
海外マーケティング調査定性調査 

 
日本酒：イタリア （1/5） 

（１）実施概要 

1: ：イタリア ミラノ 

2:実施期間：2015年3月16日－ 3月17日 

3:実施：合資会社 大和川酒造店 
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写真①  
EATALYはトリノに本社を置きイタリア
食材を世界にPRする目的で作られ
ている。イタリア国内13店舗、日本、
アメリカ、UAE、トルコにも展開してい
る。Milano Smeraldo店はちょうど1
年前に開店した最大規模の店舗。 

写真②  
3Fのワイン売り場の一角を使って店
頭にて試飲＆アンケートを実施 

写真③  
アンケートはタブレット端末 3台を
使用しイタリア語／英語にて調査。 

写真④  
スタッフは在イタリア歴5年超で日本
食にも造詣のある2名を配置。 
日本酒の基本情報は事前にレク
チャーを行った。 

（２）試飲イベント 

【設営】 

【試飲】 

写真①  
3種類のお酒を全て冷蔵庫で保管後、
ワインクーラ－に氷漬けの状態で提
供。 

写真②  
上りエレベーター、エスカレーターを
下りてすぐのコーナーで試飲。 

写真③  
試飲をしつつ、タブレット端末でアン
ケートに回答。並行してスタッフがフ
リーコメントを拾っていく。 

 

アンケート協力者にはイタリア語で
の商品紹介リーフレットを配布。 

都市 ミラノ 

日程 3月16日－ 3月17日 

参加対象者  
飲食卸売業者、レストラン関係者、バーテンダー、日本酒ソムリエ、 

ＰＲ及びマスコミ関係者 

会場名 EATALY 

参加人数 250名 

試飲イベント・アンケート 



海外マーケティング調査定性調査 日本酒：イタリア （2/5） 
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（２）試飲イベント・続 
【PR活動】 

写真①  
イタリア語でのイベント告知。
facebook/SNS等を使った。 

写真②  
7cm×7cmのミニチラシも作成。 
日本食材店や日本料理店で事前告
知を行った。 

写真③  
A4チラシ（片面） 
関谷醸造 蓬莱泉 美 
増田徳兵衞商店 
稼ぎ頭 

写真④  
A4チラシ (片面） 
大和川酒造店 珠泡 
 

写真⑤  
A4 POP 3社3銘柄分 

写真⑥  
イベントバナー 

• イタリア語での店頭でのバナー（約140cm×50cm) 
• 7cm×7cmの告知ミニチラシ 
• イタリア語でのA4の商品紹介チラシ（両面で3アイテム） 
• イタリア語でのA4商品紹介パネル（１アイテム１枚） 
• facebookやSNS等を使った告知 
• 日本食材店、日本料理店での試飲会の告知 

【成果および総括】 
• ロンドン、パリと比べると食文化が保守的であり日本食の進出が遅れていたイタリア・ミラノではある

が、近年の急速な日本食の普及により、日本酒も認知度はたいへん高くなっている。  
• その場で購入したいという申し出も多くあり、イメージされる価格帯を尋ねた場合も流通経路の工夫に

よっては受け入れ可能なレンジに入ることが確認できた。（720mlで€60程度まで。中級ワインと同じレン
ジの位置づけという声が多数。） 

• またエアカーゴ利用を前提にしても小ロットで気に入った銘柄をオーダーしたいという声も業務関係者か
ら複数聞かれた。 

• ミラノ市内やフィレンツエには実際にそのような仕入れをしている日本料理店もあることから、生酒や発
泡清酒であってもニーズとコネクションを掴むことで輸出開始の可能性があることが確認できた。 

• イタリア人のライフスタイルの中では、アルコール飲料を摂取するタイミングにハッピーアワー（5時頃か
ら）があり発泡性アルコール飲料には可能性があると考えられる。 

• イタリア人の多くが好奇心と興味を持って、アンケートにも真剣に回答しており質問も活発に受けた。 
食に関する欲求や知識、表現が豊富にある来店客も多く、参考になるコメントやキーワードを得ることが
出来た。 

• さらに自身の意見をしっかり反映（あまり良くない回答も素直に行う）ことから、データを得るには適切
な国民性であった。 

• 観光客の来店も多く非常に多彩な国籍の方からの意見、反応を得ることが出来た。 

試飲イベント・アンケート 
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（3）アンケート結果-1 （基礎情報）  

海外マーケティング調査 

定性調査 

試飲イベント・アンケート 

年齢 性別 

国籍 

日本酒飲酒有無 日本酒飲酒頻度 

N=225    (%) 



日本酒：イタリア（4/5） 
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（3）アンケート結果-2 （試飲評価）  

海外マーケティング調査 

定性調査 

試飲イベント・アンケート 

味わい 

アルコール度 

デザイン 

味わい 

アルコール度 

デザイン 

スパークリング 玉泡 全体 

N=225    (%) 



日本酒：イタリア（5/5） 
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（3）アンケート結果-2 （試飲評価・続）  

海外マーケティング調査 

定性調査 

試飲イベント・アンケート 

味わい 

アルコール度 

デザイン 

味わい 

アルコール度 

デザイン 

生酒 ライトサケ（低アルコール酒） 

N=225   (%) 



海外マーケティング調査定性調査 

 
日本酒：スペイン （1/3） 

（１）実施概要 

1:スペイン イビサ島 

2:実施期間：2015年3月15日－ 3月16日 

3:実施：金紋秋田酒造株式会社 
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写真①  
Cottonbeach club。サン
セットが有名なレストラン。
今夏和食エリアも増設する
とのこと、日本酒の売り込み
に訪問。試飲いただき好評
の上、OEM依頼を受ける 

写真②  
Enotecum。イビサ島最大の
ワインインポーター。卸先の
レストランやホテル関係者を
呼んで試飲会を開催。イビ
サ島初の日本酒試飲会を開
催。 

写真③  
Vino & Co。イビサ島No.2ワ
インインポーター。卸先のレ
ストランやホテル関係者、メ
ディアを呼んで試飲会を開
催。 

写真④  
Restaurante NAGAI。日本
人オーナーが経営する日本
料理屋及びイビサ島におけ
る日本酒販路開拓コーディ
ネーター。スタッフを交えた
試飲会を開催。 

【試飲会の様子】 

都市 イビサ島 

日程 3月15日 3月16日 

内容 

アグロツーリズモATZARO営業訪問 
イビザ高級雑貨屋SLUITZ視察 
Cottonbeach club営業訪問 
Pacha Ibiza営業訪問 
 

Enotecumにて試飲＆営業交渉 
Vino & Coにて試飲＆営業交渉 
Restaurante NAGAIにて試飲＆営業交渉 

試飲会 

（２）試飲会 



海外マーケティング調査定性調査 

 
日本酒：スペイン （2/3） 
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写真①  
金紋秋田酒造カタログ 

写真②  
英語での商品概要チラシ 

写真③  
100mlサンプルボトル 

 
地元秋田杉を使ったカラフェ 

（２）試飲会・続 

【PR活動】 

試飲会 

■熟成古酒山吹ゴールド 
全体的に好評。シェリー、アマレットのような味わい、アロマがすること、余韻が長いところが気に入ったと
のこと。また日本酒にビンテージという概念があることに驚きと、ビンテージ＝高級という説明しやすさに好
評を得た。 
 
■麹三倍純米酒X3 
一番好評。香りや味わいとして旨みが濃いところが好評。これに加えて他の日本酒と明らかに違う点が差
別化しやすと評価を頂いた。またラベルもシンプルで独特なデザインが好まれた。 
 
■悠久の梅雫 
濃い熟成香や上品な酸味が好まれ、特に女性関係から好評。ただし10年熟成古酒を使用したわりに安
過ぎるとの指摘あり。高級リゾート地なのでやや高めの商品が好まれる傾向あり。 
 
■吟醸酒角間川 
イビサでも一番認知度が高いのが「吟醸酒」。吟醸というだけで評価が高い印象を受けた。香りや味わい
というより名前で好みが先行している感あり。 

【試飲製品評価】 
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（２）試飲会・続 

【成果および総括】 

• イビサ2大ワイン問屋（Enotecum、Vino & Co）2社で15種類程度の日本酒を導入することを決定。 
• パリ経由或いはバルセロナ経由でイビサに運ぶ流通ルートを開拓。 
• 日本酒は「吟醸酒」「古酒」「純米酒」「ハウスサケになる安めの清酒」を導入したいとの方向性が明確

になった。 
• メディア関係への試飲会も行え、雑誌「ibiza-style」次号で日本酒が掲載されることが決定。 
• Cottonbeach club、Pacha Ibizaなど高級レストラン、クラブよりOEM依頼あり。 
• イビサで最大のお酒商談会（4/16Enotecum、4/25Vino & Co展示会）への出展依頼あり。ここでレストラン

関係者は今シーズンのお酒を決めるので販路拡大には良い機会と思われる。 
 
 

課題としては、以下挙げられる。 
 

• 今シーズン（6-10月）導入するためには4 or 5月上旬の出荷が必要。準備が急務。 
• 輸送経路からの商品価格設定。 
• 表ラベルのデザインと英字表記の微修正。 
• 裏ラベルの飲み方、食との組み合わせなどの追記。 
• OEM商品の酒質設定、ラベル作成。 
• セールスツールの作成。 
• レストラン、ホテル、クラブへの日本酒の概要、飲み方などのレクチャー。 

試飲会 


