
Sienna‛s Watching 
　シ ー ナ ズ  ・  ウ ォ ッ チ ン グ
「購入動機のための裏ワザ」・・・裏ラベル拝見・海外マーケット編
チャーオ、シーナです。今回は「裏ラベルに見る商品アピール度」がテーマ。輸出仕様・現地生産の清酒、焼酎、梅酒、サケ・リキュールの、
裏側をチェックしてみました。お酒が並んでいる店頭で、初めてのブランドを買おうとするお客さまは、まず商品を手にとって表ラベルを見る、
そしてその後たいてい、（表ラベルの日本語が読めない外国人は絶対に）購入前に裏ラベルを見ます。
益々増えるインターネット販売でも、裏ラベルに記載されている様なブランド説明や商品特性が購入の決め手になる場合が多いですね。表ラ
ベル（ 「ブランド力」または「他の商品との差別力」）だけで売れるお酒はいいのですが、裏ラベルのデザインやアピールはとても重要な商
品特性。特に、まだまだサケ、ショーチュー、ウメシュの知識が少ない海外マーケットでは、裏ラベルは大きな購入動機になります。今回は「購
入動機のための裏ワザ」・・・裏ラベル拝見・海外マーケット編です。
Ciao, welcome to the Sienna‛s Watching. Back label design of Sake, Shochu, Umeshu is the theme of this report. People who purchase a Sake, especially an 
inexperienced brand, will at fi rst see front labels to choose one, then, as the next step, he or she generally watch the back label carefully to decide buy or 
not. Front label is of course important, however back label design, information on the back is also very important issue. Let‛s look at back labels of exported 
Sake, Shochu and Umeshu. We also look foreign-made Sake and Umeshu labels.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　text Sienna K. Emiri
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カテゴリー 清酒 made in Japan, ship to USA 銘柄 「八海山」
裏ラベル
のポイント

“Eight Peaks”、フレーバーチャートや飲みごろ温度計の
イラスト、yeast の番号、“rice remaining ratio 60%”

容量など 1.8ℓ、15.5%、W王冠 imp. Mutual Trading

カテゴリー 清酒 made in Japan, ship to USA 銘柄 「真澄」
裏ラベル
のポイント

“Mirror of Truth”、日本地図イラストで所在地を表示、
背景に薄く「酒」の文字、全米日本酒歓評会での受賞歴

容量など 720mℓ、15-16%、W王冠 imp. World Sake Imports

カテゴリー 清酒 made in USA 銘柄 「月桂冠」
裏ラベル
のポイント

“1637 年創業” 、“湯煎で 105 ℉が伝統的”、サケ・スク
リュードライバーとサケ・ブラッディーマリーのレシピ

容量など 1.5ℓ、15.6%、スクリューキャップ（スプリットなし）

カテゴリー 清酒 made in USA 銘柄 「大関」
裏ラベル
のポイント

“シェラネバダの水と自社精米のカリフォルニア米で造
る”、“3世紀の醸造テクノロジーで造ったドライなサケ”

容量など 1.5ℓ、14.5%、スクリューキャップ（スプリットなし）

➡ ➡ ➡ ➡➡



3/16 Sake Utsuwa Research /10 XI

➡ ➡

➡ ➡

カテゴリー フレーバード・サケ made in Japan, ship to USA 銘柄 「シルクロード」
裏ラベル
のポイント

ラズベリーフレーバーのお酒、“East meets West”、
2000 年前のシルクロードのいわれを記載

容量など 720mℓ、8%、スクリューキャップ imp. Silk Road Wine & Spirits

カテゴリー 清酒  made in Japan, ship to USA 銘柄 「剣菱」
裏ラベル
のポイント

“1505 年創業”、剣菱のマークのいわれ、“古今第一とす
（Kokon Daiichi tosu）” と言われていること

容量など 720mℓ、17%、W王冠 imp. Silk Road Wine & Spirits

カテゴリー 清酒  made in Japan, ship to USA 銘柄 「白瀧」
裏ラベル
のポイント

“新潟で 1855年創業”、“Pure Rice Sake”、
“Serve chilled or warm”、“fruity aromas, round taste”

容量など 1.8ℓ、14%、W王冠 imp. Japan Prestige Sake Int’l

カテゴリー 清酒  made in Japan, ship to USA 銘柄 「奥の松」
裏ラベル
のポイント

“福島で 1716 年創業”、“Okunomatsu Saké, Ginjo”、
飲み頃温度は10-25℃、英語と日本語を併記　

容量など 720mℓ、15-16%、W王冠 imp. Pacifi c Int’l Liquor

カテゴリー 清酒 made in Canada 銘柄 「OSAKE」
裏ラベル
のポイント

原材料は仏語・英語で “米・水・イースト”、“スモールバッ
チで手造り”、手書きのバッチナンバー（「21」）

容量など 750mℓ、15%、プランジャ（傘付き）栓

カテゴリー 清酒 made in Australia 銘柄 「豪酒」（白雪）
裏ラベル
のポイント

“Premium Australian Sake”、“less heat at the fi nal”、
“無添加、Kosher 認定”、スタンダード・ドリンクマーク

容量など 740mℓ、15%、スクリューキャップ（ステルヴァン）
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カテゴリー 焼酎 made in Japan, ship to USA 銘柄 「黒霧島」
裏ラベル
のポイント

原材料は “さつま芋・米・麹（Koji Mold）・水”、
表ラベルに “83% sweet potato, 17% rice”

容量など 750mℓ、24%、スクリューキャップ imp. Nishimoto Trading

カテゴリー 焼酎 made in Japan, ship to USA 銘柄 「銀座のすずめ」
裏ラベル
のポイント

“GINAZA NO SUZUME KOHAKU SHOCHU”、裏ラベルの解説は
日本語、表ラベルに “distilled from barley” と “48 proof”

容量など 750mℓ、24%、スクリューキャップ imp. JFC Int’l

カテゴリー 梅酒 made in USA 銘柄 「キッコーマン梅酒」（JFC）
裏ラベル
のポイント

“Plum Wine”、“Before Dinner, After Dinner, Anytime”、
Before Dinner は “梅酒 1とワイン 2に氷を入れて”

容量など 750mℓ、11.5%、スクリューキャップ（スプリットなし）

カテゴリー 梅酒 made in Brazil 銘柄 「梅酒」（MN Própolis）
裏ラベル
のポイント

ポルトガル語表記、“UMÊ-SHÛ, LICOR DE UMÊ FINO”、
“本格焼酎仕込み、蜂蜜梅酒”

容量など 500mℓ、18%、プラスチック・スクリューキャップ

カテゴリー 焼酎 made in Japan, ship to Germany 銘柄 「黒霧島」
裏ラベル
のポイント

“Spirits distilled from Sweet Potato and Rice”、
リサイクルマークと妊婦禁止マーク、4カ国のエージェント

容量など 700mℓ、25%、スクリューキャップ imp. 欧州各国の JFC

カテゴリー 梅酒 made in Japan, ship to Germany 銘柄 「チョーヤ梅酒」
裏ラベル
のポイント

“和歌山産、100％日本の梅”、日本地図と梅のイラスト、
シャンパンやゼクトで割って "Choya Royal"

容量など 700mℓ、15%、スクリューキャップ imp. CHOYA UMESHU GmbH 
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「輸出仕様のおサケの裏ラベル」の中身や記載情報を分類してみましょう。
●一般項目：社名、住所、企業ロゴ、容量、アルコール度数、原材料、製造年月など。欧米では、輸入業者の記載が必要な国が多いですね。アメリカ向
け焼酎はアルコール度数24％にして「Soju」カテゴリーとするのがいまや一般的のようです（ライセンスが緩和されるので）。「25％Shochu」もライセ
ンス緩和になるよう、業界で運動すべきではないでしょうか。
●英文表記のブランド：日本語のブランド名は覚えにくい。Black Dragon、Silent Stream、Eight Peaksなど、銘柄を英文表記する事例が多いですね。
●警告表示：アメリカのGovernment Warningの2項目は有名ですが、ヨーロッパやアジア各国にはそれぞれの規制があります。ドイツでは「妊婦禁止マー
ク」があるし、台湾は「酒後不開車　安全有保障」です。
●リサイクル表示：国や地域によって、リサクルマークの表示が必要。マークは様々です。
●原料・お酒のアピール：米、芋、梅の種類や原産地、精米歩合や使用比率などがアピール項目です。ワインを選ぶ人がカベルネやメルローを気にする
ように、「Yamadanishiki」という用語も一部に認識されつつあります。また、Ginjo、Dai Ginjoなどのグレードアピールも盛ん。
●企業、地域、テロワールのアピール：古いお蔵は「創業年」や「歴史」を記載してアピールするのが通例。清酒では長野、新潟、山形など、「リージョン」
をアピールする例が多いし、国内市場以上に海外市場はそれを求めていると思います。灘・伏見の大手ブランドでは、地域アピールは一般的でないようですが、
ワインのボルドー、ブルゴーニュと比肩するのは難しいでしょうか。焼酎は、まだまだリージョンをアピールする商品が少ないようですね。
●お酒の特性：飲み頃温度、サケカクテルのレシピ、食とのマッチング、香りや甘辛などをチャートで表現、など工夫をされています。
●ビジュアル：「made in Japan」をビジュアルに示す「日本地図」は効果があるよう。そのほか、アイコン、チャート、表などを使って、文章の羅列より

Sienna の裏ラベル考察Sienna の裏ラベル考察
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カテゴリー 清酒 made in Japan, ship to USA 銘柄 「天鷹」
裏ラベル
のポイント

“Silent Stream”、米は “Yamada Nishiki”、「酒びん形グレー
ド・チャート」でトップの “Junmai Daiginjo”

容量など 720mℓ、16.8%、スクリューキャップ imp. Vine Connections

カテゴリー 清酒 made in Japan, ship to UK 銘柄 「黒龍」
裏ラベル
のポイント

“Black Dradon” と “Junmai Ginjo”、必要事項のみでその
他の説明のないシンプルな裏ラベル

容量など 720mℓ、15%、W王冠 imp. World Sake Imports UK

カテゴリー 清酒 made in Japan, ship to France 銘柄 「大七 箕輪門」
裏ラベル
のポイント

扁平精米のイラスト、責任者の印、"保管は 0-10℃、飲む
のは10-15℃ "、原材料は "米（riz）・米麹（riz koji）"

容量など 720mℓ、15.5%、ロールオンねじ imp. Issé & Cie

カテゴリー 清酒 made in Korea 銘柄 「雪花」
裏ラベル
のポイント

表ラベルと同じ紙質・カラー印刷、 “精米歩合 52％” 、全面
ハングルだが表ラベルに “清酒” “聖白三醸酒” の漢字表記

容量など 700mℓ、14%、スクリューキャップ

分かりやすい工夫は大事です。コストアップになりますが、裏ラベルを多
色刷りにしてビジュアル表現を盛り込むのは大きな効果が見込めます。
●その他：お客様の声、ロット番号、ISOやHACCP、銘柄にちなんだ解
説（例：シルクロードの解説、俳句の解説など）、などなど。

実に様々な要素がありますね。「魅力ある裏ラベル」は、日本の伝統酒（清酒、
焼酎、梅酒、サケ・リキュール）の海外市場での成長を大きく左右する要素
の一つだと思います。　　　　　　　　　　　  　text Sienna K. Emiri
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●きた産業は、豊富な「海外マーケット情報」、「輸出仕様ラベル
情報」を蓄積しています。輸出仕様の表ラベル、裏ラベルの企
画はお任せ下さい！（印刷部門関連会社の大晃印刷があります。）

●キャップは、海外で人気の高い「W王冠（冠頭・替栓）」のほか、
開封時のけがのリスクのない「ロールオンねじ」、欧米で一般的
な「スプリットなしのスクリュー（PP）キャップ」も承ります。
また「ステルヴァン（専用壜も含め）」も対応します。


