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タイでの飲酒文化
Drinking Culture in Thailand
タイは仏教国→「不飲酒戒」
Thailand is a Buddhist country →A strict rule for drinking

⇄ 近年飲酒する人は増加
More and more Thai people are drinking

ex) シンハービール、チャーンビールなどの地場ビールメーカー
Local beer brands (eg. Singha and Chang)

アサヒビール（2002~）、キリンビール（2013~）
Japanese beer brands (Asahi and Kirin)



弱み Weakness
 価格が高い

Expensive

 タイ人の口に合うかわからない

Some Thai people may not like them.

内容量
(mL)

330mL 720mL

価格
(Price)

￥130
(฿40)

￥1400

500mLあたりの価格
(Price / 500mL)

￥197 ￥972



強み Strength

■ 高品質 High-quality

■ 日持ちする Long shelf life

■ タイ人は日本の文化が好き Thai people have very positive attitude for Japanese 
culture



機会 Opportunity
■ 親日国 Good relationship with Japan

■ 酒を飲む文化 Culture of drinking Sake, alcohol

■ 日本の飲食店が多数ある=日本の料理や飲み物を目にする機会が多い
Lots of Japanese restaurants=opportunities to see its food or drink



脅威 Threat
■ 安価な地元タイの飲み物

Existence of cheap local liquor

■ 酒類を買い物に行ける時間帯が決まっている
The time to buy drinking alcohol is fixed

■ 興味がない人もいる
Some people are not interested in Japan



戦略 Strategy
■ 強み・機会を活かす from the perspective of S&O

・高品質⇒味で勝負 Compete with taste
・日持ち⇒長期的なマーケット戦略 Long-term market 
strategy
・ブランド力：「にほん」酒⇒コロナ禍でも日本気分を味
わえる Pseudo Japan tourism amid COVID situation
⇔認知度を高める(飲食店での提供、SNSの活
用) Raise awareness ex)Offering at Japanese 
restaurants, Utilization of SNS

■ 弱み・脅威から考える from the perspective of W&T
・高コスト⇒富裕層をターゲットにした嗜好品、プレゼン
ト Targeting the wealthy, gift
・時間制限⇒通信・移動販売 Online shopping/Mobile 
sale



課題
Our Tasks

 SNSの活用を通じ、どのようにネット通販サイト
の知名度を上げるか

How can we make the online portal for 
buying Japanese sake popular in Thailand 
through social media?

■ 認知度が上がらず、タイ人の口に合わないかもし
れない

How can we increase awareness at the same 
time as finding the right taste for Thais?



まとめ Conclusion
■ 文化の違いが大きな役割を果たす

Cultural Differences play a big role

 日本酒はタイでも人気が出る可能性が大きい

Japanese sake has a big potential to become popular in Thailand

 日本らしさを維持しながらのローカライズが重要

Localization while still maintaining Japanese origin is important

■ 日本ータイビジネスと文化の交流は素晴らしく、今後も発展していく

Business and cultural exchanges between two countries is great, and will continue to get better

高畠町の日本酒
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