
 

 
 
 

世界の成長センター・アジア 
～その成長をどう取り込むのか～ 

 
 
 

第 2 部 

    アジアにおけるサントリーの酒類ブランド戦略 

    講師 サントリー酒類株式会社 

       執行役員 海外事業部長 阿部 哲 

                         （敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

【第 2 部】 

 司会 それでは、第 2 部「アジアにおけるサントリーの酒類ブランド戦略」つきまして

サントリー酒類株式会社執行役員、海外事業部長の阿部哲様にご講演をお願いいたします。

阿部様が現在の執行役員、海外事業部長に就かれましたのは 2013 年と伺っております。

それでは、阿部様、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

 阿部 ただいま司会の方にご紹介いただきましたサントリーの阿部でございます。本日

はよろしくお願いいたします。今日はこのような五つのアジェンダでお話をさせていただ

きたいと思っております。ただ、今日はお手元にある資料以外に具体的な事例を写真等で

ご紹介させていただきますので、前の画面に映された写真や資料で見ていただくことも多

くなるかと思います。一部見にくいかと思いますけれども、ご容赦いただきながらぜひ参

考にしていただければと思います。 

 

 それでは、早速、アジアの話に入ります。アジアでのマーケティングということで言い

ますと、一般的には製品は当然現地で製造して現地化する。それから、プライスは低価格

でボリュームを徹底的に取る。そして、売る場所（プレイス）に関しては現地市場という

かたちで目標にしていく方が多いのではないかなと思います。そして、プロモーションも

広告、販促を打って徹底的に売るというかたちだと思うのですけれども、我々サントリー

はまったく違う戦略を取っております。 

 我々の商品はまず徹底的に日本産にこだわる。そして、価格はプレミアムな価格で決し

て安売りしない。そして、売る場所は現地の日系市場、すなわち、日系のレストランであ

るとか、日系の居酒屋であるとか、そういったところに集中する。そしてプロモーション

活動に関しては、我々は広告が得意ではありますが、そうではなくて PR（Public 

Relations）と品質訴求に集中して仕事をしております。まさにこういった違う戦略で仕事

を進めておりますが、ここ数年、非常にうまくいき始めていますので、具体的な話をさせ

ていただきたいと思います。 

 それでは、サントリーの紹介からさせていただきます。大阪の皆様には大変ご愛顧いた

だいている商品も多く、また皆さんご存じのように 1899 年、今から 115 年前にここ大阪

で寿屋として創業させていただきました。現在はグループ会社が国内外を合わせて 206 社

で、従業員数は約 3 万人いるという大きな会社になってきました。代表取締役は佐治信忠
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で、創業者の鳥井信治郎の孫に当たる者です。 

 売上高と利益はここ数年、おかげさまで皆様のご愛顧をいただき伸ばすことができてお

ります。2012 年は 1 兆 8000 億円、利益も 1000 億円になっております。皆様方のご愛顧

に大変感謝させていただきたいと思っております。 

 売上の構成比をみると、飲料・食品の割合が高く、その中でもソフトドリンクが大きく、

全体で約 1 兆円の売り上げとなっています。私の所属しているビール・スピリッツの事業

会社の売り上げは約 5500 億円と、2 番目に大きなグループ会社になっております。 

 そして、組織ですが、一番大きな会社はサントリー食品インターナショナルで、私が所

属していたフルコアもグループの一つです。おかげさまで 2013 年 7 月 3 日に東証一部に

上場させていただきました。 

 続いて、2 番目に大きいサントリー酒類ですが、海外にグループ会社が 11 社、それから、

国内の営業組織であるサントリービア&スピリッツという会社がございます。中国は若干

複雑なのですけれども、食品と中国のビールはサントリー（中国）ホールディングスの傘

下で事業を行っており、中国のスピリッツ事業は私の統括している海外事業の傘下となっ

ています。加えてサプリメントのサントリーウェルネスであるとか、ワインを手掛けるサ

ントリーワインインターナショナルという会社等々、グループで200社にも及んでいます。 

 黄色の会社と緑色の会社が海外の会社で、お手元の資料にはないのですけれども、世界

でどうなっているかというのを見ていただきます。まず、全体の売上で言いますと、国内

の売上が約 8 割、海外が約 2 割になっております。会社別に言いますとヨーロッパではス

コッチ製造会社であるモリソンボウモアやコニャック、リキュールなどを製造しているル

イロワイエ、そして、私もかつて在籍していたサントリーUSA とか、サントリーメキシコ、

サントリーブラジルを展開しております。本日のアジア・パシフィックに関してはオース

トラリアにサントリーオーストラリア、台湾にサントリー台湾、中国の上海にサントリー

中国、そして、韓国にはソンボという販売の会社を 4 社持っております。 

 海外の輸出の状況ですが、ここ 3 年で大きく増えております。特に 2013 年の昨年度は

約 30 億円で、前年比約 1.5 倍と、大きく伸ばすことができております。エリア別に見ます

と、右の表ですが、アメリカ、ヨーロッパも非常に伸びてきているのですけれども、何と

言っても台湾、それから、韓国、中国、シンガポール、このアジア・豪州のエリアで 6 割

の構成比がありまして、ここが中心となって私どもの輸出を大きく伸ばしております。 

 サントリーの酒類事業は、特にアジアにおいてプレミアムな価格帯の商品を高所得市場、
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高級市場において、日本・日本食文化を通じて品質と PR を集中的に展開しております。

アジア市場は皆様ご存じのように平均所得が低いですが、高成長である。さらに所得格差

が大きく、高級市場は台湾、香港、シンガポール、韓国といった所にもすでに存在してい

ます。そして、日本食・日本文化の影響が大きいというのが特徴です。我々は日本産のプ

レミアム商品に集中する。アジアのプレミアム市場へフォーカスする。そして、現地にあ

る日系市場に集中するという戦略をとっています。実際に日系市場と言っても、お客さん

は全員現地の方なのです。これは後でお話をします。それから、高品質、そして、我々の

商品の PR に集中したマーケティング戦略を行っています。 

 商品としては｢響｣、「山崎」、「白州」、ハイボールの「角瓶」、「プレミアムモルツ」とい

ったものを高級市場で販売しています。まさに今申し上げたこの 4P 戦略で攻めていって

いるということでございます。 

 それでは、具体的にウイスキーとプレミアムモルツの現状をご説明させていただきます。

まず、「響」、「山崎」、「白州」なのですけれども、世界的なコンペティションで非常に多く

の賞をいただいております。これは後でご説明しますが、受賞したという事実を訴求する

ためのテイスティングセミナー、品質の高さの発信と PR の獲得、これらの活動を戦略都

市に集中的に行っております。 

 具体的な戦略都市としてはニューヨーク、サンフランシスコ、ロンドン、パリ、シンガ

ポール、シドニー、そして、香港を新たに加えています。販売は現地のプレミアムトップ

アカウントへ大きく配荷していくという仕事をしております。 

 販売数量は見ていただいたように右肩上がりで伸びております。ただ、ちょっと 2011

年だけ下がっているのです。これはここだけの話にしていただきたいのですけれども、「山

崎」が本当に世界的に大評判になりまして、2010 年に大きく伸びました。国内もすごく伸

びました。伸びたことで、実は数を絞らざるを得なかったのです。これがウイスキーの商

売の難しいところです。「山崎」は 12 年ものですので、12 年以上前にこの 2011 年、2012

年にどれだけ「山崎」が売れるかというのを推測して作らなければいけない商売でござい

ます。「山崎」は大きく伸ばすことは難しいのですが、一方で「響」、「白州」が非常に伸び

ております。 

 2013 年は 6 万ケースに近い数字を売ることができまして、前年比 3 割ぐらい伸ばすこ

とができました。特にエリア別ではアジア・オセアニア、そして、欧州、米州、先ほど戦

略都市の話をさせていただきましたけれども、バランスよく売れておりますが、特にその
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中でもこのアジア・オセアニアは大きく伸ばすことができております。 

 では、なぜそんなに我々のサントリーウイスキー、特にプレミアムな「響」、「山崎」、「白

州」が世界で売れているかということなのですが、「山崎 12 年」は 2003 年に ISC の金賞

を獲得しています。実はそれまでサントリーはこういった国際的なコンペティションには

一度も応募していなかったのですけれども、初めて 2003 年に応募をさせていただきまし

た。ISC というのは International Spirits Challenge といいまして、世界で最も権威のあ

るスピリッツのコンペティションなのですけれども、応募した年に受賞することができま

した。 

 私はその時、ウイスキーを担当していたのですが、これをフックに徹底的に訴求しよう

と、引き続き応募を続けました。見ていただいたら分かりますように左から「響 30 年」、

「響 21 年」、「響 17 年」、「響 12 年」、たくさんの賞をいただいております。右の「山崎

25 年」、「山崎 18 年」、「山崎 12 年」、そして「白州 25 年」、「白州 18 年」、「白州 12 年」、

すべていい賞をいただいておりまして、こういった品質を徹底的に訴求しております。 

 2013 年ですけれども、先ほどお話ししました International Spirits Challenge におい

て「響 21 年」が最高賞となり、これは世界のブレンデッドウイスキーの中で最もおいし

いという賞を受賞できました。さらに、9 製品が金賞を受賞しております。加えて 2013

年は 2010 年、2012 年に続いて 3 度目の Distiller of the Year を受賞しました。これは世

界各国のウイスキーメーカーを対象にしたもので、著しい貢献をその年に果たしたウイス

キーのメーカー（Distiller）1 社に与えられる賞で、2010 年にサントリーが日本企業とし

て初めて受賞し、今回で 3 回目の受賞となります。 

 我々はこの商品の品質の高さ、世界での名声、そして、おいしさを徹底的に訴求すると

いうことに仕事を集中しております。具体的な事例ですけれども、昨年の 8 月 31 日か 9

月 1 日に台湾でウイスキーライブというのがありました。このウイスキーライブというの

は世界中の各都市で行なわれているものなのですが、台湾ではウイスキーがブームとなっ

ており、世界最大の 2 万人以上の人が訪れます。我々サントリーも大きなブースを出し、

そこで、チーフブレンダー、いわゆるウイスキーの中身を決定する福與という者が行きま

して、セミナーを 6 回しました。もちろんセミナーをして、消費者にしっかりと伝えると

いうのも重要な目的ですが、一方で、PR を獲得するということも大きな目的となってい

ます。今回テレビ・新聞・雑誌に大きく取り上げられ、この目的を果たすことができまし

た。 
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 そして、次はシンガポールの事例でございます。我々サントリーはこの品質の高さを広

めていくためのグローバルアンバサダーというものを定めておりまして、宮本という者が

それをやっております。彼はイギリスのモリソンボウモアで 6 年間勤めた後、「山崎」と

「白州」の工場長をしておりました。英語堪能でウイスキーに最も詳しいということで、

いまグローバルアンバサダーとして世界中を飛び回っておりますが、彼によるセミナーも

現地の販売代理店と連動して徹底的に PR を取りました。新聞・雑誌だけではなく、テレ

ビで大きく報道されてすごい出目が取れたということでございます。 

 我々サントリーウイスキーの海外戦略は、実はこういった新聞・雑誌・テレビで何本記

事が出たかというのを KPI（Keep Performance Indicator）としてとらえていまして、そ

の数を毎月チェックしています。昨年度は全世界で 300 本以上の記事を獲得して、アジア

だけで 100 本以上、全世界では 5 億円以上の媒体費に相当する記事を出すことができまし

た。もちろんお金はそんなにかけていないのですけれども、実際にテレビ・新聞・雑誌で

記事として取り上げられたということでございます。 

 そういった活動を続けることによって、いまシンガポールでどういうかたちになってい

るかというのを見ていただきます。まず、左側がスーパーでの店頭価格でございます。こ

れはちょっとお手元の資料になくて申し訳ないのですけれども、「響」も「山崎」も「白州」

もマッカランとかシーバスとかジョニー・ウォーカーと比べても圧倒的に高い価格で売ら

れております。さらに、取扱店は先ほど申し上げましたように日系の高級日本料理店とか、

銀座の高級寿司店が支店をいっぱい出されているので、そこで扱っていただいています。 

 さらに、シンガポールの場合は現地の強力な販売流通網がありますので、5 つ星ホテル

のバーなどで「響」、「山崎」、「白州」、それから、「プレミアムモルツ」なども取扱いをし

ていただいております。こういったプレミアムアウトレットで現在、シンガポールで 600

店に取扱店が拡大しております。アジア全体で 1,500 店という大きな取扱いを獲得するこ

とができております。 

 これがプレミアムウイスキーなのですけれども、もう一方でセミプレミアムである「角

瓶」ハイボールのアジア戦略もご説明させていただきます。見ていただいたら分かります

ように「角瓶」も非常に伸びております。昨年度は 9 万ケースを販売することができまし

た。エリア別にみると、大半はアジア・パシフィックで販売されています。台湾で約 6 割、

中国で 1 割、そして、その他、亜豪州で 5%と、徹底的にアジア・パシフィック、特にア

ジアに集中しています。 
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 理由はここの方針にありますように日本での「角瓶（ハイボール）」の成功事例をそのま

ま徹底的にやっております。併せて、和食店に集中することによって、来ているお客様は

全員現地の方で、そこに食中酒という新たな概念を持ち込んでハイボールを訴求していま

す。さらに、台湾では家庭用でも展開をしております。活動としては特に和食店、そして、

若者へのフォーカス、「角瓶」ブランドの露出の徹底、そして、それを使った PR の獲得と

いうプレミアムウイスキーと同様の戦略と活動で仕事を進めております。 

 ちょっと具体例を見ていただきたいと思います。台湾の「角瓶（ハイボール）」の成功要

因は、先ほどもお話ししたように、お客様との接点が最も重要なところなのですが、和食

店で、かつ、おしゃれな店。やはりちょっとプレミアムなお店です。「角瓶」も台湾では高

い値段で売られていますし、家庭用では「角瓶を飲んで東京に行こう」というキャンペー

ンをやっております。 

 これはご記憶の方もいらっしゃると思うのですけれども、昔「トリスを飲んでハワイへ

行こう」というキャンペーンをやったのですが、それの台湾版でございます。当時のハワ

イは本当に憧れの場所だったと思うのですけれども、実は台湾では東京というのはすごい

憧れの場所となっています。ちょっとこれは後で具体例をご紹介させてもらいます。 

 そして、ブランドの露出というところにおいても、「角瓶」のブランドをしっかり訴求す

るために後で写真を見てもらいますが、ハイボールタワー、それから、ファウンテン、そ

して、ハイボールジョッキを投入しております。さらに、台湾の若手有名タレントを PR

で集中的に使用してブランド価値の向上を図っております。 

 「角瓶（ハイボール）」の飲用経験なのですが、約 1 年たたないうちに 18%だったのが

42%まで上がりました。そして、去年末の数字は恐らく 50%を超えるのではないかなと思

います。これは台湾の数字ですので、大変ありがたい数字をいただいているなと思ってお

ります。 

 まず、我々は料飲店を徹底的におしゃれな店に絞るということで、やはり台湾の中でも

ちょっとおしゃれで若い人が来る所を集中的に取扱いの選定をしております。そして、啓

蒙活動ということで従業員の方にどうやったら「角瓶（ハイボール）」がおいしくできるの

か。そして、「角瓶（ハイボール）」は日本でどれだけ売れているのか。もっと言えば、そ

の人たちを日本にお連れして蒸留所を訪問したり、それから、新橋などのハイボールの売

れているお店にお連れして見ていただくということもやっております。 

 先ほどお話しした店内露出もハイボールタワーであるとか、ポスターであるとか、ジョ
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ッキであるとか、こういったものを徹底的に使うことでブランドの露出をしております。

具体的にハイボールタワーというのを見ていただきます。左側がハイボールタワーですけ

れども、これは日本と同じタワーを台湾に投入しております。併せて、右側のハイボール

ファウンテンは中国で投入していますが、ボタンを押すと、おいしい「角瓶（ハイボール）」

が自動的にできる機材を投入しております。 

これは日本製で、日本でも同じ機材を投入しています。こうした日本で作ったものを投

入してブランドの露出をはかるとともに最も重要な飲用時の品質を高いものにし、おいし

い状態で「角瓶（ハイボール）」を飲んでいただくことが重要です。実は台湾などには日本

のようなソーダがなく、こういった日本と同じ機材を投入することで本当においしいもの

を飲んでいただく仕掛けもさせていただいています。 

 併せて、「角瓶」のハイボールジョッキです。これは皆さん日本でも、大阪でも見られる

と思いますけれども、居酒屋等にあるハイボールのジョッキです。これをこの 2 年ぐらい

で 5 万個投入しました。それから、メガジョッキという大きなジョッキも投入しているの

ですが、これはブランドの露出だけではなくて、これを使って本当においしく飲んでいた

だくことができます。女性が持ちやすいような取っ手にもこだわっています。これは実は

日本製で日本から投入しています。なかなか海外ではこの形を作れないということで、日

本から海外、特にアジアに投入しています。 

 そして、家庭用の「角瓶を飲んで東京に行こう」のキャンペーンについてですが、去年

の 6 月から 7 月にかけて 2 カ月間キャンペーンをしました。「角瓶」を購入してキャンペ

ーンに応募していただいたら、10 組 20 名様が先ほどお話しした台湾の有名タレントと一

緒に東京に招待するというキャンペーンです。台湾は 18 歳から飲酒ができますので、応

募者の 18 歳から 39 歳までの割合が 64%と、我々が目標にしていた 6 割を超えるかたちで

応募をいただきました。店頭では実際に「角瓶」を飲んで東京に行こうというキャンペー

を実施しています。これはキャンペーンの当選者の方が東京に来られた際の懇親会の写真

です。この真ん中にいるのが実は私なのですが、若い方が多く「角瓶」が大好きな方々と

一緒に角ハイボールを飲めてすごくいい夜でした。 

  続きまして、「プレミアムモルツ」に話を移させていただきます。まずは日系の他社様

の事例で申し訳ないのですけれども、キリンさん、アサヒさん、サッポロさんがアジアで

の製造をどうされているかということを簡単にご紹介します。キリンさんはタイで一番搾

りを現地生産しています。それから、アサヒさんはタイで現地製造、そして、カールスバ
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ーグのマレーシアで現地生産ということをされております。サッポロさんはベトナムに工

場を建てられて現地生産を始められております。 

 日系他社様は基本的には現地製造、低価格でボリューム志向という戦略で進められてお

ります。我々サントリーはまったく他社様とは違うかたちで展開をしております。すべて

日本産と徹底的に日本にこだわる。価格も徹底的に高くするというマーケティング戦略を

とっています。さらに品質基準を厳格にして、おいしいものを飲んでいただくということ

を優先しております。 

 活動としても現地代理店と日本とでの SCM による鮮度管理の徹底、それから、セミナ

ーによる品質訴求、そして、得意先との関係性の強化を通じた品質に対する意識の向上。

これはプレミアムウイスキー、「角瓶」と同じです。さらに、品質を守る輸出 4 原則とい

うのを作り、これを守ってくれるところとお付き合いさせていただいています。これは本

当においしいものをお届けするというのが目的でございます。決して我々がきつく言って

いるということでなく、目的がそこにあるということでございます。 

 結果、2008 年からこのビールの輸出を始めたのですけれども、この 4 年で大きく伸び

て、昨年度は前年比 1.8 倍の 29 万ケースと約 30 万ケース近くまでいきました。売ってい

る場所はすべてアジアです。この理由は後で申し上げますが、特に韓国で大きく伸び、台

湾、香港、シンガポールでも伸びております。 

 その「プレミアムモルツ」の韓国の販売状況ですが、スーパーでの 500ml 缶の価格では

一番高いビールになっています。我々は現地の代理店の OB ビールというところと組んで

やっているのですが、世界一高いビールかつ世界一おいしいということを訴求しておりま

す。アサヒさん、キリンさん、サッポロさんよりも高い。そして、現地のビールに比べる

と 1.8 倍ぐらいの価格で売っておりますが、大きく伸びております。 

 さらに、日本をイメージできるような、例えば、桜パックであるとか、そういったもの

を投入して日本のイメージを、そして、プレミアムなイメージをプラスしております。さ

らに、現地の代理店とこちらの物流部が一緒になって SCM で鮮度管理を徹底しています。

定期的に店頭の製造年月もチェックしております。もし古い製品があると OB 社と協議し

て、いかに新しくするかということを毎日打ち合わせしています。 

 そして、次は業務用の樽生の展開でございます。これも先ほど申し上げましたように集

中的に韓国でやっていますが、加えて、台湾、香港、シンガポールに展開しています。韓

国は 2010 年から、そして、台湾、香港、シンガポールは去年からです。 
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 なぜこのエリアだけになっているかというと、まず 1 人当たりの GDP を見ていただい

たら分かるように非常に高い。そして、距離です。1、2 週間以内に樽生が現地に届くとい

うのが大きな要素です。特にシンガポールへの輸送はすべてリーファーコンテナ、すなわ

ち、低温のコンテナです。だいたい倍ぐらい費用がかかるのですが、それを使って配送し

ております。 

 そして、自前の販売組織を持っていて、ディスペンサーのメンテナンスも行え、さらに

輸入の頻度も品質を保持するために月に 1 回以上としています。加えて置いていただくお

店は 10L 樽を 3 日以内に消費可能なところ、すなわち 1 日 10 杯以上を消費していただけ

る所にしか置かないという基準を設けており、とにかく品質を守ることを重要視していま

す。 

 そして、韓国ではそこに加えてブランドアンバサダーというのを去年採用しました。彼

がセミナー、料飲店の訪問、そして、ディスペンサーのメンテナンス、こういったことを

料飲店さんに指導して回っています。毎日洗浄するお店がどんどん増えてきて、私はこの

間、1 月の初めに韓国にも行ってきましたけれども、本当に泡も含めて日本で飲むのと同

じぐらい、もしくはそれ以上においしい「プレミアムモルツ」が飲める状態になっており

ます。 

 ちょっとこれは話がそれるのですけれども、実は泡をアジアではなかなか理解してくれ

ません。泡の分損したと感じられるのですが、泡にはビールの酸化を防ぐ効果があり、泡

があるのが最高級のビールなのだという、アジアでの概念を変える意気込みでやってもら

っています。 

 価格と販売状況ですが、先ほどの缶ビールと同様、一番高い価格を推奨させていただい

ています。なかなか料飲店様にはご理解いただけないのですけれども、実は料飲店様にお

いても高級なお店はこれによって売上が上がっており、逆にご支持いただくことが多い場

合もあります。現地のビールに比べると約倍の値段で売らせていただいています。 

 主な取扱店も見ていただいたら分かりますように非常に高級店を主体にやっております

が、「プレミアムモルツ」の樽生ビールの取扱店は韓国で 1,600 店、アジア全体では 2,000

店に拡大しております。 

 具体的なウイスキー、プレミアムモルツの輸出の戦略、酒類の戦略をお話しさせていた

だきましたが、今後に向けてのお話を最後にさせていただきたいと思います。本当に直近

で大きな変化が起こっていると私どもは見ております。 
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 まず、来日外国人の急増ということです。これはまさにアベノミクス効果というか、安

倍政権の大きな柱である観光誘致の効果で、来日者を増やすためにビザの発給を緩和し、

韓国、台湾、香港、シンガポールという我々がウイスキーやビールを展開している所から

多くの方が来られています。 

 これは右の総人口当たりでみると、香港の人口は約 700 万人なので、70 万人、人口の

10%の方が日本に来られているということです。もちろん来日者数はタイとか中国からも

多いのですけれども。 

 これは最新のデータですが、来日外国人数が政府の目標である 1,000 万人を昨年超えま

した。東京オリンピックまでに 2,000 万人という大きな目標を掲げていますが、私が思う

に政府が旗を振っているということはありますけれども、それに加えてやはり日本、そし

て、日本の文化、さらに言えば、日本の食文化、こういったものが非常に魅力的なものに

なっているからではないかなというふうに感じております。 

 さらに、日本文化の代表である日本食に関しても皆様ご存じのように非常に海外でニー

ズが増えています。去年の 3 月の段階で世界に和食店が 5 万 5000 店あります。私がニュ

ーヨークに駐在している時は、本当にまだまだ日本食と言っても天ぷらとかが多かったで

す。今は寿司、ラーメン、いろいろな日本食レストランが出店しており大ブームとなって

います。この 3 年間で 2 万 5000 店増加しており、特にアジアで 1 万 7000 店増えていま

す。確かに「なんちゃって日本食」みたいなものもあるかもしれませんが、基本的には日

本食に大きな注目が集まっている。そして、日本食が我々の大きな武器になるということ

ではないかなと思っております。 

 さらに追い風としてユネスコの無形文化遺産に「和食；日本人の伝統的な食文化」が登

録されるというビッグニュースも去年はありました。すなわち、大きく市場が変わってき

ているのかなと思っております。我々はこの和の文化、日本の文化がさらにグローバルに

広がっていっているのではないかなと思います。日本に来られる方がどんどん増え、そし

て、日本の和食のチェーンであるとか、我々の商品であるとか、こういったものがどんど

ん日本から外に出て行っている。 

 そういう中で我々日本産への憧れというのをうまく活用しながら、日本産に集中し、さ

らに、日本産製品のさらなる投入も考えています。日系の流通網を使った和食店へのアク

セスをさらに拡大していきたいと思います。まだまだ和食店全店にあるわけではございま

せん。 
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 加えて、現地の流通でさらなる拡大を図る。実際にシンガポールのホテルではもう「山

崎」、「響」は非常に引く手あまたのご注文をいただいているような状況ですので、さらに

それを広げていこうとしています。イメージとして、我々は”Made In Japan”というかた

ちでの商品訴求をしっかり行っているのですけれども、それにプラスして”Made With 

Japan”というかたちで日本を徹底的に前面にだして戦略を練り上げていきたいというふ

うに思っております。 

 私の説明は基本的には商品を主体とした話をさせてもらいました。我々の海外事業にお

いてはビジョンとか夢を持って仕事をしようということでみんなと一緒に頑張っておりま

す。 

 私は一昨年の 12 月に日本に戻ってきてから、若手のメンバーを中心にビジョンプロジ

ェクトというのを立ち上げてみんなで考えてもらいました。半年かかってじっくり考えた

ものが“Make the best time with the best spirits and beer”というビジョンです。我々

は商品を売るのではなく素晴らしい時間であるとか、素晴らしい経験であるとか、本当に

おいしい、そして、幸せな時間をつくるためにスピリッツとビールという製品を通じて、

本当においしい状態で飲んで楽しんでもらうということを目標に仕事を進めています。 

 「プレミアムモルツ」、「角ハイボール」という日本独自の高級な商品をしっかりとした

飲用時品質でおいしく飲んでいただくというのは当然なのですけれども、それに加えて、

おもてなしのようなかたちでのハイボールタワーであるとか、丸氷であるとか、そういっ

た日本らしい繊細さがいま非常にウケております。そして、我々自身が独自の場である品

質セミナーやおいしく飲める場を提供できるように日系のレストランの方々と連携したり、

もしくは自社のレストランを活用したりして進めています。 

 なかなか言うは易（やす）しで行なうは難しなのですけれども、“Make the best time”

というのを合言葉にいま仕事を進めているというのが現状でございます。それが先ほどの

品質セミナー、そして、いろいろな場の提供ということにつながっているとご理解いただ

ければと思います。 

 最後になりますが、我が社のフィロソフィーである「やってみなはれ」で終わらせてい

ただきたいと思います。本当にアジアの市場においてもいろいろな市場の変化があります。

お客様の変化もあります。そして、たった 1 年でこれだけ日本に来られる方が増えたりと、

大きな変化があります。ただ、この大きな変化に対して我々はまさに「やってみなはれ 
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というチャレンジングな精神で新たな日本の文化を広げるという大きな目標に向かって頑

張っていきたいと思っておりますので、ぜひご支援いただければと思っております。 

 本日はできるだけ事例をお見せしようとアジア各国からデータを収集しました。何かの

参考にしていただければ、大変幸いでございます。本日はどうもありがとうございました。

（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それでは、ここで質問をお受けさせていただきます。

では、最前列、こちらの女性、お願いいたします。 

 質問 大変楽しいお話をありがとうございました。質問なのですが、御社の場合、プレ

ミアム価格帯で高所得市場に売り出すということでいらっしゃったのですが、アジア諸国

ではまだ特に蒸留酒なんかは高級なラインナップになると思うのですけれども、そこにア

ジア諸国の経済状況がキャッチアップするまでにまだまだ時間がかかるのではないかと思

います。ウイスキーなんかを作られる場合には何年か先にできるので予想されてというこ

とだったのですが、販売店舗数とか売上について将来予測とかはどのようになっていらっ

しゃるのかお聞きできればと思います。 

 阿部 ありがとうございます。実はウイスキーは、先ほどちょっと言いましたように本

当に需要予測が難しいのです。数字は言えないのですけれども、いま 2023 年の目標をす

でに作っております。それをアジア、ヨーロッパ、アメリカでいくつ売るか、そして、日

本でいくつ売るかという目標を製造にもつなげております。 

 本当にうまくいくかは分からないです。予測は本当に難しいのですけれども、どちらか

というと強気の販売計画でつないでおります。だいたい強気の販売計画でつないだ時に売

れなくなるのです。ですから、ちょっと心配はしているのですけれども、いま進めている

戦略が本当に地に足の着いたかたちでの仕事になっているので、ある程度自信を持って生

産につないでおります。 

 司会 ありがとうございました。では、続いてまいりましょう。いかがでしょうか。お

られませんか。せっかくの機会ですので、この機会を逃さぬよう何かありましたらご質問

をお受けさせていただきますが、いかがでしょうか。もう阿部様がすべてご説明をしてく

ださったので皆さん納得いただいているようでございます。それでは、いま一度大きな拍

手をお届けくださいませ。 

（拍手） 

 阿部 ありがとうございました。 
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 司会 阿部様でいらっしゃいました。ありがとうございました。それでは、これをもち

まして本日のセミナーを終了とさせていただきます。 


