
海外マーケティング調査定性調査 日本酒：香港① （1/2） 

（１）実施概要 

1:実施国・都市名：中国 香港 

2:実施期間：2015年3月13日－3月15日 

3:実施：出羽桜酒造株式会社 
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写真①              
各メーカー商品陳列風景 

写真②          
出羽桜商品陳列接写 

写真③              
会場全景 

写真④            
酒フェアーの一環で実施の 
「山形ナイト」設営風景 

（２）試飲販売会 

• city‘superにおいて、日本酒の魅力を伝える酒フェアーならびに、山形の酒と食の魅力を、当日限定のペアリン
グメニューとともに味わい、作り手との交流を楽しむ「山形ナイト」を開催した。 

• 全国各地より、20蔵の参加があり、消費者の方は、各蔵元の個性ある味わいの飲み比べを楽しんでいた。 

• また、同じ蔵元の商品群の中でも、特定名称によって味わいに大きな違いがあることに対する驚きの声が聞かれ
た。 

• 「山形ナイト」では熱心に酒と肉の説明を聞き、どの酒と肉の相性が良いかなど、自分好みの組み合わせを見つけ
ることを楽しんでいた。 

【設営】 

【試飲販売】 

写真①               
「山形ナイト」において、酒の説明を
行う。 

写真②           
熱心に説明に耳を傾ける参加者の
様子。 

写真③            
出羽桜の酒と、山形のお肉との組み
合わせを楽しむ参加者。 

試飲販売会 
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（２）試飲販売会・続 

【販売製品一覧】 

写真①          
 「桜花吟醸酒」           
 出羽桜の看板銘柄で、華やかな香
りと、フルーティーな味わいが特長。 

写真②             
「桜花吟醸酒（本生）」         
火入の桜花吟醸酒よりも、よりフレッ
シュな味わいが特長の生酒。 

写真③  「純米吟醸 つや姫」        
山形が産みだした希望の米「つや
姫」を100％使用した純米吟醸。ラフ
ランスを想わせる優雅な甘味が特
長。 

写真④            
「純米吟醸 出羽燦々」       
酒米始め、麹・酵母など原料全てが
山形産。程よい酸味、キレの良さが
特長。 

写真⑤  「大吟醸酒」           出羽
桜で最高峰の大吟醸酒。オカリナの
音色を想わせる、豊かで優しい味わ
いが特長。 

写真⑥            「大吟醸 雪漫々五
年氷点下   熟成酒」              
精米歩合35％の最高峰の大吟醸を
マイナス5度で5年間ゆっくり熟成。
角が取れたまろやかな味わいが特
長。             

• 試飲販売という形で、試飲に関しては前述しているが、今回は山形が誇る米「つや姫」を使用した純米吟醸を出展
したり、生酒での季節感の提案など、新たな取り組みを行った。日本酒の原料の米も様々あり、その米自体を伝え
るといったことも今後有望なアピールポイントになるのではないかと感じた。 

【成果および総括】 

●来場者数： 約300名/日  
●試飲者数： 200人/日  
●総括：  
• 金・土・日と、試飲販売を実施したが、金曜日が最も多い来場者が見られた。次いで土曜日、日曜日

と続く。 
• お客様の年齢層も様々で、20代の方から60代の方まで幅広く来場、試飲・購入していただいた。 
• 販売に関しては、1日に100本ほど、金額にして10数万円ほどの売り上げ。数本まとめて購入される方

も多く見受けられた。 
• 今回は、単県ではなく、日本全国から20の蔵元が参加したことにより、より相乗効果を得られたPR活

動になったのではないかと考える。アメリカに次ぐ市場として、今香港でも、日本食・日本酒への関
心、注目が高まっているところである。 

• 消費者の方に直接、日本酒の味わいや日本の風土・文化を伝える機会を得ることが出来たのは大きな
収穫であった。また、日本酒に関しての注目度の高さも身をもって実感することが出来た。世界各国
には、その民族ならではの酒があるが、他国の酒を味わうということは、その国の文化に触れるとい
うことである。日本人の主食である米、それを原料とした酒を試飲していただいたり、イベントで皆
様に味わっていただいたことを通して、改めて日本酒や日本の文化は、世界に誇れるものであると感
じた。このことをきっかけに更なるPR活動を行っていければと思う。 

試飲販売会 



海外マーケティング調査定性調査 日本酒：香港② （1/2） 

（１）実施概要 

1:実施国：中国 香港特別行政区 

2:実施期間：2015年3月13日－3月16日 

3:実施：天山酒造株式会社 

67 

写真①              
香港シティスーパー・タイムズスクエ
ア店催事場の弊社販売ブース 

（２）試飲販売会 

• 香港市場での弊社商品の販売促進活動  シティスーパー4店舗での酒フェア2015（店頭試飲販売）での店頭試飲
販売で香港の消費者へ自社製品をアピール。 

• 現地マネキンとともに接客し、プラコップで各社4点程度の試飲販売を実施 
• 13日の夜は和食店（酒倉）での自社3種類の試飲会を開催した。 
• 14日の夜はセントラル地区の飲食店訪問、最近OPENした「俺の割烹」や「酉玉」、日本酒BAR「吟」を訪問した。 

【設営】 

【試飲販売】 

写真①               
3月14日（土）16:00頃の手シティスー
パー酒フェア催事場の様子 

写真②           
720mlで1万円～2万円相当する大
吟醸、純米大吟醸を大量購入する
香港人 

写真③            
― 

 

酒フェア初日に日本から集まった蔵
元20社で現地メディア向け記念撮影 

試飲販売会 
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（２）試飲販売会・続 

【成果および総括】 

●販売数量 概要： 
大吟醸 飛天山 入賞酒 720ml  84本 
天山 純米大吟醸 愛山34 720ml  60本 
七田 純米大吟醸 720ml   96本 
天山 大吟醸 720ml  120本 
天山の梅酒 500ml   204本 
すだっち（すだち酒）  500ml  288本 
 
 
●総括：  
• 17回目ということでこの時期に開催される酒フェアは香港のお客様への認知度も高く、リピーターも

多い。 
• 今回、弊社の販売ブースに売れ筋の大吟醸・純米大吟醸クラスを4アイテム、リキュールを2アイテム 

揃えたが。特に、「大吟醸 飛天山 入賞酒」や「天山 純米大吟醸 愛山34」、「天山の梅酒」、
「すだっち」などがよく売れた。 

• 以前からの課題ではあるが、店頭販売でのプロモーション時、広東語が話せないためマネキンさんや
お客様との意思疎通が思うようにいかない。このため、現地担当者とのミーティング時に来年以降の
酒フェア開催時には事前にマネキンさんを集めて、参加蔵の特徴や商品の特性への理解を深め、お客
様に説明していただくためのプレゼンの時間をスタッフトレーニングの一環として取り入れてもらう
ように希望した。 
 
 
 

試飲販売会 



海外マーケティング調査定性調査 

 
日本酒：台湾① （1/5） 

（１）実施概要 

1:実施国・都市名：台湾 台北 

2:実施期間：2015年3月12日－ 3月14日 

3:実施：合資会社 大和川酒造店 
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写真①  
台北の三越の店舗中、一番ブランド
店が集中する信義新天地Ａ４店の６
階フロアにある高級焼き鳥店「八兵
衛」の前の広々としたフロア。 

写真②  
店舗において試飲アンケートの実施
を告知。 

写真③  
商品ディスプレイを兼ねて対象商品
をカウンター前に大きく展示。（冷
蔵） 

写真④  
店舗の中央のカウンター内に試飲
酒をディスプレイ。 

（２）試飲販売会 

【設営】 

【試飲】 

写真①  
Waiting Barカウンターでの試飲。
アルコールを楽しむことを目的として
いるスペース＝食事の無い状態で
の試飲。 

写真②  
店舗前のオープンスペースでスタン
ディングによるカジュアルな試飲。 

写真③  
着席の店内では食中に3種類を供す
ることで比較試飲を実施。 

 

アンケート協力者には台湾語での商
品紹介リーフレットを配布。 

都市 台北 

日程 3月12日－ 3月14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 3月12日－ 3月14日 

参加人数 286名 

試飲イベント・アンケート 
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（２）試飲販売会・続 

【PR活動】 

写真①  
現地語での試飲調査告知。 
A2サイズで店舗入り口へ掲出したほ
か、店舗内POP、SNS、FACEBOOK等で
積極的に告知に活用した。 

写真②  
A4チラシ（片面） 
大和川酒造店 珠泡 

写真③  
A4チラシ（片面） 
関谷醸造 春のことぶれ 
増田徳兵衞商店 
月の桂 大極上中汲み にごり酒 

写真④  
― 

• 現地語による店頭でのPRポスターパネル（A2サイズ） 
• 現地語によるA4の商品紹介チラシ（両面で3アイテム） 
• 乾杯集団facebookやSNS等を使った告知 
• 店内POP 

【成果および総括】 

• 日本食への注目が高い台北において新商品としてPR。 
• 近距離で冷蔵搬送でも費用面がそこまで高額にはならない。 

台湾人は訪日リピート率が高く、また多くの地方都市へ直行便があることから地域性を謳う説明も一定の
理解を得られる。 

• 飲食店において実施したことから、長時間日本酒の特徴を味わってもらうことが出来るほか、チラシで
配った情報に確実に接して貰うことができ、通常の一般試飲・販売試飲よりもはるかに理解を深めてもら
いやすい。 

• 今回のうち珠泡、月の桂 大極上中汲み にごり酒はこれまでは台湾人にとってあまり馴染みのないスタ
イルの商品であるが、料理と合わせた食中での体験をすることで、その特徴（脂やタレなどに合う）とい
うことを体験的に理解して貰えた。 

• また生酒（蓬莱泉 春のことぶれ）もしっかりとした冷蔵管理が求められるが、その点も来店客にアピー
ルできた。 

• 今回は乾杯集団と提携したことで、経営幹部からスタッフレベルまで細やかな対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=133    (%) 



日本酒：台湾① （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 珠泡 全体 

N=133    (%) 



日本酒：台湾① （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 蓬莱泉 スパークリング にごり酒 

N=133    (%) 



海外マーケティング調査定性調査 

 
日本酒：台湾② （1/3） 

（１）実施概要 

1:実施国・都市名：台湾 台北 

2:実施期間：2015年3月2日－ 3月4日 

3:実施：金紋秋田酒造株式会社 
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写真①  
台湾人経営の寿司屋「旬彩」。
現地富裕層が訪れる飲食店
として好まれる日本酒傾向、
飲み方、価格帯などをヒアリ
ング。また試飲をしていただ
き、意見交換。 

写真②  
台湾最大規模の日本酒
バー「花酒蔵」。台湾での日
本酒の提供方法や好まれる
日本酒の傾向をヒアリング。
また試飲をしていただき、意
見交換。 

写真③  
獺祭などを扱う現地大手食
品問屋「開元食品工業」。日
本酒流通についてヒアリング
と試飲の意見交換。 

写真④  
台湾人経営の唯一の天婦
羅屋。現地での天婦羅と飲
まれる日本酒の傾向や飲み
方などをヒアリング。その後
試飲をしていただき、意見交
換。 

【試飲会の様子】 

都市 台北 

日程 3月2日 3月3日 3月4日 

内容 

豚知にて試飲＆営業交渉 
 

旬彩（飲食店）にて試飲＆営業交
渉 
開元食品工業（インポーター）に
て試飲＆営業交渉 
花酒蔵（飲食店）にて試飲＆営業
交渉 
 

強平股份有限公司（インポー
ター）にて試飲＆営業交渉 
天天婦羅（飲食店）にて試飲＆営
業交渉 
坐坊にて試飲＆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：台湾②  （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 

（２）試飲会・続 
試飲会 

■熟成古酒山吹ゴールド 
台湾導入が厳しいと思われる感想が多かった。 
紹興酒系の味わい、という感想が多く、台湾には質がよく安い紹興酒が多いため導入が難しいとする意
見が多い。雑味のなさやクリアな熟成香は紹興酒にはないが、そこまで現地の方がわかると思えないとい
う意見が多い。また台湾の若者の紹興酒離れも進んでいるので難しいという意見も聞かれた。 
 
■麹三倍純米酒X3 
旨みとコクが強く日本酒としても特徴的で、他の日本酒と明らかな違いを感じるとの意見が聞かれた。ただ
し、甘いので食事との組み合わせは相性を選ぶだろうとのこと。寿司は難しいが天婦羅や台湾の辛い料
理には合うのでは、との意見が多く聞かれた。 
 
■悠久の梅雫 
現地ではチョーヤ梅酒が多く飲まれているが、この梅酒は深い熟成香や上品な酸味があり、高級なもの
だと感じるという意見が多い。価格も10年熟成古酒を使用したわりに割安感があるとのこと。 
 
■吟醸酒角間川 
台湾で一番人気があるのが吟醸酒とのこと。ただし、吟醸＝香り吟醸の認識が多く、角間川は味吟醸であ
ることから、もう少し香りが欲しいとの意見が多かった。 
 
■梅ワインmonmume 
一番好評だった商品。ワインとウィスキー文化が根付く台湾人にとって、梅酒とワインをブレンドしたお酒
は非常に珍しく、また味の好みもマッチするとのこと。強平、開元、旬彩でもこちらの商品を導入したいとの
意見多数。 

【試飲製品評価】 

【PR活動】 
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（２）試飲会・続 

【成果および総括】 

• 流通販路として現地問屋の強平股份有限公司との契約 
 →強平股份有限公司は台湾での輸入ウィスキーの75％を占めるウィスキーとワインをメインとする酒類 

インポーター。海外の酒類を台湾で売るのを得意としており、弊社の個性的な日本酒を売るには特性が
合うと判断し合意。 

 
• 台湾人経営高級和食料理店4軒と取扱合意 
 →個性的な弊社商品を台湾で広げるためには影響のあるハイエンドな飲食店に、商品情報や提供の仕方な

どをしっかり学んで頂いた上で取扱が不可欠と判断。このことに理解を示してくださった4軒と合意。 
 
• 商品に関する率直な意見を聞くことができ、台湾投入商品を絞ることができた 
 →熟成古酒、吟醸酒などは難しく麹三倍純米酒、古酒梅酒ワインなどが有望 
 
課題としては、以下が挙げられる。 
 
• 台湾では食事中にお酒を飲む文化が少なく、フードペアリングという概念が少ない。この習慣は歴史的な

背景から生まれており、簡単には食中酒文化が根ざすとは思えない。食中酒文化を啓蒙することも必要だ
が、現在の台湾での飲酒スタイル（食事とお酒を飲む場所を変える）に日本酒を浸透させる努力も必要と
感じた。 
 

• 和食ブームによって和食料理屋が増えているので日本酒流通が増えていくと思うが、ワインがそうである
ようにローカルの食文化に日本酒が入り込むことも、これから必要だと感じた。 
 

• 台湾は日本よりウィスキーやワイン、カクテルの消費量が多く、バーで飲む文化が定着してるので、バー
への日本酒導入も今後課題と感じた。 
 

• 今回契約した流通はウィスキー専門インポーターだが、日本酒や日本食問屋では限られた営業先への流通
で日本酒が大きく販路を拡大できるとは思えない。ワインやウィスキー、或いは魚問屋など幅広く飲食店
と付き合いのある問屋との契約が今後販路を拡大するポイントの1つになると感じた。 
 

• 日本酒（米に関する）関税が高い。国単位の問題になるが、現状の高い関税のままでは台湾人の所得では
飲むことが難しいと感じた。 

 

試飲会 



海外マーケティング調査定性調査 

 
日本酒：タイ （1/2） 

（１）実施概要 

1:実施国・都市名：タイ バンコク 

2:実施期間：2015年3月13日－ 3月15日 

3:実施：金紋秋田酒造株式会社 
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写真①  
今回試飲対象とした３銘柄。 
左から山吹ゴールド、X3、悠
久の梅雫(銀撰）。山吹ゴー
ルドと悠久の梅雫(銀撰）に
ついては6月からの販売が
決定。 
 

写真②  
試飲時提供用料理。マッチ
ングのバリエーションを考え、
日・欧・タイ料理とチーズを
準備。 

写真③  
試飲、ヒアリング風景。 

写真④  
試飲、商品説明風景。 

【試飲会の様子】 

都市 バンコク 

日程 3月13日 3月15日 

内容 
飲食店向け試飲イベント＃１ 
飲食店向け試飲イベント＃2 

飲食店向け試飲イベント＃3 
飲食店向け試飲イベント＃4 

試飲会 

（２）試飲会 

【設営】 

写真①  
会場設営に向けた打合せ。
現地輸入業者、会場ホテル
のオーナーを交えて。 

写真②  
設営完了した会場前にて。 

写真③  
来場者向けに、ホテルエレ
ベーター内にイベントを告知。 

写真④  
受付の様子 

・2日、4回にわたり試飲・フードマッチングの会を実施。参加者総数は62名。 
・運営はBB&B社（取扱い決定した輸入業者）、北都銀行バンコク支店の協力を得て行った。 
・客層は飲食店経営者が６割、ホテル飲食分門担当者が４割、メディア他１割。 
・弊社の蔵・商品についてのプレゼンの後、一種類ずつ酒を提供。それぞれ推奨する飲み方で供し、反応を伺った。・
フードについては酒とのマッチングを確認してもらうために、幅広いジャンルの軽食を準備。 
・試飲頂きながら感想、コメントをお聞きした。 


