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ニュージーランドにおけるワインの市場構造とワイン流通の課題
日本大学大学院 星野ワンケイ
日本大学

１. はじめに
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模ワイナリーの場合には低価格帯のワインを大量
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店に販売する一方、大量のバルクワインを海外市

課題である。一方、中小のワイン製造企業におい

場向けに輸出している。こうした低価格ワインと

ては高品質、高価格のワイン生産に特化すること

バルクワインの大量生産、大量出荷が上位企業の

によって、安定した資本収益を確保し存続してい

市場集中度の嵩上げに繋がっている面も否定でき

る企業が多いことが明らかとなった。

ない。年間生産量が 20 万リットル未満の中小ワイ
ナリーの生産集中度は 21．9％、販売集中度は 12．
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