Section 3 特集 1. 宝酒造
宝焼酎「純」
に使用している11種類の
「樽貯蔵熟成酒」

樽貯蔵熟成酒 約

特集

1

20,000 85

種類

黒壁蔵

「樽貯蔵熟成酒」
を使用した豊富な商品ラインアップ

こだわりの
「樽貯蔵熟成酒」 を強みに市場を開拓

熟練の技術が生み出す
「黒壁蔵」
の
「樽貯蔵熟成酒」
多種多様な
「樽貯蔵熟成酒」
を有すること、そしてそれら
を最適な酒質にブレンドする技術。焼酎トップメーカー宝
酒造の競争力の源泉はここにあります。
宮崎県高鍋町にある
「黒壁蔵」
。焼酎の酒質の決め手となる
「樽貯蔵熟成酒」
は、この工場で生み出されます。一口に
「樽
貯蔵熟成酒」
といっても、原料、発酵、蒸留方法、貯蔵年数、

検査）。独自の蒸留技術や貯蔵技術とともに、このブレンド

使用されています。1984年に日本発の缶入りチューハイ

技術も宝酒造の大きな強みです。

として発売し、まもなく35周年を迎える“タカラcanチュー
ハイ”は
「樽貯蔵熟成酒」
を贅沢に使用した元祖辛口プレミ

焼酎トップメーカーとして市場を牽引
宝酒造の主力商品である“宝焼酎”は、そのおいしさが多く
のファンに支持され、甲類焼酎No.1ブランドとして長年に
わたり市場での揺るぎない地位を確立してきました。
1977年に発売した“宝焼酎
「純」
”には、厳選した11種類の

焼酎で変わる、
「レモンサワー」
の味わい
食事との相性や健康イメージから近年人気の
「レモンサワー」
。

焼酎ハイボール”は、
「樽熟成」
ならではの深いコクと、
「焼酎」

そのベースとなる甲類焼酎に注目が集まる中、宝酒造では

ならではの食事に合うすっきりとした味わいが好評を得て
います。
飲酒人口の減少や消費嗜好の多様化などにより、国内の
酒類市場では厳しい競争環境が続くことが予想されますが、

「樽貯蔵熟成酒」
を13％ブレンド。スタイリッシュなボトル

これからも
「樽貯蔵熟成酒」
をはじめ焼酎トップメーカー

では多種多様なタイプの約20,000樽、85種類もの熟成酒を

デザインも相まって、大ヒット商品となりました。また 2007年

として培ってきた技術力・開発力を活かし、市場を牽引して

一つひとつ丁寧に管理し、さらには、複数の熟成酒を最適な

には“極上
〈宝焼酎〉
”を発売。
「樽貯蔵熟成酒」
を3％ブレンド

いきます。

比率でブレンドすることで、商品の特徴に見合う香りと味わい

することで、甲類焼酎のすっきりした味わいに加え、ほのか

を生み出しています。ブレンドの決め手となるのは、人間の

な甘い香りとまろやかな口当たりを実現しています。
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アムチューハイです。また、2018年2月に発売した“樽熟成

精製方法などの違いによって香りや味わいは様々。黒壁蔵

研ぎ澄まされた五感による色・香り・味わいのチェック
（官能

13
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樽

“宝焼酎”のラインアップを強化しています。原材料の一部
にレモン系のハーブを使用し、シャープな酸味とレモンの
香りが際立つ“宝焼酎
「レモンサワー用」
”、
「樽貯蔵熟成酒」
の 比 率 を 高 め、焼 酎 の 芳 醇 さと
レモンの爽やかさの絶妙なバランス
を引き出す“宝焼酎
「タカラリッチ」
”
（飲食店ルート限定）。ベースとな
る焼酎の違いで、ほかにも様々な
レモンサワーがお楽しみいただけ
ます。

「樽貯蔵熟成酒」
は、ソフトアルコール飲料のベースにも
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Section 3 特集 2. 宝酒造インターナショナルグループ
米国宝酒造

米国宝酒造商品ラインアップ

北米市場における当社シェア

米国宝酒造の
原酒ベース
清酒生産能力 年間

特集

2

7,500

㎘

8,800

北米市場

28.5

㎘

%

（注）当社推計

工場内部の様子

清酒のおいしさを世界へ

1980年代に米国での現地生産を
いち早く開始
“和食ブーム”を背景に、海外の清酒市場は年々拡大が

全面的に見直すなど試行錯誤を重ねた末、1983年に米国産
「松竹梅」
の製造・販売を開始。その後も厳しい品質管理の
もとで酒質の向上に努め、現在では日本産清酒と同レベル
の高評価を受けるまでになっています。

続いています。過去10年間の世界全体での市場成長率は
年平均５％を超えており、今後もさらなる拡大が期待でき
ます。この成長市場において、当社グループはシェアNo.1
のポジションにあり、海外清酒市場全体に占めるシェアは
約２割、最大のマーケットである北米でのシェアは３割近く
に達すると推計されます。
宝酒造が米国への清酒の輸出を開始したのは、今から60年

15
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当社シェア

清酒人気の高まりに応えるべく
米国工場の生産能力を増強

スに合わせ継続的に生産能力を増強していく方針です。
日本政府は2020年の東京オリンピック・パラリンピックに
向け、清酒に関する海外への情報発信を積極的に進めてお

清酒の文化を米国に伝える
「SAKE MUSEUM」

り、当社グループも日本からの輸出商品を含めて米国での

米国宝酒造の清酒工場内にある
「SAKE MUSEUM（サケ

商品ラインアップを拡充していく計画です。米国市場にお

ミュージアム）
」
は、1997年に完成した清酒の資料館。現在

いては、長年パートナー関係にあった日本食材卸ミュー
チャルトレーディング社を前期当社グループに迎え入れた

海外市場の中でも特に清酒人気の高い米国では、近年も

ことを機に、同社との連携をさらに深め、日本食レストラン

年６％前後のペースで清酒市場が拡大していると見られ、

向けの営業を強化するなど、グループとしてのシナジーを

家庭での飲用も増えています。需要の拡大に対応すべく、

最大限に発揮させます。

以上前の1951年。そして、米国に最初の日本食ブームが

当社グループは当期、米国宝酒造（カリフォルニア州）
に約

宝グループはこれからも、海外での和酒トップメーカー

訪れ、清酒への関心も高まってきた1980年代初頭には、米国

５億円の設備投資を実施。醸造タンク増設や加熱処理・充填

として、清酒のおいしさを世界中の人々にお届けしていきます。

での現地生産に乗り出しました。カリフォルニア産米を原料

設備の改良などにより、清酒の生産能力を原酒ベースでそれ

とし、水質も日本国内とは異なる条件のもと、製造工程を

までの年間7,500キロリットルから２割増となる年間8,800
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キロリットルに引き上げました。今後も米国市場の拡大ペー

は年間１万人以上の来場者がある人気スポットとなって
います。施設では古い時代の清酒造りの道具や製造方法、
酒器の変遷、米国における清酒の製造史など、多彩な展示
を通して
「SAKE」
に関連した様々な日本文化を紹介してい
ます。ミュージアムには手軽に
試飲ができる
「テイスティング
ルーム」
も併設されており、来場
者に清酒体験の場を提供して
います。
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Section 3 特集 3. タカラバイオグループ

CDMO事業の売上高 (百万円)
再生医療等製品関連受託
遺伝子研究・検査受託

新施設予定地

（2019年12月稼動予定）

3,252

2017

3,648

2018

4,360

2019

（計画）

（3月期）

本館棟

遺伝子・細胞プロセッシングセンター

7,500
施設最大稼動時

遺伝子・細胞
プロセッシングセンター
関連売上高
約

特集

3

2017年3月期

3,000

百万円

約

百万円

新施設の建設によりCDMO

CDMOのトップランナーとして
高付加価値のサービスを提供
タカラバイオは近年、
「再生医療等製品開発支援サービ
ス」
と、ゲノムシーケンスや再生医療等製品の遺伝子解析

療や細胞医療などの先端医療を強力にサポートしています。

ジェクトとともにCDMO事業を推進してきましたが、遺伝子

2015年には、この
「遺伝子・細胞プロセッシングセンター」

治療開発プロジェクトは、上市を見据えた製造スケール

このCDMO事業の中核拠点が、2014年に滋賀県草津市
で稼働した
「遺伝子・細胞プロセッシングセンター」
です。同

17
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に隣接して
「本館棟
（新研究棟）
」
を建設。それまで各地
（滋賀

アップを行うステージに達し、CDMO事業でも再生医療等

CDMO事業とは？

県大津市・草津市、三重県四日市市）
に分散していた研究拠点

製品の開発プロジェクトの増加やゲノム解析技術の診断

CDMO事業は、企業や研究機関による再生医療等製品

を集約し、研究開発体制を強化・効率化しています。

分野への拡がりなどから受託サービスの受注量が増大。各

などの開発・製造を支援するビジネスです。再生医療等

などの
「遺伝子検査支援サービス」
をワンストップで提供する
CDMO事業の拡大に注力しています。

事業をさらに加速

施設の稼働率が急速に高まっています。

新たな研究・製造施設の建設・
拡張により事業基盤を強化

センターは自社の遺伝子治療開発プロジェクト開発で使用す

2018年１月、タカラバイオは滋賀県草津市の本社地区に

る治験薬の製造や、GCTP/GMPに準拠した再生医療等製品

新 施 設 の 建 設 はこのような 状 況 に対 応したもので、
GCTP/GMPに準拠した再生医療等製品の製造、品質検査
業務、およびゲノム編集やiPS細胞作製などの受託サービス・

製品は、有効性、安全性に優れる一方で、製造には専用の
設備・施設など多大な初期投資のほか、高度な製造技術、
品質管理体制も必要とされるため、開発初期からアウト
ソースされることが一般的です。タカラバイオでは、自社
の遺伝子治療プロジェクトの開発過程で蓄積した技術や

研究開発業務を行う３つのエリアで構成され、完成時には実

ノウハウに加え、国内・海外の製造管理基準に対応した

総事業費約73億円をかけ、新たに再生医療等製品の研究・

装区域のみで約2.5倍のキャパシティが得られます。また、

施設（遺伝子・細胞プロセシッングセンター）、品質管理

の製造関連（ウイルスベクター製造、細胞加工など）
の受託

製造施設を建設、あわせて同地区の既存の研究・製造施設

延べ床面積14,100m2のうち、約4,600m2は未実装区域と

体制を整備し、受託サービスの基盤を確立することで、

サービス、さらに遺伝子治療に使用されるレトロネクチン®の

を拡張する計画を発表しました。

し、将来の多様なニーズに機動的に対応できる設計として

製造や各種品質試験・保管などの幅広いサービスを提供。

これまでは「遺伝子・細胞プロセッシングセンター」
と

「再生医療等製品開発のベストパートナー」
として、遺伝子治

「本館棟（新研究棟）」
により、自社の遺伝子治療開発プロ
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います。本施設の新設・改修を機に、遺伝子治療開発プロ

再生医療等製品関連CDMO事業No.1のポジションを
堅持しています。

ジェクトおよびCDMO事業の一層の強化を図っていきます。
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