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稼ぐ力の強化

クロスセルの拡大展開により
グローバルプレミアムブランドの価値を強化
当社は、欧州事業の買収を機に、グローバルに有力な

ただし、単に短期的な数量成長を追求するのではな

プレミアムビールブランドを獲得しました。今後は、
『アサ

く、ブランドごとのグローバルなブランドマネジメントの

ヒスーパードライ』
『 Peroni Nastro Azzurro 』
『 Pilsner

もと、中長期視点でのブランド価値の向上に注力してい

Urquell 』の3ブランドをグローバルプレミアムブランドと

きます。
『アサヒスーパードライ』は、
『 Peroni Nastro

定義し、グループが保有する販売ネットワークの活用を

『 Pilsner Urquell 』と並ぶグローバルブラン
Azzurro 』

軸にクロスセルの拡大を実現し、新たな成長ドライバー

ドとして、ビジョン・ミッションの共有、役割分担の明確

へと育成していきます。今後 3 年程度では、母国以外の

化、協働体制の構築などにより、グローバルとローカル

市場において、3ブランド合計で年平均 10% 程度の販売

チームの両チームが両輪となって取り組めるマネジメン

数量の成長を目指していきます（2018 年実績（約 3,500

ト体制が整っており、グローバルプレミアムブランドとし

万ケース）比）。

ての価値の強化を目指していきます。

グローバルブランドマネジメント
グローバル

中長期プラン

• グローバル戦略

ブランド戦略

• ブランド戦略

ローカル

̶ 中期／長期目標設定
̶ 重点エリアの選定

̶ ブランドのビジョン／
ミッションの策定
̶ 差別的優位性の構築
̶ ターゲットの設定

• ブランドガイドライン

プラットフォーム

とプラットフォーム

• グローバル

アクティビティ

マーケティング活動
プラン

• ブランドの監査
• 活動の改良

カイゼン

今後の販売目標

̶ ブランドガイドラインの策定
̶ ビジュアル・動画／
ブランドツールの制作
̶ イノベーションの推進

̶ ブランドガイドラインの策定
̶ ビジュアル・動画／
ブランドツールの制作

̶ ブランドエクイティの測定
̶ グローバルマーケティング
活動の改良

• エリア戦略

• ブランド戦略の
エリア最適化

• プラットフォームの
活用とエリア展開

• ローカル

マーケティング
活動プラン

• 活動の改良

̶ エリアでの中長期戦略構築
̶ チャネル戦略の策定

̶ ビジョン／ミッションの浸透
̶ ターゲットのローカライズ

̶ ガイドラインの浸透
̶ ビジュアル・動画／ブランド
ツールの最適化と展開

̶ ガイドラインの浸透
̶ ビジュアル・動画／ブランド
ツールの最適化と展開

̶ ベストプラクティスの
創出とグローバルチーム
へのフィードバック

3ブランドの母国以外の販売計画（〜2021 年）

50
40
30
20

年平均成長率（ 3ブランド計）

10

年平均＋10% 程度（ 2018 年比）

0

2018

2019

アサヒスーパードライ

50

2020
Peroni Nastro Azzrurro

2021

* 2018 年：約 3,500 万ケース

Pilsner Urquell

新たなステージに挑む
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持続的な収益成長に向けて

成長戦略

グローカルな価値創造 経営の成果

コーポレート・ガバナンス

『アサヒスーパードライ』のグローバルブランドマネジメント体制
グローバル

リージョナル

ローカル

欧州チーム
（英国）

グローバル
マーケティングチーム

オセアニアチーム
（豪州）
アジアチーム
（東京）

•
•
•
•
•

ブランドビジョン／ミッションの策定
グローバルイノベーションの推進
コミュニケーションプラットフォーム制作
グローバルキャンペーンの展開
グローバルマネジメントプロセスの推進

• グローバルマーケティング

西欧

中東欧

北米

中東・アフリカ・南米他

豪州

ニュージーランド

韓国

中国

台湾

東南アジア他

• リージョナル方針に基づくローカルキャンペーンの策定
• ローカル独自のアクティベーション
• リージョナルチームへのフィードバック

戦略の各エリアへの展開

• リージョンマーケティング
キャンペーンの策定

• ローカルのベストプラクティス

収集とグローバルチームへの共有

四半期レビュー／ワークショップ

月次レビュー／ワークショップ
グローバルマーケティングカンファレンス

VOICE
当 社は、
『 アサヒスーパードライ』が国 内 市 場で

No.1ブランドになることと並行して、海外展開を推進
してきました。約20 年前から各国での基盤整備を開始
し、10 年前からは積極的なマーケティングを展開した
結果、アジア・オセアニアを中心に、日本のプレミアム
ビールとして顧客・消費者に認知されるブランドに成
長しました。次の10 年では、真のインターナショナル
プレミアムビールとして、世界中で愛されるビールを
目指していきます。
そのために、世界のいつでもどこでも最高品質の
『アサヒスーパードライ』が提供され、かつインターナ

ブランド戦略やプラットフォームの世界展開を図りました。

ショナルプレミアムブランドとして認知される状況を作

これらのアイデアはアジア・オセアニアと新たに加

る必要があります。品質面においては、
「 Karakuchi

わった欧州チームとの混成メンバーでの議論から生み

（辛口）」という日本語をキーワードに、世界中で「『ア

出されたものであり、異なる視点や経験が結融合した

サヒスーパードライ』
（=辛口）
を飲む瞬間の品質」を向

結果と言えます。今後の『アサヒスーパードライ』は、

上させる活動を開始しました。また、新たに「ブランド

国籍やポジションを超えた議論、かつ迅速に意思決定

ワールド」
（ブランドコミュニケーションガイドライン）
を

されるプロセスを超高速で進めていく方針です。

制作し、インターナショナルプレミアムブランドとしての
世界統一ブランドコミュニケーションを開始します。

2019年 5月には、グローバルカンファレンスを開催し、

梶浦 瑞穂
アサヒグループホールディングス（株） 国際ビール部門

Head of Global Marketing
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収益構造改革
2016 年から2018 年の収益構造改革（期中に買収し

具体的には、各事業におけるサプライチェーンマネジ

た欧 州 事 業 除くベース）において、3カ年 累 計の計 画

メント全般を軸としたコストダウンに継続的に取り組むと

（ 200 億〜300 億円）に対して大幅に上回る422 億円の

ともに、新たに前例踏襲型の予算策定や管理手法を見
直すゼロベース予算（ZBB）の導入や調達体制の最適化

コスト効率化の成果を出すことができました。
今後、2021 年までの3カ年においてもグループ全体で

など、更なる収益構造の強化を図っていきます。

300 億円以上の効率化を目指していきます。

収益構造改革実績と計画
（億円）

546
441
300

300〜350

計画

422

以上

実績

2010 〜 2012 年

計画

実績

2013 〜 2015 年

計画

実績

2016 〜 2018 年

計画

300
以上

200〜300

計画

2019 〜 2021年

取組み施策

• カテゴリー間の需要シフト・多品種化に対応した生産・物流体制の構築
酒類事業

• 容器など資材の軽量化、調達エリア・方法の最適化による
原材料の低減

国内

飲料事業

200億円
以上
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国際事業

更なる最適化

• 製造処方や容器包装の見直しによる製造原価の低減
• 製造能力増強や委託生産の見直しによる最適生産・物流体制の構築

食品事業

海外

• 操業度向上や委託アライアンス強化による生産・物流体制の

• 製造工程見直しや需給精度向上による製造原価の低減

100億円
以上

• 調達方法の効率化による製造原価の低減、固定費の最適化（欧州）
• 拠点統合と自動倉庫化推進による物流機能の最適化（オセアニア）

新たなステージに挑む

長期

中期

短期

アサヒグループ

持続的な収益成長に向けて

成長戦略

グローカルな価値創造 経営の成果

コーポレート・ガバナンス

ゼロベース予算（ ZBB ）
これまで欧州事業を中心に海外子会社で先行的に取

どを共有し、2018 年は各社の固定費を中心に費用の徹

り組んでいた ZBBを国内事業においても2019 年から本

底的な可視化「見える化」を進め、十分な成果を生まな

格的に導入を進めています。

い支出の「やめる化」、成長領域への配分の「重点化」

当社のZBBは、広告販促費や製造固定費、管理費な

に取り組みました。

ど、すべての固定費を中心にゼロベースで予算を見直し

今後は、各社での取組みを加速するとともに、社員一

て、短期的な利益貢献はもとより、創出した原資を「中

人ひとりがZBBの推進者となるよう、
「見える化」
「やめ

期経営方針」で掲げている経営資源の高度化に配分す

る化」
「重点化」プロセスのサイクルを日頃の業務全般

ることにより、事業の持続可能性を高めていくことを最

に組み込むことを通じて、企業文化として浸透させ、常

大の目的としています。

に新たな発想で収益構造改革を推進する体制構築を目

欧州事業が蓄積してきたこれまでのノウハウや経験な

ZBBにおける取組み

成果

指します。

経営資源の高度化

• 無形資産（研究開発・人材力）の強化
• デジタルトランスフォーメーションによる構造改革 など
利益貢献

調達体制の最適化
新たな成長ステージに立ったことを受け、調達機能に

事業を対象に2019 年 1月から新たな調達体制での運営

ついてもグローバルに拡大したネットワークを活用し、今

を開始し、今後、段階的に強化・拡大を図っていきます。

後 3 年程度で、グループ全体での調達体制の最適化を推

間接材は、国内事業を中心に（すでに欧州では導入済

進していきます。

み）、新たな調達ポリシーや間接材専用の調達システム

主に、①直接材（原材料）において、海外子会社を含

の導入及び調達材ごとのカテゴリーマネジメント体制を

めたグローバルでの調達体制の最適化と、②間接材（原

構築し、グローバルトップレベルの低コストな間接材調達

材料以外の購買品）において、国内を中心に新調達ポリ

の実現を目指していきます。すでに、2019 年 1月から当

シーや間接材調達システムの導入及び調達カテゴリー

社では新ポリシー及び新システムの運用を開始してお

マネジメント体制の構築など、この2 点を新たな取組みの

り、これらの間接材の新たな調達マネジメントを、今後段

柱として取り組んでいきます。

階的に各事業会社に展開し、2021 年には調達部門にお

直接材については、グローバルで共通するビールや飲
料の原材料（麦芽、ホップ、果汁、レジンなど）
を対象に、

ける間接材の調達カバー率を80% 以上にすることによ
り、コストダウン効果を創出していく方針です。

共同調達体制の強化を目指していきます。まずは、国内
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