
地元愛を育む“参加型”ビール
「47都道府県の一番搾り」

キ リ ン ビ ー ル

C A S E 01

Outline
本　　社	 東京都中野区中野
設　　立	 2007年 7月1日
資 本 金	 300 億円
社　　長	 布施孝之
売 上 高	 キリンホールディングス：2兆

1969億円（キリンビール：7072
億円）（2015年度）

従業員数	 1517人（2015年12月31日時点）
事業内容	 酒類の製造

　「観光用の地ビールではなく、そこに

住んでいる人のための地元のビールが

できないか。開発のスタート地点はそ

こにありました」―。こう説明するの

は、キリンビールマーケティング部 商品

開発研究所 商品開発グループの小西

裕太氏だ。

　キリンビールは、2016年5月から10月

にかけて、全国47都道府県ごとに味の

違いや個性を強調した「47都道府県の

一番搾り」をそれぞれの都道府県限定

で順次発売中だ。

　「東京づくり」「大阪づくり」など、そ

れぞれの都道府県名（一部、工場の

ある都市名）を冠したビールの発売は

話題を呼び、キリンビールでは当初の

年間販売目標（120万ケース）を上方

修正、200万ケースとした。

観光用「地ビール」とも、
単なる「地域限定」とも違う

　「47都道府県の一番搾り」は、観光

用の地ビールとも、地域産品を原料に

使った「限定商品」とも異なるアプロー

チから生まれた商品だ。小西氏は「地

元らしさとは何かを徹底的に考えまし

た」と説明する。「47都道府県の一番搾り」に囲まれた小西氏

キリンビールは、各都道府県の個性に合わせた「47都道府県の一番搾り」を
各地で順次発売中だ。全国で約400人の“地元の人”がワークショップに参加
して、都道府県ごとの商品コンセプトを考えた。地域の絆を深めると同時に、
同社のビールの主力である「一番搾り」のブランド力強化という狙いもある。
文=山田哲也（イデア・ビレッジ）、黒田隆明

（写真：菅野勝男）
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　商品開発に当たっては、各都道府県

で地元の人が参加する「共創ワーク

ショップ」を2015年10月から順次開催

していった。参加メンバーは、販売会

社の各支社長がリクルーティングした。

地元の食、歴史、文化などに精通した

「地元のことが好きで地元をよく知る人」

が、各都道府県それぞれ10人程度、

全体で約400人が、ビールづくりに参

加した。

　ワークショップでは、約4時間を掛け

て、地元の気質、場（名所、象徴など）、

風土・文化・歴史、そして食の魅力を整

理して掘り下げる。さらに、それらをコ

ンセプトや味覚イメージ、飲み方に落と

し込んでいった。ワークショップでの

議論をもとに、キャッチコピー、イメー

ジカラー、味の特徴などを1枚のシート

にまとめ上げる。そこから全国9カ所の

工場で分担して、具体的な“47の地元

の味”を練り上げていった。

　例えば、「一番搾り 高知づくり」の

キャッチコピーは「たっすいがは、いか

ん！ それが、高知の心意気。」である。

「たっすい（たすい）」とは、土佐弁で

「薄い、手ごたえがない」という意味だ。

なので「高知づくり」のアルコール度数

は6.5％と強めだ（通常の一番搾りは5

％）。逆に長時間の飲み会になること

が多い福島県では、「福島づくり」のア

ルコール度数を4.5％に抑えた。グレー

プフルーツの果実を入れたように見え、

軽快に飲めるようにしている。

「晴れの国」岡山で
空を見上げながらビールを

　こだわりは味だけではない。パッケ

ージには各都道府県の地図がシルエッ

ト状に記載されているが、同じ色は一

つもない。「同じオレンジ系であっても

山形県は紅花をモチーフとし、宮崎県

は太陽のイメージで、グラデーションが

かかっている。赤や青など同じ系統の

色でも色の深みや光沢などそれぞれ違

っている」（小西氏）。

　こうしてつくられた「47都道府県の

一番搾り」の企画は、今回いきなり生

まれたわけではない。前年の2015年

に、全国9工場の醸造長がその土地の

風土や味覚に合わせてつくった「一番

搾り“地元うまれシリーズ”」を発売。当

初予定の約2倍の売れ行きと好評だっ

たことを受け、布施孝之社長の発案で

誕生したものだ。

　ちなみに9工場の立地する地域では、

“地元うまれ”の一番搾りは継承しつつ、

「その地域らしいビールを、その地域ら

しく楽しむイベント」を実施。その企画

を練る際に地元参加のワークショップ

を行うことにした。

　そうしたプロセスを経て開催したイ

ベントもすでにある。「のぼせもん」（の

ぼせあがって夢中になる人の意）が県

民性の福岡県では、「のぼせ気分で過

ごす、みんなでヤンチャな大人になれ

る 体 験」を コ ン セ プ ト に「福 岡

ICHIBANのぼせ祭り」を5月27日から

3日間、福岡市役所ふれあい広場で開

催。約2万人が集まり盛り上がった。

「47 都道府県の一番搾り」のコン
セプトイメージ（左）。広島県での
「共創ワークショップ」の様子。メ
ンバーは支社長がリクルーティン
グ、商品コンセプトづくりも支社
主導で進めた（中央上）。福岡県
で開催した「福岡 ICHIBAN のぼ
せ祭り」の様子。角打ちと呼ばれ
る福岡県の立ち飲みスタイルを取
り入れた（中央下）。岡山県でのイ
ベント「ゴロンと晴れの国ガーデ
ン」の様子。岡山後楽園で青空を
眺めながらビールを楽しむ（右）。
（写真・資料：キリンビール）
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　岡山県は、1年のうち降水量1mm

未満の日数が全国1位であることから、

「晴れの国おかやま」をキャッチフレー

ズとしている。そこで、岡山後楽園を

会場に、デッキチェアやござを広げて

ゴロンと空を見上げながらビールを楽

しむイベント「ゴロンと晴れの国ガーデ

ン」を5月14日、15日に開催した。

「熊本づくり」を全国発売へ
1本につき10円を復興支援に

　ところで、キリンビールの主力ブラン

ドで定番商品ともいえる「一番搾り」に

おいて、いったいなぜ47都道府県の限

定商品が必要なのだろうか。

　それを読み解く鍵がCSV（Creating 

Shared Value、共通価値の創造）だ。

　CSVとは、米国の経営学者、マイケ

ル・ポーター氏が提唱する概念で、企

業の事業戦略と社会的価値を結び付

けることによって、企業の競争力強化

に結び付ける取り組みを指す。

　キリングループが掲げる長期経営構

想「キリン・グループ・ビジョン2021」。

そこで目指す経営成果は「経済的価値

の創造・社会的価値の創造」であり、

この価値の創造を実現するための戦

略の枠組みとしてCSVが位置付けられ

ている。そして、キリングループでは、

次の6つのテーマを中心に、事業活動

を通じた社会課題の解決を目指してい

く。すなわち「人や社会のつながりの

強化」「健康の増進」「環境への取り組

み」「食の安全・安心」「人権・労働」「公

正な事業慣行」である。

　「47都道府県の一番搾り」は、この6

テーマのうち、主に「人や社会のつなが

りの強化」に結び付くといえそうだ。

　キリングループは、2011年に東日本

大震災で被災した東北地方で息の長

い復興支援活動を行っている。2016

年4月の熊本地震の被災者や被災地

への支援においても、東北地方と同じ

く「復興応援 キリン絆プロジェクト」の

一環として支援活動を進めている。

　「47都道府県の一番搾り」もこのプ

ロジェクトの一翼を担う。まず5月10日、

全国で順次発売される「47都道府県の

一番搾り」の売り上げ1本につき1円を

拠出し、熊本地震の被災地の復興支

援に活用することを発表した。

　さらに、7月5日から熊本県限定で発

売を開始した「一番搾り 熊本づくり」を、

10月から全国で発売し、売り上げ1本

につき10円を復興支援に拠出する。熊

本県外から「復興応援のため、熊本づ

くりを買いたい」という声が寄せられた

ことなどから、全国発売に切り替え、

1本当たりの拠出金額も増やした。

　「熊本を応援したい」という人々の気

持ちに寄り添いながら、一番搾りブラ

ンドの好感度を高め、かつ、ビールの

売り上げから被災地支援の資金も拠

出する。事業戦略と社会的価値を結

び付けた取り組みだ。

「一番搾り」ブランドだからこそ
成立した47都道府県の企画

　「47都道府県の一番搾り」で特筆す

べきは、「コミュニケーション力」の高さ

だろう。とにかく“地元”に関する情報量

が多いのだ。まず、味や個性の独自性

には、地元ならではの理由付けがある。

しかも、それは地元の人が参加して決

めていったものだ。パッケージを見てみ
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ると、缶の裏側に支社長や醸造

長のサイン入りメッセージが書か

れていたり、地域を象徴する小さ

なイラストがちりばめられていたり

と、このビールをきっかけとして地

元の話題を広げることもできる。

さらに前述のように「地元ならで

は」のイベントとも相性がよい。

　都道府県ごとのビールを企画し

たことで、「地元への愛を感じてう

れしかった」「ここに住んでいてうれしい

と思った」といった声が予想以上に届い

ているという。商品を通じて「地元のよ

さ」を再認識する人が出てきているのだ。

　「47都道府県の一番搾り」は、「地

元」をキーワードに、ビールと消費者が

新しい形で結びつき、地域における「人

や社会のつながり」を強めることがで

きる、CSVを体現した商品といえるだ

ろう。このつながりを地域で持続的に

どう生かしていくのか。キリンビールに

とって、次の挑戦テーマとなりそうだ。

　もちろん、その前提には「経済価値

の創造」が必要だ。「一番搾りを手に

取っていただける人を増やしたかった」

と小西氏は「47都道府県の一番搾り」

のビジネス面での狙いを語る。

　「47都道府県の一番搾り」は、人気

グループの「嵐」を起用して都道府県

ごとに全47パターンのCMも話題にな

った。こうして宣伝に力を入れ

られるのも、主力商品である「一

番搾り」のブランドの価値を高め

るための取り組みの一環だから

こそといえる。

　背景には消費者の志向の変

化がある。「均一な品質への安

心感、定番の信頼感といった

“王道”を求めるのではなく、ブラ

ンドとの関係性、個性、そのブラ

ンドの“らしさ”を消費するという時代に

変わってきていると感じています」と小

西氏。そして、一番搾りのテーマであ

る「日常のしあわせ」を突き詰め、一番

搾り“らしさ”をどうやって打ち出すかを

考えた結果、日常＝地元という解にた

どり着いたのだという。そこから9工場

による“地元うまれシリーズ”が誕生し、

さらに「47都道府県の一番搾り」へと

進化していったのである。

キ リ ン ビ ー ル
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　キリングループは、国内大手企業としては最初期に（おそらく初

めて）CSVを冠した部署を立ち上げた企業だ。その取り組みとし

てよく知られているのが、東日本大震災で被災した東北復興を支

援する「復興応援	キリン絆プロジェクト」である。水産施設など

のハード支援に始まり、地域産品の育成、ブランド化支援、人材

支援へと広がっていった。林田氏がそこで実感したのは「単にモ

ノをつくることを支援するだけでなく、まちづくりを支援していく

ことが必要」ということだった。

　「（復興支援の活動の中で）『まち・ひと・しごと』ができていき、

まちでの日々の人々の暮らしの中でビールや清涼飲料が飲まれて

いく。まさにそこが我々の事業基盤そのものだということに、改

めて思い至りました」

　こうした経験を踏まえて発

売した「47都道府県の一番搾

り」は、まちの暮らしの価値と

ビールの価値、いずれをも高め

ていこうという狙いがある。

　「地域の方たちとビールをつ

くり上げていく過程で、自分た

ちのアイデンティティーなどを語っていただく。そのことを通じて、

改めて地域の誇りや一体感、自信を持っていただき、盛り上がっ

ていただこうと考えました。そしてまさにそのときに、ビールで乾

杯していただける。そんな絆づくりが今回の狙いです。モノとして

のビールにとどまらない力を発揮できればと思っています」

interview

林田 昌也 氏

キリン 執行役員
CSV本部 CSV推進部長

人々が暮らす「まち」こそが我々の事業基盤

（写真：北山宏一）

全国発売する「熊本づくり」。缶の裏側には支社長の
メッセージなどが入る（写真：キリンビール）
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