
４．輸出戦略対象国における輸出促進機関の状況 
（１）EU（フランス）    

１）主要な日本酒取扱事業者とその取組み 

① 流通事業者 

   主な取り組み 

  流通事業者が行っている輸出促進の取組みは、一部の流通事業者は BtoC の取組み

も行っているものの、基本的には BtoB の取組みが中心である。売り上げ拡大にあた

っては、特に、販売側の人材教育が重要視されている。具体的には、販売員向けの試

飲会の開催、レシピの紹介等を行っている。また、直接取組みを行う以外に、現地の

キーパーソンが主催している Sake Festival のようなイベントに対し、協賛するとい

た形で協力している流通事業者もいる。 
  上記のような活動の背景における課題として、日本酒の販売拡大のための流通事業

者の取組みには、製造元からの制約が入ることがあるという。具体的には、酒造メー

カーは、特定名称酒を星付レストランに入れることに注力する傾向があり、実際に卸

すにあたっても、卸先の要件を指定されることがあり、流通事業者の裁量が限定的に

なっているという場合がある。 
   その他の取り組み 

また、日本酒のラベルは日本語表記で、表示方法も統一化されていないことから、

現地消費者にとって分かりにくいことが多い。そのため、流通事業者が翻訳したラベ

ルを添付したり、商品名を英訳し、現地消費者に訴求しやすい表現にして販売すると

いった工夫が凝らされている（ex.李白=wondering poet）。また、ラベルに飲み方に

関する記載を行っている。 
その他、販売促進にあたって、パッケージデザイン等に関する酒造メーカーへのア

ドバイザリーを行っている例も見られた。例えば、日本酒の瓶は通常キャップで封が

されているが、ワインの場合は、キャップのボトルは一般的に安酒が中心であるため、

ワイン文化に慣れ親しんでいる消費者に、品質の高くない商品であるという誤解を与

える可能性があるという。そこで、日本酒に適合しつつ、高級感を演出できる栓に変

えるようアドバイスを行っている。 
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   図 37 工夫されたデザインの栓 

 
   

  消費者が、正しい保存方法で取り扱われた品質の高い日本酒を購入するための取組

みとしては、冷蔵環境をはじめとした日本酒の正しい保管方法に関するアドバイザリ

ー及び小売店・飲食店の店舗環境に合わせた商品の提供等が挙げられる。 
    また、消費者の購買活動の決め手として、価格は大きな要素になる。日本酒は、

輸送費や酒税等の関係で、ワインと比較した際、店頭価格が小売店で 2 倍、飲食店で

3 倍程度と高額になるため、他の日本食材等と一緒に輸送することで、輸送費を抑え

たり、300ml や 180ml といった飲みきりサイズのリーズナブルな商品を提供し、消費

者が試しやすくするといった工夫を凝らしている。 
 

図 38 ボン・マルシェにおける日本酒のスペース 
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図 39 日本酒スペースにおける定期的な消費者向け試飲会 

 
 
 

２）先行する輸出促進団体による取組み 

     ①SOPEXA 

     組織概要 

SOPEXA は 1961 年に食料農業漁業省によって設立された株式会社で、政府が約 3
割程度の出資分を保有していたが、2007 年に国が出資分を手放し、2008 年には完全

に民営化された。主要顧客はフランス政府、フランス産農産品代表団体、フランスワ

インの産地別同業者組合等であるが、現在は、フランスに限らない広範な顧客を対象

としている。 
   活動内容 

    SOPEXA は、食品・飲料に関する販売促進や広報プロモーション、各種コンサル

ティング等を提供している。従来は、政府との随意契約で行っていた輸出促進関連事

業も、民営化後は、競争入札の手続きにより受託している。 
顧客へ提供する具体的なサービス内容のフェーズは、対象顧客のニーズによって

様々であり、5～10 年単位の全体戦略自体を SOPEXA が策定するような業務もあれ

ば、個別の PR の実施についてのみ関与する場合もある。近年では、業界団体が自ら

マーケティング部門を設け、独自に戦略を策定する場合が増えてきているという。そ

の場合の SOPEXA の役割は、顧客が提示した戦略実現への妥当性ある施策の提案、

個別の PR に関する創造性の提供、目的達成への効率性が求められていると認識して

いる。例えば、ポートワインのプロモーションでは、ポートワインの業界団体が、想

定している輸出促進の具体策をリストアップし、競争入札が行われた。SOPEXA は競

争入札に参加し、委託元が提示した計画に対し、提供可能なサービス内容と金額を項
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目別に提示した資料を提出し、審査の上、採択されたという経緯であった。 
   日本酒業界との関連性 

日本酒のプロモーションとの兼ね合いでは、SOPEXA の 3 年間の中期計画の中に、

日本酒のプロモーションの受託が目標に据えられているという。現在、SOPEXA では、

フランス産ワイン以外のプロモーションも実施しており、具体的には、チリワインの

プロモーションを受託している。主要顧客であるフランスワインの産地別同業者組合

との利益相反について伺ったところ、フランスワインとはターゲット層が異なるため、

特に対顧客に対する問題は生じていないと認識しているとのことであった。 
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 （２）EU（イギリス）  

１）主要な日本酒取扱事業者とその取組み 

   ①流通事業者 

   主な取組み 

 流通事業者が行っている輸出促進の取組みは、BtoB が中心である。日本酒の BtoC
のマスマーケット向けプロモーションは、消費者の裾野を広げる意味での重要性は

認識しつつ、短期的に効果が得られないこともあり、現状としてはほとんどない。

飲食店等では、その店舗において、お客様に日本酒について語れる人材がいるか否

かによって、売り上げが大きく変わることから、日本酒カタログの作成、日本酒セ

ミナーの開催等を行っている。日本酒のカタログには、日本酒の基礎知識のほか、

個別の商品の精米歩合、アルコール度数、産地情報、香り、飲み方等に関する情報

が記載されている。香りに関する説明については、「ふくよかな香り」といった抽象

的表現は避け、具体的な果物や花等の例を用いて、現地消費者が想像しやすい表現

にするよう留意されている。また、小売店に対して、流通業者のアフターサービス

の一環として、顧客向けの試飲イベントを提供することもある。ただし、日本酒は

日本食材と一緒に取り扱っている流通業者がほとんどであり、ワインに代表される

酒類の専門業者とのアフターケアは、内容が格段に違ってしまっているのが現状で

ある。酒類の専門業者でない限り、テイスティングを行っても、商品について様々

な角度から消費者に対して魅力のある話を行うことは難しく、流通事業者にとって、

その他商品と並行しながら日本酒のプロモーションを行うことは、相当高いハード

ルとなっている。ただし、現状として、流通事業者は、規模が小さなレストランで

も、日本酒に興味を示した場合は、スタッフがレクチャーしに行くといった努力を

行っている事業者もいる。 
  ドイツ、フランス、イギリス等に拠点を有している日系商社では、懇意にしてい

る 5 つの酒蔵による共同プロモーションを数年に渡り続けているといった事例も見

られる。 
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図 40 日本酒カタログ 

      
 
    銘柄ごとの PR の強弱は、製造元の自助努力が大きく寄与している状況である。製

造元が来訪して小売店や飲食店に対して PR を行ったり、試飲用のサンプルを積極的

に提供する製造元の商品は、結果として優先的に販売される。 
   その他の取組み 

    小売店の中には、日本酒販売を促進するキーパーソンがおり、店員が顧客に自信

を持って商品を紹介できるよう、店員向けの定期的な試飲会をしている事業者もあ

った。このような店舗では、定期的に常連客向けの試飲会を開催しており、BtoC の

プロモーションも行っている。 
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図 41 小売店における日本酒の取り扱い状況 

 
 
   ②飲食店 

    飲食店においては、消費者の利用シーンに応じてシチュエーションにあった日本

酒を勧めている。例えば、イギリスにおいては、接待はランチで行われることが多

いため、料理に合わせた日本酒は、比較的度数低いものの中から勧めるとのことで

あった。また、「ドライ」といった、通常ワインに使われるような表現で日本酒をリ

クエストする消費者は多い。このような消費者が求めているイメージに合う日本酒

を提供できるよう、飲食店においては、品揃えを充実させる努力がなされている。

日本酒は、ワインと比較して高価格となるため、日本酒のプレミアムについて店員

が適切に説明するための教育が行われている。 
    また、飲み方も消費者が気軽に楽しめるよう、四合瓶のほか、グラスでも提供さ

れている。提供の仕方も、現地消費者が「おしゃれ」「贅沢」と感じるような、飲食

店ごとの提供方法における工夫がなされている。 
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図 42 各飲食店における日本酒の提供状況 

  
 

 
 
   ③その他 

    出版社の Wiiliam Reed Business Media は、世界最大規模・最高権威に評価され

るワイン・コンペティションの International Wine Challenge(IWC)を主催しており、

日本酒の部門として、“SAKE”部門が設けられている。SAKE 部門には、純米酒の

部、純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部、本醸造酒の部、吟醸酒・大吟醸酒の部、古酒

の部があるが、今後はさらに、テーブル酒、スパークリングといった部門が設けら

れる予定である。また、Wiiliam Reed Business Media は、数年にわたって日本酒

セミナーを主催しており、ゲストスピーカーを招いた試飲会には、毎年 100 名程度

の参加がある。 
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図 43 2013 年 SAKE 部門審査結果 

 
（出典）酒サムライ公式ウェブサイト 

 
 また、個人レベルでの活動として、International Wine Challenge(IWC)のアンバ

サダーであり、日本酒造青年協議会が認定する「酒サムライ」に認定されている吉

武理恵氏は、現地における日本酒の普及・啓発活動を長年にわたり続けている。最

近の活動では、未来のインフルーエンサーを輩出するため、オックスフォード大学

のビジネススクールに通う学生向けに、日本酒の試飲会を実施し、世界 40 カ国の学

生の参加があった。現地のキーパーソンとも豊富な人脈を築き、現地進出企業等の

協賛を得て、各種イベント等を実施した実績を有する。現地の「食」と日本酒のマ

リアージュを紹介する試食イベントの開催等も頻繁に行っている。 
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２）先行する輸出促進団体による取組み 

   ①SOPEXA UK 

      組織概要 

       人員の構成としては、元政府関係者、流通業界や食品業界等、様々な分野から人

材を採用している。 
活動内容 

       SOPEXA UK がロンドンに進出した当時は、国からの仕事が中心であり、SOPEXA 
UK の任意に任される部分が大きかったため、仕事の内容はシンプルであった、しか

し、産地別ワイン同業者組合ができ、力を持ち始めてからは、マーケティングの要

求が高度化したという印象がある。政府の仕事は 5 年間、産地別ワイン同業者組合

の仕事は 3 年間が区切りとなっている 2013 年以降は、フランス農産品に限らず、あ

らゆる食品・飲料のプロモーションを受託することが可能となった。 
    基本的には産地別ワイン同業者委員会とはじめとした委託元からの指示に従う形

で行うが、個別のプロモーション手法に関しては、ブリーフィングという形で

SOPEXA UK からの提案も行っている。具体的なプロモーションの事例としては、

BtoB では「伝道師」の教育とトレーニング、試飲会やコンテストの開催、ビジネス

機会の提供、プロモーションにあたってのコミュニケーションプログラムの提供、

対象国で好まれやすい味に関するアドバイザリー等を行っている。コミュニケーシ

ョンプログラムとは、製造元が、現地の流通事業者や飲食店、その他インフルーエ

ンサー等に対して自社の商品を紹介するにあたり、適切な表現で説明を行うための

研修を提供している。対象国で好まれやすい味に関するアドバイザリーについては、

「現地では、女性には酸味のあるワインより甘口のものが受け入れられやすい傾向

がある。」といったような、現地の食事情に精通した専門家から製造元に情報提供を

行っている。BtoC では、一般消費者向けイベントの開催、学校との提携、カタログ

の作成、インターネットゲームの提供等が挙げられる。例えば、インターネットゲ

ームとしては、フランスワインに対し、より多くの人に親しみを持ってもらうこと

を目的として、バーチャルで自分のシャトーを獲得できるゲームを行った。自分の

名前のついたシャトーに、自らの写真を合成し、シャトーのオーナーになった画像

を取得できるもので、非常に好評であったとのことである。 
    
   ②Wines of Chile 
      組織概要 

       チリワイン農家協会とワイナリー・ギルド等による個別の活動を統一することを

目的にとして、ワイン生産者協会、Vinos de Chile、Chilevid から資金を得て、チリ

ワインを国際的に広めるための基盤組織として設立した。Vinos de Chile の海外販売

促進を担う下部団体という位置づけである。加盟生産者及び企業は 92 社である。加
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盟企業による輸出はチリボトルワイン輸出量の約 92%に該当する。特定のワイナリー

やブランドにこだわらず、「チリワイン」全体のプロモーションを行うため、会員が

協働する組織である。組織は、ワイン農場、および「企業パートナー」としてコル

ク業者、ボトル業者、流通業者などから成る。組織構成として、本体には、管理部

門、国際部門、国内市場担当、R&D 部門、法務部門、コミュニケーション部門が置

かれている。市場毎に専任のマーケットマネージャとそのアシスタントがおり、業

務の遂行にあたっては、最高責任者と同時に、ProChile にも報告を行うことになっ

ている。海外拠点として、米国、上海、英国にオフィスがあり、それ以外にはｍカ

ナダとブラジルに PR 会社が営業する事務所が置かれている。 

組織の収入基盤は、毎月固定の会員費と、会社の規模に合わせた非固定制の参加

費収入、チリ外務省輸出振興局から認証を受けた場合のイベント費用（全体の 50～

60%）等が挙げられる。本部人員は所長含め 6 名である。 

   活動内容 

    Wines of Chile では、国内及び国際的レベルでのチリワインの促進、新技術・工程

等に関する調査研究の業界全体における普及、教育・認定制度、奨学金制度等によ

る人材育成、異業種間の交流促進、各業界のけるガイダンスの提供等を行っている。 

国内および国際的レベルでのチリワインの促進に関する活動としては、組織のマ

ーケティング費用をジェネリックプロモーションに活用している。チリ政府から

Wines of Chile に直接支援を行う形式は取らず、チリ政府は、Wines of Chile の活動

費用の 15％を、ProChile を通じて提供している。カナダ、英国、ドイツ、米国で、

“Taste of Chile”というチリの果物とワインを PR する活動が成功を収め、チリの

自然の美しさと製品の質の高さのイメージを確立した実績がある。具体的なプロモ

ーション活動としては、トレンドセッターによるチリ訪問、消費者・輸入業者・流

通業者・小売・レストラン向けフェアやテイスティング、批評家・ジャーナリスト・

ソムリエ等の影響ある人への対応、刊行物の出版、セミナー、コンテストの開催等

が挙げられる。 
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図 44 Wines of Chileの組織構造 

WoC

VDC

所長

企画担当米州担当 アジア・欧州担当

ｻﾎﾟｰﾄ担当

NY事務所 ﾛﾝﾄﾞﾝ事務所 上海事務所

ｻﾎﾟｰﾄ担当
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（３）中国         

１）主要な日本酒取扱事業者とその取組み 

   ①流通事業者 

日本酒については、15 年ほど前から輸入商社や蔵元が個別に、大小さまざまな試飲

会や商談会を開催し、新商品の PR と販売スタッフのトレーニングを行っている。ま

た、上海や大連で開催される国際水産物展示会において JETRO がとりまとめた日本

ブースに出品する等も行ってきた。しかしながら、試飲会などはホテルや日本食レス

トランで取引先を数社招待して BtoB 形式で実施するものも多く、規模が小さく、効

果は限定的である。 
 

   ②飲食店など 

百貨店、ホテルなどでは、小売りの視点で BtoC を意識した発表会、展示会等を、

催し物コーナーやイベントフロアを活用して開催している。中には、酒類販売スペー

スの奥にキッチンスタジオを設置して、料理教室や試飲会、パーディーなど開催する

例もある。BtoC なので、消費者に直接アピールするストーリー提示やイメージアッ

プ、ライフスタイル提案に力を入れている。 
 

   ③その他 

上海に現地事務所を置く県が、日本酒に限らないが、県産物の広報、販売促進に取

り組む動きがある。各県は、デパートの催し物コーナー等にて個別の事業者の枠を超

えて BtoC を意識した広報活動などに取組んでいるが、規模の面で限界があり、消費

者の認知度が大きく高まるには至っていないようである。 
 

図 45 百貨店で開催される日本物産展（開店時間前） 
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２）先行する輸出促進団体による取組み 

上海では、ワインは 1980 年代から紅酒として急速に浸透した。フランスワインの販

売促進は、イベントに有名人を招いて高級感を演出したり、ワインを飲むライフスタ

イルを想像させるものが多い。規模についても、2008 年と 2009 年にはフランスの酒

蔵を 300 件ほど招待して BtoC の PR を行うなど、大規模なものが多い。テレビ等を活

用した広報活動も行っている。 
韓国はソジュの販売を進めているが、韓流ドラマを使った認知度アップ、イメージ

アップを図っている。中小事業者を韓国に無料招待し、広報と産地との交流を進めて

いる。韓国の展示会は、複数の事業者が参加していてもアピールポイントが明確で、

集団で組織的に販促活動を展開している印象を与えている。 
先行する輸出促進団体には、自ら現地事務所を置き本国から送られてきたスタッフ

と現地雇用のスタッフが事業企画する例と、事務所は用意するものの業務はすべてプ

ロモーション代行業者に外注する例（カリフォルニア・ワイン協会）がある。 
 

○カリフォルニア・ワイン協会 
    組織概要 

カリフォルニア・ワイン協会は、上海と北京の２カ所に現地事務所を置いているが、

本国からのスタッフは一人も置かず、広報・販売促進活動はすべてプロモーション代

行業者に外注している。 
プロモーション代行業者の陣容は、中国統括管理マネジャーが１名、上海拠点スタ

ッフが４名、北京拠点スタッフが２名である。中国統括管理マネジャーのみ米国人、

６名のスタッフはすべて中国人であり、ワイナリーや流通業、広告代理店、大使館等

からヘッドハンティングして雇用した。 
    活動内容 

スタッフは全員カリフォルニア・ワイン協会の名刺を持ち、ワイン協会の職員とし

て振る舞い、市場調査、販促戦略の策定、広報・コミュニケーション、ブランディン

グ・販売促進などの企画・実施業務を行っている。 
具体的な取組としては、ブランド認知キャンペーン、ワイン・フェア、中国への生

産業者の招待、ワイナリーへの視察旅行、消費者販促イベント等を企画、実施してき

た。 
すべての事業は年間計画に組み込まれており、さらに事業ごとに実施計画を作成し

目標設定して事業実施している。実施後は評価して、カリフォルニア・ワイン協会本

部に報告している。 
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 （４）韓国        

１）主要な日本酒取扱事業者とその取組み 

これまでに、卸業者、飲食店、小売店などを対象とした BtoB の展示会などに出展し

販売促進することが行われている。こうした展示会では来場者（事業者）の１~２％し

か商談が成立しないこともあり、過去には参加を取りやめる事業者もあった。一方で、

自主企画による販促会を実施し、取引先等を招待して BtoB の販促を行う事業者もいる。

販促会や展示会で、飲み方に関するセミナーを開いたり酒器を紹介すること等は行わ

れているが、規模は小さい。また、主催する事業者が費用負担して関係者を本国から

招くといったことはほとんど行っていない。なお、一般消費者向けの BtoC のイベント、

展示会はあまり行われていない。 
一部の流通事業者は、自ら居酒屋のアンテナショップを開業したが、その後、市場

で一般化し店舗が増加してきたので、差別化を図るために酒バーを始めている。 
 

２）先行する輸出促進団体による取組み 

日本酒に比べると、ワインのロンチングパーティーは演出が派手である。ワインは、

品揃えを充実し、ボリューム感を高めることに注力している。キャンペーンを張り集

中投資することもあり、ある時期には輸入業者、卸業者などに協力を依頼し、毎月博

覧会を実施していた。 
韓国酒の取組も、カテゴリーマーケティングはあまりやられていないようだが、規

模が大きく、組織的である。しばしばマスメディアを活用した BtoC 活動を展開してい

る。韓国文化で海外に認知されているのは、韓流ドラマ、音楽などの文化コンテンツ

であるが、この強みを活用して K-POP アーティスト、アニメキャラクターを起用した

キャンペーンを、2012 年にフランスで、2013 年に英国で実施している。 
 

①韓食財団 

      組織概要 

韓食財団は、2010 年に韓流ブームが世界中に広がる中にあって、韓食を文化として

世界に広報するために aT（Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation）から独

立した組織である。 
活動目標は下記のとおりである。 
  ○韓食を世界に広報する 
  ○700 万人の海外韓国人が自国の文化に誇りを持てるようにする 
  ○韓国農林水産物の輸出促進に資する 
農林水産物については、輸出による国内産業振興（事業者支援）は aT（Korea 

Agro-Fisheries & Food Trade Corporation）で、広報・情報発信は韓食財団でと役割

分担している。また、韓国農林省が予算措置と計画策定を、韓食財団が事業の実施と
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運営を担っている。 
韓食財団の年間の予算規模は約 20 億円であり、政府から 100％の財政支援を受けて

いる。 
     活動内容 

具体的な取組としては、レシピなどの韓食標準づくりや人材育成、海外韓食レスト

ランの格付け、広報活動などを行っている。 
韓食財団の職員は 20 人である。事業の企画や計画づくりは、広告業界や放送業界な

どから専門人材をハンティングして登用している。個別事業の実施は、直営で行った

り、外注業者に委託して実施している。 
広報活動については、対象地域別に戦略的なメディア活用を意図している。また、

海外の有名人を招待して観光地を巡りながら試食してもらい帰国後にインフルエンサ

ーとして宣伝してもらうなど、イベントと観光との連携を試みている。韓食の広報に

あたり、レシピのみならず、食文化、生活様式まで含めて認知度を高めることを志向

している。 
地域別のメディア活用の留意点は以下のとおりである。 
  ○日本：雑誌、メディアを重点的に活用する 
  ○中国：10～20 代を対象とし、Web や SNS を有効活用する 
  ○東南アジア：韓流への憧憬が強いので韓流コンテンツとのタイアップを図る 
韓食財団における重点広報対象地域は、ニューヨーク、バリ、ベトナム、タイ、日

本、中国である。ベトナムは、若くて親韓感情の高い国である。親韓感情は、韓流イ

ンデックスを独自に開発して評価している。 
本来なら、事業は PDCA サイクルにより計画、実行、評価するべきであるが、実際

には、広報活動の費用対効果の測定、評価はむずかしいと考えている。 
 

②aT（Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation） 

    組織概要 

aT は輸出を通じた韓国内の農林水産事業者の育成、支援を担っている。海外拠点を

５か国９カ所に持っている。 
韓国の農林水産業は輸出産業ではないので、農林水産物をまずは国内で消費し、余

ったものを輸出に回すという考え方に立っている。輸出に際しては、世界的に食品の

安全性への関心、要求が高まっているので、安全性を日本のように高めないといけな

いと認識している。 
    活動内容 

aT が取り組む主な事業を例示する。 
  ○品目別輸出促進：伝統酒、林産物を中心に、18 品目を選定し輸出を支援して

いる。品目は、農林水産部、aT、事業者にて、生産地域別統計、企業の海外
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進出統計等を参考に決定している。毎年、見直しが行われる。 
  ○博覧会出展支援：年初に世界の博覧会スケジュールを確認し、参加するもの

を決定。事業者を組織化して参加を促し、一部は財政支援する。韓国ブース

への事業者の配置やパッキング支援などを行う。 
  ○モデル輸出事業：事業者からの提案により輸出の試行が決まると、aT の海外

事務所が現地で情報収集、販売計画づくりなどを通じて支援する。 
aT では、新年度の予算配分にあたり、事業単位に前年の成果を評価することを行っ

ている。評価は、産官学の有識者、主要企業などによって行われる客観的な体制を構

築している。 
 

③KOTRA（Korea Trade-Investment Promotion Agencdy） 

    組織概要 

KOTRA は、農林水産物以外の主として製造業生産物の輸出促進を支援している団体

である。海外拠点を 127 カ所に持っている。 
主要な活動目標は下記のとおりである。 
  ○外国人投資の誘致 
  ○海外専門人材の確保 
  ○韓国企業ブランドの育成 
  ○海外展示会への参加支援 
  ○国内展示会へのバイヤー招待 
KOTRA は政府から 100％の財政支援を受けている。 

    活動内容 
KOTRA が取り組む主な事業を例示する。 
  ○輸出企業の支援：情報収集、マーケティング活動を通じて輸出企業の支援を

行っている。aT が農産物、食品を対象とし、それ以外を KOTRA が担当して

いる。また、グローバル企業と国内中小事業者の取引支援も行っている。 
  ○大中小同伴進出：独自に進出できない中小事業者と、既に進出している大手

企業をマッチングさせた集団での進出を支援する。 
海外拠点の職員は、本国からの出向者と現地採用者から構成される。現地採用者は、

当地に居住する韓国人が多い。 
事業は PDCA サイクルを意識して運営している。年末に、その年に開催したイベン

トおよび参加したイベントを評価し、翌年にスクラップ＆ビルドを実施している。新

規に実施したり参加するイベントは、その時点で政府が育成している重点産業と、海

外市場での関心度、貿易規模（実績）などにより選定している。 
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④SOPEXA  

    組織概要 

SOPEXA ソウル事務所の職員は 8 人で、全員がソウルで採用された。 
    活動内容 

具体的な取組例としては、ソムリエコンテストやセミナー、試飲会の実施を行って

いる。ソムリエコンテストは、フランスワインに関してソムリエにポイントを付与す

るコンクールである。世界の SOPEXA に先駆けて韓国で最初に開催したが、好評を博

し、中国やインドネシアなどに拡大している事業である。 
広報活動については、すべての媒体を活用しており、利用できるものは全て利用す

るというスタンスである。ターゲット層によって、スマートフォンのアプリケーショ

ン、SNS、イベント開催などを多様な媒体、インフォメーション手段を使い分けてい

る。 
SOPEXA としては、中立の立場から、個別の企業のサポートは行わず地域的なイメ

ージを訴求している。個々の商品を売るのではなく、その地域に旅行に出かけた感覚

を醸成することを意識している。品目により地域の協会や団体のスタンスが異なる。

これから輸出を促進したい団体もあれば、既に輸出しているものを拡大させたい団体

もあり、取りまとめには苦労している。 

87 
 


	１．調査概要
	（１）背景
	（２）目的

	２．日本酒を取り巻く環境と本調査のポイント
	（１）日本酒を取り巻く環境
	（２）本調査のポイント
	（３）調査の全体像

	３．輸出戦略対象国における酒類の市場動向
	（１）フランス
	（２）イギリス
	（３）中国
	（４）台湾
	（５）韓国
	（６）ブラジル
	（７）ロシア

	４．輸出戦略対象国における輸出促進機関の状況
	（１）EU（フランス）
	（２）EU（イギリス）
	（３）中国
	（４）韓国

	５．日本酒の国家的マーケティングのあり方
	（１）基本的な考え方
	（２）これまでの取組み
	（３）取組みのロードマップ
	（４）推進主体・組織




