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企業が関わる地域活性化の事例
̶キリン「一番搾り地域づくり」の事例を中心に̶

Point
❶  企業が関わる地域活性化には、地場企業がその地域で取り組む地域主体型と、全国的企業があるテー
マで各地の産品や活動に着目し育てる全国支援型がある。

❷  全国支援型では、大手小売業の産品編集・拡販支援、メーカーの原料調達・地域ブランド型製品開発・
販売などがあげられる。

❸  キリンの地域活性化では、47都道府県の一番搾りのようなナショナルブランド（NB）の地域ブ
ランド化や、CSV（Creating Shared Value）1的な取り組みに加え、生産者・消費者・料理人
をコミュニティ化する新たな動きも見られる。

1．  地域活性化のマーケティングと企業の
関わり

　地域活性化とは、一過性の集客イベントでのに
ぎわいや、話題先行のB級グルメやゆるキャラの
開発などでなく、その地域の生活の豊かさにつな
がり、地域の人が生活の中で愛着も持ち支持し地
元の自信（プライド）となるものであり、地域の
良さを外の人も知り、この地域に関心を持って来
訪し、それが繰り返し継続・定着していくような
本質的な取り組み活動と考える（宮副、2013）。
　また地域活性化は、担い手別に二つのタイプに
整理できる。すなわち、①各地域の人々や企業・
団体が主体となって動く地域主体型の取り組みと、
②全国的な企業・団体が各地域の活動に着目しそ
れを編集し育てていくような全国的支援型の取り

組みである。後者の事例としては、三越伊勢丹「ジャ
パンセンスィズ」のように、大手小売業が地域産
品を仕入れ・編集し全国的に販売する事例や、「コ
ロカル」などのように雑誌社が全国の事例を取り
上げ編集し紹介する事例がある。
　民間企業の地域活性化の取り組みでは、まず食
品・菓子・和洋酒などの地域企業の動きが活発で
ある。他の地域企業との差別化から他社と競い合
う形で、地域の特徴やコンセプトを見いだし、地
域資源を活かした地域価値に仕立て地域活性化に
つなげてきた例が複数見られる。例えば、滋賀県
のたねやと叶 匠壽庵、長野県の小布施堂・竹風
堂・桜井甘精堂などの地域企業の競合と相乗関係
がその代表事例である。
　一方、全国的な大手企業について、その昔は工

1    ハーバードビジネススクール教授のマイケル・ポーター氏が提唱した、「経済的価値と社会的価値を同時に実現する共通価値の戦
略」のこと。ビジネスとして社会課題を解決するという視点。
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場進出により雇用を生む、材料・資材を現地で調
達するという経済活動が地域活性化と捉えられて
きたが、（コトラー「地域のマーケティング」）、近
年では、企業・製品の特性と地域の特性から地域
資源に着眼しそれを企業の本業としての製品企
画・販売に活かす動きが増えてきた。メーカーで
は、カゴメ「農園支援」やキーコーヒー「トアル
コトラジャ・プロジェクト」など食品業界で目立
つ。またトヨタは、ものづくりの組織能力に着目し、
全国各地の若い工芸技術人材の掘り起こしを行う
「レクサス・ニュー・タクミ・プロジェクト」を実施
するとともに、ものづくりや販売に直接関係ない
が地域の人々の共感を得て長年継続させているア
クア「ソーシャルフェス」（コミュニティ活動）と
いう二つの観点から地域活性化に取り組んでいる。
　
2．  地域活性化の取り組み
̶キリンビールの事例̶

　キリンビールの地域活性化の活動は前ページ②
の全国的支援型であるが、以下のように複数の観
点から取り組み、成果をあげており、マーケティ
ングの手法として、先行的な事例として、注目す
べきと考える。

2-1．「一番搾り地域づくり」
　キリンビール株式会社は、2015年 5月「キリン
一番搾り生ビール」の発売25周年を機に全国の9
工場（北海道千歳、仙台、取手、横浜、名古屋、
滋賀、神戸、岡山、福岡）ごとに味の違いや個性
を楽しめる “地元生まれ” の「一番搾り」を地域
限定で発売した。
　これは、近年のビール市場における顧客の嗜好
の多様化により、味の違いや個性を楽しめるビー
ルへの飲用意向の高まりに対応するとともに、この
商品の発売を通じて地域活性化を図るという両面
で、ビール市場を活性化させることが目的であった。
　具体的には、全国9工場の醸造長が、地域在住
の顧客を対象に工場ごとに味覚やコンセプトが違
う地域密着型の商品として開発・販売した。例え

ば「一番搾り福岡づくり」は九州産麦芽を使用し、
一番搾りの製法でそのうまみを引き出し、「九州の
食に合う、しっかりしたうまみと華やかな香り」
という製品（アルコール度5％）である。
　顧客から「地域の食事に合う」「地元愛を感じる」
「地域ごとに味が違うのが面白い」などの好評を受
け2016年の春から夏にかけては、商品開発の対
象地域を全国の47都道府県に拡大し、「47都道府
県の一番搾り」として製造・販売した。この新商
品は “地元の誇りを、おいしさに変えて” をスロー
ガンに、地域の顧客とともに地域の魅力を発掘し
ながらつくりだす、特別な「一番搾り」とした（2017
年 11月からは、再び9工場製造の新製品に集約
し発売している（図表1））。

図表 1　2017 年の新製品

出所：キリンHPより（2018年2月25日入手）

　この展開を、「地域活性化のマーケティング」の
フレームで整理してみよう。

地域価値の創造（製品開発）

　開発にあたって、各地域の人々へのヒアリング
を行い、それをもとにコンセプトを作り、味とし
て表現するという手法をとっている。都道府県ご
とに地元の有識者やオピニオンリーダー、行政、
観光協会、料理研究家など、さまざまな年齢・性
別の「共創メンバー」（全国で約400名）に集まっ
てもらい、ワークショップ形式で地元の気質、風土、
文化、歴史、食の魅力などについて議論し「地元
のビールに求めること」を取りまとめ、コンセプ
トを設計し、味覚評価、飲み方が決められていった。
　例えば、「高知に乾杯」は、アルコール度数

企業が関わる地域活性化の事例
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6.5％と高い。長飲みの習慣がある福島県の「福島
に乾杯」は、逆にアルコール度数を4.5％に抑えた。
このように地域ニーズを細かく捉え、対応してい
るナショナルブランド（NB）は他にほとんど類を
見ないと思われる。

価値の伝達（プロモーション）

　「47都道府県の一番搾り」のコミュニケーショ
ンは、人気グループ・嵐をCMに起用した。ロー
カルCMには 1都道府県につき1人の嵐のメン
バーが登場しており、自分の都道府県CMにはど
の嵐メンバーが出演しているのかなど消費者の話
題を集めた（図表2）。

図表2　広告キャンペーン（2016年 6月 JR大阪駅）

出所：筆者撮影

　また、ブランド独自の価値を体験できる場とし
て、ブランドのコンセプトショップを東京・青山
通りに開業した（2016年 6月から期間限定）。そ
こでは新商品「47都道府県の一番搾り」を地元な
らではの食材を使った料理とともに提供した。巨
大な缶ビールモニュメントなど「インスタ」映え 2

するような環境演出で大規模なプロモーションを
展開し、期間中活況を呈した（図表3）。

価値の提供（販売チャネル）

　「47都道府県シリーズ」は基本的に、その県で
しか買うことができない。入手の難しさが、飲む
楽しさを倍増させる。ただし「他の都道府県のも
のも飲みたい」という要望の高さに応えて、詰め
合わせギフトセットを販売することにし、ネット
通販などでも購入可能となった。
　このように、「一番搾り」は、そもそも最重要な
ナショナルブランド（NB）であるが、それぞれの
地域ニーズに対応し、地域ブランド性を強める戦
略と解釈できる。47都道府県のそれぞれの地元の
誇り・風土・特長などを活かしたビールづくりを
することで、地域と密着した企業になることを目
指しており、興味深い。また別の観点でいうと、
行政、地元住民、酒販店、飲食店を巻き込むことは、
企業と地域との関係性、ブランドのコミュニティ
を全国に築いたことになる。そしてそれが中長期
的には、市場のシェアを高めることになるのかも
しれない。

2-2．復興支援キリン絆プロジェクト
　キリンは、東日本大震災の復興支援として2011
年から 3年間で約 60億円を拠出し活動を進め、
被災地との絆づくりを徐々に進めている。
　農業や水産業の復興支援について、その第1ス
テージとしては、営農再開に必要な農業機械の購
入支援や養殖再開に向けた養殖設備の復旧支援を
行った。2013年からは第 2ステージとして農作

2    SNSアプリ「インスタグラム」に掲載して、いいねと共感が得られる写真のこと。

図表 3　  コンセプトショップ「キリン一番搾りガーデン」
東京・青山（2016 年 6～ 9月）

出所：筆者撮影
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物・水産物のブランド再生・育成支援、6次産業
化に向けた販路拡大支援、将来にわたる担い手・
リーダー育成支援などを継続している。
　このようなキリンの取り組みによって、例えば、
岩手県釜石市「釜石オープンキッチンプロジェク
ト ‒釜石六次化研究会」から新しい「釜石名物」
として地域の海の幸を使った海鮮中華まんじゅう
「釜石海まん」が商品開発され、それを扱う
「KAMAROQ（かまろく）」のようなスタートアッ
プ企業が誕生した。地域での新しい地域活性化の
担い手が発掘され、彼らは起業して、今では成長
企業に育っている。
　
2-3. 遠野ビアエクスペリエンス
　岩手県遠野市は、日本でもトップクラスの生産
量を誇るホップの生産地である。ホップはビール
に欠かせない原料の一つで、キリンは遠野市とホッ
プ契約栽培で50年以上の歴史を持っている。し
かし遠野のホップ生産量はピーク時の4分の 1に
減少し、近い将来ビール製造に日本産ホップを使
用できない危機に直面している。
　キリンの「TONO BEER EXPERIENCE」は、
地域活性化を目指す遠野市が地域の大切な地域資
源であるホップの魅力を最大限に活用して将来の
街づくりに取り組むものである。遠野産ホップを
ふんだんに活用した「一番搾りとれたてホップ生
ビール」が毎年期間限定で販売されている。

2-4．サード・キッチン・プロジェクト
　筆者が注目する最も新しい取り組みが、「Third 
Kitchen Project」である。この第一弾の対象地域
が能登・七尾地域（石川県）である。
　これは、能登七尾をこよなく愛する農業・水産
業の若手生産者で構成する「能登 F-F Network」
が主催し、地元行政とキリンが協力して取り組む
プロジェクトである。プロジェクト名は、料理人
にとっての第一のキッチンは勤務先であるレスト
ランで、第二のキッチンが自宅なら、第三のキッ
チンを能登・七尾で持ってもらおうという趣旨と

いう。
　石川県七尾市は、能登半島の真ん中に位置し日
本海に面した漁場と、山のふもとに広がる田畑を
抱える豊かな土地である。しかし、労働力の減少、
コミュニティの衰退などの課題を抱えている。そ
こで「Third Kitchen Project」は、能登七尾の若
手生産者が主体となり、世界農業遺産にも認定さ
れたこの里山里海が育む、特色ある野菜や魚など
の能登食材を全国の料理人に現地に来て現場を見
て知ってもらい、その食材を活かした料理を創造
して、さらにそのレストランの顧客（消費者）に
価値を伝達・提供するという活動を開始した。つ
まり「生産者と料理人と消費者のコミュニティ」
を形成するプロジェクトである。
　「生産者トークイベント」では、各地のレストラ
ンに生産者が赴き、料理に使われている食材のルー
ツや能登の気候・文化などについて感じてもらい
ながら、料理を味わってもらう。グルメ顧客を招き、
「農家と漁師が主催する大人のハロウィーン食談
義」も開催された。
　また、「食材ブランディング」として、能登野菜
や能登で取れる魚介など、豊かな土地から生み出
される多種多彩な農水産物や、独自の食文化のブ
ランド化を進めている。

2-5．その他の取り組み
　その他の取り組みとしては、「地域創生トレーニ
ングセンタープロジェクト」や、「KIRINじもと
キッチン」があげられる。前者は、食を中心に地
元を盛り上げるプロジェクトリーダーを育成する
研修プログラムである。
　後者は、参加者が飲食しながら、自分の出身地
が元気になるためのアイディアなどを参加者全員
で出しあうワークショップで、都市にいても地元
のサポーターになるきっかけづくりを行ってい
る。2017年 12月に東京・神田のテラススクエア
で長崎県佐世保市の食材「とらふぐ＆お茶」をテー
マに開催された。
　

企業が関わる地域活性化の事例
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3．  キリンの地域活性化マーケティングの
まとめ

　これらの地域活性化マーケティングの取り組み
は、図表4にまとめられる。第一に本業のビール
製造・販売の面で、ホップ産地の岩手県遠野のビー
ル企画「TONO BEER EXPERIENCE」だけでな
く、主力商品「一番搾り」で47都道府県に細分
化した製品開発・製造・販売は、ナショナルブラ
ンド（NB）の地域ブランド性を高める試みであり
他の大手企業にない取り組みである。
　第二に、CSV（Creating Shared Value）の観点
から、東北や熊本など被災地の支援から「キリン
絆プロジェクト」が始まり、地域の農業・水産業
への資金提供・復興支援により多くの起業や成長
が進んだ。この延長に地域活性化人材育成の「地
域創生トレーニングセンタープロジェクト」が位
置づけられる。
　第三に、「Third Kitchen Project」では、ビジネ
スに関わるひとのコミュニティをまず創ることに
動いている。食ビジネスに関して料理人・食材生
産者・消費者のコミュニティである。本業での地

域活性化、CSVに加え、3番目のアプローチとし
てコミュニティを形成し長く深く頻繁に関係し交
流する体制を優先して形成しているのである。そ
れはマーケティング手法として最先端とされる「コ
ミュニティ起点のマーケティング手法」といえる
もので、その点でも先行的な取り組みとして評価
したい。
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図表 4　「地域活性化のマーケティング」フレームで見るキリンの取り組み

出所：宮副謙司作成（2018）
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