
２００６年１月１２日 

２００６年 キリンビール事業方針 
～お客様とのコミュニケーションの強化により、さらなる支持を獲得し、 
        ２００７年の創立１００周年に向けて一層の飛躍を目指す～ 

 
２００５年の概況                                 
 
中期経営計画の２年目にあたる２００５年は、その達成に向けて、キリンブランドの価値向上に引

き続き取り組み、開発・提案型の企業グループへの質的転換を強力に推進しました。 
国内酒類事業では、業界全体で見ると新ジャンル市場が急速に成長し、ビール、発泡酒とあわせた

総市場に占める割合が約１６％に上った一方で、２００５年１月から実施したオープン価格制の導入

による影響や２００４年の猛暑の反動などにより、総市場は縮小した模様です。その中で当社は、  

０５年４月に発売した「キリン のどごし〈生〉」が記録的なヒット商品となり、ビール・発泡酒・新

ジャンル計の販売数量が１億７,８５０万箱（対前年０.３％増、大びん換算）と、７年ぶりの対前年

プラスで着地しました。チューハイとあわせたローアルコールビバレッジ※計では１億９,６９０万箱

（対前年０.１％増、大びん換算）となるなど、お客様から高い支持をいただいたことで、厳しい市

場環境の中で業界全体を上回る実績を上げ、市場を牽引しました。 
※ビール、発泡酒、新ジャンル、チューハイなど、アルコール度数１０％未満のアルコール飲料の総称。 

 
２００６年の取り組み                                 
 
【全社基本方針】 
■ 「２００４－２００６年キリングループ中期経営計画」の総仕上げの年として、Ｒ＆Ｄや商品開

発力の強化、ＣＳＲの取り組みに加え、グループシナジーの拡大を一層加速し、“キリンブラン

ドの価値向上”に向けて引き続き開発・提案型の強い企業グループへの質的転換を進める。 
■ 中核である国内酒類事業強化を最重要と位置付け、躍動感あふれる企業グループの牽引役とし

て、ビール、発泡酒、新ジャンルを中心に総合酒類メーカーとして一層の支持獲得を目指す。 
■ 国際酒類事業および多角化事業（医薬・機能食品・アグリバイオ）では、新たなステージの構築に向

けて取り組みを加速するとともに、飲料事業では競争力強化を中心とした構造改革を進める。 
 
 
１．国内酒類事業の取り組み 

２００６年は、５月に酒税の見直しが予定されていますが、当社では２００５年の好調な勢いを

加速するとともに、開発・提案型の取り組み強化によるキリンブランドの価値向上と、さらにお客

様に近づく活動を展開することを基本方針とし、お客様から最も支持される企業を目指して、引き

き魅力的な価値提案を推進します。 続
 
【重点課題】 
■ さらなる積極攻勢に出る年と位置付け、発泡酒や新ジャンルにおける圧倒的なポジションを強固

にするとともに、ビールでもお客様の期待に応える価値を提案する。 
■ 「氷結」を中心としたＲＴＤ※カテゴリーや焼酎、ワイン、洋酒などの各分野において、魅力的な

提案を積極的に実施することで、総合酒類メーカーとしての支持獲得を目指す。 
※ Ready To Drink の略。栓を開けてそのまま飲める低アルコール飲料。日本では缶チューハイを中心に市場が拡大している。 

■ オリンピックやサッカーワールドカップなどの開催に向け、日本代表の応援をテーマとした施策

を積極展開し、お客様にとって魅力あふれる提案を行う。 
■ 工場などとの連携を強化することで、地域に密着した開発・提案型の営業体制を強化する。 
■ 業界の安定化に向け、コストオンの発想に基づいた取引環境の整備を進める。 

 
以上により、ビール・発泡酒・新ジャンル計では、業界全体が対前年で１％程度減少すると予想さ

れる中、１億８,４８０万箱（対前年３.５％増）の販売目標達成を目指します。主要カテゴリー別の目

標数は、ビール８,４２０万箱（対前年０.２％減）、発泡酒６,１８０万箱（対前年６.６％減）、新ジャ

ンル３,８９０万箱（対前年３９.４％増）、チューハイ４,１７０万箱（対前年１５.５％増、２５０ml
缶換算）で、ローアルコールビバレッジ計では２億５９０万箱（対前年４.６％増）となります。 
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（１）商品および販売施策 
①ビール 
嗜好の多様化が進み、飲みごたえやこだわりなどへの期待が高まる中、お客様の期待に応える新

たな提案を行うことで、ブランド力の強化を進めます。「キリンラガービール」は「キリン クラシ

ックラガー」とあわせ、“時代を超えて愛される本格的なうまさ”というブランド価値を訴求してい

きます。「キリン一番搾り生ビール」では、食をテーマにした様々な取り組みにより日本ならではの

“旬を楽しむうれしさ”という価値提案を行うとともに、酵母が生きている無ろ過のチルドビール

として新商品「一番搾り 無濾過〈生〉」を発売し、新たな付加価値を創造します。これとあわせて、

チルドビールでは「まろやか酵母」「豊潤」「ゴールデンホップ」のラインアップで、成長が続くプ

レミアム市場においてチルドならではの豊かな香りと味わいを提案し、市場の拡大を図ります。 
業務用市場では、よりおいしい樽詰生ビールの実現に向けて、一層の品質向上を図ります。また、

「キリン ブラウマイスター」「ハートランド」「バドワイザー」「ハイネケン」といった個性派ブラ

ンドの価値を、多様な業態や飲用シーンにあわせて積極的に提案します。 
  
②発泡酒 
２００５年の発泡酒市場は、新ジャンルの影響を受けたものの、家庭用市場で高い支持を獲得して

いるカテゴリーとして定着しています。その中で当社は「淡麗」シリーズを中心に取り組みを強化し、

業界全体を上回るお客様の支持を獲得することで、発泡酒カテゴリーでのトップポジションをより強

固にしました。２００６年も引き続き主要カテゴリーと捉え、「麒麟淡麗〈生〉」を中心に「淡麗グリ

ーンラベル」「淡麗アルファ」のブランド力強化を図ります。また、本格的なコクや味わいへの期待

に応える「キリン 円熟」を２月に発売し、新たな価値提案を行います。 
  
③新ジャンル 
２００５年は大幅に市場が拡大し、ビール、発泡酒とあわせた総市場に占める構成比は約１６％

となった模様です。当社では、２００５年４月に「キリン のどごし〈生〉」を発売し、半年後には

早くも市場でのトップポジションを獲得しました。年間では約２,８００万箱の販売実績となり、発

売初年度としては当社の中で「キリン一番搾り生ビール」や「麒麟淡麗〈生〉」に次ぐ記録的な大

ヒット商品になりました。２００６年は、好評をいただいている現在の味覚をベースにリニューア

ルし、より飲みごたえのある味わいときめ細かな泡を実現することで、お客様の期待に応えるとと

もに、当社の元気感を象徴するブランドとしてさらなる成長を目指します。 
 
④チューハイを中心としたＲＴＤカテゴリー 
成長を続けるチューハイ市場の中で、「キリンチューハイ 氷結」は発売以来市場を牽引し続け、

２００５年には新機軸の“糖質オフ”シリーズとして「早摘みレモン」を提案しました。２００６

年は、３月に発売する「ゆず」を皮切りに「氷結」ならではの独創的なラインアップを拡大します。 
また、多様化するニーズに応え、「氷結」とは異なるコンセプトを持つ無糖系チューハイの発売も

予 しています。 定
  
⑤焼酎、ワイン、洋酒およびその他のカテゴリー 
乙類を中心に成長を続ける焼酎では、好調な「麒麟麦焼酎 ピュアブルー」から新たなラインアッ

プ提案を行います。ワインでは、デイリーワインの「フランジア」で新たに３品種を追加発売するほ

か、「カフェ ド パリ」など主力ブランドの強化を進めます。洋酒では、「シーバスリーガル」「フォ

アローゼズ」に加え、２００５年９月の発売以来、大変好評をいただいている「キリンウイスキー 富
士山麓」を中心に一層の成長を図ります。さらに、グループ会社の永昌源社が販売している「杏露酒」

などの中国酒の品揃えを拡大し、総合酒類事業強化を進めます。 
  
⑥販売施策 
２００６年は、トリノ冬季オリンピックや２００６ＦＩＦＡワールドカップドイツが開催される

など、世界的なスポーツイヤーと言えます。当社では、今年も様々なスポーツ支援活動を実施し、

「ＫＩＲＩＮ トリノオリンピック日本代表応援 がんばれ！ニッポン！キャンペーン」や、サッカ

ー日本代表を応援するキャンペーンを展開します。また、地域のお客様と共に盛り上げ、全国のお

いしいものをビールとともに紹介する「キリン『選ぼうニッポンのうまい』プレゼントキャンペー

ン」を２００５年に引き続き予定するなど、がんばる“ニッポン”を様々な角度からお客様ととも

に 援することで、オリジナリティあふれる施策を展開します。 応
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（２）営業戦略 
工場やキリンコミュニケーションステージ社※などとの連携を強化することで、よりお客様に近づ

く仕組みの地域密着型営業に進化させます。インターネットを活用した積極的な地域情報発信や、地

元企業や団体などとの協働取り組みによるファンづくり活動をはじめ、地域に根ざした開発・提案型

の営業体制を強化することで、地元で愛される企業を目指します。また、自主ガイドラインを遵守す

るとともに、２００５年に導入したオープン価格制の一層の浸透を図ることで、コストオンの発想に

基づいた取引環境の整備を進めます。※ 量販店や飲食店でのマーチャンダイジング活動などを行っているグループ会社。 
  
２．国際酒類事業および多角化事業での取り組みと、飲料事業とのグループシナジー拡大 
  
（１）国際酒類事業および多角化事業での取り組み 

国際酒類事業では、アジア・オセアニアを中心に、新たな提携も視野に入れて事業の強化を進め

ます。特に中国では、市場の成長が続く珠江デルタ地域で麒麟啤酒（珠海）社がこれまでの２倍の

製造能力を持つ新工場を建設し事業規模の拡大を図るほか、上海では麒麟（中国）投資社の販売体

制を強化します。 
医薬事業では、現在承認申請中である新世代の腎性貧血治療薬「ＫＲＮ３２１」や、造血幹細胞移

植前治療薬「ブスルフェクス」の上市に向けた準備を行い、「ＫＲＮ３２１」では新たな適応を取得

するための開発も進めるほか、二次性副甲状腺機能亢進症治療薬「ＫＲＮ１４９３」など開発候補品

のステージアップを目指します。また、将来の事業の柱として位置付けているヒト抗体医薬や細胞医

薬の研究開発を進めます。海外ではシンガポールやタイの現地法人を中心にＡＳＥＡＮでの事業展開

を開始します。 
機能食品事業では、キリンウェルフーズ社で「リエータ」などの主力健康商品をブラッシュアップす

るとともに、グループの研究成果であるＫＷ乳酸菌素材や既存の健康食品の海外展開を検討していきま

す。さらに、新時代の健康・機能性食品の実現に向けて、２００５年に事業提携したヤクルトグループ

との共同事業化を進めます。調味料事業の武田キリン社では競争力強化のための基盤整備を進めます。 
アグリバイオ事業では、国内外の事業基盤強化を進めるとともに、キクやカーネーション、バラ

などの花き種苗事業や「シンシア」を中心としたジャガイモ事業の展開を進めます。 
  
（２）飲料事業とのグループシナジーの拡大 
飲料事業では、キリンビバレッジ社で競争力強化を中心とした構造改革を推進するとともに、開発

から製造、販売などあらゆる面でのグループシナジーを図ります。北陸工場で「キリン アルカリイ

オンの水」の受託製造を開始するほか、キリンコミュニケーションステージ社がキリンビバレッジ社

のマーチャンダイジング活動を開始するなど販売面での連携も拡大します。ヤクルトグループとの３

社間事業提携によるシナジー創出も加速し、海外ではキリンビバレッジ社のグループ会社である上海

錦江麒麟社が中国で製造、販売している「キリンチューハイ 氷結」の展開を強化します。 
  
３．ＣＳＲの遂行 
  
２００５年に策定した「グループＣＳＲ宣言」を踏まえ、ＣＳＲを“社会から信頼をいただくため

の取り組み”と捉えて、「コンプライアンスの取り組み」「安全・安心のための取り組み」「個人情報

保護への取り組み」「適正飲酒啓発活動の強化」「自然の恵みを守る活動の強化」の５つを重点に取り

組みます。 
環境への取り組みについては、「水源の森づくり」活動で、全国１１カ所目となる福岡工場の水源

地で植林を行うとともに、今後はグループ会社の工場にも展開を拡大します。また、地球温暖化防止

に向けて、太陽光発電システムなどの自然エネルギー利用や、工場での燃料転換とオンサイト発電な

どを推進することで、２０１０年時点でのＣＯ２排出削減目標を０７年までに前倒しで達成すること

を目指します。 
スポーツ支援の取り組みでは、トリノ冬季オリンピックおよび２００６ＦＩＦＡワールドカップド

イツの開催にあたり、オリンピック日本代表選手団およびサッカー日本代表への一層の支援活動を行

います。キリンカップサッカーをはじめとした日本代表戦への協賛や、サポーターと一緒に応援する

様々な施策を展開していきます。 
 

このリリースについてのお問い合わせ先 
キリンビール株式会社 広報・ＩＲグループ 広報担当 
東京都中央区新川 2-10-1 TEL:03-5540-3450 

キリンホームページ http://www.kirin.co.jp 
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＜参考資料＞ 

ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ㈱ 広報・IR ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

１．国内ﾋﾞｰﾙ・発泡酒・新ｼﾞｬﾝﾙ計（販売ﾍﾞｰｽ） 

2005 年の年間販売数量、および 2006 年販売数量予定 

※ ｹｰｽ＝大びん 633ml×20 本換算 

※ ﾁｭｰﾊｲ計＝250ml×24 缶換算 
※ ﾋﾞｰﾙﾃｲｽﾄ飲料＝350ml×24 缶換算 
※ 販売ﾍﾞｰｽ＝国産ﾋﾞｰﾙ・発泡酒・新ｼﾞｬﾝﾙ＋輸入

ﾋﾞｰﾙ（国内で販売された総量） 

●2005 年販売実績 

 ＜業界全体＞ ※4社（ｷﾘﾝ・ｱｻﾋ・ｻｯﾎﾟﾛ・ｻﾝﾄﾘｰ）販売数量ﾍﾞｰｽ 

   ﾋﾞｰﾙ＋発泡酒＋新ｼﾞｬﾝﾙ計（推定値） ▲ 3％程度 

   ﾋﾞｰﾙ計（推定値）           ▲ 7％程度 

   発泡酒計（推定値）   ▲26％程度 

   新ｼﾞｬﾝﾙ計    ＋207％程度（約 3倍） 

缶ﾁｭｰﾊｲ業界計（推定値）  ＋ 4％程度 

 

＜キリン社＞ 

   ﾋﾞｰﾙ＋発泡酒＋新ｼﾞｬﾝﾙ計     1 億 7,850 万ｹｰｽ (225.9 万 kl) ＋ 0.3％ 

   ﾋﾞｰﾙ計                    8,440 万ｹｰｽ (106.9 万 kl)  ▲11.1％ 

   発泡酒計                  6,620 万ｹｰｽ ( 83.8 万 kl)  ▲20.3％ 

   新ｼﾞｬﾝﾙ計      2,790 万ｹｰｽ ( 35.3 万 kl)    － 

氷結計（250ml×24 缶）           3,600 万ｹｰｽ（ 21.6 万 kl） ＋ 0.6％ 

      ﾋﾞｰﾙﾃｲｽﾄ飲料計(350ml×24 缶)       88 万ｹｰｽ（  0.7 万 kl） ▲20.0％ 

   ﾛｰｱﾙｺｰﾙ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ計          1 億 9,690 万ｹｰｽ (249.3 万 kl)  ＋ 0.1％ 
※ﾛｰｱﾙｺｰﾙ・ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ計:ﾋﾞｰﾙ＋発泡酒＋新ｼﾞｬﾝﾙ＋缶ﾁｭｰﾊｲ＋ﾋﾞｰﾙﾃｲｽﾄ飲料＋その他（樽詰ｻﾜｰ）総計。 

 

●2006 年販売予定（見込） 

 ＜業界全体＞ ※4社（ｷﾘﾝ・ｱｻﾋ・ｻｯﾎﾟﾛ・ｻﾝﾄﾘｰ）販売数量ﾍﾞｰｽ 

   ﾋﾞｰﾙ＋発泡酒＋新ｼﾞｬﾝﾙ計（推定値） ▲ 1％程度 

   ﾋﾞｰﾙ計（推定値）   ▲ 1％程度 

   発泡酒計（推定値）   ▲10％程度 

   新ｼﾞｬﾝﾙ計    ＋16％程度 

   缶ﾁｭｰﾊｲ業界計（推定値）  ＋ 5％程度 

  

＜キリン社＞ 

   ﾋﾞｰﾙ＋発泡酒＋新ｼﾞｬﾝﾙ計     1 億 8,480 万ｹｰｽ (234.0 万 kl) ＋ 3.5％ 

   ﾋﾞｰﾙ計                    8,420 万ｹｰｽ (106.6 万 kl)  ▲ 0.2％ 

   発泡酒計                  6,180 万ｹｰｽ ( 78.2 万 kl)  ▲ 6.6％ 

   新ｼﾞｬﾝﾙ計      3,890 万ｹｰｽ ( 49.2 万 kl)  ＋39.4％ 

氷結計（250ml×24 缶）           4,170 万ｹｰｽ（ 25.0 万 kl） ＋15.8％ 

      ﾋﾞｰﾙﾃｲｽﾄ飲料計(350ml×24 缶)       86 万ｹｰｽ（  0.7 万 kl） ▲ 2.3％ 

   ﾛｰｱﾙｺｰﾙ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ計          2 億 0,590 万ｹｰｽ (260.7 万 kl)  ＋ 4.6％ 
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２．国内ﾋﾞｰﾙ・発泡酒・新ｼﾞｬﾝﾙ・ﾁｭｰﾊｲ（販売ﾍﾞｰｽ）主要ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ別 

2005 年年間販売数量、および 2006 年販売数量予定 

 

 

            ＜2005 年販売数量＞      ＜2006 年販売予定＞ 

ｷﾘﾝﾗｶﾞｰﾋﾞｰﾙ  3,120 万ｹｰｽ（▲14.8％） 3,080 万ｹｰｽ（▲ 1.3％） 

ｸﾗｼｯｸﾗｶﾞｰ     800 万ｹｰｽ（▲20.8％）     750 万ｹｰｽ（▲ 6.3％） 

ﾗｶﾞｰ計   3,930 万ｹｰｽ（▲16.2％） 3,830 万ｹｰｽ（▲ 2.5％） 

一番搾り<生>計  4,160 万ｹｰｽ（▲ 6.7％） 4,200 万ｹｰｽ（＋ 1.0％） 

淡麗<生>  4,310 万ｹｰｽ（▲21.1％） 3,950 万ｹｰｽ（▲ 8.4％） 

淡麗ｸﾞﾘｰﾝﾗﾍﾞﾙ  1,670 万ｹｰｽ（▲ 6.7％） 1,500 万ｹｰｽ（▲10.2％） 

淡麗ｱﾙﾌｧ    250 万ｹｰｽ（＋13.6％）   160 万ｹｰｽ（▲36.0％） 

淡麗<生>計  6,230 万ｹｰｽ（▲16.6％） 5,610 万ｹｰｽ（▲10.0％） 

のどごし<生>計  2,790 万ｹｰｽ（  －    ） 3,890 万ｹｰｽ（＋39.4％） 

氷結計（250ml×24 缶） 3,600 万ｹｰｽ（＋ 0.6％） 4,170 万ｹｰｽ（＋15.8％） 

 

 

 

３．キリン社洋酒計 

                 ＜2005 年実績＞    ＜2006 年予定＞ 

洋酒売上計 （億：税込み）  304.1 億円（▲ 1.7％）   311.0 億円（＋ 2.3％） 
 

ｼｰﾊﾞｽﾘｰｶﾞﾙ計 （8.4L/箱）    199 千ｹｰｽ（▲ 3.9％）   205 千ｹｰｽ（＋ 3.0％） 
ﾌｫｱﾛｰｾﾞｽﾞ計 （8.4L/箱）     131 千ｹｰｽ（▲ 3.0％）   130 千ｹｰｽ（▲ 0.8％） 

富士山麓計 （7.2L/箱）      66 千ｹｰｽ（  －    ）   121 千ｹｰｽ（＋83.3％） 

ﾜｲﾝ計  （9.0L/箱）     996 千ｹｰｽ（＋11.5％） 1,105 千ｹｰｽ（＋10.9％） 

ﾋﾟｭｱﾌﾞﾙｰ （8.4L/箱）     356 千ｹｰｽ（＋22.8％）   446 千ｹｰｽ（＋25.3％） 

永昌源計 （6.0L/箱）     503 千ｹｰｽ（＋ 0.4％）   542 千ｹｰｽ（＋ 7.8％） 

杏露酒計 （6.0L/箱）     302 千ｹｰｽ（＋ 8.6％）   342 千ｹｰｽ（＋13.2％） 

 

 

 

以上 


