
プレミアム・ビールのマーケティング
――“ザ・プレミアム・モルツ”の事例を中心として――
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１．問題の所在

2003 年の５月から本格的な販売を開始した

サントリーの“ザ・プレミアム・モルツ”（以下

“プレモル”）は 2008 年にシェア１位の座を奪

い，現在に至るまで，その地位を固守している

（日本経済新聞 2009.12.9，p. 15）。

プレミアム・ビールと言えば，長きにわたり，

サッポロビールの“ヱビス”の独壇場であり，

これまで，キリンビールの“ニッポンプレミア

ム”（2007 年）やアサヒビールの“プライムタイ

ム”（2006 年）などが投入されてきたが，好調に

推移することなく，市場から消えている。こう

した状況のなか，いかにして“プレモル”はプ

レミアム・ビール市場でシェアトップとなった

のか？本論文では，その要因の明確化を通じて，

プレミアムの創造および継続要因について検討

していく。調査に際し，2010 年３月６日，サン

トリー武蔵野工場における“ザ・プレミアム・

モルツ講座”での情報収集を行っている。

２．サントリー：“ザ・プレミアム・モル

ツ”

2.1．サントリーとは

“プレモル”は，サントリーにより，開発され，

販売されている。サントリーは，1899 年，鳥井

信治郎によって創業された。甘味葡萄酒“赤玉

ポートワイン”による日本の洋酒文化の開拓，

日本初となるウイスキー事業への着手，さらに

ビールや食品・清涼飲料事業への進出など，創

業者の「やってみなはれ」の言葉に代表される

フロンティアスピリッツを極めて重視する社風

はあまりにも有名である。また，近年，その領

域を更に拡げ，健康食品・外食・花など，多彩

な事業を展開している（サントリー・ホームペー

ジ）。また，株式を上場しておらず，創業者一族

の影響力が極めて大きい。いわゆる非上場・

オーナー企業である。

サントリーのビール事業は，創業者の鳥井信

治郎の「やってみなはれ」の言葉をうけ，２代

目社長の佐治敬三が 1963 年に始めた。その後，

長い歳月を経て，2008 年に営業利益約 30億円

を記録し，初めての黒字化となり，市場シェア

12.4％で初の業界３位となった。もちろん，原
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料高騰で競合３社が７月にビールを値上げした

中で，９月まで価格を据え置いた効果や“ジョッ

キ生”や“金麦”といった新ジャンル商品のヒッ

トも影響しているが，“プレモル”を年間 1,000

万ケースを超す基幹ブランドに育成できたこと

が大きく影響している（日経情報ストラテジー

2009.5，pp. 84-89）。

会社概要は，以下の通りである（サントリー・

ホームページ）。

・サントリーホールディングス株式会社

代表取締役社長 佐治信忠

本店所在地 大阪府大阪市北区堂島浜 2-1-40

創業 1899 年

設立 2009 年２月 16 日

資本金 700億円

事業内容 グループ全体の経営戦略の策定・

推進，およびコーポレート機能

・サントリーグループ

グループ会社 182 社（2008 年末現在）

従業員数 21,845人（2008 年末現在）

連結売上高 15,130億円（2008 年）

連結経常利益 792億円（2008 年）

事業別売上構成

食品 8,311億円（55％）

酒類 5,493億円（36％）

その他 1,324 億円（９％）

2.2．“プレモル”の売上

2001 年に，“プレモル”の前身となる“モル

ツ・スーパープレミアム”が発売され，2003 年

に現在の名称とパッケージとなった。2004年

までは，50万ケースのレベルにとどまっていた

が，2005 年のモンドセレクション受賞を契機に

126万ケース（2005 年），550万ケース（2006 年），

951万ケース（2007 年），1,149万ケース（2008

年）とまさに右肩上がりとなり，2008 年には“ヱ

ビス”を抑え，プレミアム・ビールのシェアで

トップとなった（図１）。

３．製品開発

3.1．“プレモル”の誕生

宣伝や営業力に定評があるサントリーのビー

ル事業が長らく黒字化できなかった理由につい

て，佐治信忠社長は「消費者にうまいと思って

もらえるものを作れなかった。サントリーはそ

れを学ぶのに 45 年かかった」と語っている（日

経ビジネス 2009.3.9，pp. 52-60）。

サントリーは 1963 年，当時，“キリンラガー”

全盛で苦味をしっかり感じるビールが主流で

あった市場に，２代目の社長である佐治敬三が
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図１ “プレモル”の販売実績
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惚れ込んだ軽い味わいのビールで参入した。市

場での主流商品とのあまりの違いに，消費者は

「味が薄い」と拒否反応を示した。さらには

「ウィスキーくさい」という中傷まで出る始末

であった（同上）。消費者不在の，まさに作り手

のエゴの塊のような商品になっていたわけであ

る。

その後，1986 年になって，ようやく麦芽 100％

でコクのある“モルツ”に転換した。「それまで

我々が作ったものは絶対にうまいんだ，それを

わからん方が悪いという，少し驕ったところが

あった。佐治敬三のそうした哲学を社内で打ち

壊すことができなかった。それを壊すのは直系

である息子の役目」と現社長である佐治信忠が

考え，実行した（同上）。

1989 年，副社長に就任した佐治信忠は武蔵野

工場内に通常の 20分の１の規模のミニブルワ

リーを建設し，ビールの商品開発と生産チーム

に「うまいビールを作れ」という指示を出した。

研究室ではなく，量産移行が可能な本格的な施

設で，それまで温めていた質の高いビールを

作って，ノウハウを積み重ねろという意味だっ

た（同上）。また，当時の工場は１回の仕込量が

大きく，製造後の販売を考えると，個性的なビー

ルを製造するのは難しいため，ヨーロッパのよ

うに小規模生産可能な施設が必要という事情も

あった（サントリー・ホームページ）。

このようにトップの強力なリーダーシップの

もと，ミニブルワリーまで建設して取り組む大

きなプロジェクトが立ち上がった。以下，“プ

レモル”のコンセプトの抽出，開発までの技術

的な経緯，製造法について，サントリーのホー

ムページで詳細に記述されている情報を利用

し，分析していく。

・素材へのこだわり

“プレモル”の開発者である山本隆三は，「今

からおよそ 30 年前，ビールの本場ヨーロッパ

に単身渡り，様々なビールの研究を重ね，世界

で一番飲まれているピルスナービールで世界最

高峰のビールをつくりたいという想いこそが

“ザ・プレミアム・モルツ”誕生の出発点でし

た」と語っている（同上）。そのために，まず素

材選びからこだわった。ホップは香り高いビー

ルを実現するために苦みの少ないアロマホップ

を使用し，香り付けにはファインアロマと呼ば

れる最高クラスのホップの中から，さらに厳選

を重ねている。また，麦芽は豊かな味わいと爽

快な後口のビールに一番適した二条大麦のなか

でも，でんぷんの多く含まれる粒が大きいもの

を選択している。水はビールの約９割を占め，

品質を決定する大切な素材であり，自然の地層

によってろ過された清浄な深層地下水を 100％

使用している。深層地下水は季節や天候に左右

されないため，安定した品質を保つことができ，

豊富に含まれるミネラルは旨み成分を抽出して

くれる。さらに，こうした日本の水はピルス

ナー発祥の地，チェコのピルゼンと同じく軟水

であり，ピルスナービールに適している。

・製法へのこだわり

ホップにある花のような香りをいかに程よく

出すかという課題に対して，試行錯誤を重ねて

いる。研究開始から約 10 年もの歳月を費やし，

2-3度に分けてホップを追い足すように投入す

る“アロマリッチホッピング製法”に辿り着い

た。さらに，仕込みの工程にも手間をかけてい

る。通常なら１度しか温度を上げないところ

を，２度にわたり上げる“ダブルデコクション”

を採用し，しっかりと濃厚な麦汁を作りだすこ

とに成功した。さらに，濃い麦汁ならではの発

酵条件を採用し，味に深みを出している（同上）。

・“プレモル”の特徴

“プレモル”は，華やかな香りとともに感じた

苦味が一瞬にして消え，飲んだ後には心地よい
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戻り香としっかりとしたコクの余韻を感じるこ

とができる味わいとなっている。また，厳選さ

れた麦芽 100％のため，麦芽に含まれる泡タン

パクが豊富で，きめ細かく持ちの良い泡ができ

る。泡持ちの良さは，ビールの旨さの指標にな

るとも言われており，クリーミーな泡のなめら

かな口当たりと飲んだ時の爽快感をセールスポ

イントとし，広告においても，「“プレモル”は

グラスで飲む」ということを強調している（同

上）。

また，元東京農業大学教授の吉澤潔は，サン

トリーのホームページにおいて，「日本のビー

ルは明治時代に登場して以来，高温多湿の気候

の影響もあり，しっかりした味わいを楽しむ他

に，軽快な味わいですっきり感を楽しむという

飲み方があります。日本でビールが“まずは乾

杯”という食前酒として位置づけられているの

もこの流れからでしょう。しかし，ビールの本

場ヨーロッパでは，シチュエーションに応じて

様々な味わいのビールを楽しむのが主流です。

“ザ・プレミアム・モルツ”は深いコクと旨み，

そして華やかなホップの香りが特徴的なビール

です。ある意味，今の軽快派優勢という流れか

らは逆行しているかもしれません。しかしなが

ら，最近は日本でも“ゆとり”や“本当の贅沢”

を見つめ直す気運が感じられます。そんな中，

味わい深いビールをゆっくり，贅沢に食中酒と

して楽しむ。“ザ・プレミアム・モルツ”は日本

のビールの味わい方にそういった新しい方向性

を示したビールとして高く評価しています。」

とコメントしている。

3.2．モンドセレクション最高金賞

“プレモル”は，業務用の限定販売を経て，

2001 年に“モルツ・スーパープレミアム”とい

う商品名，350ml 缶 243円で販売が開始された

（サントリー・ニュースリリース 2001.3.21）。

サントリーは，首都圏 2,000人の消費者への調

査を行い，「少々高くても上質なビールを飲み

たい」46.5％（1995 年）から 53.1％（2000 年），

「ビールの原料・製法に興味がある」46.5％

（1995 年）から 53.7％（2000 年）へと増加傾向

にある消費者の「少々高くても上質なビールを

飲みたい」というニーズを踏まえ，「贅をつくし

たスーパープレミアム・ビール」として，“モル

ツ・スーパープレミアム”を発売した。その後，

佐治信忠社長の「安いものにシフトした揺り戻

しで，個性の強いものも求められる。“モルツ・

スーパープレミアム”にもっと力を入れよう」

との大号令のもと（日経情報ストラテジー

2009.5，pp. 84-89），2003 年に自社最高峰の品

質であることをアピールするために“プレミア

ム”を強調し，現在の名称とパッケージ・デザ

インとなった（サントリー・ニュースリリース

2003.4.8）。

しかし，2003 年のリニューアルにもかかわら

ず，“プレモル”を売り込む機運は社内では盛り

上がらなかった（日経ビジネス 2009.3.9，pp.

52-60）。実際，売り上げも 2004年までは，50

万ケースのレベルにとどまっていた（サント

リー・ニュースリリース 2009.4.3）。転機と

なったのは，2005 年度のモンドセレクションの

ビール部門で日本初の最高金賞を受賞したこと

だった。当時を振りかえり，猪澤伊知郎・醸造

技師長は，「サントリービールは宣伝や営業の

力で売っているといわれてきた。製造に携わる

者として思うところがあった」と語っている。

モンドセレクションに応募したのは，品質に自

信があったビールの裸の実力を，ビールの本場，

欧州の品評会で試すためだった（日経ビジネス

2009.3.9，pp. 52-60）。

モンドセレクションについて，補足すると，

世界中から優れた製品を発掘・顕彰することを

目的として，1961 年から始まった世界的に権威

のあるコンテストであり，品質向上に関する賞

としては，世界で最も古く代表的なものとなっ
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ている。審査は，品質，味覚等についてベルギー

厚生省に認可された機関で分析を行い，さらに

業界有識者で組織される委員会により総合的に

評価される。審査結果に対して，最高金賞，金

賞，銀賞，銅賞という４段階の賞が授けられる

（サントリー・ニュースリリース 2005.6.14）。

取締役である鳥井信宏は，「この賞を受賞し

たことで社内の士気が高まったのはもちろんで

すが，私たち以上に，この結果を評価していた

だいたのは，マーケットの皆様でした。流通関

係者から高い評価をいただき，取扱量が一気に

増えたのです。あまりのオーダーの急増ぶりに

一時は生産が追いつかず，休売という事態も生

まれたほどです。」と当時を振り返っている

（Wisdom 2008.3.3）。

４．マーケティング

4.1．体制

2006 年１月にビール事業部で“３カ年プロ

ジェクト”の初年度がスタートし，“プレモル”

や高級ウィスキーを専用に扱うプレミアム戦略

部がマーケティング室に設置された（週刊東洋

経済 2006.12.9，pp. 68-71）。また，営業組織

の中にプレミアム営業部が設置され，東京，大

阪に 50 人が配備された（日経ビジネス

2007.7.23，pp. 12-13）。プレミアム営業部は，

いわゆる“いいもの”を消費し得るエリアやゾー

ン，つまり東京と大阪，象徴的には銀座と新地

を意識してつくられた部署である（JMR生活

総合研究所 2007）。また，東京支社プレミアム

営業部営業担当部長の根岸貴博は，「樽製品を

中心に各店に量を売るより，商品ブランドを高

める営業をすることがこの部署の使命。瓶製品

でもいいから多数の名店に採用されればブラン

ド価値が高まる。」と語っている（日経情報スト

ラテジー 2009.5，pp. 84-89）。

4.2．大胆な投資

“プレモル”のマーケティングには大きな資

源が投入された。首都圏営業本部営業企画部長

である松岡一衛は，「ビール類の予算の大半は

“ザ・プレミアム・モルツ”に，ダイナミック

に投入しました。４倍強の成長というのは，極

めて戦略的な目標の数字で，通常では考えられ

ない成長率でしょう。ただ，我々のビール事業

を大きくシフトチェンジしていくには，売れる

商品というものが絶対必要で，同質的な競争を

していては，絶対トップメーカーには勝てない

という意識がありました。その中で“ザ・プレ

ミアム・モルツ”という可能性を秘めた商品が

ありますから，かなり戦略的な目標にはなりま

すが，“ヱビスビール”が 20 年間でやったとこ

ろを２，３年で達成するためには，大きなマー

ケティングコストも必然だったと思っていま

す。ある意味ではオーナーシップの会社だから

できた意思決定だともいえますが，その投入コ

ストに対するリスクというのは，全社員が背負

うんだという自覚も生まれてきました。それだ

けの商品としてみんなが一緒に“ザ・プレミア

ム・モルツ”を育てようという意識を持てたの

が，インナーの要素として大きいかもしれませ

ん。」と語っている（ JMR 生活総合研究所

2007）。

4.3．メインの顧客層

まず，地理的な要因に関して，プレミアム商

品は都市型の商材であると言え，例えば新ジャ

ンルでは首都圏の売上構成比は３割程度である

が，プレミアム・ビールの場合は全体売上に占

める首都圏の比率が４割を超えている（同上）。

年齢層に関して，営業企画部長の松岡一衛は

「もちろん年代によるビールの飲用構成分布の

差はあります。20 代の方というのは，比較的酒

類の総消費自体が低いので，絶対量には違いが

出ますし，金額的な問題もあります。１缶あた
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りでは何十円の差ですが，累積では何百円，何

千円になりますから，やはり経済的にも余裕の

出る 30 代後半から 40 代がコア層であることは

間違いありません。」と述べている（同上）。

また，所得に関しては，「飲用と所得との関係

をみると，他のブランドや新ジャンルと比べて，

明らかに収入ゾーンがずれているということは

ありません。……お客さんは，オケージョンと

か，そのときの食卓の状況だとかで，飲み分け

をされています。」と分析している（同上）。

4.4．営業

・対飲食店

モンドセレクション最高金賞の“プレモル”

の商品力は，現場の営業にも大きな影響を与え

ている。営業スタッフは，「世の中がちょっと

したぜいたくを求めています。おたくのような

名店に扱ってほしいんです」といって，飲食店

に“プレモル”を２本置いていくことを積極的

に行っている。これまで，老舗など名店でサン

トリーは相手にしてもらえることが少なかった

が，“プレモル”に対しては，店主や料理長から

「矢沢永吉の CMでしょ」，「買って飲んだこと

あるよ」と，認知度が高く，好意的に受け入れ

られている。また，価格交渉でライバル会社よ

り，優位に立てず，諦めかけた商談も，“プレモ

ル”のファンだからと契約してもらえることも

あり，今までの商品では考えられない事態が起

こっている（週刊東洋経済 2006.12.9，pp.

68-71）。

特に，味にこだわる老舗には注力している。

大手居酒屋チェーンに比べれば数量は圧倒的に

少ないが，あの店が認めた味ということになる

からである。「従来，サントリーという会社で

売ってきたが，“プレモル”により品質をアピー

ルして勝負をかけれるようになった」と，現場

の営業マンは語っている。銀座には酒を出す店

が 1,500店あり，すでに 500店に“プレモル”

が入っている（同上）。

さらに，「“ザ・プレミアム・モルツ”はすご

い武器なんですよ。この商品があるから私たち

は自信を持って切り込める。」，「高級な旅館や

飲食店に勧められる商品を得たのが大きかっ

た。ご提案ができるし，さまざまな作戦を立て

られる。商品で現場はガラッと変わります。」

との声も現場から上がってきている（プレジデ

ント 2008.12.29，pp. 72-74）。

また，地域によっては，既存のモルツ採用店

に“プレモル”への置き換えを促す営業も推奨

している。飲食店への配慮は欠かさず，“プレ

モル”に置き換えたいが，仕入値やビール一杯

の提供価格を上げたくないと考える店には，例

えば 500mlのジョッキでモルツを提供してい

る場合，400mlのピルスナーグラスで“プレモ

ル”を提供することを勧めている。2008 年，“プ

レモル”の年間販売数の６割は業務用となって

いた（日経情報ストラテジー 2009.5，pp.

84-89）。

また，2009 年からは，“プレモル”小瓶用器材

“ボトルドラフト”を，全国のホテルのバーを

中心としたバー業態限定で投入している。この

“ボトルドラフト”は，瓶ビールでも樽生ビー

ルに近いクリーミーな泡が楽しめるように開発

されており，ビールを専用グラスに注ぎ本体に

セットすると，自動的に起動し，ノズルからグ

ラスの中のビールに炭酸ガスを噴射すること

で，口当たりの良いクリーミーな泡ができあが

る（サントリー・ニュースリリース 2009.2.24）。

・対小売店

小売店に対する提案の実際に関して，営業企

画部長である松岡一衛は次のように語ってい

る。「新ジャンルだと，価格も手ごろですから

ちょっと試しにということでブランドスイッチ

が簡単に起こります。プレミアムカテゴリー

は，衝動買いが少ない代わりに飲まれたら定常
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化するチャンスがある商品ですから，店頭フェ

イスが広がるということはものすごく大事なこ

とです。ですから，我々が“ザ・プレミアム・

モルツ”を売り出すときに最初に『プレミアム・

ビールコーナーをつくりませんか』と，ご提案

しました。そのコーナーには，“ヱビス”も，キ

リンさんのチルド系も入れましょう，もちろん

その真ん中には“ザ・プレミアム・モルツ”を

大きく置いてください，というご提案です。」

（JMR生活総合研究所 2007）。このように単

なる数量や価格の交渉を超えた，プレミアム・

ビール市場拡大による“プレモル”売り上げ増

を狙った提案も行われている。

・工場を活用したプロモーション

百貨店のバイヤーや外商社員，売り場の販売

員にまで声をかけ，工場に招き，製造現場の案

内や品質へのこだわりの説明，樽生“プレモル”

の試飲などを実施している。「一番おいしい

ビールは工場で飲む樽生。ベストの状態の味は

記憶に残る。店頭での接客時に品質の語り部に

なってもらえる。『これ，私も工場に行って飲

んだのですが』といってもらえるのは大きい。」

と首都圏支社流通営業部の中江嘉宏・営業担当

部長は指摘する。サントリーの工場を見学した

百貨店のギフト担当者は半数を超えたというほ

どの徹底ぶりである（日経ビジネス 2009.3.9，

pp. 52-60）。

また，大口顧客となる旅館の女将や若女将を

工場に連れ出し，製品情報に加え，おいしい注

ぎ方，ビールやグラスの管理などを伝える取り

組 み も 行 わ れ て い る（ プ レ ジ デ ン ト

2008.12.29，pp. 72-74）。

さらに，消費者向けにも，ファン層の拡大の

ために，“ザ・プレミアム・モルツ講座”を実施

している。通常の工場見学とは別に用意した

90分間の特別コースで，参加者は東京の武蔵野

工場だけでも過去３年で２万人を超えている

（日経ビジネス 2009.3.9，pp. 52-60）。講座の

内容は，１．こだわり講義：香りの決め手とな

るアロマホップを実際に手にできるほか，「開

発秘話ビデオ」の上映，“プレモル”の素材や製

法の紹介。２．製造工程見学：仕込みから発

酵・貯酒・濾過・充填・パッケージなど，一連

の製造工程の見学。３．こだわり試飲：“プレ

モル”の試飲に加え，家庭で簡単にできるおい

しい注ぎ方など，こだわりの情報が紹介されて

い る（ サ ン ト リ ー・ニ ュ ー ス リ リ ー ス

2006.2.23）。筆者が参加した武蔵野工場の

“ザ・プレミアム・モルツ講座”では，他では

飲むことのできない“ザ・プレミアム・モルツ

〈黒〉”の生ビールが試飲でき，また併せて提供

されたおつまみはピーナッツなどのありふれた

ものではなく，“プレモル”との相性を考えて，

厳選された老舗のお菓子やドライフルーツなど

であり，“プレモル”に対する細部にまで及ぶ徹

底したこだわりや意気込みを体感することがで

きた。

・“全社員ザ・プレミアム・モルツ作戦”

最高金賞受賞で“プレモル”の味に自信を深

めたサントリーは，もっと多くの人にとにかく

一度飲んでもらうことに重点を置いた。しか

し，ビール業界の慣習として新発売から１年が

経過した商品は店頭でのサンプル配布ができな

い。そこで 2007 年１月 20-21 日の“全社員ザ・

プレミアム・モルツ作戦”を皮切りにビール事

業以外の社員までもが店頭に立ち，“プレモル”

の品質を詳しく説明する活動を始めた。「味は

作り手のこだわりを知っているかどうかで印象

が違ってくる。話を聞いてから飲むと『なるほ

どうまい』と強く感じ，ファンになってもらえ

る。」とビール事業部ブランド戦略部長の山口

昌利は語っている（日経情報ストラテジー

2009.5，pp. 84-89）。

この草の根作戦の決定打は，開発者と営業担
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当者による地道な企業訪問である。例えば，営

業拠点ごとに，同じビルに同居している会社な

ど，あらゆるつてを頼って企業を訪問し，ビー

ルのおいしい注ぎ方や飲み方を説明してから試

飲してもらうという地道な活動が，開発者と営

業担当者を中心に行われた。情報システム部が

取引先の ITベンダーを営業部に紹介したこと

もある。2009 年は 2008 年の 2.5倍の８万人に

試飲してもらう計画となっていた（同上）。

・“ハレ”，“小バレ”に合わせた販売

価格が高い“プレモル”は利益の絶対額が増

えることから，量販店や酒販店では歓迎される。

ただ，高価な分，売り方の提案に工夫が必要に

なってくる。その一例が，“ハレ”，“小バレ”に

合わせた販売である（日経ビジネス 2009.3.9，

pp. 52-60）。“ハレ”の需要とは暦の上でのイベ

ントや休日などである。盆暮れの贈答や正月の

需要も“ハレ”の需要に属する。例えば，バレ

ンタインデーには，母親や娘が父親に渡すギフ

ト需要を狙い，レギュラー缶が縦に３本入った

高級感ある筒状のパッケージが用意された。

“小バレ”の需要とは消費者の生活で個別に訪

れる良い時である。例えば，営業部隊は新幹線

のワゴン販売やホーム売店での営業を強化し

た。出張帰りや旅行の際は少しぜいたくをした

い気分になっているため，プレミアム・ビール

を手にしてもらいやすいからである（同上）。

4.5．メッセージ

消費者へのメッセージは，発売後，消費者ニー

ズに合わせ，変更している。この点に関して，

相場康則常務は「2006 年，『週末にゆったりと

贅沢な気持ちで最高金賞を受賞したおいしい

ビールを飲みませんか』というメッセージを込

めて宣伝することにした。消費者調査で，『普

段は安いビールで構わないが，たまにはよい

ビールを飲みたい』というニーズが見て取れた

からだ。その後，宣伝メッセージのターゲット

を徐々に広げ，2008 年には『頑張った自分への

ご褒美として平日も飲みませんか』と提案し始

めた。高額ビールを飲む習慣の広がりや消費者

の嗜好の変化に合わせて半歩先を進む。」（日経

情報ストラテジー 2009.5，pp. 84-89）と，消費

者ニーズに合わせたコミュニケーション戦略に

ついて述べている。

また，2008 年には“プレミアムなホテルのひ

とときプレゼント”（サントリー・ニュースリ

リース 2008.8.5），“プレミアムな味の幸せプ

レゼント”（サントリー・ニュースリリース

2008.9.2）など，プレミアムを前面に打ち出し

ていたが，2009 年以降は“感動体験グラス・プ

レゼント”（サントリー・ニュースリリース

2009.1.20），“感動体験キャンペーン第２弾

2009 年新ホップ使用・初仕込製品プレゼント

キャンペーン”など（サントリー・ニュースリ

リース 2009.4.14），“プレミアム”から“感動

体験”へとメッセージ表現の細かな変更も行わ

れている。

4.6．プロモーション

・パッケージ

“ハレ”の日を中心に季節やイベントに合わ

せたパッケージが提供されている。例えば，

2003 年の正月には，新年を祝うのにふさわしい

華やかなデザインで，缶中央には “HAPPY

NEW BEER” の文字を大きく配し，“初摘み

ホップ使用”を明記することにより，この時期

にしか手に入らない特別醸造の限定品であるこ

とをアピールしている（サントリー・ニュース

リリース 2002.11.5）。また，６缶パックに桜

の花を配したデザインを採用することにより，

春の訪れを店頭で華やかに演出したり（サント

リー・ニュースリリース 2006.2.2），６缶パッ

クに「最高金賞のビールを最高のお父さんに。」

というメッセージを添え，父の日の贈り物に適
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したデザインを採用したりしている（サント

リー・ニュースリリース 2006.3.28）。

・プレゼント

キャンペーンにおいては，“プレモル”のイ

メージを高めることを目的とし，徹底的にプレ

ミアムを感じさせる賞品がプレゼントされてい

る。

例えば，2005 年の“こだわりの逸品”プレゼ

ントキャンペーンでは，鹿児島産黒豚セット，

いなにわ手綯うどんセット，キャビア，フォア

グラなどが合計 1,000 名にプレゼントされた

（サントリー・ニュースリリース 2005.7.14）。

2006 年には，高級ガラスメーカーであるバカラ

のビアタンブラー（サントリー・ニュースリリー

ス 2006.6.6）や，ビールの本場・ドイツ，チェ

コを巡る１千万円を超える旅がプレゼントされ

ている（サントリー・ニュースリリース

2006.8.1）。また，全日本空輸の協力を得て

“ANAプレミアムクラス航空券”のプレゼン

トも行っている。さらに，“プレモル”と ANA

のロゴをあしらったトートバック入り６缶パッ

クを限定発売し，同キャンペーンを大々的に盛

り上げている（サントリー・ニュースリリース

2008.6.3）。“プレミアムなホテルのひとときプ

レゼント”キャンペーンでは“ザ・ペニンシュ

ラ東京”ペア１泊宿泊券（サントリー・ニュー

スリリース 2008.8.5），“プレミアムな味の幸

せプレゼント”では高級老舗料亭“なだ万”の

“オリジナル懐石料理ペアお食事券”（サント

リー・ニュースリリース 2008.9.2）がプレゼン

トされている。

また，将来の商品化に向けたマーケティン

グ・リサーチも兼ねてであろうが，キャンペー

ンでしか手に入らない限定醸造“ザ・プレミア

ム・モルツ〈黒〉”（非売品）などもプレゼント

の対象となっている（サントリー・ニュースリ

リース 2006.10.3）。

・広告

サントリーは，2005 年から，矢沢永吉を起用

したテレビ CM を展開している。当時のメッ

セージは，「最高金賞のビールで最高の週末を。」

であり，週末にはちょっといいビールを飲んで

いただきたいという意味が込められていた。矢

沢永吉の起用については，ロックスターとして

長年に渡り第一線で活躍し，華やかな魅力あふ

れるイメージが最適であるとの判断による。普

段はステージなどオンのイメージの強い矢沢永

吉が，週末というオフを演じることで，“プレモ

ル”を楽しむちょっと贅沢な週末を訴求してい

る（ サ ン ト リ ー・ニ ュ ー ス リ リ ー ス

2005.12.15）。また，矢沢永吉というキャラク

ターの選択は，当然“永ちゃん”という意味合

いが通じる年代，30 代後半から上の層を意識し

てのことである（JMR生活総合研究所 2007）。

その後，2008 年のテレビ CMのキャラクター

には矢沢永吉に加え，20 代の女性に人気の高い

女優の竹内結子を起用している。こうした戦略

により，2008 年５月の調査では，2006 年３月と

比べて，20-30 代男性の顧客層は３倍，女性ユー

ザーは 2.4倍に拡大し，年配が飲む高級ビール

として敷居が高かった“プレモル”のイメージ

転換に成功している（日経産業新聞 2008.8.7，

p. 5）。

この点に関連し，2008 年５月下旬，週刊誌

『モーニング』で連載中の人気漫画の主人公，

島耕作の社長就任を知らせる紙面が新聞各紙を

飾り，そこには「最高のお祝いには最高金賞の

ビールを。」の謳い文句と，島耕作が“プレモル”

で乾杯しようとする姿があった。この漫画は

20-40 代の男性に人気があり，サントリーはこ

の層を取り込むことを目的として広告に起用し

ているとの指摘もある（同上）。

2009 年のテレビ CMは，矢沢永吉に加え，新

たに歌手 yokoを起用した親子で“プレモル”

を楽しむ和やかな雰囲気の内容に変更された。
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親子での初共演になると同時に，yokoにとっ

ては CM初出演となり，大いに話題となった。

メッセージは「ウチ飲みを，プレミアムにしよ

う。」に変更され，平日の夕食を“プレモル”が

豊かなひとときにしてくれることが印象的に描

かれている（サントリー・ニュースリリース

2009.9.3）。つまり，週末特化型から平日への

拡大を意図していると理解できる。

・コラボレーション

2003 年，サントリーとセブンイレブン・ジャ

パンは，“スーパープレミアムモルツ〈冷蔵配

送〉”（330ml 瓶・248円）を共同開発した。セ

ブンイレブン・ジャパンがもつチルド物流網の

活用をはじめ，全国の店舗に来店する１日 960

万人の POSデータに基づいた販売情報などを

参考として，チルド配送ならではの出来たての

おいしさを届けることを目指していた。品質保

持期限は 90 日に設定されていた（サントリー・

ニュースリリース 2003.6.25）。

また，日経ホーム出版社と提携し，雑誌『日

経おとなの OFF』が厳選した，全国 47都道府

県にある名宿（47ヶ所）の宿泊券（１泊２日）

のプレゼントも行っている。さらに，『日経お

となの OFF 特別編集 OFF ムックスペシャ

ル VOL. 2 とっておきの宿−旅先で過ごす，

おとなのためのプレミアムな時間−』の特集で

は，賞品となる旅館が紹介されており，消費者

の関心を高める工夫がなされている（サント

リー・ニュースリリース 2007.8.7）。

4.7．“プレミアム・ビールに関する消費者飲用

動向調査”

サントリーでは，毎年，“プレミアム・ビール

に関する消費者飲用動向調査”を実施している。

これは，製品開発やマーケティング戦略を策定

するうえで，貴重な判断材料となり，また，自

社が展開している製品やマーケティングに関す

る施策の効果の検証にも有効に活用できると考

えられる。調査対象は，プレミアム・ビールを

月２，３回以上自宅で飲用している 20-59歳の

男女 1,000人となっている。

2008 年の調査結果をみると（サントリー・

ニュースリリース 2008.4.15），平日と休日の

飲用回数の変化に関しては，「主に休日に飲ん

でいたが，平日に飲む回数が増えた」と 22.7％

が回答しており，こうした予兆を踏まえ，メッ

セージや広告が構築および変更されている。

また，飲用時に求めるイメージに関して（表

１），プレミアム・ビールでは「自分へのご褒美
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表１ 飲用時に求めるイメージ

プレミアム・ビール 定番ビール 発泡酒・新ジャンル

1
自分へのご褒美になりそう

59.6%
爽快な気分になれそう

41.3%
気軽に飲めそう

49.2%

2
お客様に出せる

51.4%
ほっと一息つけそう

40.7%
毎日飲めそう
33.5%

3
気分転換できそう

45.6%
気分転換できそう

40.4%
爽快な気分になれそう

30.5%

4
気分よく酔えそう

41.9%
仲間とワイワイ飲めそう

39.4%
仲間とワイワイ飲めそう

29.2%

5
ほっと一息つけそう

41.0%
食事に合いそう

33.4%
気分転換できそう

26.6%

出所 サントリー・プレミアム・ビール・レポート2008（サントリー・ニュースリリース2008.4.15）



になりそう」（59.6％），「お客様に出せる」

（51.4％）が上位にランクしているが，定番ビー

ルでは「爽快な気分になれそう」（41.3％），発

泡酒・新ジャンルでは「気軽に飲めそう」

（49.2％）が１位となっており，各商品群の特

徴がよく表れている。

2009 年の調査結果では（サントリー・ニュー

スリリース 2009.4.3），2008 年のビール価格値

上げ後，一般のビールを飲む量が減ったとする

割合は 20％を上回っているものの，プレミア

ム・ビールについては 10％程度にとどまってお

り，逆に増えたとの回答が 20％を上回ってい

る。

また，普段飲むビール系飲料におけるプレミ

アム・ビールの割合について，「ほとんどプレミ

アム・ビールしか飲まない」との回答が 16.3％

となっている。2005 年の第１回調査結果では

8.3％であり，約２倍のレベルとなっている。

プレミアム・ビールの飲み方に関しては，「グ

ラスに注いでから飲む」（68.2％），「缶のまま飲

む」（31.8％）となっている。一方，一般ビール

では「グラスに注いでから飲む」（58.0％），「缶

のまま飲む」（38.8％），発泡酒 /新ジャンルで

は「グラスに注いでから飲む」（37.7％），「缶の

まま飲む」（41.4％）となっており，プレミアム・

ビールを飲むときは，飲み方にもこだわって，

グラスに注いでから飲む割合が高いことがわか

る。これはサントリーが広告において強く訴求

してきたことであり，つまり広告が有効に機能

していると考えられる。

５．継続的取組と今後の課題

5.1．継続的取組

このように順調に立ち上がった“プレモル”

の価値を継続させる取り組みについて，製造を

中心に考察する。

・製造関係

武蔵野ビール工場醸造技師長である猪澤伊知

郎は，「コスト重視で高効率を目指すような時

代にありながら，“プレモル”は，まったく反対

に手間暇をかけ，その結果として，美味しいビー

ルに仕上げています。」と述べている（サント

リー・ホームページ）。こうした継続的に取り

組まれている手間暇について，サントリーの

ホームページの情報に基づき，検討する。

まず，素材に関して，ファインアロマホップ

であるザーツ種の香りは年毎や農園によって微

妙に変わる。よって，その年の最高の香りをも

つホップを調達するために，必ず現地へ赴き現

物を官能し，選んでいる。厳選したホップは収

穫時から工場の使用時まで徹底管理され，高い

品質と鮮度を保っている。また，現地ではホッ

プの栽培から手がけるホップマイスターの育成

にも取り組んでいる。大麦・麦芽についても，

現地で製麦会社の技術者と，その年の現物の大

麦の特徴（粒の大きさや膨らみ具合など）やで

きた麦芽について入念に現物を確認し，品質協

議を実施してから工場に納入している。“プレ

モル”の醸造に使用される深層地下水も，徹底

した検査が繰り返されている。

さらに，缶は外観に傷がつかないように専用

のラインスピードを通常より遅くしており，ま

た，できあがった“プレモル”は，一本一本，

容量・外観検査を機械と目視で行い，その後，

箱詰め機に送るという徹底ぶりである（同上）。

・モンドセレクション

2005 年に獲得したモンドセレクションは，

“プレモル”の躍進の大きな原動力となった。

もちろん，そこには多大なる苦労があったもの

の，その後，３年にわたり，継続的に受賞する

ことにはさらなる労力を要している。なぜな

ら，消費者が気づかない味の変化まで審査され

るため，再受賞するためには昨年とはできが違
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う麦芽やホップで昨年と同じ味わいと香りを実

現しなければならないからである。「３回受賞

できれば１つのブランドとしてずっとやってい

けると考えた。武蔵野工場全員の期待を痛感し

ていたから，３回目の受賞が一番うれしかっ

た。」と造技師長である猪澤伊知郎は述べてい

る（日経情報ストラテジー 2009.5，pp. 84-89）。

この点に関して，取締役の鳥井信宏は「特に３

年目の出品の際には，マーケティング，営業，

製造それぞれが立場を超え，心が一つになって

いました。製造に携わる方々にとっては大きな

プレッシャーでもあり，大変な日々だったと思

います。」とコメントしている（Wisdom

2008.3.3）。

・顧客へのフォロー

飲食店で顧客に最高の状態で“プレモル”を

飲んでもらえるように，樽生の機材の定期的な

洗浄をアドバイスする樽生クルー・ドラフトア

ドバイザーが，各飲食店を巡回している。また，

注ぎ方のセミナーの開催や，飲食店で使用する

グラスに泡持ちをよくする内面加工を施すなど

の取組も行われている（サントリー・ホームペー

ジ）。

5.2．今後の課題：製品間マネジメント

“プレモル”によって，サントリーのステータ

スは確実にあがっている。2006 年のお中元市

場で，“プレモル”は前年比４倍となっている。

これに手ごたえを感じたサントリーは，歳末商

戦で初めてギフト広告を作成している。ビール

市場に参入し，43 年目で本格的にギフトへの進

出を果たせたことになる（週刊東洋経済

2006.12.9，pp. 68-71）。

また，“プレモル”で培った，原料や製法への

こだわりは，新ジャンル商品である“金麦”に

も活かされている（サントリー・ホームぺージ）。

サントリーのビール・RTDカンパニー社長の

丸山紘史は「今後も“プレモル”のシナジーを

全商品に広げていく」と述べている（同上）。

しかし，取引先飲食店に樽生ビールを“モル

ツ”から“プレモル”に切り替えるよう促した

ため，2006 年のモルツの販売数量は前年に比べ

16.6％減少してしまっている。（日経産業新聞

2007.7.26，p. 20）。“プレモル”は原料や製造

に手間をかけているが，350ml 缶あたり 30円

高く，粗利の高い利益商材である。また，値引

き不要で販促費を抑えられるとの指摘もあり

（週刊東洋経済 2006.12.9，pp. 68-71），取締

役の鳥井信宏は「サントリーのビールを“プレ

モル”に一本化するために“モルツ”を“プレ

モル”のサブブランドにするなどの施策も必要

である」と言及している（日経ビジネス

2007.7.23，pp. 12-13）。“モルツ”をはじめ，製

品間マネジメントは今後の重要な課題となるで

あろう。

６．結論

6.1．プレミアムの創造

・消費者ニーズに応える

首都圏 2,000 人の消費者への調査を行い，

「少々高くても上質なビールを飲みたい」とい

う消費者ニーズを踏まえ，本格的な市場参入が

行われている。もちろん，以前より，技術の蓄

積はあったものの，自社で自信のある技術を一

方的に押し出すのではなく，消費者ニーズと

マッチしたタイミングで市場に投入している。

・機能的価値

受賞直後から，急激に売り上げが拡大したこ

とからも明らかな通り，モンドセレクションは

“プレモル”の成功に大きく寄与している。こ

うした世界が認めた味を創出できた要因とし

て，原料，製法に徹底的にこだわり，時間をか

けて開発したことがあげられる。
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・トップのリーダーシップ

ミニブルワリーを建設させ，ビールの商品開

発と生産チームに「うまいビールを作れ」とい

う指示を出した，トップのリーダーシップから

“プレモル”の道は始まる。これに関連し，佐

治信忠社長は「新しいことに取り組む時……必

ず反対がある。……とにかく前向きに指示を出

していく。有無を言わせないリーダーシップを

とらないと新しいものは世に出せません。……

『これがこうなって，これだけの利益を……』

なんていう細かい話よりも我々が新しいサント

リーグループをつくるんだという熱気を社内に

たぎらせる。その機関車役ですわ。」（日経ビジ

ネス 2009.3.9，pp. 52-60）とコメントしてい

る。

・全社一丸となった取り組み

「モンドセレクション最高金賞受賞により，

社内の士気が高まった」と鳥井信宏取締役が指

摘する通り，製販をはじめ全社が一体となり，

“プレモル”に注力していたことは，“全社員

ザ・プレミアム・モルツ作戦”など，事例にお

いて随所に確認できる。

・広告

中高年層にとって，極めてインパクトの強い

矢沢永吉を CMに採用し，大々的に広告を行っ

たことは，消費者は勿論，飲食店の店主などに

も効果的に作用している。

・選択と集中を徹底した営業

飲食店を皮切りに，小売のバイヤーへの提案

型営業など，徹底的な営業活動が行われている。

また，地域によっては，既存の“モルツ”採用

店に“プレモル”への置き換えを促す営業も推

奨されており，まさに選択と集中が行われてい

る。

・挑戦を好む風土

鳥井信宏取締役は，「サントリーという会社

は，元来プレミアム戦略好きというか，得意な

会社であるといえるのではないでしょうか。ウ

イスキーをはじめとして洋酒文化を日本に紹介

し，新しいマーケットを開拓しました。単なる

酒類メーカーの枠を超え，絶えずお酒の文化，

食文化に対して様々な提案をしてきました。こ

のような実績を見てもサントリーという会社自

体は，プレミアム戦略に違和感のない企業体質

であると言えると思います。」（Wisdom

2008.3.3）と発言しており，社風や風土の影響

も大きいと考えられる。

6.2．プレミアムの継続

・全社的覚悟

2006 年１月，ビール事業部で“３カ年プロ

ジェクト”の初年度がスタートし，プレミアム

戦略部がマーケティング室に設置され，また営

業組織の中にはプレミアム営業部が設置される

など，徹底した組織体制が構築された。さらに，

ビール類の予算の大半は“プレモル”にダイナ

ミックに投入したとのコメントからも，“プレ

モル”にかける覚悟というものを強く感じる。

・全社的協力体制

“全社員ザ・プレミアム・モルツ作戦”では，

ビール事業以外の社員までもが店頭に立ち，“プ

レモル”の品質を詳しく説明している。また，

同じビルに同居している会社など，あらゆるつ

てを頼って企業を訪問し，ビールのおいしい注

ぎ方や飲み方を説明してから試飲してもらうと

いう地道な活動などを見ても，全社的協力体制

がよく表れている。

・商品への愛着

営業マンの商品への評価や鳥井信宏取締役の

「特にモンドセレクションへの３年目の出品の
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際には，マーケティング，営業，製造それぞれ

が立場を超え心が一つになっていました」との

コメントからも，経済的意味を超え，自社を代

表する商品である“プレモル”に対して，全社

的に強い愛着を抱くようになっていると考えら

れる。

・ファンづくり

飲食店のスタッフや小売のバイヤーを対象と

した工場での商品説明，さらに消費者対象の

“ザ・プレミアム・モルツ講座”など，精力的

なファンづくりの取り組みが行われている。

・商品の基本品質の徹底管理

商品の基本品質は変わっていない。しかしな

がら，３年連続モンドセレクション最高金賞受

賞など，逆に，毎年，異なる原料でありながら，

同じ味を中心とする基本品質を保つために，原

料調達や製造において，人手をかけた取り組み

が行われている。

・市場にマッチしたメッセージ

当初の「週末にゆったりと贅沢な気持ちで最

高金賞を受賞したおいしいビールを飲みません

か？」というメッセージが，高額ビールを飲む

習慣の広がりや消費者の嗜好の変化に合わせ

て，「頑張った自分へのご褒美として平日も飲

みませんか？」との提案に変わっている。常に

消費者を中心とする市場に留意している証拠で

あろう。

・顧客層の拡大

当初，30 代後半以上の男性をターゲットとし

ていたが，その後，市場動向を踏まえ，女性を

含めた 20 代以上に拡大させている。

・広告の変更

市場動向や対象とする世代の拡大にあわせて

変更したメッセージに対応する広告が的確に実

現している。例えば，テレビ CMでも，新たな

タレントを加え，うまく訴求している。

・キャンペーン

“プレモル”＝こだわり，最高の体験といった

イメージを訴求するために日々，徹底したキャ

ンペーンが展開されている。

・顧客（飲食店）へのきめ細かなフォロー

樽生の機材の定期的な洗浄をアドバイスする

樽生クルー・ドラフトアドバイザーの各飲食店

への巡回，注ぎ方セミナーの開催，飲食店で使

用するグラスに泡持ちをよくする内面加工を施

すなど，日々，細かな顧客フォローが行われて

いる。また，バーに対しては“プレモル”小瓶

用器材である“ボトルドラフト”の投入なども

行われている。

6.3．競争戦略との関係

取引先飲食店に対して，樽生ビールを“モル

ツ”から“プレモル”に切り替える手法は“スー

パードライ”に通ずるとの指摘もある（日経産

業新聞 2007.7.26，p. 20）。つまり，アサヒビー

ルの“スーパードライ”は人気拡大に伴い，“ア

サヒ生ビール”を置き換えながら販売数量を伸

ばしており，現在の“プレモル”も同様のスタ

イルであるということである。さらに，既存商

品にこだわる消費者が少なかったという当時の

アサヒビールの状況が“スーパードライ”への

切り替えを可能にしており，例えば黒ラベルで

根強いファンを持つサッポロビールを含め，他

社が真似をすれば固定客の反発を招くため，今

のサントリーにしか実行できない戦略であると

指摘している。

“スーパードライ”発売以前のアサヒビール

はシェア 10％を割り込む，弱い立場であった。

こうした状況を打破するため，“スーパードラ
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イ”は，当時，好まれていた苦みとコクという

ビールへのニーズに対して，新機軸となる，すっ

きりとした辛口の商品として誕生している。つ

まり，リーダー企業に対する，チャレンジャー

企業による差別化戦略であり，今回の“プレモ

ル”のプレミアム戦略も差別化戦略の一環と捉

えることができる。

サントリーは業界３位，“ヱビス”を展開する

サッポロビールは４位であり，ともにプレミア

ム・ビール以外にも商品を抱えているが，上位

２社と比較すると，商品点数は少なく（表２），

１つの商品に対して全社的に取り組むことがで

きる傾向は構造的に高くなる。

また，通常のリーダー企業はシェア拡大によ

り，規模のメリットを最大化させようとするた

め，割高な商品に全社的に強く取り組むことは

困難な課題となるであろう。
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ビールテイスト
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計 26 27 11 12

出所 各社ホームページ（アクセス日：2010.7.27）

注 地域限定販売商品は除外している

味のバリエーションはカウントしている

サイズのバリエーションはカウントしていない
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