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４．調査結果  

 

（１）対象国における日本酒のイメージ及び認知度とアルコールに対する嗜好性等に関する調査 

①調査内容  

  本調査では、 

I. 年代別・男女別・所得階層別のアルコール飲料に対する嗜好性・好みの傾向 

II. 年代別・男女別・所得階層別の日本酒への認知度及びイメージ 

III. 望ましいラベル表示のあり方 

について情報収集を行った。 

 

②調査方法 

  調査方法は、文献収集及び流通事業者等に対するヒアリングを実施した。 

 

③調査結果 

I. 年代別・男女別・所得階層別のアルコール飲料に対する嗜好性・好みの傾向 

A) アメリカ 

アメリカでは、アルコール度数は高く、味も香りも強い酒が好まれる傾向がある。ウィスキ

ーとバーボンは人気があり、例えば、ワインについても、アメリカ産の赤ワインは味がはっき

りとしていて香りも派手なものが多い。ビールについても、大麦の味が立ち、ホップの香りが

しっかりとしたものが好まれる。 

ただしここ最近の傾向としては、甘みのある酒を好む層も増えつつある1。 

 

酒類販売事業者へのインタビューの結果は以下の通りである。 

■インタビュー結果 

対象：Sakaya / Rick Smith (Owner) 

 最近はウィスキーとバーボンは人気がある(アメリカ産バーボン及びスコッチモルト)。日

本のウィスキーはないかと尋ねる顧客は多いが、店には置いていない。 

 ウィスキーや他の手作りのアルコール飲料（クラフトビール等）は、教育水準の高い若

年層に人気がある。 

 クラフトビールは人気であり、日本酒はその人気の恩恵を受けているが、その度合いは

未知数である。 

 

                                                   
1 「日本酒輸出ハンドブック～米国編～」／JETRO 
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■インタビュー結果 

対象：MTC Mutual Trading Co. Inc./Toshio Ueno 

 クラフトビールがとても人気がある。 

 クラフトカクテルも同様である。 

 ウィスキーも人気が復活している。特に日本のウィスキーは人気がある。 

 若い人はブランドにそれほどこだわらないので、従来の地域（フランス、イタリア、ド

イツ）ではなく新しい地域を試してみるのを好む。 

 ロゼ、シャンパンは女性がランチの時に飲んでいる。 

 ヘルシーなほうがいいが、ヘルシーだからといって味を犠牲にしたくはないと思ってい

る。 

 地元製造、地元の材料、地元のレストランなど、今は「地元」が流行のキーワードであ

る。  

 Skinny で “sexy”といったコンセプトが若い女性の間では人気である。 

 中高年の女性はプレミアムワインを好む。 

 しかし、アメリカ人はまだまだ基本的にビールを好んでいる。Bud, Coors, Millers,その

他の国産ブランドが市場を占めている。 

 

対象：Vine Connections／Monica Samuels, National Sake Sales Manager 

 オーガニック、ヘルシー、手作り製品がトレンド。 

 日本酒にとって好機であり、すでに恩恵を受けているかもしれない。 

 日本食はヘルシーなことで有名である。 

 他の傾向としては、アメリカのソムリエがワインの選択をもっと自由でクリエイティブに

できるようになってきたことが挙げられる。 

 日本食レストラン以外でのワインリストに日本酒が載せてもらえるような可能性もある

かもしれない。 
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B) イギリス 

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。 

場所と好まれるアルコールの関係では、自宅及びパブではビールを飲む。レストランでは、

食中酒としてワインを飲むことが多い。ワインの中では、特にシャンパンが好まれている。 

日本酒は日本食レストランにおいて消費されることがほとんどであるが、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。 

用途とアルコールの関係では、ビジネスシーンではアルコール度数の低い酒が好まれる。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ためであ

る。具体的には、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、ランチタイムにおいてはやや高すぎると考えられて

いる。 

 

酒類販売事業者へのインタビューの結果は以下の通りである。 

■インタビュー結果 

対象者：Tengu Sake / Oliver Hilton-Johnson (owner) 

 現在、イギリスにおける地ビールやクラフトスピリット等の新しいアルコール飲料に対す

る人気は日本酒にとっても好機である。 

 また、一般的な動向として、「量より質」の動きがある。 

 一方で、イギリスの若い世代はその前の世代よりも明らかに飲酒量が減っており、全く飲

酒しない若者たちがかなりの割合を占めている。 

 

■インタビュー結果 

対象者：Hedonism Wines  / Honami Matsumoto 

 ロンドンは非常に国際的な都市である。 

 当店のワインビジネスはワイン批評家 Robert Parker のお勧めなどの評価に影響される。

お勧めワインの上位のものはすぐに売り切れる。 

 しかし、日本酒は影響を受けない。 

 バイオダイナミックワイン（バイオダイナミック農法によるワイン）が流行っている。日

本酒にとっては好機かもしれない。オーガニック日本酒も出てきている。 
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C) フランス 

世界銀行によると、フランスは高所得の国に分類されており、人口の 85%は都市部に集中し

ている。 

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 リットル）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。 

アルコール、とりわけワインは、ディナーテーブルには欠くことのできない存在であり、他

のアルコール飲料よりも消費量が大きくなっている。 

バーやカフェでの飲酒文化がフランスにおけるアルコール消費量が比較的高いことに貢献し

ているものの、カフェやバーの数の減少が消費量にも影響を与え始めている。20 世紀初頭には

600,000 軒ほどだったバーやカフェの数は、1960 年にはおよそ 200,000 軒、そして 2010 年に

は 40,000 軒になっている。このようにアルコール消費量は減少傾向にあるものの、アルコール

についての追跡調査を実施しているフランスのシンクタンク「Enterprise and Prevention」も

「フランス人は少量でもより良い、より高価な商品を買う」可能性があることを指摘している。 
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II. 年代別・男女別・所得階層別の日本酒への認知度及びイメージ 

A) アメリカ 

ジェトロの「米国ベイエリアにおける日本酒の消費実態調査（2012 年 3 月）」によると、2012

年 1～2 月に、カリフォルニア州のベイエリア地域にある日本料理店 11 店で、20 歳代以上の

468 人（男性 268 人、女性 200 人）を対象に、消費者アンケート調査を実施し、アメリカ人の

日本酒の消費動向を分析した結果、日本酒を飲んだことがある人は 97%以上で、全体の 7 割弱

が 1 カ月以内に日本酒を飲んでいた。日本酒を飲む場所、機会としては、自宅が約 25%、パー

ティーにおいてが約 20%となっているとなっており、自宅においても日本酒が取り入れられて

いる。また、日本酒の購入経験者は 6 割強にのぼっている。日本酒を銘柄で選ぶ人や銘柄にこ

だわる人は 2 割前後で、日本酒の知識や銘柄を学びたいという人が約 7 割となっている。これ

らのことからも、現地における日本酒の認知度の高さが伺えるであろう2。 

以下、調査結果を抜粋したものを示す。 

 

図表 2 日本酒を飲んだ経験 

 

 回答者の 97% が日本酒を飲んだ事があると答えた。 

 「はい」と答えた回答者の 90%以上が日本料理レストランで日本酒を飲んだことがあると

回答しており、自宅で飲んだことがあるのは 25%、パーティでは 20%であった。 

 

図表 3 最後に日本酒を飲んだ時期 

 

                                                   
2 米国ベイエリアにおける日本酒の消費実態調査（2012 年 3 月）／JETRO 
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図表 4 好みの味わい 

 

 回答者全体の 50%以上が辛口の日本酒が好きだが、女性には甘口が人気である。 

(但し、別のジェトロの調査によると、アメリカの 2014 年時点の全体的なトレンドは甘口の

日本酒となっている。これは若者や女性が日本酒を飲み始めている、またはカクテルに使わ

れているといった流行の変化起こっていることが予想される。 

図表 5 アルコール度数への意識 
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図表 6 カロリーへの意識 

 

 

 回答者のほとんどはアルコール度数やカロリーが高いことを気にしていない。 

 

■インタビュー結果 

対象：Sakaya / Rick Smith (Owner) 

顧客層 

 日本酒の購買層として、典型的な顧客像は特にない。あらゆる年齢層、民族的ルーツの

顧客が日本酒を購入している。但し、顧客の 20%は日本人である。 

 これはアメリカのおいて広い年齢層で酒が人気を得ていることを反映していると考えら

れる。 

 現在、日本酒はアメリカ 50 州のうち 45 州に向けて発送している。 

需要の傾向 

 特にプレミアムな日本酒に対する興味は着実に増えつつある。アメリカで入手可能な日

本酒の品質は、7 年前の開店時より向上している。 

 顧客の多くは食べ物とともに楽しむため（食中酒）に日本酒を購入している。特に日本

食又はアジアの料理とともに飲むのが典型だが、店ではあらゆる種類の食べ物と一緒に

楽しんでもらえるようにと販促を行っている。 
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■インタビュー結果 

対象者：MTC Mutual Trading Co. Inc.／Mr. Toshio Ueno 

日本酒の消費者 

 アメリカで日本酒を買う消費者の年齢、性別、社会階層は日本酒の種類による。日本酒

の主な消費は日本食レストランが 90%以上。ハウスサケ（熱燗）として出されるのはア

メリカ産。日本食レストランに行ったときの飲み物の選択肢の一つとして出される。ア

メリカ産の紙パック日本酒は、日本酒セールス全体の 70%程度である。残りのプレミア

ム輸入日本酒は、日本食レストランで裕福な客層によって消費されている。年齢は 30-50

歳の男性。LA や大都市圏での高級日本酒の上客は中国人、それ以外の地域ではアメリカ

人（白人）となっている。 

 ほとんどの日本酒の消費がレストランで、日本食のわき役のような役割を果たしている。

私達は小売でも売っているが、例えばワインショップや食料品店など、レストランに比

べると売り上げは少ない。小売りでは家飲み用に買っていくが、一般的に安い物は自分

用、高いものは贈答用となっている。 

 日本酒のイメージは良くなってきている。大都市圏では、日本酒にはいろいろタイプが

あることを分かっている人が増えている。日本食のヘルシーなイメージと一緒に、日本

酒にもヘルシーなイメージがある。( 亜硫酸塩が入っていないことも助けになっている) 

 

■インタビュー結果 

対象：Vine Connections／Monica Samuels, National Sake Sales Manager 

日本酒の消費者 

 50 州全部の販売業者に卸しており、エンドカスタマーは基本的にアメリカの全階層をカ

バーしている。 

 しかし、日本酒はまだ、LA、NY、サンフランシスコといった大都市で主に人気がある。

テキサス、フロリダ、イリノイ、マサッチューセッツでも人気がある. 

 最初は日系人が多い場所で人気がでた。今は国際料理が人気のある都市に広がっている。 

 消費者は若者層が多い 

 「健康志向」で販売されていて、女性に人気だが、全体的には男女半々である。 

 日本酒はワインに比べまだ高価なので、顧客は比較的裕福である（ワインだと 1 ビン 20

ドル以下だが日本酒は 30 ドル以上）。 

日本酒の認知度 

 認知度は高まってきている。Samuels 氏はワインと比較している  

 年齢が高い客は既に安い日本酒を飲んで印象が悪くなっており、日本酒のイメージが出

来上がっている。若い人のほうが、最初に飲んだ時にいい印象をもつことが多い。 

 大都市になればなるほど、一般的に日本酒のイメージがいい 
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B) イギリス 

 2012 年開催の日本酒体験イベント（HYPER JAPAN）3において実施された来場者向け調査

が実施された（回答数 848）。調査結果をみると、日本酒に対するイメージは以下の通りである。 

 

 「月に 1～2 回」日本酒を飲む人は 1 割台 

 日本酒を飲んだきっかけは、「他の日本食が好きだったから」「家族や友人に勧められた

から」「他の日本文化が好きだったから」 

 日本酒のイメージは、「温かくまたは熱くして飲むもの」「アルコール度数が高いもの」

「新しいもの」「健康的なもの」「粋」等 

 好きな日本酒のフレーバーは「フルーティー」「さっぱりした」「甘い」等 

 

図表 7 日本酒を飲む頻度 

 

 日本酒を飲む頻度は、「年に 1～2 回」と回答した割合は 35%、「月に 1～2 回」と回答し

た割合は 16%となっている。また、「ほとんどない」という回答も 23%を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 http://recipes.eat-japan.com/sake-awards/2012  
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図表 8 日本酒を飲んだきっかけ 

 

 日本酒を飲んだきっかけは、「他の日本食が好きだったから」という回答が最も多く、次

いで「家族や友人に勧められたから」「日本文化が好きだったから」の順になっている。

HYPER JAPAN やその他の試飲イベントよりも、「家族や友人に勧められたから」、「レ

ストランで勧められたから」といった口コミがきっかけとして多く挙げられており、今

後プロモーションを行っていくにあたっては、イベント開催だけではなく、口コミを誘

発するような仕掛けづくりも効果的と考えられる。 

 

図表 9 日本酒のイメージ 

 

 日本酒のイメージは、「温かくまたは熱くして飲むもの」という回答が最も多く、次いで「ア

ルコール度数が高いもの」となっている。ただし、その後には、「新しいもの」「健康的な

もの」「粋」といった回答も多くなっている。 

その他 

他のティスティングイベント 

テレビで見た 

マンガで見た 

アルコールを飲むのが好き 

HYPER JAPAN の日本酒アワードで 

レストランで勧められて 

飲食に強い関心があるので 

日本文化が好きだったから 

家族や友達に勧められたから 

他の日本食が好きだったから 

回答者中のパーセンテージ 

その他 

ラベルが粗末 

情報を得にくい 

よくわからない 

値段が高い 

買いにくい（買える場所を知らない） 

粋 

健康的 

新しい 

アルコール度数が高い 

温かくまたは熱くして飲む 

回答者中のパーセンテージ 
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図表 10 好きな日本酒のフレーバー 

 

 好きな日本酒のフレーバーは「フルーティー」が最も多く、次いで「さっぱりした」「甘い」

「軽い」「芳香のある」といった回答が続いている。 

 

 

図表 11 日本酒の購入場所 

 

 日本酒の購入場所としては、「日本食品店」が最も多く、次いで「まったく購入したこと

がない」「レストラン」が続く。 

 

 

回答者中のパーセンテージ 

現代的 

風味がある 

濃厚 

スパイシー 

ハーブの香り 

ナッツの香り 

木の香り 

フルボディ 

華やか 

伝統的 

辛口 

きりっとした 

芳香のある 

軽い 

甘い 

さっぱりした 

フルーティー 

 

 

その他 

免税店 

遠方のスーパーマーケット 

デパート 

オンラインショップ 

酒店 

アジア系食料品店 

地元のスーパーマーケット 

レストラン 

まったく購入したことがない 

日本食品店 

回答者中のパーセンテージ 
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図表 12 日本酒の購入が出来ればよいと思う場所 

 

 購入ができればよいと思う場所は、「地元のスーパーマーケット」が最も多く、次いで「日

本食品店」「酒店」となっている。現状としては、日本酒を購入できる店は日本食品店の

割合が高いが、販売チャネルとしては地元のスーパーマーケットも有望であり、日替わ

りで試飲イベントを行うなどの積極的なプロモーションも有効と考えられる。 

 

回答者中のパーセンテージ 

その他 

免税店 

遠方のスーパーマーケット 

デパート 

オンラインショップ 

酒店 

アジア系食料品店 

地元のスーパーマーケット 

レストラン 

買う気がない 

日本食品店 
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酒類販売事業者へのインタビューの結果は以下の通りである。 

■インタビュー結果 

対象者：Tengu Sake / Oliver Hilton-Johnson (owner) 

顧客について 

 2013 年 7 月に日本酒を取り扱うウェブショップを開設。彼のデータによると、顧客の 3

分の 2 は男性で、ほとんどが 35 歳以上である。 

 日本酒は比較的価格が高いため、顧客は一般的に裕福な人たちであると思われる。 

 顧客の一部は日本に旅行したことがあるか、イギリスのレストランで日本酒を試飲した

ことがある層である。 

 平均的な注文の価格は約 120 ポンドである。 

 顧客が日本酒を買う理由は複合的であるが、日本酒が好きな友人への贈り物、パーティ

で飲むため、寿司を食べるときに飲む、などが挙げられている。顧客の一部は日本酒愛

好家である。 

日本酒への意識 

 同氏曰く、イギリスでの日本酒への意識は「非常に低い」。 

 ワインや他のアルコール、食べ物などを一般的によく知っているような人たちでも日本

酒についてはほとんど何も知らない。 

 多くの人が日本酒はウォッカのように、非常に度数が強くて、ブランド毎にそれほど味

が違わないものだと信じている。 

 日本酒への興味は少なからずあるが、それでもバイヤーを説得してバーやレストランに

おいてもらうのは難しい。 

 バーやレストラン（日本料理店以外）にはおそらく一種類の日本酒しか置いていないだ

ろう。 

 ワインのように売るには高すぎるし、日本酒をカクテルに使うとしても、製品寿命が短

いのが問題である。 

 レストランで頼むと日本酒は１ビン 30-40 ポンドから。価格が顧客を取り込む際の大き

な障壁となっている。 
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対象者：Hedonism Wines /Honami Matsumoto 

顧客について 

 顧客は高齢な傾向がある。 

 主な顧客層は 30 代後半以降。若い顧客が使うのは 40 ポンドから 50 ポンド程度の商品

だが、高齢になると 60 ポンドから 200 ポンド程度の商品を購入する。 

 女性より男性客が多い。 

 日本酒を購入するのは、中間所得者から高額所得者で、良く旅行をしている傾向がある。 

 日本人の客はあまりいない。 

 日本酒を買う理由は様々であるが、パーティ、贈り物、食事に合わせて、日本酒だけ飲

む、などが挙げられる。 

日本酒の認知度 

 日本酒を知っている人は日本文化に大変興味を持っている人や日本に旅行をしたことが

ある、日系の会社で働いている、日本人の友達や家族がいる、といった人たちである。 

 店のスタッフ（ワインのスペシャリスト）でさえ、日本酒を楽しんで飲めるとはイメー

ジしにくいという人もいる。 

 消費期限に関する「勘違い」も問題。顧客はどれぐらい置いておけるものなのかを知ら

ない。 
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C) フランス 

日本酒は、現地において、一般的に中国の白酒と混同されており、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。また、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。現在の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。 

一方、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、多い時で、月 1500

本程度売れることもあるという。食前酒として、あるは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。

例えば、パリの三つ星レストラン「ギー・サヴォア（Guy Savoy）」では、ソムリエ、オーナー

シェフともに日本酒の繊細さにほれ込み、日本酒との組み合わせを試せる 6 皿のフルコースを

用意した。また、高級白ワインの提供温度と同じように 14℃で提供（通常、冷酒の提供温度は

5℃程度）し、相性のよい料理と合わせるなどして、ワインと同等の扱いでフレンチに日本酒を

取り入れている。星付きの高級店だけでなく、パリで自然派ワインを取りそろえることで有名

なレストラン「ヴィヴァン・カーヴ（Vivant Cave）」のように、カジュアルな店にも採用され

るようになった4。 

日本の食べ物及び飲み物について、ジェトロが 2012 年に行ったオンライン調査（(a)日本の

食品を購入した、あるいは(b)日本食レストランで食事した人が対象）では、76%は日本酒を試

したと回答し、特に男性と 40 歳超の間で高くなっている5。日本酒を試した人のうち、70%は

酒を「非常に楽しめた」と応え、8%は「全く楽しめなかった」と回答している。日本酒を試し

た人の 80%は日本酒を日本食レストランで飲んでいるため、酒の消費は主に日本食レストラン

にて行われ、すでに日本酒についての認識がある人たちか日本食のファンであることを示唆し

ている。 

現地では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っており、これに伴い日本酒の需要も高くなってきている。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、「料理に合う酒」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。価格帯は高級ワインと同程度である。 

                                                   
4 「海外トレンドレポート」Vol.31／ぐるなび PRO for 飲食店 
5 Ibid.  
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日本酒とワインを同列に扱おうというアプローチは、すでにワインの消費量が非常に高い国

において論理的であるが、まだまだ克服すべき問題点はある。ワインについての一般的な知識

はフランスにおいて非常に高度であり、消費者はワインを伝統的なカテゴリー（ドライ、スイ

ート、魚と又はデザートなどと一緒に楽しむなど）で分類している。しかし、日本酒について

は、飲むタイミング(食前、食中、単独でなど)や、組み合わせ、飲む量、保管方法、保管期間(ワ

インと異なり、酒は製造から 1 年で飲みきるのが良い)などについて理解している人は少数であ

る。日本酒の消費を促進することは、ある意味、その肯定的な面について消費者に理解しても

らうことを意味し、フランスの現状において最もふさわしい飲み方について、アルコールに興

味を持つ消費者を教育することに注力すべきことを示している6。 

 

 

 

                                                   
6 フランスへの日本酒の輸出ガイドブック、  日本貿易振興機構（ジェトロ）パリ事務所、2014 年 3

月 
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III. 望ましいラベル表示のあり方 

平成 25 年度輸出拡大推進委託事業のうち国別マーケティング調査においてインタビューを 

行ったディストリビューターの話しによると、ラベル表示のあり方については、下記のような 

問題点が挙げられている。 

望ましいラベルとして、「伝統的な日本のデザイン」「漢字がデザインに含まれるもの」「和紙

にプリントしてあるもの」等の日本らしい図柄は好まれるが、言語対応といった基本的な問題

に対応すべきことはもちろん、ラベルの裏面の情報記載欄が定型化されていないため、消費者

が情報を取りにくいといった問題も指摘されている。また、ワインのように、産地、ブドウの

品種といった、商品の味・魅力を類推するための情報が欠如している。このような中、流通事

業者が自助努力として独自に英語ラベルを添付するといった対応を行っている。 

また、フランスでは、栄養表示の義務化によるラベルの表示の変更が必要となり、対応に 1

アイテム 2－3 万円かかることが課題となっているケースもみられる。日本酒製造者も、表示対

応を流通事業者任せにしていては、これを機に取扱いをやめられてしまうこともあるだろう。 

こうしたことから、ラベルについては、様式を定めて記載方法や内容を統一していくことも

重要と考えられる。また、その際、日本らしいデザインとしつつも、情報のわかりやすさを追

求したものとすることがポイントといえる。 

 

図表 13 望ましいラベルデザイン 

 

（N=848） 

 

参考：http://recipes.eat-japan.com/sake-awards/2012  

特別な影響を感じない世界共通のもの 

英語で記載がない 

英語と日本語の両方 

和紙にプリントしてあるもの 

漢字がデザインに含まれるもの 

伝統的な日本のデザイン 

回答者中のパーセンテージ 

http://recipes.eat-japan.com/sake-awards/2012
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■インタビュー結果 

 呼び方が多種多様でわかりづらい。原産地呼称等の、ある程度統一化された呼び方があ

ったほうが良いのかもしれない。 

 ラベルの規制があまりないので、商品の名前だけが書いてあり、精米歩合や米の種類も

書いてないこともある。消費者が商品を理解し、魅力を感じるための情報が十分に得ら

れない。 

 値段、表示など、そもそも日本酒に関する情報がラベルからはわからない。 

 バックラベルが各社各様で統一されていない。よって、消費者は「ラベルの見方」が分

からない。その上、各社ともにそれぞれ分かりにくい場合が多い。 

 言葉の壁がある。ラベルの内容がよくわからない。より実用的な観点からビジュアル面

を考えていくべきではないか。 

 フランスでは、栄養表示の義務化によるラベルの表示の変更が食品関係は頭を痛めてい

る。対応に 1 アイテム 2－3 万円かかる。日本酒も、表示対応を流通事業者任せにしてい

ては、これを機に取扱いをやめてしまうところもあるだろう。 

 酒造によってはラベルの工夫について努力をしているところもある。World Sake 

Imports では、自社で消費者に分かりやすいラベルを貼っていて、わかりやすいと好評

を博している。 

 ラベルは、オリエンタルでよいという人や、華やかにした方がよいという人もいるので

一概に言えないが、言語が日本語のみだと厳しい。日本人は日本語と英語両方読めるか

もしれないが、こちらの人には日本語は全くわからない。李白というお酒に「Wandering 

Poet」という詩的な訳をつけ、キャップも少し重厚感を持たせてみるといった企業努力

を行っている。 

 店内の陳列時には意識的に美しい日本語のラベルが見えるようにボトルを配置してい

る。 

 最も不人気のラベルはデザインが「西洋化された」ラベルである。 

 日本酒に関する情報は裏側に英語で表示している。 

 流通事業者は、英語のラベルを作ってボトルの後ろ側に貼っている。 

 “エキゾチックで興味を引く”日本のラベルは重要なセールスポイントである。 

 今は店舗販売をしていないので使っていないが、ボトルネックにかける帯を作ったことが

ある。その目的は、顧客がビンの後ろを見なくても日本酒を理解できるようにするためで

ある。 

 置いている日本酒の英語名を、醸造元といくつか考えている。 

 百十郎 純米大吟醸⇒ Black Face 

 弥右衛門 大吟醸無濾過生原酒⇒ Snow Blossom 

 大吟醸 山田錦⇒ Velvet Mist 
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 ブランド名のいくつかは日本語のままでは長過ぎて、英語圏の人には覚えられない。 

 日本語のラベル（漢字などで書かれたものなど）は顧客から好まれているが、覚えにくい。 

 ラベルはインパクトが必要で、そうすれば顧客が覚えることができる。カラフルなロゴが

特に効果的。 

 石川県の手取川の日本酒でアメリカ市場向けにデザインしたラベルを仕入れている。 

（リンク参照）http://www.wine-searcher.com/find/tedorigawa+kinka+nama+sake+dai

+ginjo+japan 

 日本酒について全く知識のない消費者は何が欲しいのかがわからない。純米や吟醸とい

う言葉も知らない。だから好きな物が選べない。分かりやすいフレーバーチャートが解

決策になるかもしれない。 

 フランスの AOC やイタリアの DOC ワインは、統一したラベル情報があり、ラベルやボ

トルシールで品質のレベルがわかるようになっている。 

 一つのラベルを全ての消費者に気に入ってもらうことは難しい。分かりやすい英語のラベ

ルが好きな人もいるし、日本酒の外国らしいところが好きな人もいる。 

 棚の日本酒を覚えないといけないので、英語のラベルは小売店にとって重要である。 

 日本酒になじみのない客に近づくには英語のラベルが必要である。 

 Tengu Sake の図を基本にしたテイスティングコード：  

 

詳細: http://www.tengusake.com/discover-our-sake/ 

 

http://www.wine-searcher.com/find/tedorigawa+kinka+nama+sake+dai+ginjo+japan
http://www.wine-searcher.com/find/tedorigawa+kinka+nama+sake+dai+ginjo+japan
http://www.tengusake.com/discover-our-sake/

