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２０１６-１７年度 

第２５８９回 
平成２９年６月９日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

◆ロータリーソング『我等の生業』      
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー 

アサヒビール㈱千葉統括支社 

支社長 中村 昭彦様 

◇アサヒビール㈱千葉統括支社 千葉支店 

 営業担当課長 長谷川 徹様 

◆会長報告                   

今月は親睦活動月間です。 

親睦活動というと、クラブ内や地区内のイメージしかあり

ませんが、ロータリー全体の親睦活動グループが活発な

活動をしています 

ロータリークラブのホームページに詳しく紹介されてお

りますので紹介いたします。 

ロータリー親睦活動グループは、共通の趣味、関心事

項、スポーツ、職業をもつロータリー会員の集まりです。

自分と同じ職業をもつ人々との交流を通じて、職業能力

を向上させます。世界中で新しい友人をつくり、奉仕の

機会を探求することで、ロータリーでの経験をさらに充実

したものとします。  

① クラブ、地区、国を越えた末永い友情を築く機会を提

供します。  

② ロータリーの公共イメージとブランド力を高めます。  

③ 新しい会員を集めたり、現会員がロータリーで活動を

続ける理由となります。  

現在多くの活動がされておりますので、ぜひ参加をご

検討ください。 

 

◆入会式                    

竹中 正二会員 

皆様、入会許可をいただきありがとうございます。非常に

光栄です。皆様にご辛抱いただきながら、この会に尽く

していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたし

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     竹中正二会員        小林 透会長 

 

◆委員会報告                  

２０１７-１８年度親睦活動委員会 （鈴木 美津江委員長） 

★第１回「親睦活動委員会」の開催のお知らせ 

日時⇒ ６月１６日（金）１８時３０分～ 

場所⇒ お好み焼「はなかご」 

会費⇒ ５，０００円 

 

★納涼懇親夜例会開催のご案内 

日時⇒ ７月２１日（金）点鐘：１８時 

会場⇒ オークラ千葉ホテル・中庭 

 ※懇親会の中で盆踊りを行います。７/１４（金）例会

終了後に練習を行いますので、是非ご参加下さい。 

 

水野 浩利副幹事より 

次年度の理事・役員・委員長・委員一覧表をメールボ

ックスに配布しました。各委員長は委員メンバーを確認

して対応をお願いします。計画及び方針を早急にご提

出ください。 

 

 

 



◆ニコニコボックス報告             

≪小林透会長・廻辰一郎幹事≫ 

関東もついに梅雨入りとなりました。 ですが・・・、私

たち二人には、晴れ間が覗いております。 

本日の卓話者のアサヒビール株式会社千葉統括支社

長中村様、ようこそお越し下さいました。厳しい夏を乗り

越えるには、アサヒスーパードライは必需品です！  

卓話を宜しくお願い致します。 

竹中会員、ご入会おめでとうございます。前任者の北

田さんと同じように、若しくは、更に美味しいお料理をご

提供下さい！ 期待しております！ 

 

 

◆出席報告 (会員数５０名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

本日の卓話 
 

演 題⇒「アサヒスーパードライの歴史」 

卓話者⇒ アサヒビール㈱千葉統括支社 

支社長 中村 昭彦様 

 
 

【冒頭挨拶】 

平素は皆様にはスー

パードライを始めアサ

ヒビールの製品をご愛

飲いただき、誠にありが

とうございます。お陰様

で本年 3 月を持ちまし

てスーパードライは発

売から 30 年を迎えるこ

とが出来ました。これも偏に皆様方のご支援の賜物

と厚く御礼申し上げます。 
 本日はこのスーパードライの 30 年間を中心にア

サヒビールの歴史について簡単にお話をさせていた

だきます。短い時間ではございますが、お付き合い

いただきますようお願い申し上げます。 
 
 

【アサヒビールの発祥】 

アサヒビールの前身である大阪麦酒は 1889 年 11
月に現在の大阪府堺市に設立されました。創業者は

鳥井駒吉、造り酒屋に生まれ 17 歳で家業を継ぎ 26
歳の時には堺市の酒造組合の総代を務めた方です。

1880 年代後半はビールの消費が伸び始めた時でし

た。その反面、日本酒の伸びが無くなってきた時で

もありました。そんな中、鳥井駒吉は「本格的なビ

ールが今以上に大勢の人たちに飲まれるようになれ

ば、改めて日本酒にも目が向けられる時が必ず来る。」

と考えてビール事業に参入することを決めたそうで

す。 
 

 
  
 

ビール工場は大阪の吹田村に建設しました。吹田

村は地下水が豊富でありその水質がビールづくりに

適していることがわかったため、この地にビール工

場を作ることを決めたそうです。 
今でもアサヒビール吹田工場には当時の建物の一

部が保存されております。皆様が大阪方面に行かれ

ることがありましたら、是非アサヒビール吹田工場

にお立ち寄りください。工場見学をしていただくと

お一人様３杯まで無料で出来立てのビールをご試飲

いただけます。よろしくお願い致します。 
 話を戻しますが、大阪麦酒を操業して 20 年もたた

ない 1906 年には大阪麦酒（朝日ビールを製造）、日

本麦酒（恵比寿ビールを製造）、札幌麦酒（札幌ビー

ルを製造）の 3 社が合併することになります。当時

はビール会社が乱立して利益が出にくい市場環境に

なっていたそうです。 
3 社が合併して「大日本麦酒」が設立された結果、

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 349,000 円

金の箱 137 円 累計 16,257 円

出席者数 

２２名 

欠席者数 

２８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

２名 

５/２６ 修正出席率  

７１．４３ ％ 

千葉ＲＣ 月 7/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/27・7/4 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 6/28・7/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 6/28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 6/29・7/20 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 6/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



マーケットシェアは 70％を超える大規模会社となり

ました。太平洋戦争終結の 1945 年には 78.8％とい

う高いシェアを取っていました。 
 その後終戦を迎え GHQ による「過度経済力集中

排除法」の制定により大日本麦酒は 1949 年に「朝日

麦酒」と「日本麦酒（現在のサッポロビール）」に分

割されることになります。 
 

【アサヒビールの低迷】 

大日本麦酒が分割された結果、マーケットシェア

は朝日麦酒、日本麦酒、麒麟麦酒の 3 社でほぼ 30％
強ずつに等分された時もありましたが、その後、麒

麟麦酒はどんどんと伸び、反面、朝日麦酒はどんど

んシェアを落としていくことになります。 
その原因は朝日麦酒が、大日本麦酒時代から飲食

店を中心に販売をしてきたことと、分割された際に

西日本を営業基盤としたことにあります。当時ビー

ルは高価な飲み物から庶民の飲み物へと変わってき

ており、特に人が集まっていた東京を中心に売上が

伸びていました。麒麟麦酒は昔から飲食店への納入

が少なかった分、家庭への売り込みを強化していた

結果、60％を超えるシェアを取ることとなっていき

ます。 
朝日麦酒は 1958 年に日本初の缶ビールを発売し、

1979 年には同じく日本初の家庭用 3L ミニ樽を発売

するなどの努力をしましたが、思うようにシェアは

回復できず 1985 年には過去最低のシェアとなって

しまいます。 
その時に社長を務めていたのが村井勉社長です。

村井社長は住友銀行の副頭取から朝日麦酒の立て直

しのために来られた方でした。村井社長はそれまで

朝日麦酒には無かった「経営理念」の策定と日の出

のマークからアルファベットの Asahi のロゴマーク

へ変更する「CI」を導入されました。商品も新しい

ロゴマークを使った「アサヒ生ビール」（通称コクキ

レビール）を新たに発売し、10％そこそのシェアを

12％まで回復されました。 
 
 

 
 

【スーパードライ発売】 

1986 年、村井社長に代わり樋口廣太郎社長が就任さ

れました。村井社長と同様に住友銀行から来られた

樋口社長はライバルメーカーへ挨拶に行った際に

「どうすればビールが売れるのか」とストレートに

質問されたそうです。そこで「ビールは鮮度が命」

ということを教わり、その後アサヒビールは「鮮度」

に拘った戦略を打つようになっていきます。 
 樋口社長の大きな功績はスーパードライ発売を決

断されたことです。1987 年 3 月 17 日に首都圏限定

でスーパードライが発売されます。 
発売当初は「辛口」をキーワードに宣伝広告を打

っていきます。初年度は 1350 万函という驚異的な売

上をたたき出しました。生産能力が追い付かず品切

れのお詫び広告を出すという結果になりました。 
 

 
 
 
 その翌年、ライバルメーカー各社がドライビール

を発売します。これが世にいう「ドライ戦争」です。

各社が宣伝広告をすればするほどスーパードライの

人気が高まり、結果的には前年度の 5.6 倍の 7500 万

函という実績をいただくことができました。 
 ドライ戦争が終息すると数年間スーパードライは

大きく売上を伸ばすことが出来なかった時期があり

ました。そこで今度は「鮮度」というキーワードで

勝負を掛け、工場製造後 3 日以内に出荷、といった

今までにない取り組みを行った結果、1998 年にビー

ルカテゴリーでトップシェアをいただくことができ

ました。 
2001 年にはビールよりも値段の安い発泡酒市場

にアサヒビールは最後発として参入し、赤いラベル

の「アサヒ本生」を発売した結果、ビール類市場で

初のトップシェアをいただくことが出来ました。 
その後スーパードライは発泡酒や更に価格の安い

新ジャンルの台頭によるビールカテゴリーの構成比

ダウンという波に飲まれますが、そこで再度「鮮度」

のアピールを強化するとともに環境への取組を行う

など、ビールカテゴリーの中で存在感を示す努力を

続けて参りました。そして 2005 年から直営店のビア



ホールでテスト展開を始めた「エクストラコールド

（氷点下の生ビール）」を 2009 年から首都圏の飲食

店様を中心に展開を図り、今では全国で２万５千店

を超える飲食店様でエクストラコールドをお取り扱

いいただいております。ここでのキーワードは「温

度（氷点下）」でございました。 
 

【２０１４年 更なる進化へ】 

2014 年には「進化」をキーワードとして「優良酵

母の厳選使用」「新仕込技術の導入」を行い「キレ味

さえるシャープなのどごし」「さらにきめ細やかな泡」

「飲みごたえアップ」「長期間保存してもキレ味アッ

プ」を実現した結果、2014 年ワールド・ビア・カッ

プ、2015 年ブリュッセル・ビア・チャレンジと言っ

た世界的なコンテストで金賞をいただくことができ

ました。 
 

【そして２０１７年、発売３０周年】 

 スーパードライは「乾杯！心がつながるうまさを、

ぞくぞくと。」を 30 周年活動スローガンとして取り

組んで参ります。 
 3 月に発売した期間限定醸造の「スーパードライ・

エクストラハード」といった商品や、アサヒビール

がゴールドパートナーを務めますオリンピック・パ

ラリンピックに絡んだキャンペーンを飲食店様の店

内にて展開するイベントを提案させていただきます。

皆様も是非 7 月中旬以降に「すし波奈」様や「うお

波奈」様といったアサヒビールの生ビールを扱って

いいただいている飲食店様の店内のポスターに注目

してみてください。 
 

 
 
 

最後に 5 月 30 日に発売した期間限定醸造の第 2
弾「スーパードライ・瞬冷辛口」をご紹介いたしま

す。この商品は一口、口に含んだ瞬間に冷涼感を感

じていただける商品設計となっております。本日は

皆様にこの「瞬冷辛口」と通常のスーパードライの

缶を 1 本ずつお持ち帰りいただきます。両方一緒に

冷やして先に一口「瞬冷辛口」を飲んでみて下さい。

その後にスーパードライを飲んでみていただくと、

「瞬冷辛口」の冷たさを実感していただけると思い

ます。 
 

【最後に】 

 お聞きいただきました通り、スーパードライは発

売以降「辛口」「鮮度」「温度」といったその時代時

代に合わせたキーワードに取組みシェアアップを図

って参りました。これからもその時代に合ったキー

ワードを考えて取組んで参ります。 
当面は 2020 東京オリンピック・パラリンピックが

キーワードになって参ります。もし皆様のお仕事の

関係でオリンピック・パラリンピックに関する案件

がありアサヒビールがお手伝いできるようなことが

あれば、是非情報をいただきたいと思います。 
これからも皆様のご支援をいただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 
 本日はご清聴いただき本当にありがとうございま

した。 
 

（卓話原稿及び写真は中村氏よりご提供いただきました。） 

 
 
 
 

    

旨い！！  ご馳走様でした！！ 

 
 
 
 
 
 

 

第２５９０回例会 

日 時⇒ 平成２９年６月２３日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 「入管裏話」 

       行政書士 荒木 康宏様 

 

第２５９１回例会 

≪最終例会≫ 

日 時⇒ 平成２９年６月３０日(金) 点鐘１２：３０ 

 

 
＜会報当番：石井 慎一＞ 


