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５．PR 戦略の仮説構築及び PR アイディアの提案 

   

本調査では、４．調査結果をふまえ、来年度以降、全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議

会が中心となって消費者プロモーションを展開するにあたっての PR 戦略に関する仮説、具体

的な PR アイディアを提案するものである。実際に、現地パートナーとディスカッションをす

る際の敲き台等としてご活用いただきたい。 

 

（１）４Ｐ分析 

  Product”(製品)、“Price”(価格)、“Promotion”(宣伝)、“Place”(立地、流通)の観点から、日本酒

の有効なプロモーションのあり方について検討・分析を行う。 

 

①アメリカ 

 ■Product  

 アメリカでは、都市部を中心として日本酒の人気は高まっており、徐々にそのエリアを広げ

ている。アルコール消費者層のうち、基本的にはビールを好む割合が最も多いが、最近では赤

ワインやスピリットへの需要も高まっている上、「地元」「自然」「本格」といったキーワードが

トレンドとなっているため、日本酒のイメージはトレンドに馴染みやすい。そこで、今後、ア

メリカで需要が高まる日本酒は、プレミアムな地酒ではないかと考えられる。中でも、甘口で、

味・香りが強い商品が好まれる傾向があるようだ。 

 

■Price 

 競合酒類であるワインが小売価格 20USD 以下で充実している中、日本酒は一瓶 30USD 以上

を、家庭用に飲むには割高なイメージがある。但し、アメリカ産日本酒は安価であり、家庭用・

熱燗で飲むものとして広く普及している。 

 

■Promotion 

 現地では既に大規模な日本酒の BtoC イベントが存在するほか、レストランやリカーショッ

プ等で小規模な試飲会は頻繁に開催されている。但し、韓国の JINRO やアメリカのクラフト

ビールのイベントは、芸能人、球団、映画といったアイコンを積極的に活用し、商品自体はも

ちろんのこと、従来アルコールにもあまり興味の無かった層まで、積極的にターゲットに取り

入れている。 

 

■Place 

 外食産業においては、基本的に日本食レストランで消費されるのが大多数である。ニューヨ

ークの「SAKAYA」のような日本酒の専門店や、日本酒のコーナーを幅広にとっている店も出

てきており、現地においては日本酒の需要が一定程度確立されてきていることが伺える。 
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図表 48 アメリカに関する分析 

Product ■現地における日本酒 

 ニューヨークやロサンゼルス、サンフランシスコのような都市部を中心と

して、日本酒の認知度イメージはともに高い。 

 アメリカ産の紙パックの日本酒は、日本酒セールス全体の 70%を占める。 

 ヘルシーなイメージが盛られている（亜硫酸塩が入っていない）。 

■消費者イメージ 

 年代層や特定のカテゴリーの消費者に限定的に好まれるというものではな

く、幅広い消費者に飲まれている。若年層には特に人気がある。 

■好み 

 味・香りともに強い商品が好まれる。 

 男性は辛口の日本酒を好み、女性は比較的甘口の日本酒を好む傾向がある。 

 アルコール度数やカロリーに対する懸念は高くない。 

■流行 

 現地におけるアルコールの消費状況は、ビールが 50%、ワインが 17%、ス

ピリットが 33%である。 

 最近は、赤ワインやウィスキーの人気が高まっている。 

 トレンドキーワードは「地元」「自然」「本格」である。 

 手作りのアルコール類やクラフトビールの人気が固まっている。 

 地元製造、地元の材料、地元レストランなど、今は「地元（Local）」が人

気のキーワードである。 

 特に日本酒の中でもプレミアム商品への興味は高まっている。 

Price  小売店において 1 瓶 30USD 以上で売られている（ワインは 20USD 以下）。 

 アメリカ産日本酒は比較的安価のため、家庭用、熱燗で飲む酒となってい

る。 

 高価な日本酒は贈答に用いられることが多い。 

Promotion ■日本酒のプロモーション 

 Joy of Sake のような、来場者が 1000 人を超える大型の BtoC 試飲イベン

トが存在する。 

 Japan Week では、グランドセントラル駅において、市民 75 万人／日、観

光客 216 万人／日に向けた試飲イベントが開催された。 

 レストランやリカーショップでも、頻繁に試飲イベントが開催されている。 

■その他の酒類のプロモーション 

 JINRO（韓国）のプロモーションは、芸能人を広告塔に押し出した PR や、

人気球団とのコラボ企画等を実施している。また、グルメ系テレビ等への

メディア露出も行っている。ターゲットの一部は、ポップミュージックフ

ァンや球団ファンとなっている。 

 クラフトビールの PR では、映画とのタイアップ企画を実施している。タ

イアップ商品はもちろんのこと、映画館等での試飲会も開催している。タ

ーゲットの一部は、映画ファン、関連商品を求める者を想定している。 

Place 

 

■外食 

 カリフォルニア、ニューヨーク、フロリダ、ワシントン、ニュージャージ

ーの順に日本食レストランの件が増えている。 

 基本的には、日本食レストランにおいて飲まれている。プレミアム日本酒

は、日本食レストランにおいて、富裕層に飲まれている。 

■流通 

 日本酒の専門店も存在する。 

 小売販売では自宅用の販売が多い。 
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②イギリス 

■Product  

 イギリスでは、ビールを好む層がやや多いものの、ワインやスピリットの消費も全体の 30%

ずつと、消費者の酒類の受容性は多岐に渡っている。購買層は 30 代以上であり、プレミアムな

価格帯の商品として購入されている。現地では、地ビールやクラフトスリピットといった「量

より質」の製品や、バイオダイナミック農法のワイン等、品質や健康といったキーワードに掛

かる商品が人気となっている。 

 

■Price 

 若年層の購入する価格帯で 40～50 ポンド、高齢層の購入する価格帯で 60～200 ポンドと、

プレステージ層の嗜好品となっている。 

 

■Promotion 

 酒サムライや英国日本酒協会のような日本酒を専門にプロモートする主体が行っている中小

規模のものから、イベント会社が主催する大規模なものまで、各種の BtoC イベントが存在す

る。他のアルコール類は、その国の文化的なイベントや食事とのマリアージュで PR している。  

 

■Place 

 自宅やパブではビール、レストランではワインが飲まれていることから、日本酒のカテゴリ

ーを考えると、レストランで飲まれる部類の酒類に入ると考えられる。よって、中流階級（中

でもアッパーミドル）以上がターゲット層となる。 

 流通では、現在は日本食品店で購入されているが、スーパーマーケットにて購入できるとよ

いというニーズが存在する。 
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図表 49 イギリス 

Product ■現地における日本酒 

 日本酒の認知度は低い。 

 ウォッカのようなアルコール度数が高い酒であると思われている。 

 熱燗で飲む酒だと思われている。 

■消費者イメージ 

 若い世代は明らかに飲酒量が減っている。 

 購入層は 30 代以上となっている。 

 35 歳以上の男性の購入者が多い。 

■好み 

 イギリスで消費されているアルコールは、ビール 43%、ワイン 30%、スピ

リッツ 21%、その他 6%となっている。 

 ワインの中では特にシャンパンが好まれている。 

 日本酒のうち、好みのフレーバーは「フルーティー」「さっぱりした」「甘

い」等が上位を占めている。次いで、「さっぱりとした」「軽い」「芳香のあ

る」といったワードが挙げられている。 

■流行 

 地ビールやクラフトスピリット等のアルコール飲料の人気が高まっていお

り、「量より質」のフェーズに入っている。 

 バイオダイナミック農法によるワインが流行している。 

Price  日本酒を取り扱いウェブショップでは、日本酒の平均的な注文価格は 120

ポンドと、裕福な層が購入している。 

 レストランで注文した場合、日本酒は1瓶30～40ポンドからとなっている。 

 若い世代が購入するのは 40～50 ポンド程度の商品であるが、高齢層は 60

～200 ポンドの商品を購入している。 

Promotion ■日本酒のプロモーション 

 酒サムライの吉武氏による国会議事堂でのイベント（出席 130 名） 

 英国日本酒協会による試飲イベント（24 名／回でその後も定期開催） 

 Cross Media による Sake Experience（参加者 1000 名以上） 

■その他の酒類のプロモーション 

 ペルーでは、現地のペルーレストラン等と協力して、Pisco Sour Day とい

うペルーのイベント（文化）ごと PR した。 

 Harvey’s sherries は、食事とのマリアージュを提供したり、セラーをイベ

ントスペースやレストランに転用するといった試みを行った。 

Place 

 

■外食 

 自宅やパブではビールを飲み、レストランではワインを飲む。 

 日本食レストランに訪れるのは中流階級以上。 

 ビジネス利用の際は、アルコール度数の低い酒が好まれる。 

■流通 

 購入場所は、日本食品店が最も多く、次いでスーパーマーケットとアジア

ン食品店が続く。ただし、購入できればよいと消費者が考える場所は、「ス

ーパーマーケット」が最も多い。 
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③フランス 

■Product  

 日本酒は、中高年層にはアルコール度数の高い、熱燗で飲む酒と認識されている場合が多い

が、若年層や 30～40 代の流行に敏感な女性には、過去のイメージとは違った流行としてとら

えられている。 

食文化としては、アルコールは食中酒として飲むことが一般的であり、アルコール消費の 60%

がワインとなっている。高価で高品質なものへの需要が高く、地酒のようなプレステージ層向

けの商品の需要が期待できる。 

 

■Price 

 ワインと比較すると、ブルゴーニュのプルミエ・クリュのようなプレステージ商品と同じ価

格帯である。購入にあたって価格がボトルネックになるため、グラスで提供したり、小さなパ

ッケージにして購入しやすい価格帯の商品を提供するといった努力がなされている。 

 

■Promotion 

 フランスは、日本酒の伝道師のような役割をする人材の層が、他国と比較して厚いことに特

徴がある。特に近年では、大規模な消費者向け（BtoC）試飲イベントが開催されたり、日本酒

に親しむための施設が設置されるなど、より一層プロモーションは盛んになっている。  

 

■Place 

 1990 年代以降、ヘルシー志向の後押しを受け、日本食レストランの件数は増えている。ただ

し、日本食レストランの 9 割は日系人以外のアジア人によって経営されていることから、必ず

しも日本酒が適切な方法で提供されているとは限らない。 

 フランスは基本的に自宅で飲酒する文化であるため、小売店で購入される日本酒はほとんど

が自宅用である。 
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図表 50 フランス 

Product ■現地における日本酒 

 中国の白酒のようアルコール度数の強い蒸留酒の一種と認識されている。 

 冷酒での飲み方はあまり知られていない 

■消費者イメージ 

 購買層は、若年層と、30～40 代の流行に敏感な女性。 

 高級レストランで日本酒を飲んだことがある消費者。 

■好み 

 「より良い、より高価な商品」を好む傾向があり、「量より質」の商品が好

まれる。 

■流行 

 アルコールの消費はワインが 56%、スピリットが 23%、ビールが 19%、そ

の他 2%となっている。 

 徐々に日本酒人気が高まってきており、食前酒やカクテルとして提供され

る等の多様な飲み方が試みられている。 

 三ツ星レストランにおいて、新しい食材として日本食材が取り入れられて

おり、日本酒も置かれるようになってきている。 

 自然派ワインを取り揃えるカーブなどで、日本酒も取り扱われるようにな

っている。 

 有名料理菓子専門学校で日本食コースができるなど、日本食及び日本酒へ

の関心は高まっている。 

Price  レストランでボトルを頼むと 60-70 ユーロ。居酒屋でも 40 ユーロ程度。 

 ワインだとブルゴーニュのプルミエ・クリュと同じぐらいの価格帯。 

 10 ユーロ程度でグラス売りをしている。 

Promotion ■日本酒のプロモーション 

 SAKE FESTIVAL のような大規模な BtoC 試飲イベントが開催されてい

る。 

 Maioson du Sake のような、定常的に日本酒を試飲できるスペースも設立

されている。 

 フランス日本酒愛好会のように、Key Opinion Leader を抱える組織も存在

する。 

 現地における伝道師的や役割を行う人材が豊富である。 

■その他の酒類のプロモーション 

 ウィスキーやスピリットといった蒸留酒をまとめたイベントに、2 日で

6000 人以上の来場者があった。 

 雑誌の定期購読者を対象としたシャンパンの試飲イベント。 

Place 

 

■外食 

 日本食レストランはパリ及び近郊に 700 軒以上。 

 パリ市内の日本食レストランは 335 軒（2007 年時点） 

 フランス全体では 1000 軒。 

 ただし、経営しているのは 9 割は日本人以外のアジア人となっている。 

■流通 

 小売店での購入のほとんどが自宅消費用。贈答用は 5%程度。 
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（２）具体的なプロモーションアイディアの提案 

①アメリカ 

 ■前提 

  アメリカでは、既に現地において日本酒の流通は充実しており、消費者が手に入りやすい環

境が整っている。そこで、BtoC プロモーションの中でも、試飲会のようなダイレクトなコミュ

ニケーションで日本酒を普及していくだけでなく、各種アイコンとのタイアップ企画等を進め

ていくことで、より広い層にPRしていくことが需要拡大にあたって重要であると考えられる。 

  PR していく商品カテゴリーとしては、現地の「地元」「自然」「本格」といったトレンドワー

ドから、プレミアム商品としての地酒の存在を広めていくことが有効ではないかと考える。 

 

■具体的アイディア 

 上述のとおり、アメリカでは既に現地において日本酒の流通は充実しており、消費者が手に

入りやすい環境が整っている上に、「地元」や「本格」といった言葉がトレンドワードになって

いる。このことから、一般消費者に対して、「日本酒」そのものの存在を PR する段階は超えて

おり、個別銘柄を楽しむマニアックなニーズに対応していくことが、日本酒ファンを増やして

いくために有効ではないかと考える。本調査においても、アメリカのベイエリアにおける調査

では、アンケートにおける日本酒の購入経験者は 6 割を越えていた。そのうち、日本酒の銘柄

にこだわって選んでいる消費者は 2 割程度、銘柄を学びたいという意欲を持っている消費者が

7 割程度という結果であった。 

 

アイディア 銘柄から飲食店を検索できる仕組みの提供 

日本における「ぐるなび」や「食べログ」のような、レストラン

の検索サイトにおいて、日本酒を取り扱っている店のうち、さら

に置いてある銘柄からレストランを検索できるサービスを提供す

るという案が考えられる。日本酒をより深く楽しみたいという消

費者のニーズに応えるとともに、特定銘柄を PR に使用すること

で、飲食店側も、新規顧客層を開拓できる。 
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②イギリス 

 ■前提 

イギリスにおいては、現地における流通はまだ充実しておらず、日本食品店において購入す

る割合が最も多い。また、消費者は「量より質」のニーズが高く、地ビールやクラフトスピリ

ット、バイオダイナミックワイン等の人気が高まっていることから、地酒をプレステージ層の

商品を売り出すことが、日本酒の裾野を広げるきっかけとしてはよいと考える。 

  PR 活動としては、その他の酒類では、文化や食べ合わせとセットで紹介されている。 

 

■具体的アイディア 

  本調査において、イギリスでは「日本酒が購入できればよいと思う場所」として、スーパー

マーケットが最も多いことが分かった。一方、現状としては、上述の通り、日本酒を販売して

いる店は、日本食品店の割合が高い状態であるため、このギャップを埋めるようなプロモーシ

ョンを行うことが有効であると考えられる。また、「日本酒を飲んだきっかけ」として、「家族

や友達から薦められたこと」という回答が、「試飲イベントに参加したこと」という回答の実に

24 倍であったことから、通常、ファミリー層等が出入りするスーパーマーケットのような場所

において日本酒を提供することは、口コミを広げやすくなり、一般消費者に対する日本酒の普

及に効果的であると考えられる。 

  

アイディア 1 店員試飲用の少量パックの提供 

まずはスーパーマーケットの店員に日本酒の味を知ってもらい、取り扱い

はもちろんのこと、積極的な販促をしていただくために、少量の試飲用パ

ッケージ（ミニボトル等）を提供するといった試みが考えられる。これに

より、卸主催の試飲会への参加以外にも、小売店に日本酒を広めるきっか

けとする。 

アイディア 2 試飲販売の実施 

英国では酒類の試飲に関する規制は存在しないため、一定期間の間、スー

パーマーケットにおいて日本酒の試飲販売を実施することが考えられる。

一般的に、試飲イベント等はいずれかの会場を借りてパーティーのような

形式で開催されることが多いが、会場をスーパーマーケットにすることで、

継続的な取り扱い・販売を視野に入れたイベントとすることが出来る。 
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③フランス 

 ■前提 

 フランスにおいては、日本酒を飲む機会や飲める場所は増えてきている。また、カクテル等

の多様な飲み方で楽しまれていることから、「より良い、より高価な商品」を求めるプレステー

ジ層向けに地酒等を提供する他、カクテル等の楽しみ方をするためのミドル・マス層向けの日

本酒を提供することが考えられる。 

  PR 活動としては、その他の酒類では、試飲会を基調としつつ、雑誌等とタイアップし、会員

向けイベント等が実施されている。 

 

■具体的アイディア 

 上述の通り、フランスにおけるメジャーな一般消費者向け PR 方法としては、試飲会を基調

としつつ、雑誌等とタイアップし、会員向けのイベント等が実施されている。また、フランス

人の傾向として、商品の歴史や背景といったストーリーを楽しむ文化があることから、商品の

成り立ち、商品が育まれた土地等を楽しめる機会を提供することが考えられる。 

 

アイディア インバウンド観光の実施 

雑誌の会員向けイベントとして、国内における試飲会と、それを

製造した酒蔵への“シャトー・ツーリズム”をセットにしたコン

テンツを提供することが考えられる。また、フランス国内におけ

る日本酒の認知度がより高まった段階では、一般的な旅行商品と

して、日本の酒蔵を巡るツアーを企画することで、インバウンド

を起点としたフランス国内における日本酒需要の拡大という相乗

効果が期待される。 

 

 

 

 


