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日本酒の経験価値マーケティング
「吉乃川カヨイ」の伝統的慣習の再興をケースとして

１．はじめに：研究の背景

　日本酒の課税移出数量は1973年にピークをむかえた後，年々減少の一途に転じている４。し

かし，その内訳をみると，吟醸酒などの特定名称酒の消費は，相対的に安定していることがわ

かる（図１）。普通酒にはない吟醸酒などのプレミアムな酒のもつ豊かで複雑な味や香りは，

日本酒に味わうという文化をもたらし，日本酒のイメージを「酔うために飲む」から「楽しむ

ために飲む」に変えている（Wang, 2019）。

図１　日本酒消費の歴年推移（出典：酒のしおり令和３年）
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　消費者は，交換価値からだけでなく，快楽的感情や多様な他者とのかかわりによる消費慣

行にもとづいて消費を行っていると指摘されて久しい（cf., Holbrook and Hirschman, 1982; Holt, 

1995）。Schmitt（1999）は，消費を消費者が製品やサービスを購入する活動として捉えるので

はなく，購買から始まり消費に至るまでの一連の活動として捉え，それを「経験価値マーケティ

ング」として論じた。また，同時期には，Pine and Gilmore（1999）は，類似した概念として，

コモディティ製品がカスタマイゼーションによって差異化とプレミアム化されていくことを

「経験経済」という概念で示した。さらに，コモディティ化を回避するものづくりをおこなう

うえでも，ものづくり製品開発の領域では，価値認識を製品の機能に照射することから顧客の

必要とする意味に着目することの必要性が論じられている（例えば延岡，2006, 2011, 2016）。

　日本酒は，一般的に快楽的な消費の側面を有しており，経験価値マーケティングの有効性は

高いといえる。しかし，従来までの日本酒研究では，その点に焦点を当てた研究はほとんどみ

られず，近年になって，顧客経験価値の視点をもちいた研究がいくつかみられるようになって

きたが（例えば布施，大久保 2020），まだその数は非常に少ないと言ってよい。さらに，日本

酒の経験価値へ着目した研究の多くは，官能評価を含む味わいや利き酒といった「消費の瞬間」

に重きが置かれているにとどまっている。たとえば，先に挙げた布施，大久保（2020）では，

日本酒のカスタマージャーニーに着目し，消費者の感情値をあわせ，香りを中心に体験におけ

る価値要因を分析している。

　カスタマージャーニーとは，複数のタッチポイントにわたる購入サイクルのプロセスを，時

間の経過とともに企業と顧客体験の「旅」として概念化し，顧客のトータルエクスペリエンス

を動的なプロセスとして概念化するものである（Lemon & Verhoef, 2016）。その顧客体験プロ

セスは，事前購入 （検索を含む） から購入，購入後までを含んでいる。

　元来，嗜好品である日本酒（高田，2008）が，その嗜好性を高めている昨今において（Wang, 

2019），経験価値マーケティングの必要性が高まっていると言える。本稿は，日本酒の経験価

値概念の拡張を目的に，優れた事例をとりあげ，経験価値マーケティングの観点から考察を加

えることを目的とする。

　そこで，本研究では吉乃川株式会社（以下，吉乃川）の「吉乃川カヨイ」を事例として取り

上げる。「吉乃川カヨイ」は，「自宅から徳利をもって酒屋に通い，酒を購入し消費していた伝

統的な慣習」を起源としたコンセプトである。江戸時代の伝統習慣である日本酒の「通い徳利」５

は，21世紀の今日，吉乃川のマーケティング戦略を通じて新しい姿として再興された。

――――――――――――――――――――――――
５　今安（1980: 259）「江戸時代になると，杉の四斗樽に入れられた酒から一升の陶製徳利や樽に入れ替えて自

宅までの通い容器としたのである」。
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２．理論的背景と研究方法

2.1.　価値認識の転換と拡張

2.1.1.　交換価値から使用価値への転換

　消費者の消費行動を消費する過程に着目し説明を加えている消費経験論のなかで，Holbrook 

and Hirschman（1982）は実用的消費ではなく，先述の快楽的消費について指摘している。こ

のような消費の概念は，楽しむために消費するようになった日本酒（Wang, 2019）の説明にも

合致する。

　価値に関連するいくつかの研究の流れが，価値の創造と決定の文脈的，経験的な性質に

着目し，交換価値ではなく，使用価値の重要性に主な関心が移行している（Vargo, Akaka, & 

Vaughan, 2017）。これらは，グッズ・ドミナント（goods-dominant以下，G-D）論理から，サー

ビス・ドミナント（service-dominant 以下，S-D）論理の概念的枠組みへの移行と同じ文脈で理

解される（Vargo & Lusch, 2004, 2008）。S-D論理とは，価値を生み出すのは企業であり，モノ

としての製品に埋め込まれた価値が，企業から顧客へと一方的に提供されるとする従来型のモ

ノ中心のロジックに対して，すべての営みをサービスととらえ，価値を生み出すのは企業と顧

客の双方であり，双方向的に価値は共創されるという基本的前提にたつものである。

　S-D論理のパラダイム（Vargo & Lusch, 2004, 2008）では，経験は社会的な文脈の中で他の人々

と一緒に創り出されるものとして，「サービスエコシステム」という概念につながる。サービ

スエコシステムとは，「制度的な取り決めを共有し，サービス交換を通じて相互に価値を創造

することで結ばれた，資源を統合するアクターの比較的自己完結的な自己調整システム」と定

義される（Lusch & Vargo, 2014）。これらのシステムは，アクターと環境の相互作用とエネルギー

の流れを表す「エコシステム」という用語を使用し，その流れである相互のサービス提供を特

定するために，サービスエコシステムという用語を使用する（Vargo & Lusch, 2016）。

2.1.2.　製品の価値認識の拡張

　Pine and Gilmore（1999）は経済発展の一つの経過として経験経済という概念を示した。消

費価値として農産物のような「コモディティ（Commodity）」，工業製品のような「製品（Goods）」，

接客サービスのような「サービス（Services）」に加え，これまでの経済発展がたどってきた経

済価値とは全く異なる消費価値として「経験 （Experiences）」を位置づけ，「消費者は単に製品

やサービスを消費するのではなくその消費から得られる経験そのものに価値を見出す」ことを

指摘した。通常製品はコモディティ化に向かって進むが，個々の顧客に合わせてカスタマイズ

されると一段階上のステージに自動的にシフトする。しかしサービスもいずれコモディティ化

するとさらなるカスタマイズが必要になり，サービスの先にある差別化の手法が「経験」であ

るという。経験経済とは経験価値の経済であり顧客の感動や個人的な思い出に残るような演出

が重要だとしている。
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　コモディティ化を回避するものづくりとして，製品開発の領域で，延岡（2006; 2011）は機

能的価値に限らず意味的価値を創造する必要性を述べている。顧客価値を高めるためには，延

岡（2016）は，機能的価値にサービス価値を融合させ統合的価値を創出しなくてはならない点

を指摘している。これは，交換価値から，使用の文脈へと価値を拡張させる考え方に通ずる。

　また，ひとつの製品のなかに多様な価値を見出す必要性は，和田（2002）の製品の価値体系

の議論が参考になる。和田（2002）は，製品のもつ価値を，基本価値，便益価値，感覚価値，

観念価値の４層構造で概念化し，製品の品質や機能を表現する基本価値や便宜価値と，ブラン

ド価値を表す感覚価値や観念価値とを区分して認識する必要があるという点を指摘している。

　基本的価値とは製品の基本的な品質や機能であり，日本酒で例えるならば造りの部分といえ

る。便宜価値は，製品の使用や消費における便宜性で，日本酒では吟醸，大吟醸など，精米度

合いに準じた格付けに相当すると考えることができる。感覚価値は，製品の消費段階における

感覚的な楽しさや魅力であり，日本酒の官能評価に該当すると考えることができる。観念価値

とは，製品コンセプトそのものが生み出す価値で，今回の事例のような「吉乃川カヨイ」の経

験的な価値として捉えることができる。その製品のどの部分にハイライトするかで，製品の価

値は異なってうち出される。

　以上のことから，「吉乃川カヨイ」をとらえる際に，観念価値の側面に照射し，そのポジショ

ニングの移動を従来の製品の価値認識と対比すると以下のようにあらわすことができる（図２）。

図２　「吉乃川カヨイ」の価値のポジショニング（筆者作成）

実⽤的消費
（交換価値）

快楽的消費
（⽂脈価値）

価値の提供：企業→消費者
（グッズ・ドミナット・ロジック）

価値の共創：企業・地域⇆消費者
（サービス・ドミナット・ロジック）

従来の⽇本酒の
消費価値

「吉乃川カヨイ」
の経験価値
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　これらの枠組みで日本酒のマーケティングを想定した場合，S-Dロジックにもとづいた日本

酒市場のとらえなおしと，機能的特性と便益を重視する伝統的なマーケティングからの転換を

促す，経験価値マーケティング（Schmitt, 1999）の有効性が認識できる。しかし，その可能性

や方法論は十分に見出されていない。

2.2.　研究方法：事例研究（ケーススタディ）

　本研究は，これまで述べてきた交換価値から使用価値への転換や，S-Dロジックにもとづく

価値共創の概念を理論的背景として，日本の伝統産業である日本酒産業の価値経験マーケティ

ングを考察するものであり，とりわけ新潟県の吉乃川が近年あらたに着手した「吉乃川カヨイ」

を事例として議論する。

　事例研究については，Yin（2003）の手法に依拠して分析を展開する。Yin（2003）によれば，

研究対象に対して「なぜ」と「どのように」を問い，「研究対象者が制御不能」な際に，「事例研究」

や「歴史的な研究デザイン」の二つが適切な研究手法となるが，参与観察やインタビュー調査

など今現在の研究対象者への具体的な研究アプローチを含むのは「事例研究」の研究デザイン

であり６（Yin, 2003），重要な研究方法として多くの研究領域で多用されている（Zainal, 2007; 

横澤, 辺, 向井, 2013）。

　本研究では，吉乃川における「吉乃川カヨイ」が「なぜ」，「どのように」経験価値マーケティ

ングを実施したのかを明らかにするため，吉乃川の代表取締役社長の峰政祐己氏（以下は峰政

社長），経営戦略部経営戦略課課長の横本昌之氏，蔵元の川上麻衣氏に2020年と2021年に対面

でのインタビューを２回行った７。本研究は新潟県の吉乃川の「吉乃川カヨイ」の事例研究から，

吉乃川の経験価値マーケティングの事例を分析する。

３．吉乃川株式会社について

3.1.　企業概要・歴史

　吉乃川株式会社は1548年（天文17年）に創業し，470年ほどの長い歴史をもつ老舗酒蔵である。

長岡市宮内８に酒蔵があり，1865年（慶応元年）に「和泉屋」と屋号をつけ，1922年（大正11年）

に「中越酒造株式会社」と商号を変更し，1973年（昭和48年）に「吉乃川株式会社」という名

前になっている。

　吉乃川の「吉」は第15代の実母の「享寿（よし）」の字から，「川」は新潟県を流れる日本最

長の川である「信濃川」に由来する。今は80名の従業員を抱えている県内最古の蔵元である。

――――――――――――――――――――――――
６　研究者が研究対象者を「死んだ」過去として捉え，一次的・二次的資料を通じてしか追い求められないならば，
「歴史」が適切な研究デザインとなる（Yin, 2003: 7-8）。

７ １回目は，2020年11月12日であり，２回目は2021年７月８日であった。
８ 昔から「摂田屋」という地名を持っており，日本酒，醤油，味噌などを醸造することで有名である。
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酒造りに用いる原料は，新潟県産にこだわった酒米を使用するほか，仕込み水は「天下甘露泉」

という東山連峰の雪溶け水，及び信濃川から浮流してくる水で仕込んでいるという９。

　1950年代半ば（昭和30年代）から「大型仕込み」の生産方式を導入したものの，「機械化は

しても自動化はしない」という信念を持って日本酒の生産に取り組んでいる。一方，大吟醸ク

ラスの一部は手造りで醸造している。総石数県内５番目，全国30番目である。関東信越局税局

で首席一位を５回受賞し，2018年と2019年のフランス Kura Master では特別賞を受賞している。

2004年（平成16年）の中越大震災の際に酒蔵が被害を受けたため，2007年（平成19年）に「眞

浩蔵」（しんこうぐら）を建てている。市場が求める少量多品種にも対応できる蔵である。

3.2.　社長の戦略

　吉乃川株式会社の現在の代表取締役社長の峰政祐己氏は，大学卒業後日本マーケティング研

究所でのコンサルティング業務に携わっていた。そこで吉乃川を８年担当した。2005年にその

研究所を辞めたが，吉乃川とは個人契約がなされた。その後，2008年に吉乃川に正式に入社し

ている。

　入社した後，峰政社長はまず「目指すべき目的を整える」ということに着手した。社内での

「自分の立場より上の立場の目線で考える」という「越権」，および「他の部署のところまで突っ

込む」という「越境」が重要だと考え，「越権」と「越境」を推進した。

　また，峰政社長は，「すべては顧客の側から考えることが重要である」ことも強調している。

社長は，今の日本酒消費量の減少の背景には，日本酒に対する消費者の価値観の変化が起因し

ていると考えている。旧来は，相対的に手頃な価格で１升瓶を入手し毎日１合を飲むというよ

うなニーズを満たす消費のスタイルであったが，これから求められてくるのは「特別な感動体

験」であり，一例を挙げれば，純米無濾過生原酒などストーリーが付いている限定品の消費ス

タイルが求められていくと述べている。その「特別な感動体験」は，一定量を出荷している蔵

にとっては困難なことだと峰政社長は指摘しているが，吉乃川は近年の製品戦略においてその

「感動体験」の創出にチャレンジしている。

　峰政社長は，自社の消費者を四つに分類し，ファンづくりが今一番重要な課題であると考え

力を注いでいる。まだ吉乃川の酒を飲んだことのない人を「潜在的な消費者」，飲んだことの

ある人を「一般的な消費者」，偶に晩酌酒などとして飲んでいる人を「顧客」，手に入れるため

にかけたコストよりもブランドによってもたらす価値を重視する人を「ファン」とそれぞれ明

確に定義付けている（図３）。

　吉乃川は「地元の人たちに晩酌酒を提供する」ということを守りつづけて酒造りを生業とし

ている。この信条を守りながら，新たな攻めを行っている。次節で具体的に説明を加える。

――――――――――――――――――――――――
９　吉乃川のHPを参照。
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図３　吉乃川の消費者階層（筆者作成）

3.3.　守りと攻め

新製品の開発:「Pair」，「みなも」そして，醸蔵

　「地元の人たちに晩酌酒を提供する」という吉乃川の創業時からの信条はずっと守り受け継

がれている。同時に，変化する日本酒市場に向けた新商品の開発にも同時に取り組んでいる。

従来の極上吉乃川シリーズや辛口吉乃川シリーズ，越後シリーズ等の製品ラインナップに加え，

近年，「Pair」および「みなも」という２つの新しい銘柄を加えた。

　「Pair」は，「普段の暮らしと日本酒を一対にして，より豊かな時間を提案する」という「ペ

アリング」の発想を概念として新しく開発された日本酒である。一方，「みなも」は「川のよ

うに長く流れていく人生の毎日を豊かにする」ということを概念として新しく考案され，食事

にこだわりのある時に味わうことをコンセプトとした，特別性をより重視する日本酒であ

る10。また，「みなも」の開発に合わせて，吉乃川が長らく使用している「ひげ文字」マーク

のほか，新しく製品ブランドのマークが設計された。それは「伝統と風情を残しながら，いま

に寄り添った吉乃川の新しい顔」とのことであり，「延々と流れてゆく人生で，日々に寄り添

う優しさや恒久の豊かさを込める丸み」という意味が込められている。

　これらは，吉乃川が日本酒の消費を体験ととらえ，製品のポジショニングにオケージョンを

加えて，製品ポートフォリオを作成していると理解することができる（図４）。また，製品の

広がりとして，長岡偉人シリーズ（継之助や越の虎三郎など），「摂田屋クラフト」というクラ

フトビール，厳選辛口SONICというスパークリング日本酒への開発にも取り組んでいる。

――――――――――――――――――――――――
10　「みなも」の醸造に合わせて「みなもノート」も追加され，「醸造年度」，「仕込みNo」，「製造方法」が全て

記録されており，それぞれの「みなも」の詳しい醸造プロセスを調べることができるようになった。
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図４　これまでの歴史が紡いできた吉乃川とこれからのお酒の未来を紡ぐ吉乃川

（吉乃川HPに基づき筆者作成）

図５　醸蔵（出典：吉乃川HP）

　新商品の開発のほかに，地元の観光施設の開発にも力を入れている。吉乃川の敷地内に「常

倉（じょうくら）」という1923年（大正12年）に建てられた倉庫があり，2011年（平成23年）

に国指定文化財にとして登録された11。その後，リフォームされ，「お客と蔵元の関係を醸す場所」

――――――――――――――――――――――――
11　「吉乃川常倉」，登録年月日：2011年７月25日（出典：国指定文化財等データベース）。
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をコンセプトに，2019年に「醸蔵（じょうぐら）」と名乗る酒ミュージアムとして再登場した。

「醸蔵」では，吉乃川の歴史沿革の展示や酒の売店のほか，クラフトビールの生産工程の見学

スペース，現場で立ち飲みスタイルで日本酒やクラフトビールなどを味わえる「SAKEバー」，

日本酒醸造体験のデジタル設備などが揃っている日本酒に関する総合観光施設である。

　峰政社長によると，「醸蔵」は「目的地」ではなく「立寄地」としての観光施設であり，新

潟県に来る県外の旅行客やインバウンドによる海外旅行客などに対して感動を提供する「感動

拠点」である。また，醸蔵は，単純に観光スポットというだけでなく，地元の人々の誇りの象

徴でありたいと願っている（図５）。

４．「吉乃川カヨイ」の価値経験マーケティング

　吉乃川は，上述のようにいつの時代にも日常と非日常を描いてきており，そこをつなげてい

く試みがなされている。さらに，「ファンとの直接的な繋がり」，「顧客のマインドシェア獲得」

や「長いサイクルでお客さんと吉乃川をどうつなげるか」を常に考えている。

　消費者が酒との接点で，感動体験をしたとしても，「次いつ飲むか」にはつながりにくいの

が現実である。また，社長は自身のツイッターを通じて，消費者が節目節目に，その人たちの

ハレの日に吉乃川を飲んでくれていることを知り，「６人いたら６人，それぞれに大切な日が

ある」という思いに至っている。

　しかし，「特別な酒を販路にのせたら特別じゃなくなる」という壁を感じていた。その人の

特別な時にどうやって吉乃川をおいてもらい，継続してもらうにはどうしたらいいのか，とい

う課題を模索していた。そんなとき，峰政社長は，たまたま百貨店で「生涯を添い遂げるグラ

ス・生涯を添い遂げるマグ」という製品を目にした。割れてしまうガラスのグラスや陶器のマ

グカップは，通常は一生ものという発想が生まれにくい。しかし，それを可能にしようとする

当該製品の「職人とお客様を繋ぐ」というコンセプトに峰政社長はインスパイアされた。これ

らの課題意識とインスピレーションを背景として「吉乃川カヨイ」が生まれた。

　「吉乃川カヨイ」のコンセプトは，江戸時代の「通い徳利」を起源に立案されたものである。

江戸時代の頃に「店名や商標が書かれた徳利にお酒を詰めてお客に渡し，徳利が空になったら

代金と引換に再びお酒を注ぐ」という酒に関する販売方式があった。当時は陶製の徳利がメイ

ンであったが，「吉乃川カヨイ」では，ステンレス製のボトルが通うのである（図６）。

　ステンレスボトルの製造に携わったのは，同じく新潟県長岡市にあるササゲ工業株式会社で

ある12。ササゲ工業株式会社は金属加工専門の会社であり，その技術の高さとものづくりのこ

だわりは人口に膾炙している。吉乃川が最初にササゲ工業に出会ったのは2018年の「にいがた

――――――――――――――――――――――――
12　クラウドファンディングサイトにおける「吉乃川カヨイ」のコンセプトの文章に「新潟が誇れる『お酒造り』
そして『金属加工』という２つの『ものづくり』の技が合体し生まれたのが，このカヨイという，酒蔵と皆様
の新しい関係なのです」と紹介されている。
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酒の陣」であり，それが偶然ボトルの話となり，取り組みに共感してくれた捧社長は，技術的

にも簡単ではないステンレスでの酒のボトル制作を引き受けてくれた。プロジェクトでデザイ

ンして製造したステンレスボルトは，「ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザインコンクー

ル2020」でグランプリ経済産業大臣賞を受賞した13。

図６　通い容器としての旧来の陶製の徳利（左）と

現在のステンレス製の吉乃川カヨイボトル（右）

（出典：吉乃川社内資料）

　吉乃川は，クラウドファンディングサイトの Makuake をプラットフォームとして「吉乃

川カヨイ」というプロジェクトを立ち上げた。2020年６月にスタートし，最初に１万円，

１万５千円，２万５千円，３万５千円の４つのパターンで50万円の目標を掲げた。多くの蔵元

応援キャンペーンがサイト上にはあり，埋もれてしまう懸念などから前出のように目標を小さ

く設定したのである。しかし，開始２日目に50万，早くも一週間で，300人程度で応募金額は

500万円に達した（後に20人，30人の２回の追加募集を行った）。

　この「吉乃川カヨイ」のサービスは，ステンレス製のマイボトル（それぞれのステンレスボ

トルに「ロットナンバー」が付いている）を１回買うと，少なくとも１回のボトルの「通い」

で吉乃川が醸造したプレミアムな酒が味わえる。応募の価格によって通い回数も多くなる。例

えば，３万５千円の応募金額のプランでは，４回の通いで４種類の日本酒（山田錦の大吟醸無

濾過原酒，越淡麗の純米大吟醸原酒の杜氏スペシャル，越淡麗の純米大吟醸原酒，越淡麗の大

吟醸原酒の杜氏スペシャル）が味わえるほか，日本酒３本セット（吉乃川純米大吟醸秘蔵酒，

吉乃川みなも純米大吟醸，吉乃川みなも大吟醸）も追加される。

　こうして，「吉乃川カヨイ」を通じた「感動体験」の提供を考察した。例えば，その顧客そ

れぞれの，特別な日（特別な節目）に特別な酒が直接届くことで，顧客に吉乃川を記憶しても

――――――――――――――――――――――――
13　JAPAN TSUBAME INDUSTRIAL DESIGN CONTEST 2020
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らうことにつながる。さらにそうした何回かの通いを通じて蔵元と消費者との直接的なやり取

り，または吉乃川の「マイボトル」を持っていることにより，ファンベース造りにも繋がり，

ブランド，価値観をも共有できているという。顧客との直接的な繋がりからマインドシェアを

高めることで，酒販店，料飲店でも日常的に吉乃川を意識してもらうことを狙いとしている。

５．考察：伝統的慣習の再興がもたらした価値

　多くの既存の日本酒研究では消費者が日本酒を消費する瞬間に価値の所在を求めている。味

わいや香り，どのような造りなのか，ペアリングやマリアージュも含め，当然ながらそれらは

製品の価値の根幹を形成する重要な要素である。しかし，本事例の「吉乃川カヨイ」の消費体

験が射程とする時間軸は，前後に大きく伸びている。

　本事例における消費者は，最初のクラウドファンディングやその後の何回かの「通い」により，

「吉乃川カヨイ」プロジェクトに参加して価値創造の意思決定者の一員となり，価値を共創す

ることにその使用価値を見出している。峰政社長は，「吉乃川カヨイ」の顧客と吉乃川とが共

同で継続的な価値体験を作り出し，ファンづくりにも繋がっていると述べている。ステンレス

製のボトルは，新潟伝統産業の一つである金属加工の職人の技で美しく，モダンに仕上がり，

その中に入っているのは，吉乃川の杜氏の心魂傾注（しんこんけいちゅう）による日本酒であ

る。すべてが地域のものづくりの技への敬意をあらわし，意味を持つ。さらに，新たなこのサー

ビスエコシステムは，「カヨイの会」という，新たな消費者のコミュニティを生むこととなった。

　これらのことから，日本酒の経験価値マーケティングを試行する際に，「楽しむために飲む」

（Wang, 2019）の「楽しみ」の解釈を拡大して考える必要が示唆される。本事例が示すことは，

造り手が一連のつながりに意味をもたせることの重要性である。さらに，消費者のみならず，

ものづくりに携わるアクターも，効率や便利さを求めるばかりでなく，従来の販売チャンネル

から一新しながらも伝統慣習を再興させるこの粋な取り組みに共感し，参画し，喜んで価値を

共創するのである。

６．結論と今後の課題

　本事例を通じて，経験価値マーケティングが日本酒でも有効な手段となり得ることが示され

た。さらに，伝統的な慣習を有する製品が，その伝統的慣習を現代社会に適応させて再興され

る面白みを消費者も求めていることがわかった。

　このような使用価値に着目し，消費の瞬間のみならずそれ以前とその後の時間的な広がりに

着目することは，新たなサービスエコシステムの形成に寄与し，ファンづくりにもつながるこ

とがわかった。それは，先述の Pine and Gilmore（1999）の示す日本酒におけるトランスフォー

メーションといえる。そのカスタマイゼーションを生じさせる経験価値マーケティングは，吉
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乃川の「日常の酒を醸す」という理念をベースに，既存になかったアクターを巻き込みながら，

文化的な意味を盛り込んだ経験価値を消費者とともに価値を共創するものであった。

　本事例は，日本酒という製品カテゴリーに焦点を当てて論じてきたが，経験価値，経験経済

の視点は日本酒のみに限定されるわけではない14。本事例が示した，日本の伝統的製品を文化

的な文脈と合わせ再興する価値共創の実現の方途は，他の伝統産業へも適用可能な概念であ

る15。今後の課題としては，顧客へのインタビューを加え，より緻密な質的分析を通じて本事

例の分析を深めるとともに，他の伝統産業において伝統文化や伝統慣習の再興や復権により，

または提供者と消費者の協働により，創出される経験価値の道筋についてさらに考察を深めて

いきたい。
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