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企業概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事実

会社名 

設立年月日 

所在地(本社) 

資本金 

代表取締役 

事業内容

株式会社栃木リキュール 

平成３０年４月２３日 

宇都宮市二荒町9-11�KRB 

１,０００,０００円 

原百合子（はらゆりこ） 

酒類の製造、販売 

代表取締役 略歴 
原　百合子(はらゆりこ:1982年4⽉23⽇⽣まれ)�
2005年�宇都宮⼤学教育学部国語科卒�
2005年�夢酒OGAWAパイプのけむり⼊社�
2006年�関東ジュニアバーテンダー⼤会銅賞�
2012年�BARフルールドゥリス開業�
地元の果実を使⽤した⾃家製リキュールを看板商品とする�
2014年�アメリカの酒類製造所を20カ所⾒学�
2015年〜2016年「とちぎ⾥づくり⼈材育成塾」1期⽣�
2015年〜2016年�県内の酒蔵を21カ所⾒学�
2016年�栃⽊銀⾏⼥性ビジネスプランコンテスト最優秀賞�
「栃⽊果実で広がる未来！」リキュール製造と地域連携プラン�
2016年「うつのみやらしく」代官⼭での宇都宮市移住イベント登壇�
2017年�栃⽊県中⼭間地域活性化推進協議会報告�
2017年�⺟校宇都宮⼤学にて「地域ビジネス実例」授業�
2018年�アメリカの酒類製造所を10カ所⾒学�
2018年�BARをスタッフ(姉)に譲り、株式会社栃⽊リキュール設⽴

社名の由来 

　栃木という場所に「農産物の恵みと、清らかな水と、もの
づくりの魂があること」を知ってもらうために、栃木県への
敬愛も込めて、国産リキュール商品の輩出を目指します。

ロゴマークの由来 

　栃木を代表する苺と、明るく灯るキャンドルのデザイン。

「株式会社栃木リキュール」企業概要

企業概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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目指すもの

「利益あるものづくり」

「価値あるものづくり」

栃木リキュールが目指す「ものづくり」

　リキュールの魅力は、農作物を広くお酒の原料として扱えることです。 
　ワインにとっての葡萄や、ビールにとっての大麦のように原料を限定されず、たくさんの農産物を、お酒の味わいに変えて
楽しむことができます。栃木には、苺だけでなく魅力的な素材が沢山あります。 
　「ふるさとの素材をリキュール商品にすること」で、お酒というジャンルの持つ遊び心と、地域活性を絡めながら、地元
に貢献できる企業を目指していきます。

企業概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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・産地情報発信

・商品情報発信 
・製造技術向上

・飲み方情報発信 
・イベント企画発信

①出会いを作る 
▶リキュールを通して、ふるさとの魅力を全国にPRしたい。 

②作品を作る 
▶チャレンジ精神を持って、多種多様の美味しいリキュールを作りたい。 
▶地元原材料を駆使した、高品質なリキュールを研究したい。

　栃木県は、いちごの生産量50年連続日本一を誇る、いちご王国です。 
　栃木リキュールは、栃木県産苺のリキュールを主力商品に、全国的な普及を目指した国産リキュール製造に取り組みます。

③楽しみを届ける 
▶国産リキュールを楽しんでもらう機会を増やしたい。

「株式会社栃木リキュール」企業概要
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はじめる根拠どれだけ行動力と実行力があるか やる理由と決意表明
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　私は食品会社に勤める父と、鰻屋に生まれた母を持つ、食いしん坊な子供でした。就職先にBARを検討したのは母の勧めだったくらい、
飲食業界を身近に感じて生きてきました。栃木県の中でも「カクテルの街」と呼ばれる宇都宮市は、NBA全国技能大会優勝者を多数輩出
した名門バーテンダーの街です。2006年、私は老舗のBARで修行を積んでクラシックな作法を学び、NBA関東ジュニア大会で賞をいた
だきました。 

　2012年、自身のBARをOPENする際に、私は思い切って「全品無着色のBARを始めよう」と決めました。カラフルな着色輸入リキュー
ルを無くして、代わりに地元の果物で自家製のリキュールを仕込むと、お客さんが「これは地域の付加価値だね」と言ってくれました。 

　それ以降、私に求められたことはシェーク技術よりも、いかに地域の素材を上手に生かすかということでした。それによって、お客さ
んの夢や喜びが広がることを目の当たりにした私は、新たな使命を覚えました。地域に明るいお客さんたちに、行くべき産地を教わって、
課題に出会っていきました。「栃木には有名なものが少ない。知名度がない。美味しいと言われても農業で生計を立てるのは難しい。後
継者がいない」と、地域の未来を憂う人。一方で「栃木にはハートがある、豊かな土地がある、美味しい水がある、田舎の良さなら全部
ある」と、資源を讃える人。私はその憂いを少しでも晴らして、今ある資源を讃えていけるようになりたいと思いました。 

　BARの現場はまさに近距離のBtoCビジネスであり、お客さんの反響やニーズをダイレクトに知ることのできる環境です。経営と営業を
兼務し、休日は農地への仕入れや酒蔵見学を行うことで、飲食店としてのレベルアップや顧客満足のみならず、いつかこの栃木で製造業
を始めるために、必要な人脈と視野を広げてきたつもりです。待ちの姿勢の飲食業から、外へ仕掛ける製造業に移行して、仕事の楽しみ
を広げながら地域に貢献する夢を思い描いてきました。 

　私はこれから「今はまだ日本に存在しない、国産ボトルリキュールの王道ブランドを誕生させる」ことに尽力します。そのためには、
日本のバーテンダーが扱い続けてきた輸入リキュールから、国産リキュールへと関心をシフトしてもらう革新が必要になります。味覚や
使いやすさやデザインは勿論のこと、栃木リキュールの作る国産リキュールを「必要不可欠」と思っていただくために、日本の素材の魅
力を最大限にPRして、個性を際立たせていくつもりです。それは輸入リキュールブランドにはできない、我が社の強みです。日々、バー
ディング技術を切磋琢磨する日本のバーテンダーのみなさんに、「早くこうした国産リキュールに出会いたかった」と言ってもらえるよ
うな、王道のリキュールブランドを目指します。 

　これからも、顧客と一緒に歩む姿勢を忘れず、道を作っていきたいと思います。今後ともどうかよろしくお願い致します。 

株式会社栃木リキュール 代表取締役　　原　百合子

決意表明



《日本のリキュール市場要約》

⬛輸入リキュール

出荷数量2億kl

▶︎平成29年酒類出荷数量「第２位」のリキュール

・国産リキュール=「缶チューハイ」
・輸入リキュール=「ボトルリキュール」と便宜上みなす。　　　　　　　　　　　　　　

缶チューハイ　　　　　　　カクテル用プロ向けリキュール　

▶リキュールは国産酒と輸入酒に分かれる
分類 国産酒(千kL) 輸入酒(千kL)
ビール 2,611,141 29,398

リキュール 2,018,028 217,484
発泡酒 698.994 5,243

スピリッツ類 611,257 12,278
清酒 532,862 44

単式蒸留焼酎 471,513 451
その他の醸造酒 458,656 5,545
連続式蒸留焼酎 336,623 42,910

ウイスキー 139,196 23,540
果実酒(ワイン) 117,954 258,632

みりん 104,475 1,712
合成清酒 30,325 12
ブランデー 4,247 1,272
甘味果実酒 3,894 3,466
雑酒等 1,473 1

VS

〈出典：酒類飲料日報 2018年3月16日〉平成29年酒類の出荷数量

⬛国産リキュール

出荷数量20億kl
輸入酒の10倍

▶︎リキュールとは
　「果汁や糖類などを2%以上含む酒類」：缶チューハイやカクテル等、果実の香味のあるお酒。　　　　　　　　

▶リキュールのシェアは年々伸びている！

平成元年 平成10年 平成20年 平成28年
リキュール 1% 2.7% 13.6% 24.4%
全体万kL 854 945.6 851.9 841.2

酒類全体における販売数量構成比率推移 〈出典：国税庁酒のしおり平成30年3月 〉 日本の酒類全体販売数量の
約4分の1はリキュール

酒類出荷数量
国産酒&輸入酒
ともに第２位！

→次のページへ
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根拠となる市場と時代性
市場と時代性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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根拠となる市場と時代性

キリン「氷結」
1本(350ml)170円

20本(7000ml)3,400円

「カルーア」
コーヒーリキュール
輸入元：サントリー
 1本(700ml)1,800円

▶︎各社共通：チューハイ需要は本物志向へ
「宝酒造、缶チューハイ製造設備増強で松戸工場に35億円投資、
2019年9月稼働予定」〈引用：酒類飲料日報 2018年11月7日〉

大手酒造の生産力は圧倒的。缶チューハイの販路とは戦わない。

・芸能人によるCMで
　イメージ展開
・季節限定など最旬感
・家庭消費者向け　　　　　　　　　　

「国産リキュール」　　　　　　　　
・公式HPでブランド史や使用イメージ
・メーカー主催カクテルコンペの必携品
・外食産業向け。販促ツールあり
・家庭消費者でも買える

「輸入リキュール」　　　　　　　　

▶︎「缶チューハイ」の時代性、「ボトル」のブランド力

▶輸入リキュールの代替となる本格国産リキュール目指す

サントリー
本格バーで飲むカクテルを再現

タカラ
元祖レトロ居酒屋風の辛口食中酒

アサヒ
本物の果実感が楽しめる商品

サッポロ
本物の果実感ある女性向け商品

「贅沢搾り」
「ザ・カクテルバー
　プロフェッショナル」

「りらくす」「極上レモンサワー」

イメージ
〈参考：食品産業新聞 2018年7月16日〉

> 販売量10倍 >

《国産缶チューハイvs 輸入ボトルリキュール》
▶︎「缶チューハイ20本」に対して「ボトルリキュール1本」が出荷される計算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▶単価で強い、輸入ボトルリキュール

▶時代は「本格・産地自明・強アルコール」

⬇

栃木リキュールは小規模事業者として、
「本格・産地自明」等変化するニーズを捉えながら
「手作りボトルリキュール」ブランドを商品とし、
メイン顧客は飲食店やプロのバーテンダーとする。

> 売上約2倍 >

〈算出：酒類飲料日報 2018年3月16日〉
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市場と時代性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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▶ 栃木リキュールは、新たな「国産ボトルリキュール」カテゴリーに、ブランドを築く！　　　　　　

▶︎外食産業における、国産リキュールのチャンス　

《国産ボトルリキュールのニーズを生む》

輸入リキュールの購入動機は、慣習、使い勝手、安価によるところが大きい。
バーテンダーの購入しているリキュールを、国産リキュールにシフトしてもらうには？　　

BARにおける国産リキュールの優位性

・産地自明、日本の季節感や最旬感、日本の素材の共通話題や共通認識が生まれる。
・実技に鍛錬を積む日本のバーテンダーにふさわしい、日本らしいカクテルメイキング。
・無着色・天然素材の安心感、日本の農産物や日本酒と合わせた自然なカクテル。

・国産のプロ向けリキュールという新ジャンル、BAR業界・洋酒業界のトレンドへ。

・2020年東京オリンピック時に、外国客を国産カクテルで迎えることができる。

例：カラフルな着色輸入リキュール

→次のページへ
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根拠となる市場と時代性
市場と時代性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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販売を裏付ける独自戦略

《新規の強み：個人的なつながりから販路開拓》
▶︎問屋に頼りきらない、慣習に甘んじない、独自の販路開拓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

!9

販売と独自戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

従来
・問屋に託して在庫整理
・販路を委ねる
・マージン支払う
・製造に専念
　　↓
・外部営業社員のような問屋の使い方
・農業でいうJAのような使い方　　　　　　　　　　　　　　　　　

新規
・在庫は広告費としてどんどんサンプリング配布
　＝無名なので知ってもらうことを目下大事にする
・販路ごとに営業方法を変える（下図）
・製造者自ら常に商情報発信、ものづくり価値発信、外部と繋がる
　　　↓
・事業にとって最も効果的な販路構築のために、労力を惜しまない
・自ら顧客を創造する、顧客を営業社員化する、先導役としての正社員育てる　　　　　　　　　　　　　

・個人(ファン顧客) 
能動的に買う。 
応援している、好き。

tochigi liqueur 2018

・BARなど個性ある外食産業 
リキュールの価値を高めてくれる。 
現場のセンスが商品開発のきっかけに。

・個人(一般消費者,無意識客) 
　なんとなく買う。 
　目新しい、手に取りやすい。

・小売店 
・百貨店

・外食産業に強く、エンドユー 
ザーを相手にしている酒屋 
　洋酒イベントで共同戦線。

栃木リキュール問屋 当社の成長機会

自ら構築できない販路のみ、 
マージン支払いで得る

顧客の成長

　（ 流通経路→ 売上経路→ ）▶︎独自の販路開拓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



販売を裏付ける独自戦略

《新規の強み：真剣に作り、遊ぶように届ける》
▶︎多種多様なリキュールを生産できる強み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

酒にコミュニケーションと音楽はつきもの！
・有名人CMじゃない→等身大の「産地レポート動画」。
・顧客を投資家とみなして→「事業の定期報告動画」。
・バーテンダーの経験を生かして→「飲み方レシピ提案」。
・リキュールを楽しむための→「リキュール楽曲提供」。
・栃木の人たちや顧客が踊る→「公式ダンス動画」。
・私たち自ら作る→「オリジナルリキュール仕込み」受付　etc…

商
品 季節のリキュール イニシャルリキュール 誕生石リキュール

内
容

毎月新たに作られる
季節の農作物を使った
最旬のリキュール

好きなアルファベットと
季節のリキュールを選び
マイボトルを作る

毎月新たに作られる
宝石にちなんだリキュール
プレゼントやご褒美に

販
売 他社販売+自社通販 自社通販限定 他社販売+自社通販

売
先 個人, 酒販店, 卸 個人 個人, 酒販店, 卸

美味しさを届ける！
・毎月の楽しみ
・季節の楽しみ
・リピートする楽しみ
・特別な楽しみ
・詳しく知る
・ファンになる
・企画に参加してみる

➡

▶︎新しい時代に、新しい届け方で、挑戦できる強み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

届けることを楽しむ！
・エンタメ発信する
・参加型企画で交流する
・楽しい時間を共有する
・ファンづくり
・人生の友づくり
・ふるさとづくり

➡

小ロット手作りだからできる多品種展開、狭いニーズを探る企画

!10

販売と独自戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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事業概要

《リキュール販路と進路》
▶︎発展のために挑戦し続ける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開業当初は、仕入れを単純化するために、パッケージは１種類の瓶(720ml)のみでスタートします。
ボトルは簡易機械を使用して2本ずつ手詰めを行い、打栓やラベルは全て手作業です。
機械化は、流通が安定してからの検討になります。現場は3名勤務が限度の小規模工場のため、機械
化の際には工場を新設することになります。そうした進路は2020年から検討します。
現在の進路は三択です。（優先順）
 ①栃木で大きく工場を機械化新設する(飲食店やアンテナショップも併設する)
 ②フードマイレージを意識して遠地に同様の小規模工場を置く
 ③その他

2019 2020 2021 2022 2023 2024

自社通販

飲食店&酒屋への直販

小売店百貨店向け酒販問屋への卸売

OEM

製造所新設・リキュールパブ併設

製造量L 6000 6000 7200 8000 8000 12,000

製造免許詳細 限定免許 - - 本免許 - 本免許移設

社員数 0 1 2 3 3 5

・イベント出店
・カクテルコンテスト主催
・地元大学や県と連携した研究
・ふるさと納税、も徐々に。
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販売と独自戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



事業実現性の高さ

営業利益予想

事業概要

開業費は自己資金。運転資金を融資で充填。

0

1000

2000

3000

4000

1年 2年 3年 4年2019 2020 2021 2022

生産量 6000L 6000L 7200L 8000L

販売率 70% 130% 100% 100%

雇用 1名で創業 労務2名に 労務3名に 労務4名に

1715
2573

3145 3545

442
935 1231 1355

(万円)

営業利益

売上高

事業概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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３３

３３1年目標：収益重視 >最小規模 
⬇ 

3年目標：機械導入準備, 新体制準備 
⬇

①広報部(リーダー1名) 
・産地仕入れ, 製造補助 
・産地情報SNS発信 
・イベント実務

②製造部(リーダー2名) 
・製造全般, 技術向上 
・作品情報SNS発信 
・出荷, 酒税申告

③販売部(リーダー2名) 
・販路開拓, 在庫管理 
・商品企画,デザイン 
・イベント企画

出会いを作る 
情報発信

作品を作る 
商品発信

楽しみを届ける 
企画発信

価値あるものづくり 利益あるものづくり

6年目標：新体制へ

企業体制

!13

事業概要
事業概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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実務6カ年スケジュール

・ルーティン改善

・社長 
・臨時パート

・ルーティン確立 ・生産1.5倍
OEM積極、売切れ狙う

・製造常勤1名 
・臨時パート

・製造常勤1名 
・広報常勤1名 
・臨時パート

・工場新設 
・生産２倍

2019 2020 2021 2022 2023 2024

・7割販売目標 
・新商品企画 
・イベント

・前年3割+完売 
・新商品企画 
・イベント

・社長 
・顧客

・販売常勤1名 
・顧客

・販売常勤2名 
・顧客

2019 2020 2021 2022 2023 2024

・社長 
・顧客

・社長 
・顧客

担当

担当

・完売目標 
・新商品企画 
・イベント

製 
造

販 
売

経 
営

人材育成

・製造常勤2名 
・広報常勤1名 
・臨時パート

人材育成

進路１▶栃木で成長:機械化 
進路２▶遠地で同様に:手工業

現状進路１▶栃木で成長:機械化

・事業を軌道に乗せる

基盤確保 進路模索 移設準備

・移設準備 
・融資検討 
・もの補助応募

・移設 
・融資・進路検討 ・立地検討 

・もの補助検討

事業概要
事業概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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「人と出会うことに人員を割く」

!15

「その人にしかできないコミュニケーション」

「生産ラインの自動化効率化目指す」

将来のビジョン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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社会貢献度

ふるさと発信

�16

栃木リキュールはふるさとを伝えるためのものづくりを真剣に行います。 
そして遊ぶように楽しく届けます。それがお酒の特権です！

将来のビジョン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

tochigi liqueur 2018


