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1. 宝酒造

“和酒”を通じて人々によろこびを

和 酒Ｎｏ.1メーカーとして、
新しい価 値をこれからも

これまで人々の
「よろこび」
や
「笑顔」
に寄り添う商品づくり
をしてきた宝酒造。その歩みは、消費の多様化への対応、そ
してお酒の楽しみ方の創造・提案という挑戦の歩みでもあり
ました。しかし、時代とともに楽しみ方は変わっても、お酒が
日常を楽しく、豊かで味わい深いものにする存在であること
に変わりはありません。
宝酒造はこれまでも、そしてこれからも、日本の伝統文化
である和酒を守りつつ、また進化させながら、人々の笑顔と
ともにあり、愛される商品を届けていきます。
清酒国内課税移出数量および清酒国内出荷数量当社シェア順位
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出所：清酒国内課税移出数量／国税庁
清酒国内出荷数量当社シェア／酒類専門紙公表値より当社推計

Column
拡大する特定名称酒市場に新たな価値を

清酒国内トップシェアに
お客様の笑顔のために――それが宝酒造の商品づくりの

国内の清酒市場が縮小するなか、純米酒や吟醸酒といっ

爽やかな泡が心地よい、ほのかな甘みとほどよい酸味を特

和酒文化の啓発に努めています。さらに清酒シェア拡大の原動

長とする
「澪」
は、従来の清酒のイメージを一新したおいしさ

力となった
「澪」
もブランド鮮度向上のためにデザインを一新。

で若年層の支持を着実に獲得しました。

そして同ブランドから、凍らせてシャリシャリとした食感を楽

蔵庫で冷やしやすい、飲み切りサイズの特定名称酒500ml

た特定名称酒の出荷数量は年々増加しています。
宝酒造では、特定名称酒を日常で楽しむ新提案として、冷

根底にある想いです。食事の友に、祝いの席で、親睦を深

こうしたきめ細やかな商品戦略によって、宝酒造は2018

しむ“
「澪」
〈FROZEN〉
”を発売するなど、新たな価値を提供し

スリムパックシリーズを開発し、拡大する市場に新しい価値

める場で、人々を笑顔にするために、これまで様々な商品を

年の清酒国内出荷数量において初の首位を獲得し、焼酎、

続けており、課題である市場の活性化に取り組んでいます。

を提供しています。

生み出してきました。

本みりんに加え、清酒でもトップシェアとなったことで和酒

宝酒造が製造・販売する清酒ブランド
「松竹梅」
を発売した

No.1メーカーの地位を盤石なものとしました。

のは1933年。1960年代後半からは“よろこびの清酒”を
コンセプトに慶祝・贈答市場で飛躍的にシェアを拡大してき
ました。国内の清酒市場は1973年をピークに減少していま
すが、
「松竹梅」
は消費者ニーズに対応したラインアップの

宝酒造では、2018年4月からお酒に関する情報サイト

強化で販売シェアを順調に拡大してきました。そして2011年

「酒噺
（さかばなし）
」
を開設。和酒No.1メーカーとしてお酒

には、“スパークリング清酒
「澪」
”を発売。アルコール分５％で、
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だけではなく酒器や酒文化に関する情報など幅広く発信し、

「澪」
〈FROZEN〉

松竹梅〈純米大吟醸〉、
松竹梅〈大吟醸〉、
松竹梅「山田錦」
〈特別純米〉
500ml スリムパック
シリーズ
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2. 宝酒造インターナショナルグループ

和酒・和食文化を世界に

メイドインジャパンの 松竹梅 で
世 界を魅了

宝酒造インターナショナルグループは、和酒・和食文化を
世界に広めることをミッションとしています。人気の高まる
日本産清酒をより多くの国・地域にお届けするべく、グループ
会社である宝酒造の清酒国内No.1メーカーとしての技術力
や品揃えとともに、現地法人の営業力や世界の主要地域に
広がる海外日本食材卸のネットワークを活用し、和酒・和食
のリーディングカンパニーを目指していきます。
清酒の現地生産および輸出数量の推移
（kl）
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出所：現地生産／醸造産業新聞社（清酒大手4社の現地生産量合計）
輸出／財務省貿易統計

Column
世界で楽しまれる“スパークリング清酒”
2011年に日本国内で発売されて以来、若者を中心に人気
となっている“スパークリング清酒「澪」”。当初は“新しい
日本酒”として評価されましたが、2019年6月に大阪で開催

拡大する日本産清酒の海外需要

品揃えを拡充し、
さらなる需要拡大へ

インターナショナルでは、国内外で人気のある“スパークリング
清酒「澪」”のさらなる輸出拡大や海外向けに特化した専用商

世界的な日本食人気の高まりを受け、世界中で日本食

宝グループでは1951年に初めて海外への清酒輸出を開

レストランが増加しており、日本食の広がりとともに、清酒

始しました。1982年には米国での生産も開始。清酒人気

の需要も拡大しています。

の高まりに応えて継続的に生産能力を増強してきました。

新規ユーザーの創出・獲得を目指すなど、国内外に拠点を

また中国でも1995年から生産を開始し、世界での清酒販売

有する強みを活かした取り組みも進めていきます。

そうしたなか、日本産の清酒に対するニーズが高まりを
見せています。2018年の日本からの清酒輸出総額は過去

品の開発・育成に注力しています。
また、海外のグループ会社と連携した商品開発によって、

された国際会議でも提供されるなど、スパークリング清酒は
今では日本酒の一つのジャンルとして確立されています。
今や
「澪」
は、世界約30ヵ国に輸出されており、海外では日本
食レストラン以外でも、ステーキショップで提供されるなど、日本
ではあまり見られないシーンでも楽しまれています。

数量としてトップシェアを誇っています。

最高の222億円、輸出数量は2008年対比で2.1倍となって

これまで宝グループでは現地生産の“地の利”を活かした

います。同期間の現地生産量の伸び
（1.4倍）
に比べても、日本

フレッシュな商品やリーズナブルな価格の提供を実現してき

産清酒へのニーズが大きく拡大していることがわかります。

ました。しかし清酒人気の高まりとともにニーズも多様化

輸出

中国

輸出

日本

輸出

米国

し、日本産など付加価値の高い清酒も海外の消費者に求め
られるようになってきました。

現地生産

輸出

現地生産

こうした日本産清酒へのニーズの高まりに対し宝酒造
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3. タカラバイオグループ

実用化に立ちはだかる課題

新たな治療法「遺伝子治療」
普及への挑戦

一方で、遺伝子治療は製造、流通、薬価などの面で従来の
医薬品とは異なる点が多く、社会で広く実用化していくため
にはまだ多くの課題に対処していく必要があります。例えば
薬価については、こうした治療薬は患者一人ひとりに合わせ
て製造されることが多く、製造コストが高くなり治療費も高
額になる点が懸念されています。

新たな治療法の普及のために
タカラバイオでは、2008年に国内ではじめて自社開発プロ
ジェクトとして遺伝子治療の臨床試験を行って以来、遺伝子
治療の臨床開発を進めています。現在は、腫瘍溶解性ウイ
ルスC-REV、NY-ESO-1・siTCR® 遺 伝 子 治 療、CD19・CAR遺
タカラバイオ本社
（滋賀県草津市）

伝子治療の臨床試験を国内外で進めています。また、これま
での豊富な臨床開発の経験を活かして、製薬企業や大学、バ
イオベンチャーなどが行う再生医療等製品の開発・製造を支
援するCDMO事業を展開しています。
タカラバイオは、自社開発による遺伝子治療の商業化を目指
すとともに、遺伝子治療薬をはじめとする再生医療等製品の
普及を支援することで、遺伝子治療が少しでも身近な存在と
なり、人々の健康的な生活に貢献できるよう努めていきます。

Column
C-REV電子顕微鏡画像

がん治療に対する希望の光
がんの治療は、これまで、
「外科手術」
「化学療法」
「放射

「遺伝子治療」
へ高まる期待

がんの場合は、がんを見つけて破壊するように指示を出す遺

体外遺伝子治療

伝子が利用されます。また、先天的に遺伝子に異常がある場

体外で治療用遺伝子を細胞に導入し、
その細胞を患者に投与する治療法

がんや遺伝性疾患などの新たな治療手段として、遺伝子

合では、健康な遺伝子と代替して、失われた機能を補います。

治療が注目されています。安全性や効果の面で急速に技術

このようにして遺伝子治療では従来は対処できなかった

革新が進んだことが一因ですが、国内外で実際に遺伝子治療

疾患を治療できたり、奏効率が飛躍的に高まったりと、優れ

薬の承認が始まり、そのペースは早まってきています。日本

た治療成績に期待が高まっています。

でも、法令を整備して遺伝子治療や再生医療などの実用化
を後押ししています。
遺伝子治療は、私たちの生命反応をコントロールしている
遺伝子の力を借りて治療を行うものです。治療に役立つ遺伝

線療法」
が主流でしたが、最近では、
「免疫療法」
が第４の治療
法として注目されています。
私たちの体内の免疫細胞が、体外から侵入してきた細菌や
ウイルスを異物として認識し排除することはよく知られていま
すが、免疫細胞は、体内で発生するがん細胞に対しても同様
に異物として認識し、排除しようとする性質があります。
「免

選択

採血
血液

疫療法」
は、この性質を利用して治療するものです。このとき、

リンパ球

免疫細胞が、より一層、がん細胞を効率的に認識・攻撃する
ように遺伝子の力を借りて、がん治療を行う治療法を
「がん

体内遺伝子治療
治療用遺伝子をベクター等に
より体内
（患部）
に
直接投与する治療法

患者

投与

たりします
（体外遺伝子治療）
。治療に役立つ遺伝子としては、
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腫瘍

患者

既に、日・米・欧の先進国では実用化され、一部の血液がん
治療用遺伝子を
搭載したベクター

子を体内に直接、投与
（接種）
したり
（体内遺伝子治療）
、ある
いは、体外で遺伝子を導入した細胞を製造して体内に投与し

免疫遺伝子治療」
と呼びます。

遺伝子
導入

治療用遺伝子を
搭載したベクター

投与

では、寛解率が80%以上となるなど、飛躍的な治療成績が
話題になっています。
現在は、
固形がんなど、
より幅広いがん
種に適用できるように、製薬企業、バイオベンチャーで激し

培養

い開発競争が繰り広げられています。
遺伝子導入細胞
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