市場データシート

日本
シャブリ/Chablis ワインが復調
シャブリ/Chablis ワインの日本市場 2020 年の輸出実績
輸出額 世界第 3 位
輸出量 世界第 3 位
全輸出合計 : 200 万本 (+ 4% / 2019 年比)、 1,980 万€

(+ 13% / 2019 年比)

総量の内訳

►シャブリ・プルミエ・クリュ/ Chablis Premier Cru とシャブリ・グラン・クリュ/ Chablis
Grand Cru : 13 %
►プティ・シャブリ/Petit Chablis

と シャブリ/Chablis : 87 %

2020 年には、フランスの AOC ワインの日本への輸出量のうち、ブルゴーニュ /Bourgogne の白ワ
インが 36％を占め、このカテゴリーの売上高の 53％を占めている。
ブルゴーニュ/Bourgogne のワインは、文化、味覚、その価値観が呼応しているこの日本市場で存
在感を持つ。フランスの AOC ワインの日本への輸入が全般的に減少傾向 (- 8,9%/2019 年比) にあ
る中で、2020 年、日本市場はシャブリ/ Chablis ワインの輸出において世界第三位を維持している。

2021 年の状況は依然として不透明である。世界第 3 位の経済大国である日本は、欧米諸国に比べて
新型コロナウイルス感染拡大の影響が少ない。2021 年の成長率は、政府の支援（GDP の 12％）と
オリンピック効果により、約 3.1％（IMF）の回復が見込まれている。日銀も楽観的で、2021 年春
から始まる 2021-2022 年度の業績は 3.9％の回復を見込んでいる。
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売上高は歴代記録を更新！
2018 年の豊作と 2020 年の新たな収穫量を受け、2017 年と 2018 年に収穫量が少なかったために 2
年間減少していたシャブリ/ Chablis ワインの輸出は、2019 年に増加に転じた。

 輸出量： +4%(2020/2019 年)
 輸出額： +13%(2020/2019 年)

シャブリ/ Chabli ワインが日本市場で、2,000 万ユーロ近くの売上を達成したのは、25 年以上ぶり
のことである。
AOC プティ・シャブリ/Petit Chablis とシャブリ/Chablis だけは、数量（＋8％/2019 年比）と売上
高（+22％）であったが、シャブリ・プルミエ・クリュ/ Chablis Premier Cru とシャブリ・グラ
ン・クリュ/ Chablis Grand Cru のアペラシオンは、数量・金額ともに 18％減少した。
2021 年最初の 3 ヶ月間における AOC プティ・シャブリ/Petit Chablis とシャブリ/Chablis の成長
は、数量ベースでも確認されており、+4.8%（/2020 年第 1 四半期比）となっている。
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AOC ブルゴーニュ /Bourgogne の日本での普及に大きく貢献するシャブリ/Chablis
2020年日本へのブルゴーニュ/Bourgogne・白ワインの
輸出量に占めるシャブリ/Chablisの重要性
(出典 : Douane DEB+DAU /BIVB)

プティ・シャブリ/Petit Chablisと
シャブリ/ Chablis
44%

ブルゴーニュ/Bourgogneと
マコン/Mâconの
地域名アペラシオン/
Appellations Régionales
41%

シャブリ・プルミエ・クリュ
/Chablis Premier Cruと
シャブリ・グラン・クリュ
/Chablis Grand Cru
7%

その他の村名アペラシオン/Appellations Villages、
プルミエ・クリュ/Appellations Premier Cru、
グラン・クリュ/Appellations Grand Cru
8%

ブルゴーニュ /Bourgogne ワインの輸出に占めるシャブリ/Chablis ワインの割合は、全色を合わせ
て、2020 年には数量で 29％、売上高で 18％となる。
ブルゴーニュ /Bourgogne 白ワインの輸出は日本市場で常に重要な役割を果たしており、過去 10 年
間、輸出量の 54%～60%を占めている。
日本におけるブルゴーニュ /Bourgogne 白ワインの発展には、シャブリ/Chablis ワインが大きく貢
献しており（白ワインの数量の 50％）、2020 年には確実に成長した。
2020 年 6 月のワイン・インテリジェンス社の調査によると、シャブリ/Chablis ワインは、日本での
産 地別 購入ラ ンキ ング ト ッ プ 20 の中 で 6 位 にラ ンクイ ンし て いる 。日 本人が シャ ルドネ
Chardonnay /を高く評価し、同じランキングでブルゴーニュ /Bourgogne が 5 位に入っているこ
とを考えればこの結果は当然ともいえる。

長期にわたり安定する日本市場に根付いたワイン


東京のレストランでの確かな存在感 (200 店舗/2019 年調べ)

東京のレストランの、ワインリストでの取り扱い商品の 57%が、フランスワインと言われる中、
ブルゴーニュ/ Bourgogne ワインは、200 店舗のうち、75％で扱われているが、その売上高は
2018 年比で-3% となった。
AOC シャブリ/Chablis ワインは、61%の店舗で少なくとも 1 種がオンリスト。53%の店舗での
取り扱いがあり、2018 年に比べて安定している。売上高は 2018 年比でー6%の落ち込みを見せ
た、村名アペラシオン/Appellations Villages、コート・ド・ボーヌ/ Côte de Beaune や、プル
ミエ・クリュ/Appellations Premier Cru を上回る結果となった。
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全世界の白ワインの品揃えの中、シャブリ/Chablis の取り扱いは以下の通り。
 AOC シャブリ/Chablis は、43%の店舗で、104 種。
 AOC シャブリ・プルミエ・クリュ/Chablis Premier Cru は、31%の店舗で、105 種。
 AOC シャブリ・グラン・クリュ/Chablis Grand Cru は、25％の店舗で 74 種。

 東京の酒販店での確かな存在感(30 店舗/2019 年調べ)
ブルゴーニュ/Bourgogne ワインは、酒販店の取扱高において第１位、全世界のワインの取扱高
の約 23%を占め（変動なし/2018 年）、平均で 2018 年比、-2％となる 133 種を販売している。
シャブリ/Chablis は、調査した 77%の店舗で、少なくとも 1 種の扱いがある。
マコン/Mâcon の地域名アペラシオン/Appellations Régionales (60%の店舗で、2018 年比で
－4％)や村名アペラシオン/Appellations Villages (63%の店舗、2018 年比でー3％となった)の
取扱高を上回っている。
全世界の白ワインの品揃えの中、シャブリ/Chablis の取り扱いは以下の通り。
 AOC シャブリ/Chablis は、70%の店舗にて、105 種。
 AOC シャブリ・プルミエ・クリュ/Chablis Premier Cru は、63%の店舗で、59 種。
 AOC シャブリ・グラン・クリュ/Chablis Grand Cru は、53％の店舗で、51 種。

市場所感については、 ブルゴーニュワイン委員会（BIVB）マーケティング＆デベロップメント部がコメント
–2021 年 4 月
(出典 : 税関統計- BIVB – MIBD MARKET – Wine Intelligence)
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