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１．調査概要 
（１）背景 

日本産農林水産物・食品の輸出については、平成 25 年 6 月に閣議決定された「日本再

興戦略」において、国別・品目別輸出戦略を策定し、2012 年に約 4,500 億円であった輸

出額を 2020 年までに１兆円にすることが目標とされた。「日本再興戦略」は、輸出戦略

の策定にあたり、対象品目と対象国を設定して戦略的に輸出促進に取り組むこととして

いる。戦略的な輸出促進の実現のためには、各国の業界関係者や消費者のニーズ、市場

の動向を的確に把握し、当該市場に見合ったマーケティングを実施することが不可欠で

ある。 
一方、農林水産省においては、これまでも農業を競争力ある産業とするために、「主要

輸出国の輸出促進体制調査」をはじめとする各種の調査を実施し施策を検討してきた。

こうした検討を通じて、日本産食品のブランディングによる地位確立と、戦略的なマー

ケティングに基づくプロモーションを展開する輸出促進団体を育てる必要性が認識され

ている。また、農林水産省は、「オールジャパンでの輸出促進の司令塔を設置すること」

を平成 26 年度予算の概算要求に組み入れている。中期的には、品目を広げて日本産食品

全体の輸出を促進する団体を立上げることを展望しつつも、まずは日本の強みを活かせ

る品目をパイロットモデルとして設定し、効果的なマーケティングのあり方について調

査分析を行うとともに、輸出促進団体の立上げに向けた関連業界の組織化を進めること

とが求められている。そこで、本調査においては、日本産農林水産物・食品の輸出を語

る上で欠くことのできない日本酒を対象品目として選定した。 
 

（２）目的 

 日本産農林水産物・食品を取り巻く環境とこれまでの検討を踏まえ、下記を目的と

する調査を実施する。 
 １）主要な輸出先と想定される市場における酒類の消費・輸入動向、流通・小売動

向など基本的な市場動向を把握する。（輸出先の市場調査） 
 ２）輸出戦略上の重要国・地域において先行して活動する諸外国の輸出促進団体の

活動状況について把握する。（輸出先の競合調査） 
 ３）日本国全体として進める日本酒の効果的なマーケティングのあり方を検討する。

（マーケティング戦略調査） 
      ４）将来的に日本酒の輸出を促進する団体に育つような、核となる事業者、人材の

ネットワーク化を図るとともに、業界の組織化の可能性を探る。（業界の組織

化） 
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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 

 １）日本酒輸出を促進する意義 

今次調査においては、日本産農林水産物・食品の輸出促進に際して、日本酒を対象品

目として効果的なマーケティングのあり方を検討していくこととしているが、日本酒は、

日本産農林水産物・食品の輸出促進を考える上で、主として以下の 3 つの観点から非常

に重要性が高い財であると考えられる。 
 

  ①輸出の飛躍的拡大を展望できる潜在力があること 

輸出拡大にあたっては、数量と単価を同時に伸長させていくことが求められる。日

本酒は、適切な温度管理等を行うことにより長期に亘り高い品質を保持することの可

能な加工食品であり、近隣各国だけでなく欧州や南米等の遠距離地域を含めて世界全

体を輸出市場と捉えることが出来る。その意味において、生鮮食品等に比べ、日本酒

は輸出数量を伸長させやすい財であるといえる。 

また、日本酒はアルコール飲料であるが、同時に嗜好品としての側面がある。③に

おいて後述するように、日本酒にはブランド力のある嗜好品として高い潜在力がある

と考えられ、その潜在力を十分に発揮させることにより、高い付加価値を持った商材

として輸出単価の向上を実現できる可能性が高いと考えられる。「農と食の輸出大国」

であるフランスやイタリアに共通するのは、ワイン、チョコレート、オリーブオイル

など付加価値の高い加工食品が主力の輸出品目になっていることである。特にワイン

は両国共に輸出品目として圧倒的第一位の座にあり、フランスで約 1 兆円、イタリア

で約 6000 億円もの輸出を実現している。日本酒の輸出は現状 90 億円程度に過ぎない

が、嗜好品としてのワインとの類似性を考えるとき、日本酒をわが国の食品輸出全体

をリードする存在へと育成していくことは、戦略的な重要性が高く、また、実現可能

性も高いと考えられる。 
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表 1 日本、フランス、イタリアの主要な「農と食」の輸出品目 

品目 百万ドル 品目 百万ドル 品目 百万ドル

1 Wine 9,941 Wine 6,075 Food prep nes 764

2 Wheat 6,738 Cheese, whole cow milk 2,476 Crude materials 355

3 Beverages, distilled alcoholic 4,474 Food prep nes 2,470 Cigarettes 323

4 Cheese, whole cow milk 3,411 Macaroni 2,110 Pastry 145

5 Maize 2,539 Pastry 1,658 Beverages, non alcoholic 128

6 Food prep nes 2,261 Oil, olive, virgin 1,633 Beverages, fermented rice 110

7 Sugar refined 1,675 Crude materials 1,535 Apples 82

8 Chocolate products nes 1,567 Chocolate products nes 1,481 Flour, wheat 73

9 Pet food 1,475 Coffee, roasted 1,206 Beverages, distilled alcoholic 72

10 Crude materials 1,390 Tomatoes, peeled 1,011 Food wastes 67

輸出計 73,960 40,992 3,273

輸入計 55,611 49,937 68,470

純輸出 18,349 -8,945 -65,198

（注）2011年実績

（出所）FAOよりみずほ情報総研作成

フランス イタリア 日本

  

（出典）FAO よりみずほ情報総研作成 

 
 ②コメの需要拡大と 6次産業化に資すること 

日本酒の主原料はコメである。そして、わが国で生産されるコメのうち、酒造好適

米及び酒米として利用される加工用米の割合は全体の 1 割弱に及ぶ。日本酒は、食用

に次ぐコメの大口需要先なのである。従って、輸出促進を通じた日本酒の需要拡大を

図っていくことは、わが国農業の基幹作物であるコメの需要拡大に直ちに結びつくと

いう意味で極めて重要性が高い。 
また、コメをコメのまま販売するのではなく、日本酒という付加価値の高い飲料と

して販売すること、そして、それを海外市場に流通させることでバリューチェーン全

体が得る付加価値額を拡大させていくことは、農林漁業の 6 次産業化を実現していく

プロセスに他ならない。このように、日本酒の輸出を促進することは、わが国の農林

水産行政が目指している方向性と合致する取組みであるといえる。 
 
③他の食品・農産品の輸出拡大に寄与し、クールジャパン戦略にも合致すること 

ワインとチーズのマリアージュが常に意識されるように、日本酒の輸出拡大は他の

日本産食品・農産品の輸出拡大を誘発する。従って、日本酒輸出促進に向けた取組み

は、日本産の食品・農産品の輸出促進の尖兵的役割を担っていると位置づけられ、そ

の意義は大きい。 
現在、政府は省庁横断の取組みとしてクールジャパン戦略を推進している。クール

ジャパン戦略とは、日本の伝統文化や技術を輸出等によってマネタイズしていく取組

みであるといえるが、わが国の気候、風土、文化、伝統技術等の結晶である日本酒は、

正にクールジャパンの代表格といってよい。それは、内閣官房「クールジャパン推進
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会議」の下に「日本産酒類の輸出促進連絡会議」が設置されており、日本酒をはじめ

とする日本産酒類の輸出促進が、貴省を含む政府全体の政策課題と位置付けられてい

ることからも明らかであり、日本酒の輸出促進に取り組むことは、クールジャパン戦

略の具体化プロセスをリードしていくことに他ならない。 
 

 ２）日本酒の輸出動向 

わが国の日本酒輸出は 90 億円程度に過ぎず、ワインの輸出市場が 3 兆円規模であるこ

とと比較すると彼我の差は大きい。しかし、それは同時に、輸出市場において十分な開

拓余地が残されているということでもある。事実、世界的な日本食人気の高まり等を背

景として、近年、日本酒輸出は毎年 5～15％増という極めて高い成長を記録しており、伸

び率でみるとワインのそれを上回っている。ボリュームとしては微々たる量だが、成長

性は高いというのが日本酒輸出の現状であろう。 
 

図 1 ワインと日本酒の輸出金額の推移 
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（出典）FAO、財務省よりみずほ情報総研作成 

 
日本酒に十分な輸出ポテンシャルがあると判断される理由は大きく三つある。一つは、

現在の日本酒輸出に地域的な偏りが大きいことである。輸出先としては米国向けが約 4
割を占めており、それに続く香港、韓国、台湾の 4 カ国を合わせると約 72％を占める。

香港を経由した取引の存在を考慮する必要はあるが、中国向けの直接輸出はわずか 5％弱

（約 4 億円）に過ぎず、EU、ロシア、南米、東南アジア等の諸国向け輸出は全体で 28％
（25 億円程度）に留まっている。日本酒の輸出市場は殆どの国・地域においてグリーン
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フィールドとして広がっていると認識すべきであり、適切なマーケティング戦略の実施

により極めて大きい伸び代が期待できる。 
 

図 2 日本酒の国別輸出金額とシェア 
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（出典）財務省「貿易統計」よりみずほ情報総研作成 

 
第二に、日本酒の輸出単価が依然として低いことである。現在、輸出単価は 4 号瓶換

算で 450 円程度となっており、時系列にみると着実に上昇してはいるが、国内価格との

比較感では依然としてかなり割安な水準である。輸出単価の設定は、関税を含めた流通

コストも当然絡む問題だが、「食料工業品としての日本酒」から「嗜好品としての日本酒」

へのマーケティングシフトなど、ブランドバリューを付加すること等により一層の単価

引き上げが可能であると考えられる。 
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図 3 日本酒の輸出単価の推移 
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（出典）財務省「貿易統計」よりみずほ情報総研作成 

 
第三に、輸出に取り組む酒造メーカーが依然として限定されていることである。現在、

全国には約 1700（実際に酒造りをしているのは約 1300）の酒造メーカーが存在するが、

そのうち輸出を行っているのは 200 蔵程度と言われている。また、輸出を行っているメ

ーカーの中でも、上位 25 社で輸出全体の約 6 割が占められている。従って、多くの酒造

メーカーにとって輸出は「これから」の問題であり、将来的な輸出市場参入者の拡大余

地は大きいものと判断される。 
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表 2 酒造メーカー別輸出・海外生産数量（2012年） 

 
輸出＋海外生産 輸出数量 海外生産数量

kl 石 kl 石 kl 石

1 宝酒造 松竹梅 京都 7,397 41,005 397 2,205 7,000 38,800 米国 中国 香港 欧州 東南ｱｼﾞｱ

2 月桂冠 京都 7,014 38,840 1,414 7,840 5,600 31,000 韓国 台湾 米国 中国

3 大関 兵庫 4,278 23,700 1,028 5,700 3,250 18,000 台湾 米国 韓国 タイ

4 白鶴酒造 兵庫 2,020 11,200 2,020 11,200 北米 韓国 台湾

5 小西酒造 白雪 兵庫 1,088 6,030 658 3,650 430 2,380 米国 香港 韓国 中国

6 北関酒造 北冠 栃木 661 3,667 661 3,667 韓国

7 黄桜 京都 403 2,234 403 2,234 韓国 米国 豪州 タイ 台湾

8 菊正宗酒造 兵庫 343 1,900 343 1,900 中国 香港 米国 欧州 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

9 朝日酒造 久保田 新潟 213 1,178 213 1,178 香港 米国 韓国 ﾏﾚｰｼｱ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

10 菊水酒造 新潟 187 1,035 187 1,035 北米 アジア

11 加藤吉平商店 梵 福井 128 710 128 710 香港 米国 オランダ 韓国 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

12 旭酒造 獺祭 山口 122 676 122 676 米国 香港 フランス

13 白瀧酒造 上善如水 新潟 116 645 116 645 中国 香港 米国 台湾 韓国

14 盛田 ねのひ 愛知 112 621 112 621 中国 韓国

15 宮坂醸造 真澄 長野 100 553 100 553 N.A.

16 小山本家酒造 埼玉 96 532 96 532 台湾 韓国

17 賀茂鶴酒造 広島 96 530 96 530 中国 米国 韓国

18 出羽桜酒造 山形 70 388 70 388 米国 香港 中国

19 鷹正宗 福岡 68 377 68 377 韓国

20 山本本家 神聖 京都 65 360 65 360 米国 欧州

21 福光家 福正宗 石川 48 267 48 267 香港 中国 韓国 米国 カナダ

22 花の舞酒造 静岡 46 256 46 256 米国 香港 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 韓国

23 桃川 青森 44 244 44 244 米国 韓国 豪州 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

24 あさ開 岩手 38 211 38 211 米国 韓国 香港 豪州

25 奥の松酒造 福島 36 199 36 199 米国 香港 台湾 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

上位25社　小計 24,789 137,358 8,509 47,178 16,280 90,180

その他 5,622 31,157 5,622 31,157 0 0

合計 30,411 168,515 14,131 78,335 16,280 90,180

主要輸出先社名 銘柄
都道

府県

 
（出典）酒類食品統計月報（2013 年 4 月）よりみずほ情報総研作成 

 
 ３）ブランド力ある嗜好品としての日本酒の潜在力 

750ml のロマネ・コンティが 100 万円を超える価格で取引されるのは、「アルコール飲

料」としての価値だけが源泉でないことは明らかであり、消費者は、それを取り巻く様々

なブランドバリューを含んだ「嗜好品」としてのワインに価値を見出していると考えら

れる。それは、例えばぶどう畑の格付であったり、ビンテージの良し悪しであったり、

醸造人の個性やネームバリューであったり、様々である。 
日本酒についても、下表に示すように、コメの種類や産地、複雑な仕込み工程、特定

名称分類、杜氏の個性、など、必ずしもワインと同様ではないものの、ブランドを形成

するファクターは多数存在している。従って、それらを活用した戦略的なマーケティン

グを行うことで高い付加価値を生む商品に仕立てることは十分可能であろう。また、日

本食は既に世界的なブランドに育っており、ユネスコの無形文化遺産として認定される

可能性が高い等の追い風もある。日本食と合わせたストーリー性のあるマーケティング

を行う素地も十分ある。 
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表 3 ワインと日本酒のブランド形成ファクター比較 

「杜氏」による差別化や
酒蔵毎の「醸造工程」の
違いを積極的にアピー
ルすることはブランディ
ングに寄与できる

日本酒は、水の成分や
水を巡る歴史、酵母の
差を用いたブランディン
グが可能な点でワイン
より有利

「テロワール（産地の特
徴）」のアピールは以下
よりワインの方が有利
だが、酒米もブランディ
ングの対象とはなりうる
（ワインが有利な理由）
①コメは単年栽培、ワイ
ンは多年栽培
②コメは糖化で従来成
分が残りにくい印象あり

インプリケーション

品種による差別化
山田錦、五百万石、亀の尾、・・・

産地による差別化
うるち米（魚沼産等）にみられる差別
化はこれまで一般的でない
栽培法による差別化
栽培段階でされている工夫が、日本
酒の価値として消費者にアピールさ
れるケースは少ない

品種による差別化
ｶﾍﾞﾙﾈｿｰﾋﾞﾆﾖﾝ、ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ、ｼﾗｰ、
ｼｬﾙﾄﾞﾈ、ｿｰﾋﾞﾆﾖﾝﾌﾞﾗﾝ、・・・
産地による差別化
AOC（ﾎﾞﾙﾄﾞｰのｼｬﾄｰ格付、ﾌﾞﾙｺﾞｰ

ﾆｭの畑格付）
栽培法による差別化
減農薬、有機栽培、ビオディナミ等

 主原料
 （ぶどう、コメ）

醸造人による差別化
「杜氏」は潜在的に強いアピール力
を持つが、特定個人を前面に押し出
している例は少ない
醸造方法による差別化
糖化プロセスを含めて醸造工程が複
雑であり「職人技」が発揮されやすい

醸造人による差別化
ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ等一部ではﾄﾞﾒｰﾇの違いが
強い差別化要因に
醸造方法による差別化
発酵方法を特徴的に打ち出す生産
者は存在するが、ぶどう栽培法によ
る差別化に比べると押し出しは薄い

 醸造

水による差別化
「良い酒蔵は良い水のある場所」に
あるが、水の成分等をアピールする
のは一般的でない
酵母による差別化
「協会酵母」、「家付き酵母」等は品
質を大きく左右するとされるが、明示
的な差別化材料とはされていない

なし 副原料

日本酒ワイン要素

 

（出典）みずほ銀行産業調査部 

 

表 4 ワインと日本酒のブランド形成ファクター比較（つづき） 

熟成の可否は高価格化
にとって重要な論点。品
質的価値があるならば
「ヴィンテージ」の要素を
大胆に取り入れるべき

一般に古酒より新酒が品質面で優
れているとされており、熟成可能性
については一部で議論されている程
度。ラベルに製造年情報はあるが、
それが付加価値の源泉という発想は
全く無い

高級酒は数十年の熟成が可能。「コ
レクターズアイテムとしてのワイン」
が高価格化にとって重要な要素を構
成している。収穫年（ヴィンテージ）の
差が価格に大きく影響

 熟成

温度別の楽しみ方等を
よりアピールできる可能
性があるほか、「この料
理ならこの銘柄」といっ
たマーケティングの潜在
的可能性も

流通やマーケティングを
考えた場合、輸出仕様
のボトル、ラベルを検討
する必要あり

⇔ブランド乱立や製品
のアイデンティティ問題
等のリスク

インプリケーション

720mlの四号瓶

輸出を考える場合、ボトル形状がワ
インと異なることから独自の運搬・保
存具を用意する必要が生じ、流通面
で不利に
漢字のみのラベル
漢字圏以外の国ではラベルから何
の情報も読み取れず、マーケティン
グ上は不利

ボトルの共通化
ボルドー型とブルゴーニュ型の2種

の750mlボトルに世界的に概ね統

一され、運搬や保存等のコスト低減
に寄与
ラベリングのバラエティ
仏では表示基準が統一されている
が、伊や米では生産者独自のラベル
となっており、個性と分かり難さが鬩
ぎ合う構図

 ボトリング
 ラベリング

温度
一つの銘柄を冷、常温、ぬる燗、熱
燗と様々な温度で飲むことが可能で
あり、バラエティに富む
マリアージュ
料理との相性はワインほどの薀蓄を
形成していない

温度
ワインの種類によって飲む適温があ
る程度決まっており、幅は狭い
マリアージュ
料理やチーズ等との相性が重視さ
れ、コース料理の展開と共に消費量
が増える（泡⇒白⇒赤⇒甘）

 飲み方
 マリアージュ

日本酒ワイン要素

 
（出典）みずほ銀行産業調査部 

8 
 



 ４）不足する戦略的マーケティング 

このような日本酒の潜在力が輸出市場において十分に発揮されるには、それが効果的

にマーケティングされる必要があるが、現状において、それは十分とはいえない。 
酒造メーカーは概して経営規模が非常に小さく、資本力も人材も不足していることか

ら、取引のある卸売・貿易業者に輸出を「丸投げ」している場合が多い。従って、自社

の商品がどのような品質管理の下にどのような流通網を辿ってどこで消費されているの

かが十分に把握されていないことも通常であり、そのような状況においては、個々の酒

造メーカーが上述のような戦略的マーケティングを十分に実施することは現実的に困難

である。 
また、日本酒の輸出流通を担う貿易業者は、非常に幅広い食材を取り扱う食品専門商

社がメインプレーヤーとなっており、日本酒は取扱商品ラインナップの一つ（場合によ

っては「オマケ商材」）として位置付けられることが通常であるため、日本酒というカテ

ゴリーのマーケティング、或いはその中における自社の取扱い商品のマーケティングに

多大なリソースを投下することは現実的なビジネス判断となりにくく、十分な取組みが

行われているとはいえない。 
無論、「日本酒」というカテゴリーの認知度向上に向けたプロモーション、ブランディ

ング、啓蒙等の取組みがわが国において全くなされていないわけではない。例えば、灘・

伏見の大手 11 社は「日本酒がうまい！推進委員会」を組成し、現代的で新しい日本酒の

楽しみ方を提案するなどのプロモーション活動を行っている。また、新潟県では、酒造

組合がリードして、県内のコメと水を用いて醸造された日本酒に原産地呼称を与える「新

潟清酒産地呼称協会」が活動を行っている。或いは、秋田県では小規模地酒メーカーが

「ASPEC」という団体を組成し、共同して輸出に取り組んでいる。しかしながら、この

ような取組みも基本的には限られた地域内で、また、限られた資金的・人的資源の範囲

内で実施されているのが実態であり、特に、”Sake”、”Gin-jyo”といった日本酒全体とし

てのブランディングやマーケティングを担うには十分とはいえない。 
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図 4 ワインと日本酒のマーケティングレイヤー別の取組み主体 

 

SOPEX
A

ボルドーワイン委員会

大手ネゴシアン

中小ネゴシアン

各シャトー

各ドメーヌ

?

日本酒がうまい!推進委

員会（灘・伏見11社）

新潟淡麗倶楽部（新潟

県酒造組合）

各日本酒・日本食商社

各酒蔵
銘柄別マーケティング

地域・属性別の
カテゴリーマーケティング

「ワイン」・「日本酒」の
カテゴリーマーケティング

 
（出典）みずほ銀行産業調査部 

 
この点、フランスの例を挙げると、ブルゴーニュ地方をおいては日本同様に小規模ド

メーヌによる生産が主体だが、「ネゴシアン」と呼ばれるワイン専門商が価格のコントロ

ールや品質保証等を行いながら輸出するモデルが確立しており、ブルゴーニュワインの

バリュー形成に寄与している。また、フランスには「SOPEXA（フランス食品振興会）」

が存在し、「ワイン」、「チーズ」といったカテゴリーをフランスの食文化と一体的にプロ

モーションしており、フランス食品のグローバル化に大きく貢献している。 
日本酒が持つ潜在力の発揮に向けては、現在の輸出流通構造の問題点を明らかにし、

ターゲットとなりうる国・地域に向けて、如何に効果的なマーケティングに行っていく

べきかを検討することが不可欠である。その意味において、当社は、本調査が極めて意

義深いものであると捉えている。 
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図 5 日本酒とブルゴーニュワインの流通構造概念図 

 

酒蔵A 酒蔵B 酒蔵C

代理店

小売店

料理店

小売店

料理店

小売店

料理店

ドメー

ヌ

ドメー

ヌ

ドメー

ヌ

代理店

ネゴシアン

小売店

料理店

小売店

料理店

小売店

料理店

代理店 代理店

日本の地酒輸出モデル フランス・ブルゴーニュのワイン輸出モデル

SOPEXA

カテゴリー
マーケティング

代理店

 
（出典）みずほ銀行産業調査部 
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（２）本調査のポイント 
 
○日本酒の効果的なマーケティングの実施において不足しているポイントの明確化 

 
 まず、日本酒の効果的なマーケティング、すなわち”Sake”、”Gin-jyo’といった日本

酒全体としてのブランディングやマーケティングの取組みが不十分なことに留意する。 
本調査では、検討委員会等を通じた、酒造メーカー、流通業者、業界団体それぞれ

の取組みの現状整理と共に、各国輸出促進団体の活動状況調査を行うことによって、

効果的なマーケティングを行う上でわが国の取組みが十分ではないポイントを明らか

にした。 
 
○不足を解消する上で最適な組織的対応のあり方の検討 

  
次に、経営規模の小ささゆえ輸出を「丸投げ」している例が多いこと、日本酒を専

門に取り扱う商社が乏しいこと、SOPEXA（フランス食品振興会）のような輸出促進

を目的とした組織がないこと、等に留意した。 
他国の事例研究や、検討委員会における議論を通じて、効果的なマーケティングに

おいて不足している部分を、どのような組織において、どのような資金的･人的資源を

用いて解消していくべきかを検討を行った。 
 
○ロードマップの提示 

 
日本再興戦略において 2020 年までに日本産農林水産物・食品の輸出額１兆円（2012

年は約 4,500 億円）達成をめざすこと、日本酒輸出は現在 90 億円程度に過ぎないが、

近年高い成長を示しており、今後、高成長の成功事例となりうることに留意した。 
そこで、日本酒の効果的なマーケティング、組織的対応について検討することに加

えて、実行段階のおいて効果的なマーケティングを実施していくためになすべきこと

について、短期的目標と中長期的目標を設定し、そこに至るまでの取組みを検討した。 
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（３）調査の全体像 

本調査は、３つの調査と検討委員会を設置しての有識者による検討から構成されてい

る。なお、本調査を通じて、将来的に日本酒の輸出を促進する団体に育つような、核と

なる事業者、人材のネットワーク化を図った。 
 

図 6 調査の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来的には、日本産農産物
の戦略的輸出について検
討する組織へと発展させ
る。 

本調査で構築されたネット
ワークを基礎として、日本酒
の戦略的輸出について検
討する組織を立ち上げる。 

（１）各種酒類市場調査・ 

分析 

（２）品目別輸出促進団体等の

活動状況・成功事例の把握 

調査方針の確認 

資料収集・インタビュー

調査の実施 

調査結果の取りまとめ 
*当該市場での日本酒の動向 

*市場進出上の留意点 

（４）検討委員会 

調査方針の確認 

資料収集・インタビュー

調査の実施 

調査結果の取りまとめ 
*競合国の展開状況 

*売り込み方のポイント 

（３）国全体の効果的なマーケティングのあり方に関する検討 

農産物輸出促進団体 

インタビュー調査の 

実施 

調査結果の取りまとめ 
*コンセプト設定 

*カテゴリーマーケティング 

平成 25 年度 

平成 26 年度以降 

（農産物輸出促進団体） 日本酒部会（仮） 

（５）成果のとりまとめ 

（１）～（３）の調査結果 

（４）検討委員会検討結果

 

報告書作成 
*戦略市場における日本酒の動向 
*日本酒マーケティングの課題 
*国家的マーケティングのあり方 

*日本酒業界の現状 

*国家的マーケティングの

必要性 

第一回 

*戦略市場（アジア、ブラジ

ル）の動向 

第二回 

*戦略市場（EU,ロシア）の

動向 

第三回 

*国家的マーケティングの

あり方 

*取組みの方向性 

第四回 

*今後の輸出促進の取組

み（ロードマップ） 

第五回 
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表 5 本事業担当者 

所属 氏名 役職 

みずほ情報総研株式会社 
社会政策コンサルティング部 

松本 牧生 シニアマネジャー 
清水 徹 コンサルタント 
日諸 恵利 コンサルタント 

株式会社みずほ銀行 
産業調査部 

草場 洋方 調査役 
山地 真矢 担当調査役 

農林水産省 
食料産業局 
輸出促進グループ 

小川 良介 輸出促進グループ長 
久保 牧衣子 課長補佐 
伊藤 真 － 

 
表 6 検討委員一覧 

分類 氏名 所属 

座長 門間 敏幸 東京農業大学国際食料情報学部 教授 
業界団体 増田 徳兵衛 日本酒造組合中央会 海外戦略委員会委員長 

関谷 健 日本酒造青年協議会 会長 
佐藤 彌右衛門 日本地酒協同組合 代表理事 
飯田 永介 日本名門酒会 本部長 
塩本 昇 全国卸売酒販組合中央会 専務理事 
日置 晴之 日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会 

専務理事 
酒造メーカー 西川 定良 大関株式会社 代表取締役社長 

大畑 正敏 宝酒造株式会社 海外企画部長                 
佐浦 弘一 株式会社佐浦 代表取締役社長                
久慈 浩介 株式会社南部美人 代表取締役社長 

流通事業者 小澤 隆 JFC ジャパン株式会社 代表取締役社長 
金井 孝行 西本貿易株式会社 代表取締役社長 
高儀 良晴 東京共同貿易株式会社 常務取締役 
道木 利彦 伊藤忠商事株式会社 食品開発部課長 
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表 7 検討委員会概要 

 開催日時 議事次第 

第

一

回 

平成 25 年 12 月 19 日（木） 
10:30～12:30 

１．開会の挨拶 
２．委員紹介 
３．議事 
（１）調査の企画・設計について 
（２）諸外国における国家的マーケティング活動 
（３）訪問国・訪問先、調査内容について 
４．ゲストプレゼンテーション 
５．今後のスケジュール 
６．閉会 

第

二

回 

平成 26 年 1 月 28 日（火） 
10:00～12:00 

１．開会の挨拶 
２．調査趣旨の再確認 
３．諸外国の農産品・食品輸出促進に向けた活動・

機能について 
４．上海・ソウル出張に関する報告 
５．意見交換  

～日本酒の輸出促進に向けた機能の整理と課題 
～ 

６．今後のスケジュール 
第

三

回 

平成 26 年 2 月 17 日（月） 
15:00～17:00 

１．開会の挨拶 
２．欧州出張報告（事務局） 
３．日本酒全体としての輸出促進・マーケティング

機能のあり方に関する報告（事務局） 
４．意見交換  

～国全体の効果的な輸出マーケティング機能の

あり方について～ 
５．今後のスケジュール 

第

四

回 

平成 26 年 2 月 28 日（金） 
13:00～15:00 

１．開会の挨拶 
２．オールジャパンの輸出促進に向けて必要と思わ

れる機能 
３．既存組織による関連活動の状況 
４．オールジャパンの輸出促進に向けた体制例 
５．今後のスケジュール 

第

五

回 

平成 26 年 3 月 7 日（金） 
15:00～17:00 

１．開会の挨拶 
２．枠組み構築の方向性 
３．枠組み構築に向けて想定されるロードマップ例 
４．日本酒の効果的なマーケティングを推進するた

めの枠組み例 
５．閉会 
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３．輸出戦略対象国における酒類の市場動向 
 （１）フランス    

１）基本情報 

①基礎データ 

飲酒の動向に関連する人口・経済基礎データを以下に示す。 
 

表 8 フランスにおける人口・経済基礎データ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

①人口 

（100万人） 
64.2 64.6 64.9 65.3 65.6 

②15歳以上人口 

（100万人） 
52.2 52.5 52.8 53.1 53.3 

③GDP 

（100万 US$） 
2,831,794  2,619,685  2,548,315  2,779,720  2,612,878  

④GDP成長率（％） -0.1  -3.1  1.7  2.0  0.0  

⑤一人当たり GNI 

（アトラスメソッド） 
41,940.0  42,390.0  42,280.0  42,690.0  41,750.0  

⑥消費者物価指数

（2005=100） 
106.10  106.19  107.82  110.10  112.25  

⑦飲酒可能年齢 18 

（出典）①、② US Census Bureau、③、④、⑤ World Bank WDI データ、⑥ World Bank Database、
⑦WHO, Management of Substance Abuse Country Profile 2011 

 
②流通・小売の基本情報 

フランスにおける日本酒の主な流通経路は下記のとおりである。現地商社からは、

飲食店や小売店に卸されているが、卸先の 9 割が飲食店であり、非日系・中華系和

食レストランを中心として、その他、大手寿司チェーン、テイクアウト等が挙げら

れる。 
 

 
 
レストランで日本酒のボトルをオーダーした場合 60-70 ユーロ、居酒屋クラスの

飲食店でも 40 ユーロ程度と高額であるため、これらの中間所得層が利用する飲食店

では、飲みきりサイズ（180ml）の日本酒が伸びている。また、1 杯 10 ユーロ程度

酒蔵・メーカー 商社 飲食店 

小売店 

現地商社 
（子会社含む） 
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で、グラスでの提供も勧めている。飲用の日本酒は、テーブル・ゾーンが中心であ

り、特定名称酒の取り扱いは限定的である。値段を下げるのに一番効果的な方策は

製造拠点を作ることであるが、現在、日本米はイタリア、スペイン、南仏で食用に

少しずつ作りだしている。 
特定名称酒を適切に扱えるレベルの日本食レストランは、まだまだ少ないという。

また、飲食店において日本酒を取り扱っている場合でも、1 銘柄が入っている程度で

あり、ワインのように、一店舗における取り扱い種類の多様性はまだない。その他、

料理酒のボリュームも大きい。小売店は、現地系での取り扱いは少なく、ほとんど

が日本食品の店や、中国・韓国食品の店での取り扱いである。 
 

図 7 韓国系食品店における日本酒コーナー 

 
 
日本酒は、冷蔵で輸送しなければならないため、コストが高くなる。飛行機で輸

送した場合、日本酒 1 本あたりの輸送費は 10 ユーロ程度、冷蔵のコンテナーで運ん

だ場合でも、3～4 ユーロ程度の費用を要する。一方、賞味期限が 10 カ月の中で、日

本から持ってくるだけで 2 カ月かかる。よって、在庫として抱えられる期間は短く、

消費者から定期的かつ一定量のオーダーがない限りは、ビジネスとしての参入が困

難な品目である。 
フランスでは、非アルコール添加酒の場合、アルコール度数が 15 度未満か否かに

よって、容量規制の適用や酒税が異なる。日本酒は、15 度を越えるものが多いため、

製造元が、輸出用にアルコール度数を下げる場合もある。また、現状として、新表

示規則の発効に伴い一部の栄養成分表示が義務化されたことで、ラベルの表示変更

が必要となり、1 商品ごとに 2～3 万円程度の経費が掛かっている。 
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２）主要酒類の市場動向 

   ①人口一人当たりの消費動向（WHOデータより） 

フランスの 15 歳以上人口一人当たりの純アルコール換算消費量は 13.66 リットル

で、日本（8.03）を大きく上回る水準にある。種類別割合を見ると、ワインが 62％
と最も高く、次いで、スピリッツ（20％）、ビール（17％）、その他（1％）となって

いる。 
 
図 8 種類別 15 歳以上一人当たり純アルコール換算消費量（リットル、2005年） 
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13.3 0.36 13.66 2.31 8.14 2.62 0.17 

（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 
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図 9 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量の種類別割合（フランス） 
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62%

スピリッツ
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（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 

 
②主要酒類の市場動向 

      日本酒は、現地において中国の白酒と混合されており、アルコール度数が 40 度を

超えるような蒸留酒の一種と認識されている。フランスの飲酒文化は主に食中酒であ

るため、アルコール度数の高すぎると思われる酒はあまり消費されない。また、熱燗

で飲む酒であるとの認識が浸透しており、冷酒での飲み方はあまり知られていない。

過去に、輸送インフラの問題も含め、質の高くない日本酒が流通したことや、上述の

白酒を混同されたことにより、現地の 40 代後半以上の層は、日本酒に対して、「美味

しくなく、度数が高い酒」という印象を有している傾向がある。日本酒の主な購買層

としては、高級レストランで日本酒を飲んだ消費者、若者層、30 代から 40 代の流行

に敏感な女性層が挙げられた。近年では、徐々に日本酒の人気が高まってきており、

小売店では、多き時で、月 1500 本程度売れることもあるという。食前酒として提供

されたり、カクテルとして提供される等、多様な楽しみ方が現れてきている。三ツ星

レストラン等の高級飲食店では、新たしい食材として、日本食材が積極的に取り入れ

られており、日本酒もワインとともに置かれるようになってきている。また、現地の

有名料理菓子専門学校であるル・コルドン・ブルーで日本食のコースができるなど、

日本食への興味関心が高まるにつれ、日本酒の需要も高まってきている。日本食ブー

ムにのって、一般家庭でも日本食が取り入れられるにつれ、「この料理に合う酒を」

という形で、小売店に日本酒を求めて来訪する消費者が増えてきている。このような

消費者の年代層は、30 代後半から 40 代前半の女性が多いという。小売店での購入目

的のほとんどが自宅での消費であり、贈答用は 5％である。想定する競合としては、

価格帯は高級ワインとぶつかっている。 
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③進出する上での留意点 

    フランスにおいては、自宅で飲む場合が 8 割である。また、ワインが飲酒文化の中

心的存在であるため、消費者が日本酒について理解しようとする際、ワインの枠組み

で考える傾向がある。よって、小売店や飲食店等においては、米の品種、テロワール

（産地）、ビンテージ、香りの種類等について問われることがままある。ラベルから、

アルコール度数、精米歩合しか情報がとれない状況では、消費者にとって日本酒の情

報は伝わらない。ラベルは規格化が必要であり、適温、食事とのマリアージュ、保存

方法、消費期限等の必要情報を消費者に分かりやすい形で伝えることが重要である。 
    現地における PR について、フランスではエヴァン法という法律によりアルコール

の広告は、テレビ・映画館等で放送することを禁止され、メッセージと映像にも厳し

い規制が課せられている。よって、テレビコマーシャルによる日本酒の PR は難しい。

ただし、文化的な番組等のコンテンツとしてアルコールを取り上げることは禁止され

ていない。 
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 （２）イギリス   

１）基本情報 

①基礎データ 

飲酒の動向に関連する人口・経済基礎データを以下に示す。 
 

表 9 イギリスにおける人口・経済基礎データ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

①人口 

（100万人） 
61.6 62.0 62.3 62.7 63.0 

②15 歳以上人口（100

万人） 
50.8  51.2  51.5 51.8 52.1  

③GDP 

（100万 US ドル） 
2,687,797   2,208,003        2,285,562           2,478,931           2,471,784            

④GDP成長率（％） -0.8  -5.2  1.7  1.1  0.1  

⑤一人当たり GNI 

（アトラスメソッド） 
46,300.0  41,440.0  38,690.0  38,450.0  38,670.0  

⑥ 消 費 者 物 価 指 数

（2005=100） 
108.49  110.84  114.48  119.62  122.99  

⑦飲酒可能年齢 18 (Selling)/ 16 (Serving) 

（出典）①、② US Census Bureau、③、④、⑤ World Bank WDI データ、⑥ World Bank Database、
⑦WHO, Management of Substance Abuse Country Profile 2011 

     
②流通・小売の基本情報 

イギリスにおける日本酒の主な流通経路は下記のとおりである。現地商社からは、

飲食店や小売店に卸されている。現地商社の流通状況の一例としては、卸先の約 6 割

が和食レストラン、約 2 割が食品加工工場向け、残りの 2 割に、その他オリエンタル

レストラン、日系小売店、現地系スーパー、中国系小売店が続くとのことであった。

最近では、回転寿司チェーンや日本食のカジュアルダイニング、テイクアウト等が延

びている。小売店にはあまり流通していないことから、消費者からは、日本酒を購入

しようと思った際、どこに行けばよいのかわからないという声も聞かれる。 
 

 
      

 流通価格は、ワインが小売店で 5～6 ポンドで販売される中、日本酒は 10 ポンド

酒蔵・メーカー 商社 飲食店 

小売店 

現地商社 
（子会社含む） 
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と割高である。ワインと比較として高額になる理由としては、輸送費、中間マージ

ン、付加価値税等が挙げられる。日本酒の販売価格は、小売店では仕入れ値の約 1.5
倍、レストランでは日本酒販促に熱心なところでも 2～2.5 倍、通常は 3～3.5 倍程度

になる。イギリスの商慣行では、レストランの利益は仕入れ値に一定比率を掛け算

するので、元値が高い物は、元値が安いものと比較してさらに高くなる。この点、

日本酒は、輸送費等の関係で元値が高くなってしまうため、ワインと比較してさら

に不利である。日系日本食レストランにおける販売価格の一例としては、1 杯（175ml
／グラス）を 10 ポンド程度から 45 ポンド程度までの価格帯で提供している。 
 流通事業者は、多品目の日本酒を扱っているが、日本酒の営業は他の食品に比し

て営業コストが掛かることから、取り扱いの優先度については、流通事業者主催の

イベントに積極的に参加するといった、製造元の協力の度合いによって決まる。 
 

２）主要酒類の市場動向 

①人口一人当たりの消費動向（WHOデータより） 

イギリスの 15 歳以上人口一人当たりの純アルコール換算消費量は 13.37 リットル

で、日本（8.03）を大きく上回る水準にある。種類別割合を見ると、ビールが 43％と

最も高く、次いで、ワイン（30％）、スピリッツ（21％）、その他（6％）となってい

る。 
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図 10 種類別 15歳以上一人当たり純アルコール換算消費量（リットル、2005 年） 
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11.67 1.7 13.37 4.93 3.53 2.41 0.67 

（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 

 
 

図 11 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量の種類別割合（イギリス） 
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（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 

②主要酒類の市場動向 
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イギリスにおける飲酒文化は、自宅での飲酒が中心である。ロンドンにおいても、

飲食店は小規模のものが多いため、日本酒を冷蔵庫にストックする余力のある飲食店

は少ない。外食分野では、パブでビールを飲むか、レストランで食中酒としてワイン

を飲むことが多い。ワインでは、シャンパンが特に好まれている。10 ポンドを超える

ワインを購入する消費者層は人口の 10％である。現地において、純米大吟醸は 40～
60 ポンド程度で取引されており、日本酒は非常に高価な酒となっている。日本酒を

60 種類程度取り扱っている現地の高級小売店では、日本酒は月に 2500～3000 ポンド

程度売れているという。当該小売店では、当初の取り扱いは 10 銘柄であったが、売

れ行きが好調であったため、現在では 60 銘柄まで増やしているとのことである。 
日本酒は日本食レストランにおいて消費される場合がメインであるが、現地で日本

食レストランを訪れるのは中流階級以上となっている。現地の寿司チェーンの最大手

のひとつによると、ようやく国民の 10％にあたる消費者が当該寿司チェーンの店舗を

訪れた計算になるのが近年の状況であるという。日本料理レストランの構造は、カジ

ュアルダイニング、ヒュージョン、オーセンテシティといった種類があり、日本酒は、

主にヒュージョンとオーセンティシティで飲まれている。しかし、外食で伸びている

のはカジュアルダイニングであるにも関わらず、カジュアルダイニングで日本酒を飲

む人はまだまだ多くない。実態としては、中華系の飲食店が日本酒を最もよく売って

いる状況であるが、製造元からは、卸先の飲食店の要件に対するこだわりがある場合

もあり、ニーズのミスマッチが起こることもある。 
イギリスの接待は昼がメインであり、度数の低い酒ほど、ランチタイムに提供しや

すい。利用者は、アルコール度数を聞く場合も多く、ワインと同程度のアルコール度

数が馴染みやすいと感じられている。日本酒に見られる 16 度程度のアルコール度数

は、現地ではやや高すぎると感じられている。 
 
③進出する上での留意点 

    日本酒は、アルコール度数が高く、スピリットのひとつであると考えられている。

また、熱燗にして飲む酒であるという印象を持たれている。 
    飲食店では、日本酒の価格設定方法や、商品間の価格差を決めるファクターについ

て問われることがある。日本酒は、精米歩合が高いものほど高価格で取引されている

ため、価格が高いものほど飲み口がライトになり、有名産地であるボルドーのワイン

とは反対の傾向があることから、消費者が疑問に思うことがあるという。一方、ブル

ゴーニュのように、軽くて香りがある方が好まれるタイプのワインもあることから、

日本酒の価値については、提供側が何らかの体系だった説明ができれば、十分に価値

が認知される可能性があるだろう。 
現地において、味覚はワインに慣れていることもあり、フルーティーなものが好

まれ、吟醸・大吟醸の人気が高い。しかし、日本酒は熱燗で飲むものという誤解が根
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付いていることもあり、提供される時点で商品の持ち味が台無しになってしまいって

いることもあるという。現在、高級和食店やフュージョン料理店を中心に、冷酒が浸

透してきている。一方、日本酒はフレーバーがデリケートであり、一部の現地消費者

によっては、味の違いが分かりにくいということも指摘されている。消費者が味の違

うを学ぶにあたっては、入り口として、生産者が味のプロファイルを考えていくこと

も必要である。また、小売店での販売にあたっては、店員が消費者に対して説明でき

るよう、日本酒に関するリファレンスを作成する必要がある。ただし、日本の地名、

酒米の名前等、現地店員が全て日本語で覚えなければらならないため、現地店員用の

リファレンスを作るのは工夫が必要である。 
    イギリスはブランド志向が強い傾向があり、チェーン店の数が EU 内でも突出して

いるという。ワインのように、日本酒の「ブランド酒」のようなものを作っていくこ

とも、興味喚起にあたっては有効である可能性が高い。 
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 （３）中国         

１）基本情報 

①基礎データ 

飲酒の動向に関連する人口・経済基礎データを以下に示す。 
 

表 10 中国における人口・経済基礎データ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

①人口 

（100万人） 
1,317.1 1,323.6, 1,330.1 1,336.7 1,343.2 

②15歳以上人口（100

万人） 
1,069.4  1,080.9  1,091.9  1,101.6 1,110.0 

③GDP 

（100万 US$） 
4,521,827         4,991,256     5,930,529           7,321,935 8,227,103 

④GDP成長率（％） 9.6  9.2  10.4  9.3  7.8  

⑤一人当たり GNI 

（アトラスメソッド） 
3,050.0  3,610.0  4,240.0  4,900.0  5,720.0  

⑥消費者物価指数

（2005=100） 
112.52  111.72  115.43  121.67  124.90  

⑦飲酒可能年齢 なし 

（出典）①、② US Census Bureau、③、④、⑤ World Bank WDI データ、⑥ World Bank Database、
⑦WHO, Management of Substance Abuse Country Profile 2011 

      
②流通・小売の基本情報 

上海における日本酒の主な流通経路は下記のとおりである。飲食店、小売店への卸

売の他に、通信販売も行われている。輸入商社から直接、飲食店等に卸される場合と、

二次卸や地方問屋を通して卸す場合がある。 
 
 

 
 
 
 
 
 

中国では一般に、輸入の際、通関、検疫に時間を要する。船足（海上輸送）に３日、

通関に７日、検疫が 30～90 日といった具合である。変動も大きく、検疫に要する日

数が読みにくい面がある。 

通信販売 

酒蔵・メーカー 商社 輸入商社 二次卸､地方問屋 飲食店 

小売店 
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関税は 40％で、消費税、贅沢税を合わせると、小売価格の 67％が税金で占められ

る。飲食店では商品の販売はできない、つまりレジ横のカウンター等で調味料やお酒、

お土産を売ることができないという制限がある。なお、焼酎の関税は 10～15％となっ

ている。 
輸入したい事業者は、取扱い事業者としての登録と、品目別の衛生証明書の２つを

必要とされる。また、検疫局の対応は頻繁に変わり、違反とみなされた場合には、通

達が来てから罰金などの法的処分が行われるが、手続きの過程上、異議申し立ての余

地がある。総じて、手続きに要する時間と煩雑さを考慮すると、ある程度の流通量が

ないと商売としては成り立ち難い面が指摘されている。 
 

２）主要酒類の市場動向 

①人口一人当たりの消費動向（WHOデータより） 

中国の 15 歳以上人口一人当たりの純アルコール換算消費量は 5.91 リットルで、日

本（8.03）を下回る水準にある。種類別割合を見ると、スピリッツが 57％と最も高く、

次いで、ビール（34％）、ワイン（4％）、その他（5％）となっている。 
 

  図 12 種類別 15歳以上一人当たり純アルコール換算消費量（リットル、2005年） 
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（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 
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図 13 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量の種類別割合（中国） 

ビール

34%

ワイン

4%

スピリッツ

57%

その他

5%

 
（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 

 
②主要種類の市場動向 

習近平指導部は反腐敗・浪費運動を進めており、この影響で、官公庁や国有企業が

高額消費や接待、贈答を抑制する方向にある。国内市場をみると、外食産業の伸びは、

2013 年は前年比マイナスに転じている。ただし、日本からの投資案件については、全

体では 40％減少している中で、飲食業は横ばいを保っている。 
上海では、紹興酒、ビール、ワインが良く飲まれており、日本酒は相対的には消費

量は少ない部類に入る。酒類の好みとしては、若者はまろやかさやフルーティさを、

女性はとりわけ果実味を好む傾向にある。また、富裕層には、安心や安全、本物志向

がある。一般的に中国人は、金や赤などの派手な色合いを好む傾向にある。高級志向

で体面を大切にするので、お客さんには、「安い品物がありますよ」ではなく、「高い

品物が入りましたよ」と勧めると買っていくと言われている。 
ワインはお洒落で高級なイメージが浸透している。価格レンジは 800～200,000 円

と広いが、よく飲まれる価格帯は１本 1,600 円程度である。当地では、グループで外

食する際に乾杯を繰り返す慣習があるため、酒造メーカーは飲みやすさを考慮して味

や度数を薄めて製造している。ワインは、高級なイメージがあるとはいえ、一方では、

居酒屋では、デカンタとおちょこを持って人々の間で注ぎまわって乾杯して飲む光景

が見られるなど、飲み方の現地化が進んでいる。 
日本酒は、日本食と同様にさっぱりしていて健康なイメージを持たれている。アル

コール度が低いところも好まれており、日本食レストランや居酒屋で飲まれている。

スーパーマーケットでも人気があり、日本酒のショーケースなども散見される。価格

レンジとしては 720ml で 2,000 円ほどになり、大吟醸は 10,000 円を超えている。日

本酒は 45 種類、70 品目ほど市場に出ている。70 品目近くを扱っている卸業者が 20
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社以上あるとされ、市場規模に対して過当競争状態にある。 
なお、上海で日本酒を飲むのは中国人であり、日本人は焼酎を飲んでいる。理由は、

焼酎は日本酒よりも安価であること、賞味期限が長いこと、自分の好みでアレンジで

き飲み方の自由度が高い等である。 
近年、韓国の真露などが、韓流ドラマの影響と価格が 400～600 円と安いこともあ

り飲まれるようになってきた。 
上海には日本食レストランが 2,000～2,500 店はあるとされる。値段は、食べ放題

が 6,000～8,000 円程度である。しかし、この数は上海のレストランの４％に過ぎず、

８割は中華レストランである。日本食レストランのうち 300～400 店では日本人が経

営している。近年、日本食レストランは、鉄板焼（焼肉やたこ焼き）を含めると 300
店ほど増加している。日本食レストランのオーナーは、10 年前は日本人、今は中国人

が多くなっている。日本食には、安全なイメージは当然のこととして、それ以外に高

級、お洒落というイメージがあり、少し特別な日に食べる食事という位置づけで高い

興味が持たれている。内陸部の地方都市では、憧憬の念も持たれているとのことであ

る。日本食レストランが多様化しているので、そこで飲まれる日本酒へのニーズ（味

や温度など）も多様化する傾向にある。 
 

図 14 スーパーで販売されるアルコール類、酒器 

  

図 15 レストランのドリンクメニュー 
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③進出する上での留意点 

関係者の間では、上海では先行する酒類のプロモーションにおいてカテゴリーマー

ケティングはあまり見ないとのことである。ワインはメディアによる PR やキャンペ

ーンなど広報活動が盛んに行われているが、日本酒は、ワインに比べると広報活動が

少なく、消費者における認知度が高まっていない。キャンペーンや展示会、試飲会等

をもっと頻繁に、かつ継続的に行うべきと考えられている。 
上海に居住する日本人は、行政機関や日系企業の駐在員が 50,000 人程度とされ、

日本人や駐在員を対象とする限り、市場の広がりには限界がある。多数派である中国

人を販売対象とすべきであるが、現在のところ、中国人の間では日本酒の認知度はそ

れほど高いわけではなく、日本酒や飲み方に関する知識も不十分である。 
こうしたことから、小売店やレストランに商品を並べておき、消費者が購入(注文)

するのを待っているだけでは販売量は伸びて行かない。販売側から積極的な情報発信

を行い消費者の購入意欲を高めるために、日本酒の製造過程や蔵元情報、歴史など商

品知識やストーリーを宣伝したり、日本から招いた杜氏が生の声を伝えたりする場を

設けることが求められる。また、日本酒と合わせる料理やふさわしい温度など、日本

酒の飲み方を教えられるとよい。その際、日本での飲み方にこだわらず、上海で受け

入れられそうな飲み方、例えば日本酒をカクテルベースとする新しい飲み物を提案し

たり、中国料理に合う日本酒の組み合わせについて情報発信するなど、現地化を進め

ることも考えるべきである。 
アンテナショップやアンテナレストランを置くことも有効である。当地では、Made 

in Japan の商品、製品に対する信頼性は高いので、アンテナショップ等では、お酒

だけではなく酒器や食器、台所用品、電化製品とセットで販促することが望ましい。

熱燗する器具など飲酒に関係する製品を開発、販売することも考えられる。また、ア

ンテナレストランでは、店舗を用意して、料理長は交代で地元から選抜して運営する

ことが考えられる。 
個々の事業者による販売促進は、主として BtoB を意図した活動であるので、これ

は現在すでに日本食レストランに来ている（来たことがある）人に対してさらに売る

ことを想定しており、まだ日本食レストランに来ていない人を新たに集客して売ると

いう目的にはなじまず限界がある。個々の事業者を越えた枠組みで、大規模な BtoC
の広報活動を展開するなどして新たな市場を開拓することが求められる。上海のコン

ビニエンスストアには日本酒を置いていないことからわかるように、日本酒は一般市

民にはまだ認知されていないため、市場の掘り起しから行う必要がある。その際には、

テレビ等のマスメディアを活用すると効果的である。当地では、アニメは若者に日本

の良いイメージを伝えられ、一方で食文化やレシピなどに関する情報番組は大人にア

ピールすると考えられている。個々の事業者を越えた枠組みという視点では、これま

で酒造メーカーや卸業者が個別に行ってきた情報発信、人材育成を、組織的に行うこ
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とも検討するべきである。 
また、中国は口コミによる情報伝達への信頼度が高いので、IT を活用した口コミ、

すなわち、SAS や Twitter、Line などの活用が有効である。 
なお、中国市場では銘柄酒の偽物が出回る（ラベルがきれいな日本酒の瓶を回収し、

中身を詰替えて再販売する）という独自の事情がある。偽物が流通しにくくすること、

偽物から消費者を保護することは、行政に期待するところである。 
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 （４）台湾         

１）基本情報 

①基礎データ 

飲酒の動向に関連する人口・経済基礎データを以下に示す。 
 

表 11 台湾における人口・経済基礎データ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

①人口 

（100万人） 
23.0 23.1 23.1 23.2 23.2 

②15歳以上人口 

（100万人） 
19.0 19.2 19.4 19.6 19.8 

③GDP 

（100万 US$） 
400,208  377,574  428,227  464,025  474,140  

④GDP成長率（％） 0.73  -1.81  10.76  4.07  1.32  

⑤一人当たり GDP 

（名目、US$） 
17,372  16,331  18,488  19,980  20,328  

⑥消費者物価上昇

率（％） 
3.52  -0.86  0.96  1.42  1.93  

⑦飲酒可能年齢 18 

（出典）①、②US Census Bureau、③～⑥ジェトロ・ウェブサイト「国・地域別情報」（J-FILE） 
     

②流通・小売の基本情報 

＜流通・小売上の商慣行、消費形態＞ 
    専売制が長くつづき、民営化と市場開放から日が浅いため、業界全体を把握して業

界全体を把握するような業界団体は育っていない。酒類の販売に関しては、専売制が

長く続いたことから、台湾煙酒公司（旧公売局）が圧倒的なシェアを占めている。 
     日本酒の関税は 40％となっており、免除となっているウイスキー・ジン・ウオッカ・

テキーラや、ビール（0％）、ワイン（10％）と比べて著しく高い。また、酒税につい

ても、日本酒（その他醸造酒に分類される）の酒税の割合は他の酒類のアルコールに

比べて一番高い。 
■関税 
－ウイスキー・ジン・ウオッカ・テキーラ：免税 
－ビール：0％ 
－ワイン 10％ 
－焼酎・泡盛・清酒：40％             （注：最恵国待遇の関税率） 
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■酒税 
－ビール：26 元/リットル 
－その他醸造酒：7 元/度/リットル（←日本酒。一番高い） 
－蒸留酒：2.5 元/度/リットル 
－再製酒：185 元/リットル（アルコール度数が容量対比で 20％を超える場合） 

    7 元/度/リットル（同 20％以下の場合） 
－料理酒：9 元/リットル 
－その他酒類：7 元/度/リットル 
－アルコール：15 元/リットル 

 
＜日本酒の主な取り扱い業者＞ 

    日本酒の主な取扱い業者と取扱い製品を以下に示す。 
 味丹：月桂冠 
 三商行（アサヒビールとの合弁、総合酒類販売公司「三商朝日公司」を設立：

黄桜） 
 黒松公司：辰馬本家酒造「白鹿」の総代理 
 南聯国際貿易：松竹梅（宝酒造）の総代理 
 東潤興：大関の総代理 
 長昇國際企業有限公司：日本名門酒会の総代理 
 正暉股份有限公司：チョーヤ梅酒、メルシャン 
 開元食品：獺祭など 
 橡木桶洋酒：無、八重垣、男山 
 七味之友有限公司：菊水/菊正宗/白鷹清酒 
 台湾飲料調製協会：沖繩泡盛品酒協會と姉妹会を締結 

（出典）各種公表資料を基にみずほ銀行作成 
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２）主要酒類の市場動向 

①主要種類の市場動向 

 台湾における 2012 年の酒類の販売量は 6 億 5,390 万リットル、販売金額は 1,892
億台湾ドル（約 6,360 億円、1 台湾ドル＝3.36 円（2014 年 2 月末時点））で、ともに

近年は増加基調にある。 
 種類別販売量の割合をみると、ビールが 70％と最も高く、次いでワイン（21％、日

本酒はこの中に含まれる）、スピリッツ（9％）となっている。販売金額でみると、ス

ピリッツが 47%と最も高く、次いでビール（35％）、ワイン（18％）となっている。

レストランなど飲食店（On trade）と家飲み（Off trade）の消費の割合を見ると、消

費量としては Off trade が多いが、金額としては On trade が多い。 
 

表 12 種類別販売量 

量（百万リットル） 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ビール 487.4  478.7  477.0  464.1  460.3  456.1  

シードル/ペリー ― ― ― ― ― ― 

RTDs/度数の強い混合酒 3.5  3.1  2.8  2.5  2.4  2.3  

スピリッツ 49.6  51.0  50.5  52.4  54.5  56.0  

ワイン* 74.4  75.7  104.6  122.3  134.3  139.5  

合計 614.8  608.5  634.9  641.3  651.4  653.9  

*日本酒はワインに含まれる。 
（出典）Euromonitor データを基に作成 

 
図 16 種類別販売量の割合 
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（出典）Euromonitor データを基に作成 
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表 13 種類別販売金額 

金額（百万 NT＄） 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ビール 65,921.4 65,026.4 64,398.0 64,336.9 65,118.4 65,675.7 

シードル/ペリー ― ― ― ― ― ― 

RTDs/度数の強い混

合酒 
879.1 771.9 709.5 639.3 606.0 588.6 

蒸留酒 73,752.3 74,646.0 73,694.9 80,027.7 85,337.3 88,993.0 

ワイン* 36,592.8 36,181.3 37,553.5 34,181.0 33,052.5 33,964.9 

合計 177,145.6 176,625.6 176,355.9 179,184.8 184,114.2 189,222.2 

*日本酒はワインに含まれる。 

（出典）Euromonitor データを基に作成 

 
 

図 17 種類別販売金額の割合 

ビール

35%

シードル/ペリー

0%RTDs
0%

スピリッツ

47%

ワイン

18%

 
 

（出典）Euromonitor データを基に作成 
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表 14 2012 年の On Trade（飲食店、パブなどでの消費）、Off Trade（小売店などで

の消費）の消費量及び金額 

量 Off-trade On-trade 合計 

ビール（百万リットル） 327.2 128.8 456.1 

シードル/ペリー（千リットル） - ― ― 

ＲＴＤｓ/度数の強い混合酒（千リットル） 1,841.5 461.1 2,302.6 

スピリッツ（千リットル） 36,203.7 19,802.0 56,005.7 

ワイン*（百万リットル） 95.7 43.8 139.5 

アルコールドリンク（百万リットル） 461.0 192.9 653.9 

 

金額（ＮＴ＄百万） 
 

Off-trade On-trade 合計 

ビール     28,403.4 37,272.3 65,675.7 

シードル/ペリー - ― ― 

ＲＴＤｓ/度数の強い混合酒 370.9 217.8 588.6 

スピリッツ     32,257.8 56,735.2 88,993.0 

ワイン*     17,527.9 16,437.0 33,964.9 

アルコールドリンク   78,560.0 110,662.2 189,222.2 

*日本酒はワインに含まれる。 

（出典）Euromonitor データを基に作成 

 
台湾における典型的（伝統的）な消費者は年齢の高い男性で、主に白酒が好まれて

いる。北部の方がワインなど海外の酒への関心が高く、酒展示会でも北部の方が集客

力が高い。 
 
＜日本酒の消費・需要状況＞ 
 新聞報道、各種ホームページの情報等によれば、日本酒の消費は、日本食レストラ

ンでの消費が多い。消費の形態は熱燗、あるいは温めて飲むものとの認識が一般的で、

冷酒の普及はまだ進んでいない。 
輸入品の価格は関税、酒税によって、日本国内での販売価格の 1.5～2 倍に跳ね上が

り、高価となるため、日本製品も低価格大衆品がシェアの大半を占めている。 
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＜酒類関係の見本市・イベント＞ 
 現地における酒類関係の見本市・イベントは下記が挙げられる。 
 
■日本酒 
・2010 年 9 月 第３回清酒美食饗宴  

http://linshibi.com/?p=921 

・2012 日本清酒嘉年華會 
http://www.suntravel.com.tw/news/36980 

http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/04/42DEC98291259CBD49257A5C

00302A2E/$FILE/nihonsyu-shinsei.pdf 

・Sakelism 日本酒主義 2013 年 9 月 6～7 日 
http://www.nownews.com/n/2013/08/08/240318 

■ワイン 
・2014 台北葡萄酒展 Wine & Gourmet Taipei 

ワイン製造 150 社、200 ブースが出展予定。台湾で最大規模の専門ワイン＆関

連グルメ展示会。 
http://www.winegourmettaipei.com/about2.php 

・Sopexa（フランス食品協会）主催 
2013 法國時光-美酒、美食、好音悅品酒會（2013 年６月）：ワインイベント 
ワイン講座なども開催 

http://www.sopexa.com.tw/ 

・台湾フランス文化協会主催の各種イベント 
 品酒晚會 Soirée de dégustation（高雄市で開いたワインイベント。

定員４０人の小規模イベント。2013 年１１月） 
 法國紅酒深度之旅（ワインの知識に関する有料セミナー。台北。年２

回） 
  時尚生活紅酒品嚐研習班（ワイン講習会、台北と高雄で開催） 
http://www.alliancefrancaise.org.tw/spip.php?rubrique340 

■蒸留酒 
・2013 Spirits selection & Wine and Spirits Exposition (2013 年 6 月、高雄で開催） 

http://mag.nownews.com/article.php?mag=8-72-18694&page 

・2013 Taipei Whisky Live(台北國際烈酒展) （2013 年 9 月） 
http://www.whiskylive.com.tw/home/index.php 

・WSD 艾雷島威士忌嘉年 
・2012 Taiwan ISLAY Malt Festival  

http://www.drinks.com.tw/hotnews-detail.php?idx=1166 
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・2013 Taipei Spirits Festival/台北烈酒嘉年華（2013 年 4 月） 
http://www.marquee-taipei.com/2013/04/16/4%e6%9c%8820-21%e6%97%a5-2013-t

aipei-spirits-festival%e5%8f%b0%e5%8c%97%e7%83%88%e9%85%92%e5%98%89

%e5%b9%b4%e8%8f%af/ 

主催は《WSD 酒訊雜誌》。 
■酒類総合 
・品酒嘉年華（Taipei Wine & Spirits Festival) （2013 年 11 月） 

台北で開かれたスピリッツ、ワイン、清酒、ビールなど酒類の総合展示会。 
http://www.chanchao.com.tw/wine/vis_info.asp 

・2013 年國際酒類產品貿易推廣會 
台北市進出口商業同業公會主催。（2013 年 9 月） 

http://intltrade.ieatpe.org.tw/modules/news/article.php?storyid=4294 

・2014 大台中品酒嘉年華 
・Taichung Wine & Spirits Festival 2014（2014 年 7 月開催予定） 
・2014 台北品酒嘉年華/美酒風情展 
・Taipei Wine & Spirits Festival 2014（2014 年 11 月開催予定） 
・2013 台北美酒風情展（2013 年 11 月に開催） 

 
②進出する上での留意点 

台湾への輸出に当たっては、関税、酒税が他のアルコール類よりも高く、厳しい条

件の中での競争が強いられる点に留意が必要である。在台湾日本人商工会からは毎年

の意見書の中に関税の引き下げを上申し続けているが、反応は芳しくない（「財政部」

は、米類は台湾の保護対象であり、関税引き下げにより台湾産の米および清酒の販売

に影響を及ぼす可能性があるため消極的。）。 
また、近年まで公社による専売制だったので、今でも市場が台湾煙酒公司の寡占状

態にある。 
また、広告関連の規制も厳しいことにも留意が必要がある。パッケージや広告、プ

ロモーションの際には健康被害への留意や飲酒運転への警告を必ず記載しなればな

らない。また、テレビやラジオで広告を流してよいのは夜 9 時 30 分以降、朝 5 時ま

での間に限られる。 
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（５）韓国        

１）基本情報 

①基礎データ 

飲酒の動向に関連する人口・経済基礎データを以下に示す。 
 

表 15 韓国における人口・経済基礎データ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

①人口 

（100万人） 
48.4 48.5 48.6 48.8 48.9 

②15歳以上人口 

（100万人） 
39.9  40.3  40.7  41.1  41.5  

③GDP 

（100万 US$） 
 931,402   834,060  1,014,890  1,114,472  1,129,598  

④GDP成長率（％） 2.3  0.3  6.3  3.7  2.0  

⑤一人当たり GNI 

（アトラスメソッド） 
21,430.0  19,650.0  19,720.0  20,870.0  22,670.0  

⑥消費者物価指 

数（2005=100） 
109.73  112.76  116.09  120.74  123.41  

⑦飲酒可能年齢 19 

（出典）①、② US Census Bureau、③、④、⑤ World Bank WDI データ、⑥ World Bank Database、
⑦WHO, Management of Substance Abuse Country Profile 2011 

      
②流通・小売の基本情報 

ソウルにおける日本酒の主な流通経路は下記のとおりである。輸入商社、二次卸や

地方問屋を通じて商品を仕入れる場合と、日本の酒蔵・メーカーから直接買い付ける

場合がある。 
 

 
 
 
 
 
 

韓国では、流通業には厳しい規制が存在する。例えば、輸入業者、卸売業者からの

配送は、酒類運搬許可を受けた車両を使用することが義務付けられている。酒類を宅

配便等で配送することも禁止されていることから、通信販売もできない状況にある。 
また、酒類と他の食品を同時に扱う事が禁止されており（酒類の専業でなければな

輸入商社 二次卸､地方問屋 

飲食店 

小売店 

商社 酒蔵・メーカー 
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らない）、さらに酒類に関する免許が、輸入、卸売、小売と細分化され、かつ専業が

義務付けられている。ただし、これについては、2012 年に輸入業と小売業の兼業は認

められるようになった。一部に規制緩和が行われたものの、卸売業者として、酒類以

外の商品も幅広く取扱い、小売店や飲食店への運搬は混載する等の業務の効率化を図

り、事業全体として利益を確保するという経営ができない状況にある。 
こうした状況を反映して、流通の各段階で相応の利益を乗せざるを得ないので、小

売価格はかなり高いものとなる。経営上は、酒類のみで一定の取扱量を確保する必要

があるが、市場の小ささゆえ取扱量を大きくできず、新規に専業で参入するのは厳し

い市場とされている。 
 

２）主要酒類の市場動向 

①人口一人当たりの消費動向（WHOデータより） 

韓国の 15 歳以上人口一人当たりの純アルコール換算消費量は 14.8 リットルで、日

本（8.03）を大きく上回る水準にある。種類別割合を見ると、スピリッツが 81％と最

も高く、次いで、ビール（18％）、ワイン（1％）、その他（0％）となっている。 
 

  図 18 種類別 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量（リットル、2005年） 
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（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 
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図 19 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量の種類別割合（韓国） 

ビール

18% ワイン

1%

スピリッツ

81%

その他

0%

 
（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 

 
②主要種類の市場動向 

韓国は、日本酒の輸出先としては世界第３位であり、金額は 12 億 400 万円（2012
年）となっている。 
ソウルでは、ビール、ソジュの人気が高い。これらは年間を通じてよく飲まれてい

るが、特に春の花見、行楽で飲まれる傾向にある。 
ワインは高級酒としてはウイスキー等に比べて度数が低いことが受けている。以前

はワインは特別な日の飲み物であったが、イベントを多く開催し認知度を高めてきた

ため意識が変わってきた。また、チリ産のワインなどが入ってきて価格レンジが広が

った。2007 年にはフランスワインが１位だったが、現在の１位はチリ産で、フランス

産は４位に後退している。 
ここ数年は、日本での 1993 年のワインブームに似た状況となっており、スパーク

リングワインと白ワインは夏期・冬期に飲まれ、特にヴァレンタインデーやホワイト

デー、クリスマス等の日にはカップルによく飲まれている。赤ワインは愛好者の間で

季節に関係なく飲まれている。 
日本酒は、価格が高いため愛好者や富裕層、先生、サムライ職業（専門職）、留学・

観光経験者が日本食レストランやホテルのレストランで飲んでいたが、近年は酒バー

などで若者に飲まれるようになっている。日本酒は認知度はそれなりにあるが、普段

から飲むお酒というイメージは持たれていない。背景としては、家庭では、日本酒に

合うおつまみが手軽に作りにくい面があげられる。韓国では、日本酒の販売は 1994
年から行われている。日本からの輸入の 35％は全日本酒類販売が、次いで日本酒

KOREA、ロッテ朝日酒類などが続いている。価格は、日本での小売価格が 1,000 円
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のものが、関税、流通マージンが上乗せされて、韓国では卸売価格が 3,000 円、小売

り価格が 5,000～6,000 円になるイメージである。大吟醸だと 30,000 円にもなる。近

年の政治事情、放射能汚染懸念などの条件下であっても、日本酒の消費量はそれほど

落ちていないという指摘があるが、前提となる市場が小さすぎるので、市場育成がま

ず必要と考えられている。 
 
   ③進出する上での留意点 

韓国は日本酒の輸出国として世界第３位であるとはいえ、輸出額の絶対値（規模）

が小さい。消費者の間での認知度は十分であるとは言えず、今は、認知度を向上させ、

イメージ作りを図る段階である。商品のみならず、食文化としての日本酒を BtoC で

広報していく必要がある。このような広報活動は、個別の蔵元や流通事業者の取組で

は限界がある。日本酒というカテゴリー全体に関する広報活動を、公的組織や業界団

体などが推進することが期待される。 
日本酒に関する情報提供は重要だが、展示会などに付帯するものだけでは一時的、

単発で終わってしまう。若い人向けに継続して情報発信していくことが求められる。 
商品の魅力として、伝統のある本格的な日本酒のみでは市場に与えるインパクトは

やや弱い側面がある。日本酒ベースのカクテルを開発するなど、商品力を高める努力

が望まれる。また、韓国市場はマーケティング重視で、商品力よりもイメージで商品

が売れる傾向にある。高級品なら高級品らしい演出が必要とされる。 
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（６）ブラジル     

１）基本情報 

①基礎データ 

飲酒の動向に関連する人口・経済基礎データを以下に示す。 
 

表 16 ブラジルにおける人口・経済基礎データ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

①人口 

（100万人） 
192.1 194.0 195.8 197.6 199.3 

②15歳以上人口 

（100万人） 
141.5 143.7  145.8  148.0  150.1  

③GDP 

（100万 US$） 
1,653,539  1,620,165  2,143,035  2,476,652  2,252,664  

④GDP成長率（％） 5.2  -0.3  7.5  2.7  0.9  

⑤一人当たり GNI 

（アトラスメソッド） 
7,480.0  8,140.0  9,520.0  10,700.0  11,630.0  

⑥消費者物価指 

数（2005=100） 
114.09  119.66  125.69  134.03  141.27  

⑦飲酒可能年齢 18 

（出典）①、② US Census Bureau、③、④、⑤ World Bank WDI データ、⑥ World Bank Database、
⑦WHO, Management of Substance Abuse Country Profile 2011 
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 ２）主要酒類の市場動向 

   ①人口一人当たりの消費動向（WHOデータより） 

ブラジルの 15 歳以上人口一人当たりの純アルコール換算消費量は 9.16 リットル

で、日本（8.03）をやや上回る水準にある。種類別割合を見ると、ビールが 54％と

最も高く、次いで、スピリッツ（40％）、ワイン（5％）、その他（1％）となってい

る。 
 

  図 20 種類別 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量（リットル、2005年） 
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図 21 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量の種類別割合（ブラジル） 
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（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 

 
②主要種類の市場動向 

 ブラジルのアルコール消費量は 2008 年から 2012 年にかけて年率 4.23％で増加し

ており、中でもビールが消費を牽引している。ワインはほぼ横ばいで、蒸留酒は減少

している。 
 

図 22 主要カテゴリー別の消費傾向（百万リットル） 

   
（出典）Euromonitor のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 

 

 

百万 

リットル 
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表 17  2007 年～2012 年の種類別の複合年間成長率（CAGR） 
CAGR 2007-2012（消費量ベース） 

ビール 4.6% 
蒸留酒 -3.2% 
ワイン 1.7% 
合計成長率 4.23% 

（出典）Euromonitor のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 
 

全般的に、分析対象期間ではビールが堅調に増加し続けている（4.6％。合計シェア

が増加傾向）。その一方で、蒸留酒の総消費量は減少し（-3.2%）、ワインの増加率（1.7%）

は低調である。 
ビールは、価格の安さとあいまって、気候が温暖なブラジルにおいては人気が高く、

AB Inbev、キリン等の大手ビールメーカーが激しい競争を展開している（各メーカー

はマーケティングと流通チャンネルの強化に取り組んでいる）。 
蒸留酒のカテゴリーでは、カシャッサがブラジルの主要なアルコールである。カシ

ャッサはブラジルの国民的アルコール飲料と考えられており、蒸留酒消費量の 80％以

上を占める。しかし、カシャッサの市場シェアは近年減少傾向にあり、また、将来的

にも減少が予想されている（Euromonitor の予想によれば 2008 年の 83％から 2017
年には 79％へ減少している。これは、ブラジルの新興中間層が他の輸入蒸留酒を試し

始めているためである。蒸留酒全体の低迷はカシャッサ消費量の減少によるものであ

り、その他が増加している主因はウォッカとウィスキーへのシフトが行っていること

による。 
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図 23 蒸留酒消費量（百万リットル）、カシャッサとその他の比較 

 
（出典）Euromonitor のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 
ワインは、過去数十年間市場を獲得してきたものの、今なお「高価」（代替可能）

なものとされており、経済の成長パターンに敏感である。例えばブドウ酒の年間成長

率は年によってバラバラである。しかし、サブカテゴリーの具体的な数字をよく見て

みると、スパークリングワインは堅調に増加し続け（11.8％）、日本酒も安定成長を維

持している（8.1％）。一方、酒精強化ワインなど、他のカテゴリーは消費量が低下し

ている（-8%）。 
2012 年のブラジルの日本酒の総売上高は 118 百万米ドル（230.6 百万レアル）で、

消費量は 330 万リットルである。全カテゴリーに占める割合で見ると、ワインに含ま

れる日本酒の市場シェアは 0.84％で、ブラジルの全アルコール消費量（ワイン、蒸留

酒、ビール）に占める割合は 0.02％にとどまっている。 
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図 24 2012 年のワイン消費量の消費量ベースの内訳 

百万リットル 百万レアル

ワイン 消費量 消費額 消費量 消費額 消費量 消費額 消費量 消費額 消費量 消費額
酒精強化ワインとベルモット 42.4           1,097.20        37.9           1,055.10       35.8            1,080.30        34.9            1,122.70        33.1            1,120.00        
非ブドウ酒－日本酒 2.7             148.30           2.8             164.10          3.0              186.30           3.2              210.20           3.3              230.60           
スパークリングワイン 13.0           930.70           14.4           1,202.80       16.9            1,492.70        18.1            1,747.90        20.7            2,093.80        
非発泡性ワイン 287.1         4,429.10        346.7         6,128.60       334.5          6,330.60        344.4          6,947.80        337.8          7,178.90        

345.2         6,605.3          401.7         8,550.50       390.1          9,089.90        400.6          10,028.50      394.9          10,623.20      
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（出典）Euromonitor のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 
 

図 25 日本酒の消費量と消費額 

 
 

（出典）Euromonitor のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

非発泡性ワイン その他 

 
 

「その他」に含まれる日本酒は
ワイン総消費量の 0.84％ 
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日本酒の 2007 年～2012 年の増加率は年率 8.1％で、この増加率はウォッカやジン

（ホワイトスピリット）、ブランデー、ラム酒などの蒸留酒に匹敵する。しかし、テ

キーラやスパークリングワインといった他のアルコールはそれ以上に急激に増加し

ている。従って、日本酒が市場シェアを伸ばすためには、今まで以上の増加率が必要

な計算となる。 
 

図 26 種類別市場シェアの推移 

 

 
（出典）Euromonitor のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 
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図 27 2007 年～2012 年の消費量ベースの複合年間成長率 
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（出典）Euromonitor のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 
日本酒の潜在的競合商品としては、特定の国や文化に結び付けられるアルコール飲

料であるメキシコのテキーラ、カリブ海諸国から輸入されるラム酒、シャンパンなど

のスパークリングワインが挙げられる。 
日本酒とこれらの飲料を比較してみると、メキシコのテキーラは今のところ消費水

準が低いが、シャンパンなどのスパークリングワインは爆発的に増加しており、ラム

酒を追い越すことが予想されている。 
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図 28 現在および将来の日本酒の消費量（百万リットル）と他のアルコール飲料との比較 
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（出典）Euromonitor のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 

＜アルコール飲料の価格＞ 
ブラジル最大手の食料品小売店の Pao de Açucar からのサンプル情報では、各種飲

料の広範に及ぶ統一小売価格が示されている。この情報をみると、国産飲料と輸入飲

料（ほとんどが高級品）との間に、大きな価格差が見られるが、これは主に、高い関

税によるものである。  

■価格区分 

ブラジルの相対的な所得水準と国内市場の発展を鑑みると、ほとんどの消費アルコ

ール飲料はエコノミークラスとスタンダードクラスの間に位置する。しかし、ブラジ

ルの最近の経済成長と、より高価な高級飲料を求める中流階級の全体的な増加のおか

げで、輸入ビールや蒸留酒をはじめとする高級ブランドが急成長を見せている。  

ワイン 

 

 
赤ワインはブラジル全体のワイン消費量の半分強を占めており、消費ワインの大

半はエコノミークラスのワインであると思われる。 
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ウォッカ 

 
     スーパープレミアム:はベンチマークブランドの＋30%超、プレミアムはベンチマークブラ

ンドの＋10～30%、スタンダードは ベンチマークブランドの-10～+10%、エコノミーはベ

ンチマークブランドの-10%未満が目安となっている。 

 

ウィスキー 

 

 

 

 

  
スーパープレミアムはベンチマークブランドの＋30%超、プレミアムはベンチマ 

ークブランドの＋10～30%、スタンダードは ベンチマークブランドの-10～+10%、 
エコノミーはベンチマークブランドの-10%未満が目安となっている。 
 

ビール 

ブラジルで消費されるビールの大半は、「スタンダード・ラガー」（約 90%）が占め

ている。スタンダード・ラガーには、Skol、Brahma、Antartica、Itaipava、Kaiser
などの主流ブランドがある。プレミア・ラガーは依然としてマイナーな存在ではある

が、所得の向上に伴って、より高級な飲料を試してみたいというブラジル人が増えて

いることから、他のセグメントよりも急速な成長を見せている。Baden Baden、Brasil 
Kirin などがこのカテゴリーの代表ブランドである。 
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ビール（総容量に占める割合）  2008  2009  2010  2011   

プレミアム・ラガー 6.9%  7.2%  7.7%  8.1%   
スタンダード・ラガー 91.0%  90.7%  90.2%  89.8%   

エコノミー・ラガー 1.7%  1.8%  1.7%  1.7%   

0.3%  0.3%  0.3%  0.3%   その他 

 

（出典） Euromonitor 及び Pao de Açucar のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 

カシャーサ 

カシャーサは非常に細かく寸断された市場であり、数百の伝統ブランドがごくわず

かなマーケットシェアを分け合っている。以下に、ブラジルで最も人気のある 3 種類

のブランドを挙げる。これらのブランドは合わせて、蒸留酒の総マーケットシェアの

30%を占めている。これらの価格から、カシャーサは依然として主にエコノミー市場

であることが示されている。 

 

（出典） Euromonitor 及び Pao de Açucar のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 

日本酒 

日本酒は、ブラジルの日本の専門店や比較的生活水準が高い地域のスーパーマーケ

ットのアルコール飲料売場を除くと、国内でそれほど広く浸透していない。さらに、

ブラジルでの日本酒の消費の大部分はサンパウロとその中にある日本人街のリベル

ダージに集中していると思われる。下記のように、主要ブランドは現地で生産されて

いるトップブランドの東麒麟だが、輸入品と比較すると、価格は安価である。ブラジ

ルではオンラインショッピングのインフラが比較的発達しており、日本酒は多種類の

Cachaca 
Pitu  

965ml  

R$5.66 

Pirassununga  

51, 965ml  

R$6.09 

Velho Barre iro,  

910ml  

R$6.73 
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ブランドを販売している“Asiashop.com.br”などの専門ショップ経由で広く入手でき

る。 

 
（出典） Euromonitor 及び Pao de Açucar のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 

＜ブラジル国内の日本酒市場における主要業者：東麒麟＞ 
ブラジルの日本酒市場は、20 世紀初頭から主に 2 社の製造業者が独占してきた。 
日本酒醸造会社である東山農産加工有限会社は 1935 年に設立された。同社が所有

する東山農場は、東麒麟を生産するために、三菱財閥の創業者である岩崎家により開

設された。また、日本のキリンビールは東麒麟の資本の一部を取得し、東山に技術協

力を提供している。 
東麒麟はブラジル市場では独占的なマーケットシェアを誇っている。その生産量は

年々増加しており、2008 年には 8,000 石に達した。これは、日本を除くと、世界で 7
番目に多い生産量である。このブランドは地元の日系ブラジル人の間で広く親しまれ

ている。 
ブラジルの大手醤油製造業者のサクラ中矢アリメントス社は以前、地元で「大地」

ブランドの日本酒を生産していた。しかし 2010 年に同ブランドは、スミノフ、ジョ

ニー・ウォーカーなどの世界で最もよく売れているアルコール飲料ブランドで有名な

英国の多国籍アルコール飲料会社、ディアジオに買収された。この会社は日本酒を

OEM（相手先商標製品製造）で生産しており、その米国の日本酒は大量輸入され、ブ

ラジルで再梱包されている。ブラジルで現地生産されている日本酒は国内需要向けで、

地元で生産された日本酒のほとんどは海外に輸出されていない。  
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図 29 ブラジルの日本酒、「純・大地」（ディアジオ） 

 
（出典）公的に入手可能な情報源のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 
 

図 30 ブラジルで最もよく売れている地元の日本酒ブランド 

「東麒麟」（東山農産加工有限会社） 

 

（出典）公的に入手可能な情報源のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 
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＜日本の輸出業者の主要競争相手 – 米国の輸出業者＞ 
近年、日本の日本酒輸出業者の存在は、米国の輸出業者に圧倒されつつある。米国

からブラジルに輸入された日本酒の売上高は 123,000 ドル（2009 年）、278,000 ドル

（2010 年）、1,192,000 ドル（2011 年）に達し、今も急増を続けている。  
米国の輸出業者が優位に立っている主な理由は価格である。例えば、世界的に有名

な日本酒醸造業者の月桂冠は米国に醸造所を持っており、日本酒を安価な価格帯でブ

ラジルに輸出している。米国からブラジルに輸入される日本酒は、日本の一流の日本

酒醸造業者が米国で現地生産している。さらに、ブラジルの消費者は日本で生産され

た伝統的な日本酒ブランドを選択できるほど十分な知識を有していなかった。   
さらに、統計データからは、次のような事実が示されている。2011 年初期に発生し

た福島原子力発電所の放射能漏れの影響に関する懸念と評判上のリスクのために、ブ

ラジルの日本酒の卸売業者が取引卸業者を日本から米国に切り替える動向が如実に

見られた。上述のとおり、ブラジルの日本酒市場は数少ない現地生産の日本酒ブラン

ドで占められており、日本で生産されている一流の日本酒ブランドのほとんどは未だ

にブラジル市民の間ではなじみが薄い。これらの事情により、ブラジルの輸入業者は

価格の安い米国製の日本酒を選ぶ傾向にある。 
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表 18 ブラジルと米国における主要な日本酒醸造業者 

国 会社名 ブランド名 住所 
株主、提携／

連携 

米国 

 

Takara Sake 

USA, Inc. 

米国宝酒造 松竹梅 

 

708 Addison 

St. Berkley, 

CA 94710 

宝酒造など 

Ozeki Sake 

(U.S.A), Inc. 

大関 USA 大関 249 

Hillcrest 

Road 

Hollister, 

CA 95023 

大関・キッコ

ーマン・JFC 

Gekkeikan 

Sake (U.S.A.) 

Inc. 

米国月桂冠 月桂冠 1136 Sibley 

Street 

Folsom, CA 

95630 

月桂冠・味の

素・メルシャ

ン 

Yaegaki 

Corporation 

of USA 

八重垣 USA 八重垣 4800 S. 

Alameda St. 

Vernon, CA 

90058 

ヤエガキ酒

造 

SakeOne 

Corporation 

SakeOne 桃川 820 Elm St. 

Forest 

Grove, OR 

97116 

桃川（提携） 

ブラジル 

 

Industria 

Agricola 

Tozan Ltda. 

東山農産加

工 

東麒麟 Avenida 

Paulista, 

1274 – Bela 

Vista, Sao 

Paulo – SP, 

01310-100 

キリンホー

ルディング

スが株式の

一部を保有 

 
（出典） Agriknowledge 、JETRO および公的に入手可能な情報源のデータを用いてみずほ銀行産業調査

部が作成 
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表 19 日本と米国の日本酒の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典） ブラジル連邦歳入局のデータを用いてみずほ銀行産業調査部作成 
 

 
図 31 ブラジルに輸入される日本酒の量 

 
（出典）ブラジル開発・商工貿易省および JETRO のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 日本 米国 

製品 

白鶴 

6 本 X 720 ml 

白鶴 

6 パック X 1.8 L 

月桂冠シルバー 

6 本 X 750 ml 

総輸入量（リットル） 3801.6 3564.0 6358.5 

FOB価格（＄） 25559.77 19425.44 26942.21 

価格／リットル（＄） 76.91 271.11 20.00 

物流（$） 760.02 712.51 2075.00 

保険（$） 0 0 134.71 
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図 32 日本及び米国からブラジルに輸入される日本酒の売上高（単位： 千米ドル） 

 
（出典）ブラジル開発・商工貿易省および JETRO のデータを用いてみずほ銀行産業調査部が作成 

 
   ③進出にあたっての留意点 

＜アルコール飲料の販売促進に対する業界の取り組み＞ 
ブラジルでは、アルコール飲料の摂取に否定的な意味合いがあるため、アルコール

飲料摂取を助長することが政治問題になりかねない場面もある。ブラジル社会は未だ

に社会・経済格差が大きく、政府関係者は、国民の間で、とりわけ若年層や失業者の

間でアルコール飲料の消費を増やそうとする連携した取り組みに対して、大きな社会

問題を引き起こすおそれがあるとして慎重な姿勢を示している。したがって、アルコ

ール飲料の販売促進は通常、個々の企業および業界団体の責任とされ、これに関する

規則や行政の監督の下に置かれている。 
例えば、ブラジル飲料協会（ABRABE）は、ブラジルの代表的な飲料団体であり、

大手飲料関連企業およびメーカーを会員として抱えているが、アルコール飲料の消費

拡大にはそれほど関与していない。むしろ ABRABE の主要な活動は、政府に対して

会員の利益を代表すること（ロビー活動）、および自由競争を促進することである。

また、ABRABE は、責任ある態度でアルコール飲料を摂取することを呼びかける活

動にも深く関わっている。 
その一方で、アルコール飲料の消費拡大を目指す飲料団体の取り組みは、散発的で

はあるが、国内産業の支援を目的として国内産アルコール飲料の消費拡大を狙うなど、

対象を絞り込んで行われている。例えば、最近 3 年間に行われた大規模キャンペーン

の 1 つ「White Wine is for Summer （夏にはホワイトワイン）」は、ブラジル国内の

ワイン生産者を支援するために実施されたキャンペーンである。 
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キャンペーン 目的 参加団体 

「White Wine is for Summer 

（夏にはホワイトワイン）」 

期間：2013年 1～3 月 

国内で生産されたホワイトワ

インの販売促進 

ABBA, ABRABE, IBRAVIN 

（ブラジルのワイン関連団体） 

（出典）みずほ銀行産業調査部が作成 
 

④その他関連動向 

＜注目すべき流通・販売の実態＞ 
■法律に定められているアルコール飲料の購入及び飲酒 

Law 8069/90, Article 81-II に規定されているように、18 際未満の若者へのアル

コール飲料販売は法律で禁じられている。しかし、年齢確認の方法は様々で統一さ

れておらず、カンター・ワールドパネル（Kantar Worldpanel）の調査によると、

ブラジルのティーンエージャーのおよそ 45% はすでにアルコール飲料の消費者で

ある。 
■飲酒と運転 

法律では、アルコール血中濃度が 1 リットル当たり 0.1mg を超える運転者の運転

を禁止している。 
■広告宣伝方法 

アルコール飲料の広告は Law 9294/06 に基づいて規制されている。この法律では、

海岸やプール以外の背景において子供やティーンエージャー、視聴者に語りかける

動物、アニメーションまたはビキニ着用の女性の画像や映像を広告に使用すること

が禁じられている。また、26 歳未満の女性をキャンペーンに使用することやアルコ

ール飲料をアスリートと関連づけることも禁じられている。 
■営業時間 

バーおよびレストランまたは小売店でのアルコール飲料販売時間を規制する法律

は特にない。 
 バーおよびレストランでの販売促進活動 

一部のバーおよびレストランは、客が安心してアルコール飲料を飲めるよう、タ

クシー会社と提携して運賃割引を実施している。また、都市部のほとんどのバーは、

18:00～20:00 の時間帯を「Happy Hours」（アルコール飲料の割引や 1 杯分の値段

で 2 杯分を提供）としている。 
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表 20 ブラジルにおけるオントレードのアルコール飲料提供施設の数（2007-2012 年） 

 
施設のタイプ 2007年 2012 年 成長率 

バー／パブ 371,209 385,709 3.8% 

道路沿いのキオスク／露店 282,512 334,710 15.6% 

ファストフード店 137,224 156,787 12.5% 

フルサービスのレストラン  60,112 64,940 7.4% 

カフェ 19,842 23,008 13.8% 

セルフサービスのカフェテリア 17,973 21,697 17.2% 

100%宅配／持ち帰り 7,293 8,049 9.4% 

合計 896,165 994,900  

（出典）みずほ銀行産業調査部が Euromonitor のデータを用いて作成 

 

＜外国投資促進機関＞ 
■チリ 
チリの投資・輸出促進機関は、チリ外務省管轄下の輸出振興局（ProChile）であ

る。輸出振興局はブラジルのサンパウロ事務所をはじめ、世界各地に 50 カ所を超え

る事務所を置いている。チリ製品の販売促進を担っていることから、チリワインの

販売促進にも関与している。チリには国内のワインメーカーにより組織された「ワ

イン・オブ・チリ」という民間のワイン販売促進団体があるため、輸出振興局は副

次的な役割を通じてワイン・オブ・チリを支援している（ブラジルのサンパウロに

複数の駐在員事務所がある）。ワイン・オブ・チリは、以下の活動を通じて、ブラジ

ル全土でチリ産ワインのイメージ向上と消費拡大に努めている。  
•  セミナー 
•  試飲会  
•  会議およびイベント 
•  印刷物やマスメディアを使ったキャンペーン 

ここ数カ月間、ワイン・オブ・チリは、ブラジル政府によるワイン輸入制限の動

きを受けて、会員企業の利益保護のため輸出振興局との連携を強化している。 
 
■メキシコ 
メキシコの投資・輸出促進機関は、メキシコ経済省管轄下のメキシコ貿易投資促

進機関（Proméxico）である。メキシコ貿易投資促進機関は世界各地に 35 カ所を超

える事務所を持っているが、そのうち 10 カ所はアメリカ合衆国にある。また、ブラ

ジルのサンパウロに駐在員事務所を置いている。メキシコは、アルコール飲料に関

して、主にテキーラの販売促進に力を注いでいるが、チリワインのように正式な組
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織は設立されていない。それでも、メキシコ貿易投資促進機関が生産者や輸出・輸

入業者のニーズに応えて次のようなイベントの企画、調整を行い、テキーラの販売

促進に努めている。  
• 試飲会 
•  食品見本市 
•  セミナーおよび会議 
•  印刷資料 
•  インターネットを通じたソーシャルメディアによるマーケティング  

これらの取り組みは、各テキーラ会社およびテキーラ規制委員会（CRT: Tequila 
Regulatory Council）により独立した形で実施されている。CRT は、テキーラ業界

の圧力団体であり、テキーラのイメージ保護を担っている。 
 

■フランス 
フランス政府当局者はワインの輸出振興を重要課題とみなしており、海外での販

売促進活動に積極的に関与してきた。  
フランスは、国家、民間、地方レベルの様々な機関を通じてフランスの食品およ

び飲料の販売促進活動を行っている。ブラジルでは、以下の機関がフランス産飲料

の販売促進活動を担っている。 
 ユビフランス、すなわちフランス企業振興機構（経済産業省管轄）は、フラ

ンス企業による輸出および製品の市場開拓を支援している。サンパウロとリ

オデジャネイロに事務所を置いている。 
 SOPEXA、すなわちフランス食品振興会は、以前は政府機関であったが、現

在はフランス企業の食品・飲料製品の海外販売促進を支援する民間のマーケ

ティング調査会社として活動している。SOPEXA はブラジル国内に事務所を

持っていないが、ブラジルで年 1 回開かれるシアル・ブラジル食品見本市に

参加している。 
 シアル（SIAL）はフランスの食品見本市およびネットワークシステム。1964

年に設立され、ブラジルを含め、世界各国で毎年食品展を開催している。サ

ンパウロで年 1 回開かれる見本市は同国最大の食品飲料見本市で、すべての

国際的食品、飲料、食品サービス企業が参加できる。 2013 年の見本市には日

本からあづまフーズが参加した。 
 

■米国 
米国の輸出・投資促進活動は海外農業局（FAS）により行われている。FAS は世

界 90 カ国以上で米国農務省（USDA）を代表している。  
ブラジルではブラジリアの米国総領事館およびサンパウロのアメリカ農産物貿易
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事務所（ATO）に FAS の海外農務事務所（OAA）が置かれている。FAS の各事務所

は両国間の通商関係を強化するため、ブラジルでの米国製品販売促進を支援し、米

国の輸出業者、ブラジルの輸出業者と連絡を取り合っている 。  
 
■ニュージーランド 
ニュージーランドの国際通商促進機関は、NZTE（ニュージーランド貿易経済促進

庁）である。NZTE はニュージーランド政府のイニシアチブ「Business Growth 
Agenda」を支援するため、ビジネス・イノベーション・雇用省の管轄下で活

動している。NZTE は、世界 36 カ所に駐在員事務所を持ち、そのうちの 1 つがブ

ラジルのサンパウロにある。ニュージーランドのブラジルに対するビジネス上の関

心は主に農業部門において高い。NZTE はゼスプリ・キウイフルーツの販売促進を

支援しており、ブラジルの地方都市においてニュージーランド大使館からの出席者

を交えて一連の販売促進イベントを開催している。  
 
＜ブラジルの投資および事業促進機関＞ 

    ブラジルにおける飲料に関する投資および事業促進機関は、下記のとおりである。 
 

表 21 飲料に関する投資および事業促進機関 

Apex
ブラジル輸出投資振興庁（Apex-Brasil）は、ブラジル製品およびサービスの海外での販売を促進し、ブラジル
経済の戦略的部門に海外投資を呼び込んでいる。開発商工省の機関であるApex は、ブラジルの輸出振興とブ
ラジル製品の海外マーケティングを目的として様々な貿易振興策を計画している。

Sebrae Sebraeとは「ブラジル零細小企業支援サービス」のこと。零細小企業による自社製品の開発および国内外での
販売促進を支援するため、訓練、技術支援、コンサルティング等のサービスを提供している。

Abba ブラジル食品飲料輸出輸入協会は、参加企業の製品の国際取引を拡大促進することを目指して、販路の開拓
とビジネス機会の開発を行っている。

Abrabe ブラジル飲料協会は、ブラジル国内で営業するブラジル企業と外国企業の利益を代表している。国内製造業者
のための輸出イニシアチブを支援している。

Ibrac ブラジルカシャーサ研究所（Ibrac: Brazilian Institute of Cachaça）は、ブラジルの国民的蒸留酒カシャーサ
の製造、消費に関する研究および販売促進を行っている。

州の
促進機関

ブラジルの26州の大半は州独自の投資振興機関を有し、州内の事業や特産品の支援および販売促進を行っ
ている。とりわけ有名なのは、国内で最も開発が進み経済規模の大きいサンパウロ州のInveste Sao Paulo で
ある。

 

 みずほ銀行産業調査部が作成  
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＜海外でのブラジル製品販売促進のための連携＞ 
ニューヨークのブラジル領事館の職員によると、海外でのブラジル産アルコール

飲料販売促進活動に正式なプロセスはなく、販売促進に関与する機関によってばら

つきがあるという。例えば、ブラジル国内にもアルコール飲料に関わる多くのビジ

ネス団体があるが、海外での販売促進プロジェクトを立ち上げる際にそれぞれ単独

で行動するか、製造業者と「連携」している。小規模な蒸留酒製造業者の場合、海

外での販売促進活動のプロセスに小企業振興機関も関与することがある。上記の販

売促進機関はプロジェクトを計画し主導するが、領事館は会場（会議場やレストラ

ン）の手配のような支援業務のみ行う。領事館は個々の企業を支援することを禁じ

られているため、必ず促進機関と協力して活動しなければならない。 
 

図 33 海外での製品販売促進活動における連携 

 

 

みずほ銀行産業調査部が作成  

 
みずほ銀行ニューヨーク支店と在ニューヨークブラジル領事館通商代表との協議

によると、APEX は各部門のプログラムの予算を発表していない。海外でのアルコ

ール飲料販売促進活動は、サトウキビから作られた国民的な蒸留酒カシャーサの販

売促進に重点が置かれ、APEX、IBRAC、ブラジルカシャーサ研究所（Brazilian 
Cachaça Institute）の協力体制が敷かれている。しかし、この協力体制は一貫した

ものではなく、必要に応じてその都度発動される。 
例えば、2012 年 1～6 月に米国でカシャーサ販売の伸びが顕著であった（売上高

+33%）ため、2012 年後半、IBRAC は APEX と連携して海外でのカシャーサ販売促

進活動をさらに推進した。2012年12月から 2013年11月までの 11カ月間に、IBRAC

海外での販売促進活動 

対象製品の選定 
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と APEX がカシャーサの各種販売促進活動（主に米国）に投じた費用は 718,000 レ

アル（330,000 米ドル）にのぼった。 
 

図 34  APEX が飲料輸出振興のために行った最近の投資 

 
 

  
みずほ銀行産業調査部が作成 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年の高成長により、カシャー

サ 輸 出 振 興 の た め 2013 年 に

330,000 米ドルの投資を米国を中

心に行った振興策: 

-カシャーサをブラジル製品とし

認知させるブランド戦略 

-オンラインマーケティング 

-プロモーション用ビデオ 

-IBRACの組織拡大 

 
IBRAC 

Collaboration 
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（７）ロシア       

１）基本情報 

①基礎データ 

飲酒の動向に関連する人口・経済基礎データを以下に示す。 
 

表 22 ロシアにおける人口・経済基礎データ 

 2008 2009 2010 2011 2012 

①人口 

（100万人） 
142.4 142.5 142.5 142.5 142.5 

②15歳以上人口 

（100万人） 
121.6  121.4  121.1  120.6  120.1  

③GDP 

（100万 US$） 
1,660,846  1,222,648  1,524,917  1,899,085  2,014,775  

④GDP成長率（％） 5.2  -7.8  4.5  4.3  3.4  

⑤一人当たり GNI 

（アトラスメソッド） 
9,710.0  9,290.0  10,000.0  1,0810.0  12,700.0  

⑥消費者物価指 

数（2005=100） 
136.42  152.32  162.77  176.50  185.44  

⑦飲酒可能年齢 18 

（出典）①、② US Census Bureau、③、④、⑤ World Bank WDI データ、⑥ World Bank Database、
⑦WHO, Management of Substance Abuse Country Profile 2011 

     
②流通・小売の基本情報 

モスクワにおいては、日本酒は輸入業者・卸売業者を通じて、スーパーチェーンや

日本食品等の専門店（輸入業者・卸売業者の系列の専門店の場合もある）などの小売

店舗や日本食レストランに納入されている。 
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＜日本酒を取扱う輸入業者・卸売業者＞ 
 日本酒を取扱う輸入業者・卸売業者は、以下のとおりである。 
 

表 23 日本酒取扱輸入業者・卸売業者 

業者 概要 

AST（ACT） 

 

大関、チョーヤ梅酒の卸売を行う。 

日本酒の輸入量は 8万 6,336リットル（2011 年度）で最も

多い。 

Simple 主としてモスクワの日本食レストランを卸先とする。 

日本酒の輸入量は 5万 136リットル（2011年度）で ASTに

次いで多い。 

白鹿、開運、大門酒造、梅錦山川などのブランドを取扱う。 

Vagr Vina Vita 主にワイン、ビール、その他のアルコール類を扱い、日本

盛、武蔵野酒造、本坊酒造等の製品を取扱う。 

Marine Express 主に大衆向けのアルコール類を扱い、白鶴の製品を扱う。 

（出典）ジェトロ「ロシア・ウクライナ日本食品消費動向調査」（2013 年 3 月）、「ロシアの食品

ディストリビューター情報」（2010 年 3 月 31 日時点）、基に作成。 

67 
 



２）主要酒類の市場動向 

①人口一人当たりの消費動向（WHOデータより） 

ロシアの 15 歳以上人口一人当たりの純アルコール換算消費量は 15.76 リットルで、

日本（8.03）を大きく上回る水準にある。 
種類別割合を見ると、スピリッツが 63％と最も高く、次いで、ビール（33％）、そ

の他（3％）、ワイン（1％）となっている。 
 

  図 35 種類別 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量（リットル、2005年） 

0
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4

6

8

10

12

14

16

18

合計

ビール

ワイン

スピリッツ

その他

 
 

登録され

た消費量 

未登録の

消費量 
合計 

種類別 

ビール ワイン スピリッツ その他 

11.03 4.73 15.76 3.65 0.1 6.88 0.34 

（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 
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図 36 15歳以上人口一人当たり純アルコール換算消費量の種類別割合（ロシア） 

ビール

33%

ワイン

1%

スピリッツ

63%

その他

3%

 
（出典）WHO, "Global status report on alcohol and health", 2011 を基にみずほ情報総研作成 

 
②主要種類の市場動向 

 ロシアでは、スピリッツ、特にウォッカの消費量が多い。ビールの消費量は 933 万

キロリットル（2011 年、世界 4 位）1で、ビールの消費量はここ 20 年で増加傾向に

あるとされる。 
ロシアでは多量の飲酒の健康への影響が問題視されており、近年ではメディアでの

アルコールの広告を規制したり、販売時間・場所を規制したりするなど、アルコール

販売に対する規制を強める動きも出ている。 
 
＜日本酒の販売状況＞ 
 日本酒は、高級スーパーチェーンや日本食品専門店などで扱われており、CHOYA、

大関、宝酒造、南部美人、白瀧酒造、尾畑酒造、日本盛、美少年などのメーカーの商

品が扱われている。価格帯についてみると、720ml 前後の商品の価格は、699 ルーブ

ル（約 2000 円）から 6,410 ルーブル（約 18,500 円）の間となっており、なかでも

1000 から 2000 ルーブル（約 2900 円から 5800 円）程度の価格帯の商品が多い。（詳

細についてはジェトロモスクワ事務所「ロシアの農林水産物・食品小売価格（2012
年２月時点）参照）。 

 
 
 
 

1 キリン食生活文化研究所（2011 年）「2011 年世界主要国のビール消費量」（レポート Vol.39） 
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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。 

 

80 
 



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。 
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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 

     文献収集、海外現地調査、検討委員会の結果を踏まえ、日本酒の国家的マーケティ

ングの実施において必要な機能は「司令塔機能」「大規模 PR機能」「連絡・調整機能」

であるということが分かった。 
   「司令塔機能」とは、従来、わが国の業界団体、事業者が個別に行ってきたプロモ

ーションを、今後、業界としての全体感を持って実施していくため、１）日本酒全体

のマーケット拡大のため、中長期的な輸出戦略を策定する機能、２）業界全体の課題

を抽出し、対応策を提示する機能、３）全体方針や、資源の配分及び役割分担等に関

する業界内の合意形成を行う機能を意味する。 
１）日本酒全体のマーケット拡大のため、中長期的な輸出戦略を策定する機能とは、

中長期的な輸出の輸出重点国の決定し、その重点国における詳細な市場調査を行った

上で、マーケットインのプロモーションを行うための国別輸出拡大方針の策定するこ

とが挙げられる。例としては、フランスにおけるワイン同業者組合であるベルジュラ

ックワイン同業者組合では、輸出対象国を EU と EU 外に分け、EU における重点国を

イギリス、ドイツ、オランダ、ベルギーとし、EU 外の重点国を、日本、中国、カナダ

としている。これにより、限りあるリソースを特定市場に重点配分し、対象国におけ

る、より効果の高いプロモーションを行うことを可能にしている。また、国によって

アルコール市場及び日本酒のポジションは異なることから、重点国において、マーケ

ット状況、流通状況、日本酒ポジション、現地消費者の嗜好等に関する詳細な市場調

査を行うことで、現地において真に訴求力のあるプロモーションを行うことができる。

また、国別市場調査の結果に基づき、重点国に対し、業界全体としてマーケットイン

のプロモーションを行うための方針及び具体策を提示することが必要である。 
   ２）業界全体の課題を抽出し、対応策を提示する機能としては、日本酒の輸出にお

いてボトルネックとなっている様々な問題について、法規制・税制・その他関連制度、

表示方法、価格、ブランドイメージ等々の観点から抽出し、業界共通の課題として整

理した上で、優先順位を行け、解決の具体策を提示することが挙げられる。例として

は、.地理的表示制度の活用、輸出ラベルのガイドライン制定、ロジスティクス効率化

等が考えられる。 
   ３）全体方針や、資源の配分及び役割分担等に関する業界内の合意形成を行う機能

とは、１）、２）で示された輸出促進戦略及び課題解決方針について、事業者の個別銘

柄のプロモーションを超えた、業界全体としての日本酒輸出振興方針として認識を共

有 し、業界全体の動きに対する資源配分及び関係者の役割分担に対する関係者間の

総意を得て、決定をオーソライズすることが挙げられる。 
   「大規模 PR機能」とは、１）一事業者では実施が難しい予算規模の広報活動や、多

数の業界関係者の協力が必要なイベント等を実施する機能、２）長期的な視点にたっ

88 
 



たプロモーションを実施する機能を意味する。 
１）一事業者では実施が難しい予算規模の広報活動や、多数の業界関係者の協力が

必要なイベント等を実施する機能とは、政府予算等を活用したマスメディアによる PR
や、インフルーエンサーを招いた全国酒蔵ツアーの主催等が挙げられる。例としては、

農林水産省が、Discovery Channel において日本酒に関する番組制作を行った。 
   ２）長期的な視点にたったプロモーションを実施する機能とは、消費者向けの BtoC

プロモーションのように、BtoB に比べて短期的に売り上げの拡大が期待できるもので

はないが、市場全体の裾野を拡大するために必要不可欠なプロモーションを意味する。

例としては、消費者向け試飲会、消費者向けイベント等が挙げられる。BtoB のプロモ

ーションは、メーカーや流通事業費の販促費の中で実施可能であるが、直接的な効果

が見えにくい BtoC のプロモーションは、特に市場の黎明期において、業界全体の利益

として取り組んでいく必要がある。 
   「連絡・調整機能」とは、１）輸出促進関連業務に関する国内での連絡・調整機能、

２）輸出促進関連業務に関する海外との連絡・調整機能、３）業界内における定期的

な輸出関連情報の共有を意味する。 

   １）輸出促進関連業務に関する国内での連絡・調整機能とは、「司令塔機能」「大規

模 PR機能」で提示された新規事業に係る資源配分・運用等に関する調整、酒造メーカ

ーや業界団体の個別の輸出促進活動に関する情報集約と事業効率化に向けた調整・支

援、政府（国税庁、農林水産省、外務省、観光庁等）、JETRO、他品目の輸出促進団体

等との連携・渉外窓口等の機能が挙げられる。酒蔵や業界団体の個別の輸出促進活動

に関する情報集約と事業効率化に向けた調整・支援とは、具体的には、「司令塔機能」

によって提示された重点対象国における酒造メーカーや業界団体の個別の海外イベン

トの開催時期、開催エリア、イベントコンセプト等の調整を行い、全体として「点」

ではなく「面」としてのプロモーション効果を持たせることや、既存資格や制度の体

系化・一本化等を意味する。 

   ２）輸出促進関連業務に関する海外との連絡・調整機能とは、「大規模 PR 事業」等

を行う際、海外における現地関係者との連絡窓口を一本化することが挙げられる。従

来は、個別の酒造メーカー・流通事業者、業界団体等が、個別案件に応じて窓口を担

っていたが、将来的に、業界全体で「大規模 PR 事業」を行うにあたっては、窓口が担

当によってバラバラでは非効率であるため、業界としての海外との渉外窓口が必要と

なるであろう。また、現状としては、「イベントに日本酒を取り入れたい」といったよ

うな海外の事業者からの依頼を寄せる窓口が対外的に不明確であり、個別の人脈に頼

って依頼を受けているため、業界全体としての広がりや、依頼対応のスピード感に欠

けている。このような体制では、海外から発信される輸出促進の機会を活かすことが

できず、非常に非効率である。 

   ３）業界内における定期的な輸出関連情報の共有とは、輸出対象国における政策動
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向、法規制・制度運用の最新情報、マーケット情報等の共有や、各種取り組みの効果、

課題等に関するフィードバックが挙げられる。輸出対象国における政策動向、法規制・

制度運用の最新情報、マーケット情報等の共有とは、個別事業者の企業戦略における

情報戦を超越した、各国の政策、法規制情報等に関する政府・JETRO 等からの迅速な

情報共有や、業界団体等で行った調査により得られた情報の共有を行うことにより、

業界全体としての日本酒輸出の効率化を図ることを意味する。また、各種取り組みの

効果、課題等に関するフィードバックとは、個別事業者や業界団体等によって実施済

の取り組みにおける成功・失敗要因・課題等について、今後ノウハウを活用するため

の情報共有体制を構築すること意味する。 

 
図 46 日本酒の国家的マーケティングに必要な機能 

 品目別の輸出促進に必要と思われる機能（活動範囲）は以下の通り。

検討の視点は…… ○ オールジャパンで進めるべきこと （個別の事業者等ではできないこと／バラバラでは効率が悪いこと）

○ 現在、アイディアや計画はあるものの実施できていないこと

○ 現在現地（海外）において実施を望まれていること

司令塔機能 大規模ＰＲ機能 連絡・調整機能

■国別の市場調査

■「ジャパンブランド」プロモーションに向
けた企画機能

調査に基づく国別の啓発・教育活動の
企画、プロモーション戦略の立案

具体的な活動方針や予算の決定

現地拠点に対する活動資金や販促
キット等のリソース配賦

■輸出促進に向けた業界共通の課題解
決機能

国別調査に基づく生産・貿易・流通・規
制等における課題整理、対応策検討、
政府や関連団体との調整・ロビィング

（原産地呼称制度、輸出ラベルのガイド
ライン制定、ロジスティクス効率化、模
倣日本酒や商標問題の解決支援など）

■個別事業者・団体では実施困難な大規
模広報活動の企画・実施機能

マスメディアを使った大規模PRの企画

（海外TVのCM枠の購入、漫画家とタ
イアップした日本酒アニメの企画…）

日本酒版ソムリエ、優秀小売店表彰制
度（日本酒版コンセイエ）などの資格認
定・管理。日本酒版ソムリエコンテスト
の主催

（資格・コンテストの高付加価値化、グ
ローバル化の促進）

各国のインフルエンサー（最優秀ソムリ
エやジャーナリスト等）を日本各地の酒
蔵に招待するインビテーショナルツアー
の開催

■輸出業務に関する国内での連絡・調整
機能

酒蔵や個別団体の輸出促進活動に関
する情報集約と事業効率化に向けた調
整・支援

政府（国税庁、農水省、外務省、観光
庁等）、JETRO、他品目の輸出促進団
体等との連携・渉外窓口

 
＜検討委員会における意見例＞ 

 まず市場を広げることが重要である。市場の三角形のイメージを全体で共有し、

広げていかなければ市場はできない。自社は三角形のどこを目指すのかというこ

とをそれぞれ考えながら、個別に考えた戦略に組んでゆけばよい。 
 すでに今まで様々団体、機関等で行っている活動があるが、戦略的な有効性を持

って実施されていたかというと、今までは十分ではないことから、機能を整理し

て業界全体で取り組むという方向性がよいと考える。 
 現地で様々なイベントが行われてきたが、半分以上は現地で手に入らない商品で

あった。そういうものをコントロールする、司令塔機能は必要だと思われる。 
 広報機能は重要である。日本酒のことを知らせない限り、個別銘柄にたどり着け
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ない。もっと日本酒のことを伝えていくことが必要であろう。 
 従来は BtoB を中心にプロモーションを行ってきたが、やはり近年、いかに B to 

C が重要かはよく理解していた。 
 もっとマーケットインの考え方に立った戦略を策定できる人材を登用していく

ことが重要。そういう新たな視点、マーケットの視点が業界には必要である。 
 個々の利害を超越した業界全体の組織を構成する人間を招聘する必要がある。将

来をもっと長い目で見て、5 年後、10 年後で見たときのマーケットがどうあるべ

きかというところにベンチマークを置き、そこから逆に、現状の問題点を掘り起

こす形の議論をすることが必要である。 
 これからは国別にどのような取り込み方がいいかということを視点に置いた調

査を強めていかなければならない。国別には、調査、企画が連動した形で取り組

んでいければよい。 
 司令塔機能に予算配分、資源配分の機能を持たせると、実際の活動が有効に行わ

れるであろう。 
 ALL JAPAN で輸出促進を行わなければならないという業界内のベクトルは合っ

ていると認識している。司令塔機能、大規模 PR 事業、連絡調整機能の 3 分類が

適切であると考える。 
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 （２）これまでの取組み 

日本酒の国家的マーケティングのあり方を検討するにあたり、検討委員会において

は、代表的業界団体等の既存の取組みを整理し、課題と今後の方向性について検討を

行った。 
その結果、司令塔機能においては、製造業、流通業、会員間など、分化した層に対

応する課題解決、合意形成機能は見られるが、その範囲を超えた横断的な戦略策定、

課題対応、合意形成機能は、現在は見られず、業際的、業界横断的な戦略策定、課題

対応、合意形成の機能が求められ、それを担う母体が必要であることがわかった。 
大規模 PR 機能においては、業界団体内で、マスメディアを用いたジャパンブランド

の PR、資格・コンクール、インフルエンサーのインビテーション、消費者向け試飲会

等、各種取組みが行われている。今後は、大規模な BtoC の PR を継続的、集中的に実

施する機能が必要であることが分かった。 
連絡・調整機能においては、業界内における連絡調整は、個別の業界団体や事業者

が案件ごとに行っており、一本化された窓口は特にないのが現状である。特に海外関

係者との連絡調整を得意とする窓口はなく、個別のプロモーションを行う担当者がバ

ラバラに対応している。特に海外市場攻略、輸出促進に関する連絡調整機能が必要で

あることが分かった。 
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表 24 代表的業界団体等の既存の取組み例 

機能（現行） 組織・団体 主要活動例

司令塔：業界共通課題への対応 日本酒造組合中央会 ・外国消費者に分かりやすい酒質の表現についての検討

司令塔：業界共通課題への対応 日本酒造組合中央会 ・海外日本酒ラベルに関する委託調査（表示制度、ニーズ、情報発信のあり方など）

司令塔：業界共通課題への対応 日本酒造組合中央会 ・日本産表示のデザインマークの開発

司令塔：業界共通課題への対応 日本名門酒会 ・品質管理委員会の開催（年２回、参加蔵元の酒のブラインドテイスティングと改善要望）

司令塔：調査、アドバイス JETRO ・国別・品目別等の海外市場調査を実施

司令塔：調査、アドバイス JETRO ・海外進出にあたっての関連法規制、税制、マーケット情報等に関するアドバイザリー

PR：ジャパンブランドPR、消費者向け試飲
会

日本酒造組合中央会
・主要国際空港におけるキャンペーンの開催（ニッポンを飲もう！日本酒の酒キャンペーン：国際
拠点空港（成田、羽田、中部、関西）

PR：ジャパンブランドPR、消費者向け試飲
会

日本酒造組合中央会 ・ANA空港ラウンジで日本酒・焼酎・泡盛のＰＲ及び提供

PR：ジャパンブランドPR（BtoC) 日本酒造青年協議会 ・英国のガーディアンメディアと協力して日本酒のイメージフィルムを作成

PR：ジャパンブランドPR（BtoC) 政府（農水省） ・Discovery Channel にて日本酒のPR映像を放映

PR：ジャパンブランドPR（BtoB) JETRO ・海外におけるBtoBをはじめとした見本市の開催、海外見本市への出展支援

PR：PR（BtoC) 日本酒造組合中央会 ・米国、香港、スイスにおけるＢtoＣイベントの開催

PR：PR（BtoC) 日本酒造組合中央会 ・国際放送（NHK WORLD）で日本酒のPR番組を放映（約130ヶ国で放映）

PR：PR（BtoC) 日本酒造組合中央会 ・大使館員等に対する日本酒セミナーの開催（在日外交官等40名、プレス関係者25名）

PR：PR（BtoC) 日本名門酒会 ・名門酒会文庫の発行（蔵元をめぐるストーリーをまとめたもの）

PR：PR（BtoC) 日本名門酒会 ・Webサイトにて名門酒を買える店、飲める店を紹介

PR：PR（BtoC) 日本地酒協同組合 ・参加蔵元の商品の通販、小売店の直営

PR：PR（BtoC) 日本地酒協同組合 ・全国の地酒に関する情報提供

PR：PR（情報発信) 日本酒造組合中央会 ・英文の日本酒教育テキストの多言語化（中・韓・独・仏・西・伊・葡）

PR：PR（情報発信) 日本酒造組合中央会 ・冊子「日本酒と日本文化」の作成による情報発信（英語・日本語）

PR：資格・コンクール 日本酒造組合中央会 ・全国きき酒選手権大会（1981年以来　2013年は第33回）

PR：資格・コンクール 日本酒造青年協議会 ・インターナショナルワインチャレンジ（IWC）日本酒部門を設立

PR：資格・コンクール、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰのｲﾝﾋﾞ
ﾃｰｼｮﾝ

日本酒造青年協議会 ・毎年、国内外の専門家を「酒サムライ」に叙任

PR：資格・コンクール
日本酒サービス研究会・酒
匠研究会連合会

・唎酒師認定制度の実施、唎酒師コンクールの開催

PR：資格・コンクール、消費者向け試飲会
日本酒サービス研究会・酒
匠研究会連合会

・消費者向けの資格「日本酒ナビゲーター」の講座の提供と資格認定

PR：人材育成、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰのｲﾝﾋﾞﾃｰｼｮﾝ 酒類総合研究所 ・Wine and Spirit Education Trust に日本酒コースを開設、受講者等を日本に招待

PR：インフルエンサーのインビテーション 日本酒造組合中央会
・外国人向け酒蔵ツアー（Sake Brewery Tour in Niigata, Okayama with John
Gaunter）

PR：インフルエンサーのインビテーション JETRO ・事業者等を日本に招待、蔵元の視察等を実施

連絡調整：業界内情報共有 卸売酒販組合中央会 ・東京に輸出促進部会を結成し、輸出に関する流通業界内の情報共有を促進

連絡調整：業界内情報共有 日本名門酒会 ・メーカー技術交流会（年１回）  
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表 25 代表的業界団体等の既存の取組み（模式図） 

日
本
酒
造

組
合
中
央
会

日
本
酒
造
青
年

協
議
会

卸
売
酒
販

組
合
中
央
会

個
々
の

流
通
業
者

日
本
酒
サ
ー
ビ
ス

研
究
会
・
酒
匠

研
究
会
連
合
会

各種団体
個
々
の

酒
蔵

Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ

政
府

酒
類
総
合

研
究
所

司
令
塔
機
能

大
規
模
Ｐ
Ｒ
機
能

連
絡
調
整
機
能

全体戦略の策定

業界共通の
課題への対応

関係者間の合意形成

マスメディアを用いた
ジャパンブランドのPR

資格・コンクール

インフルエンサーの
インビテーション

国内における連絡調整

業界内の情報共有

日
本
名
門

酒
会

日
本
地
酒

組
合
中
央
会

・
・
・

△
（製造）

○

消費者向け試飲会

海外との連絡調整

○

○

△

△ △

△

○

調査、アドバイス

△
（会員）

△ △

△
（製造）

△
（卸売）

○

○ ○

△

△
（製造）

△
（卸売）

△
（製造）

△
（卸売）

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

△
（製造）

△
（卸売）

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

○

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

△
（会員）

△
（国内中心）

△
（国内中心）

△

△
（BtoB）

△ △△

△

 
 

表 26 既存の取り組みの課題 

司
令
塔
機
能

大
規
模
Ｐ
Ｒ
機
能

連
絡
調
整
機
能

マスメディアを用いた
ジャパンブランドのPR

資格・コンクール

インフルエンサーの
インビテーション

国内における連絡調整

海外との連絡調整

消費者向け試飲会

業界内の情報共有

 製造業、流通業、会員など、分化した（セグメントに分かれた）層に対応した課題対応、合意形成機能は見られる
が、その範囲を超えた横断的な戦略策定、課題対応、合意形成機能は、現在は見られない

 輸出に関する業界（製造業・流通業）の総合戦略（重点国、国別輸出戦略等）は現在は見られない

 国別のアルコール市場や日本酒に関する調査は、JETROや各種業界団体が実施している

⇒ 業際的、業界横断的な戦略策定、課題対応、合意形成の機能が求められ、それを担う母体が必要である

 マスメディアを活用したプロモーションは政府としても実施（ex. Discovery Channel）しているほか、日本酒造組
合中央会や日本酒造青年協議会においてももＰＲ番組やイメージフィルムを作成

 国内では、日本酒造組合中央会が空港においてBtoC試飲会を開催

 資格については、唎酒師の資格を日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（SSI）が認定しており、コンテ
ストも開催している他、日本酒造青年協議会が、日本酒普及のキーパーソン「酒サムライ」の叙任をしている

 インフルーエンサーに対するアプローチとしては、日本酒造青年協議会が現地キーパーソンについて「酒サムラ
イ」に認定している他、酒類総合研究所がセミナー受講者を、日本酒造組合中央会やJETRO等でも関係者を日

本に招待している

 JETROや各事業者のプロモーションはBtoBが基本である

⇒ 大規模なBtoCのPRを継続的、集中的に実施する機能が求められる

 業界内における連絡調整は、個別の業界団体や事業者が案件ごとに行っており、一本化された窓口は特にない

 特に海外関係者との連絡調整を得意とする窓口はなく、個別のプロモーションを行う担当者がバラバラに対応し
ている （日本酒造組合中央会には海外戦略委員会があるが、マンパワー等の観点から、必ずしも十分な活動が
できていない）

 業界内の情報共有としては、日本名門酒会が、メーカー技術講習会を主催している

 卸売酒販組合中央会では、東京に輸出促進部会を結成し、輸出に関する流通業界内の情報共有を進めている

⇒ 特に海外市場攻略、輸出促進に関する連絡調整機能が必要である

全体戦略の策定

業界共通の
課題への対応

関係者間の合意形成

調査、アドバイス
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図 47 今後の方向性 

これまでの活動イメージ

■広報機能を例にとると、これまでは、団体や事業者が、個別

に、展示会・販売促進会実施、販路開拓、人材育成、情報発

信等を進めてきた。

オールジャパンによる活動イメージ

■オールジャパンの活動により、日本酒全体の認知度向上、

イメージアップ、販売促進が進むことが期待される。
※個別の活動も残るが方向感がそろってくる。

日本酒造組合中央会 日本酒造青年協議会

日本名門酒会

日本酒サービス研究会・酒
匠研究会連合会

酒造メーカー
酒造メーカー

酒造メーカー

酒造メーカー
酒造メーカー

貿易・流通事業者

酒造メーカー
酒造メーカー

都道府県酒造組合

政府・JETRO

レストラン・小売店 消費者

「日本酒」の浸透度

日本酒造組合中央会 日本酒造青年協議会

日本名門酒会

日本酒サービス研究会・酒
匠研究会連合会

酒造メーカー
酒造メーカー

酒造メーカー

酒造メーカー
酒造メーカー

貿易・流通事業者

酒造メーカー
酒造メーカー

都道府県酒造組合

日本地酒協同組合

………

政府・JETRO

輸出促進の「司令塔」機能を担う枠組み

「日本酒」の浸透度

レストラン・小売店 消費者

酒類総研 等 酒類総研 等

………

日本地酒協同組合
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 （３）取組みのロードマップ 

   「司令塔機能」「大規模 PR 機能」「連絡・調整機能」を実現するにあたっては、協議

会において関係者間で詳細を検討後、組織を設立し、順次組織の機能を拡充していく

というプロセスが考えられる。 
   

１）STEP1 協議会の設置と具体的案件の試行 

協議会においては、生産・流通・消費（サービス）の、業界内代表者によって協議

体を構成することにより、日本酒輸出過程において、輸出促進に関する一気通貫の取

り組みを可能にする体制を構築することが重要である。 
また、協議会においては、「司令塔機能」「大規模 PR 機能」「連絡・調整機能」を有

する枠組みに関して仮説構築を行い、定例かつ高頻度が協議を実施した上で、仮説検

証及び関係者間の関係強化のため、協議体メンバーによる輸出促進のトライアル的案

件を実施することが適切であると考えられる。 
   

表 27 協議会における検討事項例 

司令塔機能 □業界全体の基本方針を決める際に参加すべきメンバー構成はど

のようなものか 
□業界全体の決定としてオーソリティを付与するために必要な要

素と何か 
大規模 PR機能 □プロモーションに必要な予算はどのように捻出するのか 

□恒常的に実施するための費用を捻出する枠組みのあり方とはど

のようなものか 
連絡・調整機能 □連絡・調整の窓口を一本化し、担当者をつける必要性はあるか 

□情報共有の仕組みとしてはどのようなものが考えられるか 
 
  ２）STEP2 枠組みの構築 

   協議会において、枠組みに関する仮説構築・仮説検証が行われた後は、実際に始動

するフェーズとなる。この段階では、「司令塔機能」を果たす輸出に関する業界代表団

体を設置する。また、人員体制、活動資金等に関する組織の永続的な運用モデル構築

にあたっての試行期間と位置づけられ、具体的案件を実施する過程で、知見・ノウハ

ウを蓄積してゆくこととなる。また、具体的案件に取り組む中で、組織の機能の所掌

範囲確定、外部協力機関のネットーワーク化がなされることが期待される。 
 
  ３）STEP3 永続的な運用モデルの構築 

   枠組みの試行期間において、人員体制・活動資金等に関する基本的な方向性が見え

たら、自立的活動を維持するため、人員及び収入基盤の安定的リソースを確保する必
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要がある。また、ノウハウ・知見の集積により、組織としてのプロフェッショナリテ

ィを強化していくことが求められる。SOPEXA UK へのインタビューにより、フラン

スの産地別ワイン同業者組合においても、組織が成熟するについて、次第に組織内の

戦略立案機能が強化され、SOPEXA UK に寄せられる要求の内容も高度化していった

ということが分かっている。産地別ワイン同業者組合も、段階的に組織としてのプロ

フェッショナリティが強化されていったと考えられる。さらに、外部リソースを戦略

的に活用することにより、組織の人的リソースに制約されない機能の強化・拡大を目

指すことも重要である。 
 

図 48 枠組み構築に向けて想定されるロードマップ例  

段階 概要 具体的内容

STEP1 協議会の設置、具体的案件の試行 • 生産・流通・サービス・関係機関による協議体設置
• 枠組み構築に向けての具体論に関する仮説構築
• 定例かつ高頻度な具体的協議の実施
• 枠組みの仮説検証のためのトライアル的案件を実施 等

STEP2 枠組みの構築 • 輸出に関する業界代表団体の設置
• 組織の永続的な運用モデル構築にあたっての試行期間
• 具体的案件の実施、ノウハウ・知見の集積
• 組織の機能の所掌範囲確定、協力機関のネットワーク化 等

STEP3 永続的な運用モデルの構築 • 自立的活動のためのリソース確保（人材、収入基盤）
• ノウハウ・知見の集積、プロフェッショナリティ強化
• 外部リソースの戦略的活用
• 組織の機能強化、拡大 等

 

 
＜検討委員会における意見例＞ 

 業界内でそれぞれ個別につながりはあるが、組合組織としていままで一緒に活動

した経験がない。急に新組織を立ち上げるよりは、ステップを置いて、まずは協

議会を立ち上げ、関係構築、信頼関係の強化、意思疎通をしっかり図った上で、

いろいろな問題点、具体策について意見を出し合いながら進めるのがよい。 
 プラットフォームがあってこそ、司令塔機能が発揮される。そのため、プラット

フォームを強化する必要がある。 
 輸出という一部特化した機能に関しては、それに集中して効果的に取り組める協

議会組織の設立し、組織に予算配分の機能を持たせることがいいのではないか。 
 外国語を話せる人を配置して、海外からの国際電話で、英語で回答ができなけれ

ば話にならない。英語、フランス語、中国語程度は、話せる人を１人置くぐらい

のことをしないと、本気の取り組みにはならないのではないか。 
 司令塔機能は非常に大切である。フランスで、SOPEXA を立ち上げる際には、

農水省の予算で立ち上げたが、現在は一般企業主体の形に移行したと認識してい

る。その中間組織のような、両方が合わさったような組織がもしできれば、参加

したい。 
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 会費制で組織を運営すればいいのではないか。 
 必ずしも協議会自体に、マーケティングに優れた人材がいなくても、専門人材を

抱えている外部組織に外注すればいい。ただ、外注するための予算や戦略の優先

順位付けができるような機能を、その協議会に持たせておく必要がある。 

 団体なり、個々なりで最初の基金をつくり、その組織が輸出促進のための事業を

するのがよい。たとえば調査、マーケティングは、始めの年は補助金を得て行い、

事業を実施する中で組織の人材力を付けていけば、将来的にコンサルティング機

能を持ち、事業に転換できるということも可能ではないか。 
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 （４）推進主体・組織 

   「司令塔機能」「大規模 PR 機能」「連絡・調整機能」を実現するにあたっては、（２）

取組みのロードマップで示したように、仮説検証及び関係者間の関係強化を図りつつ、

生産・流通・消費（サービス）それぞれの代表者から成る協議会において、枠組みに

おける人員体制や収益基盤の詳細を検討した上で、組織化・機能強化していくことが

望ましいと考える。 
   以下は、推進主体・組織のあり方について、一例を記述する。組織化にあたっては、

「司令塔機能」の本部として理事会を設置し、生産・流通・消費（サービス）の代表

者の協議により、①中長期的な輸出戦略の策定、②業界全体の課題抽出及び対応策の

提示、③全体方針、資源の配分及び役割分担等に関する業界代表者内の合意形成を行

う。また、戦略の実行部隊として、最終的には専属スタッフを配置し、「大規模 PR 機

能」「連絡・調整機能」を担う部局を設置する。事務局のあり方としては、既存の輸出

関連の外部機関に内設する場合、新設する場合、酒造組合中央会のような既存の業界

団体の機能拡充を行う場合等、いくつかの選択肢が考えられる。 
 
 

図 49 日本酒の効果的なマーケティングを推進するための推進主体・組織例  

PhaseⅠ PhaseⅡ

平成26年度

組織化に向けて話し合うべきことは

 人材・人員体制

 運営費・事業費

 タイムスパン

意思決定部門
（司令塔機能）

事務部門
（連絡・調整機能
大規模PR機能）

事務局の体制案としては…

 外部機関を活用

 事務局の新設

 酒造組合中央会を中心に拡充

代表者による定期会合
協議結果のとりまとめ
新組織設立への実務 等

代表者
会員費

スタッフ?
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参考１：現地関係者からの国家的マーケティングに対する要請 

 
 業界をまとめて考えてくれるブレインの存在が必要である。 
 イギリスやフランスに、流通事業者が一社でプロモーションするのは大変なことであ

ると思う。国や団体での支援をしてほしい。 
 AOC のような仕組みが日本酒にもあればよいと考える。現在、日本酒の説明に使用で

きる公的な指標は、精米歩合のような基準しかない。日本政府や酒造組合中央会など

が音頭をとって策定してくれればよいのではないかと考える。 
 日本酒が広まってきたタイミングで即座に流通が対応できるかも大切である。また、

ブームが起こった際、小さな生産者が対応できるのかといった課題についても検討し

ていくことは重要である。 
 現地イベントで日本酒の試飲を提供していても、消費者が求めた際、国内で流通して

いない銘柄であったということは、実はしばしばある。生産・流通が一連となったプ

ロモーションとならなければ、試飲会を開催する意義がない 
 本当はインフルーエンサーを日本に連れていくのが一番よい。 
 国として取り組んでほしいのは BtoC プロモーション。BtoB プロモーションは流通業

者の販促の範囲でもできるからである。 
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参考２：日本酒輸出振興にあたってヒアリング先から提供されたアイディア例 

 

＜BtoB＞ 
 フランスには給仕の学校があり、ワインと食事についての知識を一通り教わる。そ

ういった場でワインについての知識を学んだ給仕は、ソムリエでなくてもある程度

ワインの話ができる。日本酒についても、こういった場で知識を習得してもらうこ

とで、飲食店において紹介してもらえるようにすることが必要ではないか。 
 テイスティングのような日本酒に触れる取組みを長く続けていくことが大切であ

る。年 1 回、2 回でも、やり続けられる息の長いイベントを行うことが大事である 
 店員は基本的には、利用者にアルコールを飲んでもらえるのであれば、酒類は何で

もいいというのが原則である。お客さんに日本酒を飲ませると、どのようなメリッ

トがお店にあるのかを考えなければならず、日本酒を売ると報奨金を出すなどの直

接的な方法も有効かもしれない。 
＜BtoC＞ 
 フランスには給仕の学校があり、ワインと食事についての知識を一通り教わる。そ

ういった場でワインについての知識を学んだ給仕は、ソムリエでなくてもある程度

ワインの話ができる。日本酒についても、こういった場で知識を習得してもらうこ

とで、飲食店において紹介してもらえるようにしてはどうか。 
 日本酒の輸出促進にあたっては、日本食の普及が不可分である。そのような背景の

中、日本食というカテゴリーを広くとらえて、寿司チェーンだけでなく、日本なら

ではの居酒屋文化など、手ごろな値段で多数の品数を食べられる“タパス・スタイ

ル”ような外食産業を誘致してはどうか。 
 将来的なインフルーエンサーとなりうるような消費者に、情報発信を条件として、

蔵めぐりを体験してもらうことは効果が高いのではないか。 
 TV 番組で、日本酒を合わせるのは寿司だけではないのだという、「楽しみ方」の部

分をより重点的に PR した方がよい。 
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