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JFOODOによる日本産酒類の海外市場
創造の取り組み—日本酒を事例に一

人口滅少に伴う食品産業の内需の縮小が始まる中，それ以上の勢いで消費が減少している日本酒にとっ

て，外需を開拓することは，必要不可避である。幸い年々日本酒の輸出額は伸びているが，先行する他国

産ワインの海外展開に比べると，まだまだやるべきことはあり，伸びしろも大きい。日本産品のブランデ

ィングの専門機関の事務局長である著者より，他の酒類にも共通する課題は何か，それをどう解決してい

こうとしているかを業界で共有すべく，本稿をお寄せいただいた。ぜひごー読願う。

1. JFOODOとは

JFOODOは安倍総理が本部長を務められた農林水

産業・地域活力創造本部による 2016年 11月の決定

（「農業競争力強化プログラム」）に基づいて 2017年4

月に設置された日本の農林水産物・食品のブランド

構築のためのプロモーション実施機関である。正式名

称は日本食品海外プロモーションセンターで，本部長

は伊藤忠商事株式会社前会長・現特別理事の小林栄三，

赤坂のアークヒルズにある JETRO内に本部を置いて

活動している。農林水産物・食品の輸出に関しては，

JETROが日本の生産者の海外における商流構築を支

援するのに対し， JFOODOは商流構築後の消費者に

対するプロモーションを通じて． 日本産品のブランド

構築をミッションとする。フランス政府が 1961年に

創設した当初の SOPEXAをモデルとしている。

人口減少の中，胃袋の数と量に依存する日本の食料

産業の永続のためには，短期視点での内需依存を脱し

て，中長期視点での外需開拓を本格化することが必要

である。県別／事業者別に狭い市場を奪い合うのでは

なく，まず，オールジャパンで市場を創造していく。

そのためには，アプローチ方法の転換が必要である。

1)「プロダクト・アウト」から「マーケット・イン」へ

日本の尺度で自分の産品・製品の優位性を語るの

ではなく，市場の消費者目線で競争優位なポジシ

大 泉 裕 樹

ョニングとそれに合った産品・製品の選択と訴求

が必要である

2)「産地マークづくり」から「ブランディング」へ

産地しか表さないマークづくりを脱し，①まず顧

客に対してブランドが約束する事柄を決め，②ロ

ゴを管理し，プロモーションで記号化することが

必要である

3) 「祈り」から「計画」へ

品目別の大目標に対して個別施策をバラバラに打

つのではなく，取り組み課題と目的を明確にし，

ブレークダウンされた目標と戦略に対して必要な

施策を「定量」的に組み立てることが必要である

2. JFOODOのプロモーションの対象品目と地域

JFOODOは国の機関であるので，オールジャパン

で品目単位のプロモーションを行うことを基本とする。

設立の趣旨を踏まえ輸出額や伸び率等を念頭に有望な

品目候補を選定後，規制の交渉や輸出インフラの整備

を前提とせず，プロモーション機関として課題を解決

できそうな 7つのテーマを選択した。このうち日本産

酒類は 3つを占める（第 1表）。

アメリカにおける市場規模が日本の総ビール市場を

超えたクラフトビールは， 日本の生産者が地方に多く

あることもあり，対象品目に入れたかった。豊かなフ

レーバーバラエティとドリンカビリティを日本のクラ

JFOODO's Challenges for Creating Overseas Market of Japanese Alcohol Beverages 

Hiraki 01zuM1 (The Japan Food Product Overseas Promotion Center) 
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第 1表

品目

JFOODOのプロモーション品目と国 ・地域

展開地域

2018 2017 2019 

和牛

水産物

（帆立・ハマチ ・鯛）

日本産緑茶

米粉

日本酒

日本ワイン

クラフトビール

台湾

香港

米国

米国 ・仏国

英国

英国・香港・米国

（米国；テストマーケティング）

台湾

香港

米国

米国 ・仏国

英国・米国・仏国・

シンガポール

英国・香港・ （米国）

米国 (3都市）

台湾 ・香港

香港 ・台湾

米国 ・カナダ

米国 ・仏国

英国・米国・仏国 ・シンガボール・

香港＋ TPP・ EU主要国

香港・英国

米国 (4都市）

フ トマンシップで実現した品質は，事前の消費者調査

やテス トマーケティングでも手ごたえがあったからで

ある。 日本ワインは輸出額ではまだまだ小さくても海

外でも急速に評価が高まっており，将来性を感じた。

そして日本の象徴的な農産物を加工した品目である日

本酒はあらゆる意味で外せない。今回は，この日本酒

を例に海外市場創造の取り組みを紹介したい。

3. 日本酒海外需要創造のための 3つの課題と

JFOODOの取り組み

日本酒は年々輸出額が伸び，輸出額 200億円を超え

ている。 しかしながら，プロモーションの歴史の長い，

フランスワイン と比べれば，外国への輸出規模は 100

分の 1水準に過ぎない。輸出統計の額が 1目盛り増え

る間に国内需要は4目盛り下がる状況が続いてお り，

総需要を支える ためには，海外での需要の伸びを加速

させることが不可欠である。

JFOODOでは， 日本酒の需要拡大のためのボ トル

ネックを次の 3つと分析した。

l)酒類を飲もうと思った時に日本酒が選ばれること

2)好みの味の日本酒を選べること

3)飲みたいと思った時にお店に置いてあること

1)酒類を飲もうと思った時に日本酒が選ばれること

に関して

世界の大都市で日本酒を知らない人はいなくなった。

しかしながら，酒類といって日本酒をノーヒントで想

起する人はきわめて少ない。ロンドン，ニューヨーク

では 1%，パリでは 2%，香港でも 8％に過ぎない（第

2表）。

そこで JFOODOは， 日本と対象国の専門家の意見

と現地の消費者調査を通じて，この食材を見たら日本

酒を想起させるために， 6つの「キーデイッシュ」を

開発し，それぞれに合う5つの日本酒のタイプを類型

化 した（第 1図）。

これは，いわゆるペアリングのひとつであるが，特

第 2表
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゜第 1図 キーデイシュと日本酒の分類（アメ リカの例）
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第 2図 2018年度のプロモーションの全体図

定のシェフの作る料理と特定のお酒を組み合わせるマ

リアージュとは階層が異なる。食材から日本酒カテゴ

リーヘの想起の「再現性」を狙っている。

キーディッシュやその地で販売される日本酒の情

報など， 日本酒情報の発信拠点となる WEBサイトを

開発し，各国の消費者を広告からその WEBサイトヘ，

そして WEBサイトから店頭購入に誘導した （第2図）。

2019年度は，そのキーデイッシュを魚介類にフォ

ーカスする （第 3.4図）。 魚介類といえば，白ワイン

という連想が強いが，四方を海で囲まれた日本酒こそ

魚介類に合うお酒である科学的根拠がある。鉄分と魚

介類の過酸化脂質が組み合わさると不快な生臭さを発

生させる 。 白ワインの中でも鉄分の少ない甲』）•I1種がお

寿司に合う理由のひとつがこれであるが， 日本酒は鉄

668 

分をほとんど含まない。さらに日本酒はうま味成分

であるアミノ酸がワインの 5倍は含まれ，魚介類に含

まれるイノシン酸と組み合わさると， うま味の相乗効

果が得られる。「魚」と「肴」あるいは「酒菜」の音

が同じ所以でもある。

今年 (2019年）は，昨年をはるかに上回る規模で，

広 告 戦 略PR（空中戦）を展開する。JFOODOの参

加事業者（酒蔵）が，この機を捉えて，積極的に販売

促進 （地上戦）を展開し，現地での販売量を増加され

ることを期待している。

2)好みの味の日本酒を選べることに関して

日本酒の消費を増加させる上でのもうひとつのボト

ルネックは，ラベル情報を見ても，好みの味にたどり

醸 協 (2019)
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第 4図 欧米におけるキービジュアルのプロ トタイプ

着きにくい点である。ワインであれば，赤か白か，フ

ルボディかライトボディか，葡萄の種類は何かで，お

およそのストライクゾーンにたどり着けるのとは大き

な違いがある。海外でも日本酒は法定表示以外の項目

はほとんどないため， 日本語がほとんどのラベルの中

で唯一解読できる数字表記された精米歩合の値を見て，

スピ リッツと誤解している消賛者も大勢存在する。仮

に表記されていても，専門家以外にはわかりにくい概

念と表現が選択の助けにはなっていない。

そこで JFOODOでは， 2017年度から，外国人にと

第 114巻 第 11 号

ってわかりやすい裏面ラベルのガイドの開発に着手し

た。まず， ワイン先進国である英国・仏国にて店頭調

査を実施して，市場に流通しているワイン， 日本酒，

他の酒類のラベルの情報を確認した。次に．Wine& 

Spirit Education Trust (WSET)やマスター・オプ ・

ワイン (MW)協会などの専門・教育機関の本部次が

集まる英国にて有識者意見を聴取した。最後に，世界

で最も多様なワインが流通する仏国にて大規模な消費

者調査を行って，仮説を検証し，世界的に適用しうる

表記方法を開発した。
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JFOODOのス タディは， 2019年8月に「輸出用の

「標準的裏ラベル」と「表記ガイド」」として国税庁と

連名で発表された。 JFOODOが実施した全調査結果

より，輸出用裏面ラベルには，消費者が日本酒を購入

するにあたって，重要度が高い 6 項目と，興味•関心

度が高い 2項目を合わせた，全 8項目を優先的に記載

することを推奨している（第 5, 6図）。詳 しくは，

JFOODOのWEBサイトをご参照されたい。

~o~3b8add330 

cle4c2.html 

3)飲みたいと思った時にお店に置いてあることに関

して

従来のプロモーションは試飲会が中心に行われるこ

とが多いように思うが，試飲会は出発点に過ぎずない。

酒類に対する消費者の購買態度特性は，他の食品や飲

料同様ほとんどが非計画購買であり消費者が，飲み

たいと思ったその瞬間にそのお酒がお店に置いてある

状況がなければ，他の対抗品にその機会を奪われてし

まう 。試飲会での高評価に安心せず，高評価を示した

デイストリビューターやお店を追いかけて商談をして，

店頭での取り扱いを実現しなければならない。

（英語版）

XXX(product name) 
Flavor 

Light•M証Dry

Aroma 
Gr鈴 napple, clear fruity notes 

Food Matches 
Camembert, Roast Chicken, Pasta 

ド／ AboutthCProducer 

{’~‘• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wac 

霊沈．如turep ==＝=＝芯
4 

如 1叩加畑匹ing叩四ming

d/-~\。Thニー一rice
~―' （-＝=y0岱ば口a寄窃＝

/ ，， tr匹 formedthrough the叫 ting如 geskIII::aロ
t心 it心 br蜘 ingcroft of the xxxxx Toji (locol 

と Produc9o1J•P•n 
guild of m心ぽ叫..... o). 

法的記載事項

しかしながら，日本酒の取り扱い率の現状は非常に

低い（第 3表）。 これらの数値を見る限り，今の日本

酒プームはだまだ一部ではじまったばかりであること

がわかる。逆に取り扱い店数が増えたときの需要拡大

の可能性の大きさを感じさせる。

ちなみにお店を経営する側に立てば，売れるかどう

く記載項目＞

重要度の上位6項目
（日本酒カテゴリーとして記栽が必須である項目）

①香り・風味
②味覚

③推奨飲用温度

④保存温度

⑤ペアフード
⑥産地

興味•関心度の上位2項目
（他製品・醸造元との差別化に有効である項目）

⑦醸造元の物語
⑧製品の物語

第 5図 輸出用裏ラベルに記載すべき項目

（日本語訳）

XXX （製品名）
味・味わい

淡姪・やや辛

風味・香り
育りんご クリアでフルーティな香り

ペアフード
カマンベール、毀もも肉のnースト バスタ

酒蔵についての物匿

)¥/’ 創業1743年のxxx酒蔵

‘ゞ/ 「xxxx」をスローガンに
産地/XXX県 J 尽 ；；；屯しい可能性を追い求めている

り:]9):讐ピ臼戸？を素I<..

日本産 先進的な技術により作られてます

法的記載事項

第 6図 輸出用裏ラベルの表記イメージ
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第 3表 米国における州別日本酒取り扱い率推計

＜州別 推定日本酒取扱い率＞

和食レストラン数 日本酒を取り扱っている ー 、

上位州
和食レストラン数＊1

非和食レストラン数＊2
全レストフノ数＊3 推定取扱い率＂

カリフォルニア 4,468 447 61,810 

ニューヨーク 1,892 189 38,596 
フロリダ 1,266 127 33,967 

ワシントン 898 90 13,557 

テキサス 802 80 35,805 
ニュージャージー 736 7 4 17,308 

ジョージア 594 59 16,131 

ノースカロライナ 584 58 16,035 

*l: JETRO平成 30年度米国における日本食レストラ ン動向調査

*2: JFOODO推計

*3 : JETRO 20 10 年 数字で見る米国のレス トラン業界—州別データと外食産業の現状

*4:（日本食レストラン＋日本酒を取り扱っている非日本食 レストラン）／全レストラン

8% 

5% 

4% 

7% 

2% 

5% 

4% 

4% 

かわからないものを置くのはリスクが高い。バイヤー

にこれは売れそうだ， という期待を醸成することが重

要である。期待を醸成するのに必要なのは，

1)製品の品質 ・仕様 （パッケージのデザインや裏面

ラベル表記を含む）

2)消費者の受容性の証拠（ペアリングにおける評価

を含む）

マーケテ ィング 4Pは，マ ッカーシーが提唱した概

念であるが，私は，第 7固のよ うな前提の順番がある

と思う。まずは，製品 (Product)が現地仕様になっ

ていて受容性がありかつ十分な供給量があることが

必要である。次に， 価格 (Pricing)が，事業採算上

かつ市場での競争上適切なものでなければならない。

3)店頭消化を助ける活動計画の質と規模 (JFOODO

の広告。戦略 PRを含む）

の 3つである。いずれの要素に対しても， JFOODO

の取り組みは，事業者の武器となると確信している。

Place 

これらがないと販路 (Place)は構築できず，消費者

が買える前提が整わない。製品，価格，販路の条件が

整って，広告などの空中戦と 販売促進の地上戦 (Pro-

motion)をかけ合わせれば，販売額は大きく増大する。

フランスワインや，ノルウェーのサーモン，ニュー

（商流・物流の構築／配架•取り扱い）

Price 

（価格の戦略的設定）

Product 

（現地仕様の製品の供給）

第 7図 マーケティングの 4要素のピラミッド
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ジーランドのキウィが日本で普及していったのも，こ

のマーケティング 4Pのピラミッドが正しく組み合わ

さっているからだ。

日本酒ブームとは言われているが，市場での実態は

まだまだニッチと認識しなければならない一方で，海

外市場において日本の酒類の潜在的な可能性はきわめ

て大きい。これを顕在化させるかどうかは， ビジネス

の基本の徹底に対する我々の覚悟にかかっている。

〈日本食品海外プロモーションセンター (JFOODO)〉
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