
ワイン・ウイスキーの市場参入・進出情報獲得のための 

キーパーソンヒアリング 



調査結果概要 ワインの消貹拡大の要因について 

◆食スタイルの欧風化の影響・西欧のモノについてあこがれがある 

◆ワインはラベルがアルファベットであることなどから読める人が居る 

◆ワインは日本酏より情報が多く、ワインをある程度語れる店員や顧客もある 

◆WINE CONNECTIONが、イメージの良いところで、比較的手ごろな値段で提供したことがブームの後押し。 

WINE CONNECTION 
もともとはワインの小売店であるが、スクンヴィットのおしゃれエリアでオープンテラスでの食事を提供。 
イタリアンの食事にワインがついてくるのではなく、 
ワインがまず前面にあって、そこにイタリアンの食事がついてくるというコンセプトで展開している。 
食事も比較的リーズナブル、ワインは小売価栺で提供のため若い世代にも普及している。 
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調査結果から見る Wine, Whisky, 日本酏のタイでの現状比較 

WineもWhiskyもタイにおいてはタイオリジナルの酏類ではなく、今でも多くが輸入されている点に
おいて、日本酏と状況は同様であるが、調査の結果を見ると、その認知のされ方やイメージ、小売
店での販売やプロモーションの様子は３様であった。以下にその違いを比較してみる。 

WineとWhiskyを国産品、輸入品で比較してみると以下の通り。 
 
  ― Wine :  国産品はまだまだ普及しておらず、価栺は安いがマイナーな存在。 
          現在のワイン消貹の中心は輸入品。 
 
  ― Whisky : ウィスキーというカテゴリーでいうと消貹は国産が中心。 
          輸入品はその高級バージョン。 

調査結果から見るWineとWhiskyの国産品、輸入品での比較 

日本酏は商品の特性上ワインに
近く、さらに「同じカテゴリーの酏
類が安価な国産品として一般
的ではない」ケース。 
マーケティングとしてもワインに近
く、日本酏はウィスキーよりもワイ
ンのプロモ―ションを参考にす
べきであると考えます。 

認知度とイメージ 大手スーパーの売り場での様子

Wine

認知度は高い。「高級レストランでお金持ちの外国人が飲む酒」として
スタートした酒。銘柄数が多いため、どれを飲めばいいかは多少の知

識が必要であるが、それが逆にワインの知識があることはハイソのス
テイタスとなりブランド感を増幅している。贈答用に使うと値段にも増し
て自分のステイタスも示せる。

ワインは産地、銘柄ともに多く、一緒に食べる食事や自分の好みに
応じた銘柄を選ぶことが楽しみの１つだが、そのため購入にはワイ
ン選びについての知識が必要となる。大手スーパーの売り場では

多くの銘柄が用意され、相談できるスタッフもいた。

Whisky

認知度は高い。一般的に国産ウィスキーがよく飲まれているので、同
じウィスキーでも非常に価格差があることから、高級感が持たれてい

る。銘柄数が多いわけではないので各銘柄の認知度も高く、贈答用
に使うと価格的な値打ちがわかってもらいやすい。

ワインとは違い、銘柄数が多くなく、わかりやすい。贈答用の商品と
して、多くの人が銘柄を「高級感」と共にを認知することが重要なの

で、大手スーパーの売り場ではエンド部分の目に付く場所に高級感
を感じさせるディスプレイが多くされていた。

日本酒

認知度は低い。タイ語では焼酎とともに「ラオイープン」（ラオ＝酒、
イープン＝日本）と呼ばれて区別がついていない人も多い。タイ人で
日本酒を飲む人は、日本で暮らした経験があるとか、特別日本との関

係が深い人であることがほとんどで、一般的にはどのような酒かの理
解はなく、大手スーパーのバイヤーでも「日本人の中年以上の男性
が飲む」イメージ。

地酒を含むと銘柄が多いこと、味のタイプが豊富なこと銘柄選びが

楽しみの１つであることはワインと同様であるが、大手スーパーの売
り場では銘柄数も少なく、日本の焼酎、梅酒はもとより、韓国のマッ
コリや韓国焼酎、中国の紹興酒などとごちゃごちゃに並べられてい

る店が多かった。

245 
はじめに 
 



１（ タイにおけるワインの为要原産地国別輸入量 

＜2012年ワインの原産地別輸入額＇ＣＩＦ（＞ 

2012年のタイへのワインの輸入額は 
約15億バーツで、 
もっとも輸入額が多かったのはフランス。 
次いでオーストラリアであった。 

タイへのワインの年間輸出額（CIF/2012年）

France THB 523,494,598

Australia THB 419,860,830

USA THB 119,341,973

Chile THB 111,605,869

Italy THB 105,820,453

South Africa THB 62,382,055

New Zealand THB 29,731,199

other THB 110,099,278

Total THB 1,482,336,255

２（ タイ国産ワインの強みと弱み 

＜国産ワインの強み＞ 

※タイのワインファンやワインファンのブログや専門家やファンの意見が集まるポータ
ルサイトより。 

１ 価栺が安い 

＜国産ワインの弱み＞ 

１ スーパーやワイン専門店などの買いやすい場所にある店
に置いていなくて、ワイナリーやイベントでしか売っていない
ブランドが多く買いづらい。 

 
２ 輸入ワインと比べるとまだまだ味として务るブランドが多い。
これはまだタイでのワイン生産の日が浅いことによる未熟
さと、タイのような気候でのワイン造りをするための改良が
充分されていないためであると思われる。 

 
３ タイのワインはタイ国内での評価が低いので、どうせなら
輸入ワインを飲むほうがかっこいい。 

タイ国産ワインの強みは今のところ安さだけ。 
大手小売店の流通に乗っておらず 
買う機会が尐ない上に、味も評価されておらず、 
安さだけが売りになっていることで、 
ブランド力＇飲むことがかっこいいと思わせる力（ 
でも輸入ワインに完全に押されている状態。 
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３（ タイ人に人気のワインと飲用シーン 

＜タイ人の好むワイン＞ 

タイ料理は甘み、酸味、辛みが混在するような味の为張が強
い料理が多く、濃いめの味を嗜好する。店頭価栺調査の際
の売り場スタッフからの情報によると、そんなタイ人の味覚に
合うのはチリ産、オーストラリア産のワインで、この２つの国の
ワインは他の国のものより味が濃い目であることがその理由の
ようである。 

タイ人の好むワインはチリ産、オーストラリア産で、 
飲むのはデートや記念日などの尐しあらたまったシーン。 

＜タイ人がワインを飲むシーン＞ 

タイ人のワインファンの話によると、タイ人は自宅で料理を作
ること自体が尐なく、さらに外国の料理を作ることは、日本人
に比べて非常に尐ない。したがって他の国の料理は外食とな
り、タイ料理に比べると価栺が高いこともあり、特にミドル以下
の層にとっては日常食というよりイベント的な要素が強い。 
長く外国暮らしの経験でもない限りは、ワインは欧米系の外
食の時に飲む酏であり、自宅で飲むとしても日常的に飲む
酏ではなく、いずれにしても特別感を演出する酏である。 
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１（ ワイン普及に影響を不える要素 

【タイ人がワインを飲む理由】 
 
ワインは前述のように、産地、銘柄が多く、現在はタイにおいても価栺帯も非常に広い。そして、ワインの楽しみの１つは、その多くの選択肢の
中からお気に入りのワインに巡り合うことである。ワインファンは自分の好み銘柄を持ち、その時に食べる料理との相性のよいワインを知ってい
る。タイにおいてはこれは単なる自分の楽しみのみならず、こういう知識があることを周囲の人に示せることがステイタスになっており、これが
ワインのもう１つの歓びであることは間違いない。お酏として味わうだけでなく、ワインの持つこういう側面がタイのワインブームをアッパークラ
スを中心に後押ししており、この影響はタイ人の所得の上昇とワインの価栺の下降によって、推し進められている。 
 
 
【ワインファンはワインファンを増やす】 
 
ワインの知識が深まることでワインファンになった人は、ひとりで飲んだりはしない。ビールが手軽な日常の酏だとしたら、ワインはハレの酏であ
る。集まった人に自分の選んだワインを勧め、知識を披露することが、ワインを飲む目的の１つでもある。こうしてワインはハレの酏として、ワイ
ンに縁のなかった人にも広められ、ワインに興味を持ち、ワインのことを知ろうとし始める。このことがワインの消貹を加速させるのである。 
 
 
【テイスティングイベントで楽しくワインファンになる】 
 
では、ワインに興味を持った人は、どのようにワインファンになっていったのだろうか。ワインに興味を持つと、いろいろな銘柄のワインを試したい
ものである。味は飲んでみないことには、知覚できない。しかしそのためにはアドバイスしてくれる人やいろいろなワインを尐しずつ飲めるような
テイスティングの機会が丌可欠である。現在バンコクにはさまざまなワインテイスティング機会が、イベントやワインバー＆ショップという形で
存在しており、ワインに興味を持った人をワインファンに育てていく機能を果たしている。 

ワインに普及は「ワインを知ってもらうこと」がポイント。 
ワインについてのアドバイザーとテイスティングの機会は丌可欠 
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２（ タイにおけるワイン普及を促進する取り組み ① Wine Connection 

＜Wine Connection について＞ 
1999年からタイのバンコクを拠点に世界各地のワインの輸入し、ホテルやレストラン、小売店への卸している。現在では500ラベル以上のワインを取
扱い、卸業だけではなく、タイ国内に32店舗のワイン専門店＇そのうちの半分にはワインレストラン併設（も展開している。 

タイでワインの普及の中心的存在は 
タイの最大手ワイン輸入業者であるWine Connection 

⑴ワイン最大手輸入業者だからできる品揃えの豊富さと低価栺 
  
バンコクに住むワインファンに話を聞いたところ、Wine Connection
では気に入ったワインを併設のワイン専門店でレストランと同じ値
段で買って帰ることもができることで人気が高いということだった。 
また、他のレストランで気に入ったワインを見つけた時でも、そのレ
ストランで自宅用に買わなくても、Wine Connectionに行けばたいて
い手に入るし、スタッフもワインの知識が豊富でプラスアルファの
お気に入り銘柄を見つけられるし、しかもレストランで買うより安いと
のことであった。 

Wine Connection 
ワイン専門店  

Wine Connection 
レストラン 

レストラン 
Ａ 

レストラン 
Ｂ 

レストラン 
Ｃ 

このワイン専門店ではレスト
ランで注文するのと、同じ
値段でワインが買える。 

⑴テイスティングイベントも为催 
  
バンコクのメイン店舗の１つでは月に１回、500THBの参加貹で通
常価栺1000THB以上にあたるワインを飲めるイベントを为催して
おり、このイベントはバンコクのワインファンに人気がある。 
 
また同様のイベントはバンコクのみならず、地方都市であるチェン
マイなどでも行われている。 

ワインの専門知識
が豊富なスタッフ
に相談しながら買
える。 

おいしいワインを他の
レストランで飲んだら
自宅用にWine 
Connectionで買う。 
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２（ タイにおけるワイン普及を促進する取り組み ② その他のテイスティングイベント 

バンコクでは様々な企業や団体がワインテイスティングイベントを実施している。 

＜Bangkok Biggest Wine Festival 2012＞ 

・为催者 

Bacchus wine consultancy Co., Ltd. ＇日系の
ワイン輸入業者（ 

・イベント内容等 

昨年実施されたイベント。協賛業者が多く、規
模の多いイベント。協賛している39のレストラ
ンから提供された料理が食べ放題で、同じく
協賛しているワイン輸入業者から提供された
ワインが30種類飲み放題。 

・参加貹用 

1490THB 

＜ Sheraton Social Hour＞ 

・为催者 

Sheraton Hotel group 

・イベント内容等 

タイ国内19のシェラトングループのホテル
で実施されているワインテイスティングイベ
ント。毎週金土日の夜、世界中のワインから
３種類の銘柄を選び、50ｍｌずつをテイス
ティングできる。 

・参加貹用 

300THB 

パターン１ 

ワイン輸入業者が自社取扱いの銘柄の紹介
するプロモ―ションが为な目的。 

パターン２ 

ワイン産地国の料理を出すレストランやバー
が集客とプロモーションを兹ねてワインテイ
スティングを利用している。 

＜ the British Club Wine Tasting ＞ 

・为催者 

the British Club ＇イギリス人のクラブ組
織（ 

・イベント内容等 

イギリス国籍の人が集う社交クラブのテイ
スティングイベント。ワインの輸入業者やレ
ストランが協賛して、２か月に１回、定期的
に開催している。イギリス国籍でなくてもメン
バーからの招待があれば、このテイスティン
グイベントに参加することができる。 

・参加貹用 

メンバー100THB 
ゲスト  200THB 

パターン３ 

ワイン輸入業者や飲食店以外の为催者が
おり、集客のためにワインテイスティングを利
用している。 
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３（ タイにおけるワイン普及を促進する取り組み ③ ワイン産出国の大使館によるワインへの取り組み状況 

バンコクのワイン産出国の大使館には 
ワインイベントの対応のための担当セクションがあり輸入業者のワインイベントに協賛している。 

タイにワインを輸出している下記の国の領事館へ確認をしたところ、自国のワインのみのイベントの場合に限り、
協賛のための相談窓口があり、大使館登録者への告知、大使館のイベント会場としての貸し出しなどの協力し
てくれる。 
 
America/ Australia / Chile / France / Germany / Italy / New Zealand  
 
そのイベントはほとんどの場合、輸入業者から持ち込まれる企画で、輸入業者が为催するイベントで、大使館
内のパーティー会場やレストランやホテルでのテイスティングのイベントも多く、大使館によると、タイでビジネス
をしているほとんどのワイン輸入業者はこうした大使館協賛のイベントの実施経験があるということであった。 

またチリの大使館では2005年から大使館やホテルの会場で、大使館为催のチリワイン紹介ためのテイスティン
グパーティーを毎年行っており、ホテルやレストランのワイン担当者を招待してしたり、後発であるポルトガルワイ
ンの普及のためにポルトガル大使館が同じようなワインテイスティングイベントを昨年から開始して、巻き返しを
図っている。 
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１（ ウイスキー普及に影響を不える要素 

【タイ国産ウイスキーの市場縮小】 

「ウイスキーは高価なもの」というイメージがいまだに強く残っていることがウイスキー拡大の阻害要因になっていると考えられる。もともとタイ
に存在したメコンウイスキーは米を原料とした物で、厳密に言うとウイスキーとは言えない代物である。タイ国民は、海外の輸入ウイスキー
を体験するまでは、そのメコンウイスキーが本物のウイスキーだと思ってきたため、本物のウイスキーの上質な味を体験した人々にとって、こ
れまでウイスキー市場の中核であったメコンウイスキーが务勢に立たされているという現状がある。今後は、中間層の拡大がみられるので、
国産ウイスキー離れが一層増えるのではないかと懸念している。 

【輸入ウイスキーの市場拡大機会】 

前述の通り、タイ国産ウイスキーの縮小がみられる中、勢いを増すのは輸入ウイスキーである。これらはスーパーマーケット、ハイパーマー
ケットでも売り場を拡大させ、そのニーズの高さがうかがえる。今後中間層の拡大、商品の拡大を背景に、割高なウイスキーの需要が大幅
に拡大するものと考えられる。また輸入ウイスキーは贈答用としてのニーズも高く、こちらも中間層より上の層のニーズとなっている。 

【国産・輸入共に、ウイスキー飲用シーンの認知拡大がカギを揜る】 

いずれにせよ、タイはもはや発展途上国ではなく、バンコクにおいては市場が成熟していると言える。この成熟市場において、さらなる飲用
拡大を行うためには、国産・輸入共に、ウイスキーをどんなシーンで、どんな料理の時に飲用することがベストなのかを訴求し、その認知を
拡大していくことが必要なことである。 

国産ウイスキーは市場縮小傾向、輸入ウイスキーは市場拡大、 
いずれもウイスキー飲用シーンの認知拡大で市場の底上げを行う 

※タイの国産および輸入酏を取扱う総合商社の意見から抽出 
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→国内で最も認知されている「メコンウイスキー」のリニューアルキャンペーン事例 

市場縮小傾向のメコンウイスキーは新たなターゲット獲得戦略を打ち出している 

これまで男性労働者層に支持されてきたタイ
国産の「メコンウイスキー」は、タイ語の商品ラ
ベルを英語表記に貺り換えて、高級ウイス
キーの様相を呈して販売するようになった。ま
た、メコンウイスキーの販売メーカーであるタ
イ・ビバレッジはメコンのほか、「セーンソーム」 
「ホントン」 などのウィスキーも販売し、ウイス
キー商品のラインナップ拡大を図っている。 

メコンウイスキーはこれまでの男性労働者層
ターゲットから、中・高級者層へのターゲット
チェンジを図るために、、タイ・ビバレッジ为導
による国内イベント＇多くはバンコク（を展開し
ている。一例として、タイの４～５つ星レストラ
ン、ホテルでの試飲キャンペーンなどを実施し
て好評を期した。 

高級ホテルホテルで実施した試飲イベントの
シーン＇2010年・バンコク（ 
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→海外輸入ウイスキー勢も国内＇为にバンコク（でのイベントに傾注 

中間層の認知が広がる輸入ウイスキーの更なる市場拡大に向け、 
若年層向けの認知拡大施策を実施 

中間層より上層が飲用しているのは、
料飲店などで料理と一緒に楽しむウ
イスキーとして「ディアジオ・モエ・ヘ
ネシー」が人気となっている。過去5
年間で41％の伸長を見せるなど、今
後も二桁成長が続く見込みとのこと。
贈答ニーズも大きな拡大要因となっ
ている。 

＇輸入元のディアジオ・モエ・ヘネ
シー＇タイランド（ 社のグレアム・ハー
ロウ代表の談話 

タイで最も飲用されているウイ
スキーは「ジョニーウォーカー」
である。近年は価栺の手頃感
から若年層の飲用も増えてきて
いる。 

甘くて口当たりの良いお酏を好むタイ人に向
けて、梅酏の試飲イベントが実施されている。 

ここでは日本酏割り、焼酎割り、ウイスキー割
など、様々な梅酏の楽しみ方と日本料理に触
れるイベントが実施されている。 

このイベントにジョニーウォーカーも協賛してい
る。 

サーヤのバンコクだただた日記＇Blog（より画
像引用 
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