の純米 Carafe 54 AED 3,173 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 菊水酒造 菊水の純米 Bottle 
720ml 

260 AED 15,535 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 菊水酒造 菊水の純米 Bottle 1.8L 620 AED 37,665 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 秋田酒類 高清水 Glass 36 AED 2,223 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 秋田酒類 高清水 Masu 46 AED 2,887 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 秋田酒類 高清水 Carafe 46 AED 2,933 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 秋田酒類 高清水 Bottle 
720ml 

250 AED 16,188 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 秋田酒類 高清水 Bottle 1.8L 600 AED 39,450 ― 2015年9月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

UAE アブダビ レストラン 月桂冠 本醸造 180ml 55 AED 3,671 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 月桂冠 本醸造 1800ml 500 AED 33,875 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 李白 純米 180ml 85 AED 5,844 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 李白 純米 1800ml 800 AED 55,800 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 菊正宗 本醸造 樽酒 180ml 130 AED 9,198 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 菊正宗 本醸造 樽酒 1800ml 1300 AED 93,275 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン ペティムーン にごりのお酒 純米 135ml 95 AED 6,911 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 月桂冠 純米 スパークリング 250ml 155 AED 11,431 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 蒲原 特別純米 720ml 450 AED 33,638 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 天の戸 特別純米 720ml 700 AED 53,025 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 熊本神力 純米吟醸 720ml 800 AED 61,400 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 鳳麟 純米大吟醸 720ml 900 AED 69,975 ― 2015年9月 

UAE アブダビ レストラン 玉乃光 純米大吟醸 720ml 1300 AED 102,375 ― 2015年9月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

ミャンマー ヤンゴン レストラン 白鶴 白鶴まる 180ml 4900 MMT 457 ― 
 

2015年9月 

米国 シカゴ スーパー 菊水 ふなぐち 200ml×3 $22.99 2,761 795 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 旭酒造 獺祭 純米大吟醸磨き
三割九分 

720ｍｌ $65.99 7,924 2,418 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 朝日酒造 久保田 碧寿 $55.99 6,723 2,230 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 朝日酒造 久保田 万寿 $99.99 12,007 3,640 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 本家松浦酒造 鳴門鯛 吟醸しぼりたて
生原酒 

720ml $34.99 4,202 1,554 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 一本義久保本
店 

伝心 雪 720ml $29.99 3,601 1,620 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 南部美人 特別純米酒 720ml $27.99 3,361 1,469 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関 特別純米酒 山田錦 720ml $13.99 1,680 1,020 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関 純米酒 720ml $6.99 839 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大村屋酒造場 若竹 鬼ころし 大吟醸 720ml $49.95 5,998 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大村屋酒造場 若竹 鬼ころし 720ml $32.99 3,961 1,404 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関 超特撰 大坂屋長兵衛 
大吟醸 

720ml $24.99 3,001 1,597 2015年10月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

米国 シカゴ スーパー 八鹿 八鹿 720ml $26.99 3,241 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 宝酒造 松竹梅 720ml $7.89 947 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関  辛丹波 720ml $13.99 1,680 863 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 宝酒造 白壁蔵 720ml $22.99 2,761 ―  2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 旭酒造 獺祭 純米大吟醸50 720ｍｌ $37.99 4,562 1,539 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 朝日酒造 久保田 千寿 720ｍｌ $27.99 3,361 1,080 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関  DRY 180ml $2.45 294 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 白鶴 淡麗純米 180ml $3.55 426 225 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関  ワンカップ にごり 180ml $3.55 426 236 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 白鹿 純米生 300ml $4.75 570 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 白鶴 生貯蔵酒 300ml $3.99 479 346 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関  辛丹波 300ml $7.99 959 370 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関 特別純米酒 山田錦 300ml $7.99 959 397 2015年10月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

米国 シカゴ スーパー 大関  ワンカップ 大吟醸 180ml ― ― ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関  ワンカップ 大吟醸 180ml×5 $13.85 1,663 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関  辛丹波 1.8L $32.99 3,961 1,917 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関  樽酒 300ml $7.69 923 379 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 菊水酒造 純米吟醸 300ml $11.99 1,440 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 菊水酒造 純米酒 300ml $11.99 1,440 443 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 旭酒造 獺祭 純米大吟醸50 300ml $17.99 2,160 642 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 白鶴 さゆり 300ml $6.99 839 464 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関 にごり 375ml $5.99 719 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー ほまれ酒造 アラジン にごり 300ml $8.50 1,021 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 沢の鶴 実楽 $12.99 1,560 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 大関 にごり 1.5L $11.99 1,440 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー ほまれ酒造 苺 にごり酒 500ml $8.45 1,015 ― 2015年10月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

米国 シカゴ スーパー 菊水 KIKUSUI PERFECT 
SNOW 

300ml $13.49 1,620 ― 2015年10月 

米国 シカゴ スーパー 秋田酒造 純作り 300ml $12.99 1,560 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 大関 DRY 180ml $5 600 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 宝酒造 松竹梅 180ml $5 605 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 大関  辛丹波 300ml $15 1,831 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 白鶴 純米吟醸 300ml $15 1,846 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 永井酒造 水芭蕉 純米吟醸 300ml $15 1,861 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 大関  花泡香 250ml $15 1,876 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 白鶴 さゆり 300ml $15 1,891 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 熱燗 Small $5 635 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 熱燗 Medium $8 1,025 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 熱燗 Large $15 1,936 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 笹一酒造 笹一 720ml $45 5,854 ― 2015年10月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

米国 シカゴ レストラン 酒蔵文楽” 純米吟醸 アラジン 300ml $20 2,622 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 男山 男山 純米 1.8L $100 13,208 ― 2015年10月 

米国 シカゴ レストラン 大関  辛丹波 1.8L $80 10,646 ― 2015年10月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは把握時期の月平均を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン スーパー 高橋商店 繁桝 大吟醸 箱入娘 720ml ￡71.10 11,994 3,400 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 朝日酒造 久保田 万寿 720ｍｌ ￡87.40 14,744 1,080 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 旭酒造 獺祭 純米大吟醸50 720ｍｌ ￡34.90 5,887 1,539 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
旭酒造 獺祭 純米大吟醸 磨き

三割九分 720ｍｌ ￡51.90 8,755 2,418 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
旭酒造 獺祭 純米大吟醸磨き

二割三分 720ｍｌ ￡87.30 14,727 5,142 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
大七 極上生もと 720ｍｌ ￡30.50 5,145 1,836 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
妙高酒造 妙高山 本醸造 720ｍｌ ￡20.40 3,441 1,048 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 老田酒造 飛騨自慢 鬼ころし 720ｍｌ ￡19.80 3,340 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 福壽蔵 香住鶴 生酛純米 720ｍｌ ￡24.10 4,065 1,330 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 福壽蔵 香住鶴 からくち生酛 720ｍｌ ￡26.50 4,470 1,150 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 東北銘醸 初孫 魔斬 720ｍｌ ￡24.00 4,049 1,323 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 東北銘醸 初孫 生もと純米 720ｍｌ ￡22.30 3,762 1,172 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン スーパー 
宝酒造 松竹梅 白壁蔵生酛吟

醸 640ml ￡31.80 5,364 1,149 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
宝酒造 松竹梅 白壁蔵生酛純

米 640ml ￡23.90 4,032 1,149 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 大関 にごり 375ml ￡7.20 1,215 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 大関 大関 からくちDRY 750ml ￡10.00 1,687 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 大関 大関 からくちDRY 375ml ￡5.80 978 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 月 2L ￡25.70 4,335 1,463 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー キング醸造 播州錦佳撰 1.8L ￡25.00 4,217 900 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 宝酒造 松竹梅 天 2L ￡27.80 4,690 1,463 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 月 210ｍｌ ￡3.60 607 156 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 上撰キャップエース 200ｍｌ ￡4.20 709 218 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 厳選素材純米酒 300ｍｌ ￡7.00 1,181 368 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 生酒辛口 280ｍｌ ￡5.10 860 326 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 山田錦 辛口純米 900ml ￡14.90 2,514 800 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 月桂冠 Black & Gold 750ml ￡14.10 2,379 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
月桂冠 月桂冠 375ml ￡5.40 911 360 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
月桂冠 月桂冠 720ｍｌ ￡9.30 1,569 790 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 月桂冠 大吟醸 720ｍｌ ￡16.00 2,699 1,100 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 故郷 酒セット ― ￡16.40 2,767 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 樽酒 1.8L ￡33.20 5,601 1,975 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 恒の月 1.8L ￡31.10 5,246 1,574 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 月桂冠 月桂冠 純金箔入 1.8L ￡47.00 7,929 2,946 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン スーパー 鈴木酒造 秀よし 純金入 720ｍｌ ￡30.90 5,213 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 油長酒造 鷹長 純米酒 720ｍｌ ￡21.80 3,677 1,080 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 齋彌酒造店 雪の茅舎 山廃純米 720ｍｌ ￡27.40 4,622 1,296 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 尾畑酒造 真野鶴 辛口純米酒 720ｍｌ ￡26.00 4,386 1,150 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 尾崎酒造 安東水軍 特別純米酒 720ｍｌ ￡23.70 3,998 1,370 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
若鶴酒造 若鶴 特別純米 雄山錦 720ｍｌ ￡20.30 3,424 1,235 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 佐浦 本仕込 浦霞 720ｍｌ ￡27.00 4,555 1,960 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 佐浦 純米吟醸 浦霞禅 720ｍｌ ￡52.00 8,772 2,160 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 佐浦 純米酒 浦霞 720ｍｌ ￡28.90 4,875 1,200 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 
楯の川酒造 楯野川 純米大吟醸 

清流 720ｍｌ ￡33.80 5,702 1,404 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 楯の川酒造 楯野川 十八中取り 720ｍｌ ￡95.00 16,026 10,800 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン スーパー 宝酒造 松竹梅 樽酒 吉野杉樽
の香り 300ｍｌ ￡9.90 1,670 388 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 樽平酒造 特別純米酒 銀樽平 300ｍｌ ￡8.40 1,417 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 大関 樽酒 300ｍｌ ￡7.00 1,181 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 高砂酒造 国士無双 虚空 500ｍｌ ￡18.00 3,036 441 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 南部美人 南部美人 特別純米酒 300ｍｌ ￡14.80 2,497 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 八海醸造 八海山 特別本醸造 300ｍｌ ￡14.60 2,463 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 外池酒造店 燦爛 300ｍｌ ￡8.60 1,451 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 那波商店 純米原酒 小粋な奴 180ｍｌ ￡12.60 2,126 313 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 熊本県酒造研
究所 

香露 特別本醸造 1.8L ￡59.80 10,088 ― 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 熊本県酒造研
究所 

香露 特別純米 1.8L ￡69.80 11,775 ― 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン スーパー 東北銘醸 初孫 古酒三歳 720ｍｌ ￡33.50 5,651 2,268 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 朝日酒造 久保田 千寿 720ｍｌ ￡30.70 5,179 1,080 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 朝日酒造 久保田 百寿 720ｍｌ ￡26.90 4,538 920 2016年1月 

英国 ロンドン スーパー 白瀧酒造 上善如水 純米吟醸 720ｍｌ ￡23.20 3,914 1,409 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 梅乃宿酒造 月うさぎ スパークリング 300ml ￡15.00 2,530 ― 2016年1月 

英国 
ロンドン レストラン 梅乃宿酒造 星うさぎ スパークリング 300ml ￡15.00 2,530 ― 2016年1月 

英国 
ロンドン レストラン 宝酒造 澪 スパークリング 300ml ￡18.00 3,036 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 宝酒造 松竹梅  180ml ￡4.50 759 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 宝酒造 松竹梅  360ml ￡8.00 1,350 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 黄桜酒造 通の本醸造 180ml ￡8.00 1,350 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 宝酒造 松竹梅 豪快 180ml ￡8.80 1,484 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 南部美人 特別純米酒 300ml ￡20.00 3,374 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 宮坂醸造 真澄 純米酒 300ml ￡21.00 3,543 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 白瀧酒造 上善如水 純米 300ml ￡22.00 3,711 ― 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン レストラン 出羽桜酒造 出羽桜 桜花 吟醸 300ml ￡23.00 3,880 ― 2016年1月 

英国 
ロンドン レストラン 南部美人 南部美人 全麹純米仕

込み 500ml ￡66.00 11,134 ― 2016年1月 

英国 
ロンドン レストラン 宝酒造 松竹梅 白壁蔵生酛吟

醸 640ml ￡55.00 9,278 ― 2016年1月 

英国 
ロンドン レストラン 宝酒造 松竹梅 白壁蔵大吟醸

無濾過 640ml ￡62.00 10,459 ― 2016年1月 

英国 
ロンドン レストラン 梅乃宿酒造 梅乃宿 本醸造 720ml ￡33.00 5,567 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 黄桜酒造 山廃特別純米酒 720ml ￡35.00 5,904 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 川鶴酒造 川鶴 純米無濾過 720ml ￡44.00 7,422 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 朝日酒造 久保田 百寿 本醸造 720ml ￡46.00 7,760 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 梅乃宿酒造 梅乃宿 純米大吟醸 吟 720ml ￡47.00 7,929 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 宮坂醸造 真澄 純米酒 720ml ￡50.00 8,435 ― 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン レストラン 出羽桜酒造 出羽桜 桜花 吟醸 720ml ￡51.00 8,603 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 醉心山根本店 酔心 純米吟醸 720ml ￡52.00 8,772 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 佐浦 浦霞 純米酒 720ml ￡57.00 9,615 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 山田錦 純米 120ml ￡4.10 692 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 ブラック＆ゴールド 120ml ￡4.30 725 ― 2016年1月 

英国 
ロンドン レストラン 月桂冠 ブラック＆ゴールド 720ml ￡17.70 2,986 ― 2016年1月 

英国 
ロンドン レストラン 月桂冠 樽酒 120ml ￡4.30 725 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 にごり酒 120ml ￡4.80 810 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 にごり酒 300ml ￡11.20 1,889 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 にごり酒 500ml ￡19.50 3,290 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 上撰 120ml ￡5.70 962 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 上撰 720ml ￡20.70 3,492 ― 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 ヌーベル月桂冠 特別
本醸造 120ml ￡5.70 962 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 ヌーベル月桂冠 特別
本醸造 720ml ￡25.50 4,302 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 鳳麟 純米大吟醸 120ml ￡12.30 2,075 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 鳳麟 純米大吟醸 300ml ￡25.00 4,217 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 鳳麟 純米大吟醸 720ml ￡55.40 9,346 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 月桂冠 スパークリング 250ml ￡9.30 1,569 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 香住鶴 香住鶴 生酛純米 120ml ￡7.90 1,333 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 香住鶴 香住鶴 生酛純米 300ml ￡17.90 3,020 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 香住鶴 香住鶴 生酛純米 720ml ￡36.20 6,107 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 香住鶴 香住鶴 生酛 辛口 120ml ￡8.80 1,484 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 香住鶴 香住鶴 生酛 辛口 300ml ￡18.80 3,171 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 香住鶴 香住鶴 生酛 辛口 720ml ￡39.80 6,714 ― 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

英国 ロンドン レストラン 大七酒造 真桜 純米吟醸 120ml ￡16.70 2,817 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 大七酒造 真桜 純米吟醸 720ml ￡87.20 14,710 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 竹の露酒造場 白露垂珠 ミラクル77 120ml ￡6.50 1,097 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 竹の露酒造場 白露垂珠 ミラクル77 720ml ￡39.50 6,663 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 竹の露酒造場 白露垂珠 120ml ￡12.00 2,024 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 竹の露酒造場 白露垂珠 720ml ￡70.00 11,808 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 妙高酒造 妙高山  120ml ￡6.80 1,147 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 妙高酒造 妙高山  720ml ￡30.50 5,145 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 妙高酒造 妙高山  120ml ￡10.80 1,822 ― 2016年1月 

英国 ロンドン レストラン 妙高酒造 妙高山  720ml ￡63.50 10,712 ― 2016年1月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 



C．日本酒価格構造調査 

ご参考）海外での日本酒販売価格 

37 

国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス ― ― 大関 大関 ワンカップ 100ml €2.20 280 100 2016年1月 

フランス ― ― 大関 大関 ワンカップ 純米 180ml €2.95 375 197 2016年1月 

フランス ― ― 松浦酒造 鮮 200ml €3.95 502 ― 2016年1月 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅  180ml €3.95 502 ― 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 通の純米冷酒 180ml €4.00 509 219 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 京のとくり 純米 にごり
酒 180ml €4.30 547 243 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 京のとくり 純米吟醸 180ml €4.80 610 287 2016年1月 

フランス ― ― 大関 大関 純米 375ml €4.90 623 ― 2016年1月 

フランス ― ― 大関 大関 からくちDRY 
 375ml €4.90 623 ― 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 通の本醸造 180ml €4.95 629 218 2016年1月 

フランス ― ― 辰馬本家酒造 白鹿 吟醸生貯蔵 180ml €5.60 712 257 2016年1月 

フランス ― ― 白鶴 白鶴 淡麗純米 180ml €5.90 750 225 2016年1月 

フランス ― ― 
辰馬本家酒造 白鹿 山田錦 特別本醸

造 180ml €6.00 763 250 2016年1月 

出所）現地ネット通販サイトより 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅 白壁蔵 澪 150ml €6.00 763 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
宝酒造 松竹梅 白壁蔵 特別純

米 180ml €6.50 826 ― 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 星の流れ 300ml €6.50 826 ― 2016年1月 

フランス ― ― 白鶴 生貯蔵酒 300ml €6.80 865 346 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 黄桜 純米 300ml €6.99 889 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
辰馬本家酒造 純米本醸造 超辛 300ml €7.20 915 353 2016年1月 

フランス ― ― 
大関 のものも 500ml €7.50 954 404  2016年1月 

フランス ― ― 大関 生貯蔵酒 300ml €7.80 992 340 2016年1月 

フランス ― ― 宮崎本店 宮の雪 300ml €7.95 1,011 ― 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 花きざくら 300ml €7.95 1,011 392 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 にごり酒 300ml €7.95 1,011 ― 2016年1月 

フランス ― ― 大関 大関 純米 75cl €8.30 1,055 2016年1月 

フランス ― ― 大関 大関 からくちDRY 75cl €8.30 1,055 ― 2016年1月 

出所）現地ネット通販サイトより 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス ― ― 
宝酒造 松竹梅 白壁蔵生酛吟

醸 180ml €8.50 1,081 386 2016年1月 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅 にごり酒 375ml €8.50 1,081 ― 2016年1月 

フランス ― ― 月山酒造 銀嶺月山 ささら月 300ml €8.95 1,138 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
黄桜酒造 黄桜 京のとくり 純米大

吟醸 180ml €8.95 1,138 348 2016年1月 

フランス ― ― 白鶴 さゆり 300ml €8.99 1,143 464 2016年1月 

フランス ― ― 
大関  辛丹波 300ml €8.99 1,143 370 2016年1月 

フランス ― ― 
宝酒造 松竹梅 樽酒 300ml €9.00 1,144 ― 2016年1月 

フランス ― ― 松浦酒造 鮮 720ml €9.50 1,208 ― 2016年1月 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅 特別純米酒 300ml €9.50 1,208 ― 2016年1月 

フランス ― ― 大関酒造 花泡香 250ml €9.50 1,208 359 2016年1月 

フランス ― ― 大関酒造 花泡香 ホワイト 250ml €9.50 1,208 ― 2016年1月 

フランス ― ― 宝酒造 ＳＩＥＲＲＡ 吟醸酒 300ml €9.80 1,246 2016年1月 

フランス ― ― 大関  純米大吟醸 300ml €9.95 1,265 ― 2016年1月 

出所）現地ネット通販サイトより 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス ― ― 大関  山田錦 純米 300ml €9.99 1,270 397 2016年1月 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅 にごり酒 240ml €10.99 1,397 388 2016年1月 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅 白壁蔵 澪 300ml €11.00 1,399 285 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 銀河交響曲  375ml €11.90 1,513 700 2016年1月 

フランス ― ― 
三輪酒造 白川郷 純米吟醸 ささ

にごり酒 300ml €11.95 1,519 453 2016年1月 

フランス ― ― 
菊水酒造 菊水 純米吟醸 300ml €11.95 1,519 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
菊正宗酒造 たるざけ純米 300ml €11.95 1,519 ― 2016年1月 

フランス ― ― 菊正宗酒造 たるざけ純米吟醸 300ml €12.20 1,551 ― 2016年1月 

フランス ― ― 月山酒造 月山の雪 300ml €12.90 1,640 ― 2016年1月 

フランス ― ― 名手酒造店 黒牛  300ml €12.95 1,647 ― 2016年1月 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅 純米クラシック 750ml €12.95 1,647 ― 2016年1月 

フランス ― ― 八海醸造 八海山 発泡にごり酒 360ml €12.95 1,647 935 2016年1月 

フランス ― ― 秋田清酒 やまとしずく 純米吟醸 300ml €13.00 1,653 ― 2016年1月 

出所）現地ネット通販サイトより 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 



C．日本酒価格構造調査 

ご参考）海外での日本酒販売価格 

41 

国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス ― ― 三千盛酒造 三千盛 純米大吟醸 300ml €13.95 1,774 ― 2016年1月 

フランス ― ― 八重垣 純米大吟醸 青乃無 300ml €14.90 1,895 1,338 2016年1月 

フランス ― ― 大七 純米生酛 300ml €15.25 1,939 ― 2016年1月 

フランス ― ― 樽平酒造 特別純米酒 銀住吉 300ml €15.50 1,971 481 2016年1月 

フランス ― ― 清水清三郎商
店 作 雅乃智 300ml €15.50 1,971 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
中島醸造 小左衛門 純米大吟醸 180ml €15.95 2,028 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
中島醸造 小左衛門 特別純米美

山錦 300ml €15.95 2,028 ― 2016年1月 

フランス ― ― 白鶴 翔雲 純米大吟醸 300ml €16.90 2,149 ― 2016年1月 

フランス ― ― 黄桜酒造 花きざくら 720ml €17.20 2,187 870 2016年1月 

フランス ― ― 土佐鶴酒造 土佐鶴 本醸造 500ml €19.90 2,530 2016年1月 

出所）現地ネット通販サイトより 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅 特別純米酒 720ml €21.00 2,670 ― 2016年1月 

フランス ― ― 宝酒造 松竹梅 吟醸 伏水仕立
て 720ml €21.00 2,670 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
辰馬本家酒造 黒松白鹿 山田錦 特別

本醸造 700ml €21.90 2,785 ― 2016年1月 

フランス ― ― 李白 李白 純米吟醸 超特撰 300ml €22.00 2,797 ― 2016年1月 

フランス ― ― 八海醸造 八海山 純米吟醸 300ml €23.00 2,924 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
越後酒造場 越乃八豊 純米 720ml €23.00 2,924 952 2016年1月 

フランス ― ― 
下越酒造 ほまれ麒麟 特別純米 720ml €25.00 3,179 1,410 2016年1月 

フランス ― ― 
宝酒造 松竹梅 白壁蔵生酛純

米 640ml €26.00 3,306 1,140 2016年1月 

フランス ― ― 朝日酒造 久保田 千寿 720ml €26.00 3,306 1,080 2016年1月 

フランス ― ― 中島醸造 小左衛門 純米 720ml €27.00 3,433 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
浅舞酒造 天の戸 黒麹仕込み純

米 500ml €29.00 3,687 1,143 2016年1月 

出所）現地ネット通販サイトより 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス ― ― 
第一酒造 純米吟醸 開華 風の

一輪  500ml €29.90 3,802 1,080 2016年1月 

フランス ― ― 李白 純米 720ml €29.95 3,808 1,080 2016年1月 

フランス ― ― 
宝酒造 松竹梅 白壁蔵 大吟醸

無濾過原酒 640ml €29.95 3,808 ― 2016年1月 

フランス ― ― 天吹酒造 天吹 純米吟醸 720ml €31.00 3,942 ― 2016年1月 

フランス ― ― 玉乃光 純米大吟醸 玉の光 500ml €32.00 4,069 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
加藤吉平商店 梵 ときしらず 純米吟醸 720ml €34.00 4,323 1,300 2016年1月 

フランス ― ― 
浅舞酒造 天の戸・シルキー絹に

ごり 720ml €35.00 4,450 1,600 2016年1月 

フランス ― ― 土井酒造場 開運 特別純米酒 720ml €35.00 4,450 ― 2016年1月 

フランス ― ― 下越酒造 蒲原 純米吟醸 720ml €35.20 4,476 ― 2016年1月 

フランス ― ― 李白  李白 華露・ＣＡＲＯ 720ml €36.00 4,577 1,429 2016年1月 

フランス ― ― 
新藤酒造店  裏・雅山流 純米生詰

「楓華」 720ml €36.00 4,577 ― 2016年1月 

フランス ― ― 浅舞酒造 天の戸・氷晶 720ml €36.50 4,641 1,500 2016年1月 

出所）現地ネット通販サイトより 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス ― ― 李白 李白 純米吟醸 
WANDERING POET 720ml €36.50 4,641 1,512 2016年1月 

フランス ― ― 三和酒造 臥龍梅 純米吟醸 720ml €36.50 4,641 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
宝酒造 松竹梅 白壁蔵純米大

吟醸 640ml €37.00 4,705 ― 2016年1月 

フランス ― ― 李白 李白 にごり酒 720ml €38.00 4,832 ― 2016年1月 

フランス ― ― 
越の華酒造 カワセミノウタ 720ml €39.90 5,073 ― 2016年1月 

フランス ― ― 中島醸造 小左衛門 山廃純米酒 720ml €42.00 5,340 ― 2016年1月 

フランス ― ― 亀泉酒造 亀泉 720ml €44.00 5,595 ― 2016年1月 

フランス ― ― 李白 李白 純米吟醸 原酒 720ml €49.50 6,294 ― 2016年1月 

出所）現地ネット通販サイトより 
※1)為替レートは2016年1月15日を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス パリ 店 大七酒造 真桜 純米吟醸 ― €72.00 9,449 ― 2015年11月 

フランス パリ 店 大七酒造 自然酒生酛純米 1992
年 500ml €74.00 9,711 2,160 2015年11月 

フランス パリ 店 出羽桜酒造 出羽桜 純米大吟醸 愛
山 ― €72.00 9,449 ― 2015年11月 

フランス パリ 店 油長酒造 
風の森 キヌヒカリ45% 
純米大吟醸 無濾過無
加水 生酒 

720ml €50.00 6,562 1,450 
2015年11月 

フランス パリ レストラン 剣菱酒造 黒松剣菱 60ml €6 787 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 出羽桜酒造 一耕 60ml €7 919 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 出羽桜酒造 一耕 720ml €61 8,005 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 惣誉酒造 惣誉 生もと仕込特別
純米酒 60ml €7 919 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 惣誉酒造 惣誉 生もと仕込特別
純米酒 720ml €62 8,136 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 油長酒造 風の森 夏の夜空 60ml €9 1,181 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 油長酒造 風の森 夏の夜空 500ml €65 8,530 ― 2015年11月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは11月23日(把握日)を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス パリ レストラン 宮坂醸造 みやさか やわらか純米 60ml €6 787 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 宮坂醸造 みやさか やわらか純米 720ml €63 8,267 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 萬乗醸造 醸し人九平次50 60ml €7 919 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 萬乗醸造 醸し人九平次50 720ml €62 8,136 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 出羽桜酒造 出羽桜 おまち 60ml €7 919 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 出羽桜酒造 出羽桜 おまち 720ml €69 9,055 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 宮坂醸造 みやさか 山廃50 60ml €8 1,050 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 宮坂醸造 みやさか 山廃50 720ml €72 9,449 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 黒龍酒造 黒龍特撰吟醸 60ml €9 1,181 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 黒龍酒造 黒龍特撰吟醸 720ml €78 10,236 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 大七酒造 真桜 純米吟醸 60ml €10 1,312 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 大七酒造 真桜 純米吟醸 720ml €98 12,861 ― 2015年11月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは11月23日(把握日)を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス パリ レストラン 須藤本家 郷乃誉 超甘口 720ml €14 1,837 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 須藤本家 郷乃誉 超甘口 720ml €129 16,929 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 楯の川酒造 楯野川 清流大吟醸  60ml €7 919 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 楯の川酒造 楯野川 清流大吟醸  300ml €29 3,806 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 楯の川酒造 楯野川 清流大吟醸  720ml €61 8,005 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 旭酒造 獺祭 EU50 60ml €7 919 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 旭酒造 獺祭 EU50 300ml €32 4,199 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 旭酒造 獺祭 EU50 720ml €72 9,449 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 楯の川酒造 楯野川 本流辛口  60ml €8 1,050 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 楯の川酒造 楯野川 本流辛口  720ml €72 9,449 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 楯の川酒造 楯野川 濁流にごり  60ml €8 1,050 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 楯の川酒造 楯野川 濁流にごり  360ml €36 4,724 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 楯の川酒造 楯野川 濁流にごり  720ml €76 9,973 ― 2015年11月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは11月23日(把握日)を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス パリ レストラン 出羽桜酒造 一路 60ml €11 1,444 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 出羽桜酒造 一路 720ml €99 12,992 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 宮坂醸造 真澄純米大吟醸 七號 60ml €11 1,444 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 宮坂醸造 真澄純米大吟醸 七號 720ml €99 12,992 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 黒龍酒造 龍 60ml €13 1,706 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 黒龍酒造 龍 720ml €119 15,616 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 萬乗醸造 醸し人九平次35 60ml €13 1,706 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 萬乗醸造 醸し人九平次35 720ml €119 15,616 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 旭酒造 獺祭 2割3分 60ml €14 1,837 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 旭酒造 獺祭 2割3分 720ml €132 17,322 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 剣菱酒造 黒松剣菱 160ml €13 1,706 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 剣菱酒造 黒松剣菱 320ml €21 2,756 2015年11月 

フランス パリ レストラン 旭酒造 獺祭 温め酒 160ml €15 1,968 ― 2015年11月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは11月23日(把握日)を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス パリ レストラン 旭酒造 獺祭 温め酒 320ml €25 3,281 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 出羽桜酒造 一耕 160ml €16 2,100 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 出羽桜酒造 一耕 320ml €26 3,412 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 惣誉酒造 惣誉 生もと特別純米 160ml €17 2,231 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 惣誉酒造 惣誉 生もと特別純米 320ml €27 3,543 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 萬乗醸造 醸し人九平次50 160ml €19 2,493 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 萬乗醸造 醸し人九平次50 320ml €29 3,806 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 大七酒造 真桜 160ml €28 3,674 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 大七酒造 真桜 320ml €46 6,037 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 宮坂醸造 真澄 七號 160ml €28 3,674 ― 2015年11月 

フランス パリ レストラン 宮坂醸造 真澄 七號 320ml €46 6,037 ― 2015年11月 

フランス パリ 店 白瀧酒造 上善如水 720ml €29.6 3,884 ― 2015年11月 

フランス パリ 店 関谷醸造 夜半の月 720ml €24.25 3,182 ― 2015年11月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは11月23日(把握日)を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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国 都市 店 販売している日本酒 販売価格 
(現地通貨) 

販売価格 
(円)※1 

メーカー 
希望小売 
価格※2 

把握時期 

メーカー 商品名 正味容量 

フランス パリ 店 旭酒造 獺祭 EU50 720ml €39.8 5,223 ― 2015年11月 

フランス パリ 店 大関  大関  720ml €6.8 892 ― 2015年11月 

フランス パリ 店 大関  大関  1500ml €11.8 1,549 ― 2015年11月 

出所）現地調査より 
※1)為替レートは11月23日(把握日)を利用した 
※2)希望小売価格の公表が無いものに関しては、大手ネット販売店の小売価格を参考とした。 
また、現地製造と思われるものに関して、国内商品で同等物がある場合、代替としてその価格を使用した 
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主に現地 
流通構造由来 

日本酒価格構造調査 

現状の輸出規模と現地流通構造が要因となり、販売価格が上昇していると考えられ、 
現地との関係を強化し、販売数量と流通環境を改善・構築していくかが重要と考えられる 

主に生産者・ 
輸出業者由来 

輸入業者 卸売 小売 

A 輸出ロットが小さいために、各種作業（輸出書類
作成等）にかかるコストが効率化し難い可能性 

C 現地業者の作業効率、日本酒の取り扱いの品質レベルが日本に比べて低い可能性 
D 在庫管理が不十分で廃棄ロスが発生している可能性(影響は軽微) 

E 富裕層をターゲットとしたチャネル展開のため、
小売店における棚代等が高くついている可能性 

F 日本酒の賞味期限が短いため、廃棄ロスが発生
している可能性(影響は軽微) 

B 輸入業者、卸売業者、小売業者と流通経路が複雑なため、多段階で費用が発生している可能性 

要因 # 要因解決の方向性・アイディア例 
A ① 集荷や輸出業務、コンテナ積載などにおいて集約化を進めることでロットを大きくしていく 

A、C、D ② 現地の業務負荷を下げる工夫を行う 
  ・日本国内でも実施できる業務(ラベリング等)を引き取る 
  ・日本のもつオペレーションノウハウによって現地業務を効率化する 

A、E、F ③ 現地事業者に中長期的な利益をもたらす事を理解していただき、一体となって販売価格の低下に取
り組む 

B、E ④ 流通経路の短縮化や見直しを行いながら、ターゲティングをより具体的にしていく 
  ・ネット等を用いて直販を行う。または小売への直販を行う 
  ・輸入業者機能＋卸売機能といった複数の機能を持つ現地事業者と取引する 
  ・ターゲティングを見直し、販売チャネルを変更、または絞り込みを行う 

B、C、D、E ⑤ M&Aを行い輸入業者や卸売業者を内製化する 

中間費用 
の上昇要因 

対策案 

C．日本酒価格構造調査 

現
地
と
の
連
携 

小 

大 
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日本酒価格構造調査 

国内では、非競争領域を明確化することで国内の連携を推進し、海外では、現地輸入業
者～小売との連携強化に向けた働きかけを行っていくことが求められているのではないか 

C．日本酒価格構造調査 

要因 # 要因解決の方向性・アイディア例 今後の課題仮説 

A ① 集荷や輸出業務、コンテナ積載などにおいて集約化を進めることでロットを大きく
していく 

商流に関しては国内の各蔵元およびエクスポーター
の競争環境がある中で以下に非競争領域を明確化し
ながら連携できる分野を明確化していく必要がある 

A、C、D ② 現地の業務負荷を下げる工夫を行う 
  ・日本国内でも実施できる業務(ラベリング等)を引き取る 
  ・日本のもつオペレーションノウハウによって現地業務を効率化する 

現地の取引にかかる規制等を調査し、引取可能な業
務を特定する必要があり、加えて、現地業者と国内加
工流通業者の費用対効果を精査する必要がある 

A、E、F ③ 現地事業者に中長期的な利益をもたらす事を理解していただき、一体となって販
売価格の低下に取り組む 

地道に販売・プロモーション等のサポートを行い、現
地企業との信頼関係を深めることが必要となる 

B、E ④ 流通経路の短縮化や見直しを行いながら、ターゲティングをより具体的にしていく 
  ・ネット等を用いて直販を行う。または小売への直販を行う 
  ・輸入業者機能＋卸売機能といった複数の機能を持つ現地事業者と取引する 
  ・ターゲティングを見直し、販売チャネルを変更、または絞り込みを行う 

輸出先国の規制(ライセンスや商標登録等)の整理と

ともに、現地に知見のある人材の登用・教育や地道な
活動を通じた現地企業との信頼関係を深めることが
必要となる 

B、C、D、E ⑤ M&Aを行い輸入業者や卸売業者を内製化する 買収であれば、資金力が必要となる 
提携であれば、③と同様に地道な活動を通じた現地
企業との信頼関係を深めることが必要となる 
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