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一般社団法人ミス日本酒 

2018年 1 月 10 日（水）19:00〜21:30  グランドハイアット東京  

日本の伝統ある文化「日本酒」の魅力を発信するアンバサダー 

『2018 ミス日本酒（Miss SAKE）ファイナリスト発表会 

及び 新年会』開催のご案内 

このたび一般社団法人ミス日本酒（東京都千代田区神田神保町 1-14-1、代表理事  

愛葉宣明）は、来る 1 月 10 日（水）に『2018 ミス日本酒（Miss SAKE）ファイナリスト発表

会 ・新年会』を開催致します。当日発表される各県の代表は、日本酒の魅力を世界へ繋ぐアン

バサダーの役割を担う「2018ミス日本酒」を目指し、3月12日(月)にウェスティン都ホテル京

都で開催される「2018 ミス日本酒 最終選考会」に出場いたします。会場では2017 ミス日本酒 

田中梨乃をはじめとする歴代のミス日本酒、歴代のファイナリスト達も皆様をお出迎え致しま

す。「2018 ミス日本酒 ファイナリスト」発表の瞬間に、是非お立会い下さい。 

【2018 ミス日本酒 (Miss SAKE) ファイリスト発表会・新年会 開催概要】 

【日程】2018年 1 月 10 日（水）19時〜21 時 30 分（18 時メディア受付 ） 

【会場】グランドハイアット東京3F グランドボールルーム（東京都港区六本木６丁目１０−３） 

【主催】一般社団法人ミス日本酒 

参考画像：2017 ミス日本酒 ファイナリスト発表会 



【2018 ミス日本酒 （Miss SAKE） ファイナリスト  23名】 

代表県 氏名 年齢 身長 職業 

1 北海道 中村 千紗（ナカムラチサ） 21 156 北海道大学 4年 

2 秋田 松田 きよら（マツタキヨラ） 22 161 新潟大学 4年 

3 福島 堀井 雅世（ホリイマサヨ） 28 156 キャスター

4 茨城 宮内 菜奈子（ミヤウチナナコ） 25 163 東京大学大学院修士 2年 

5 栃木 高野 桃子（タカノモモコ） 23 157 女優 

6 群馬 高橋 まゆり（タカハシマユリ） 24 163 クラッシックバレエ講師

7 埼玉 武田 紗和子（タケダサワコ） 21 155 大妻女子大学 3年 

8 千葉 新田真美（ニッタマミ） 21 167 帝京大学 3年 

9 東京 笹木 香利（ササキカオリ） 26 158 タレント

10 神奈川 須藤 亜紗実（スドウアサミ） 29 157 慶應義塾大学医学部 5 年 

11 長野 児玉 アメリア彩（コダマアメリアアヤ） 29 158 タレント

12 石川 尾張 未奈（オワリミナ） 29 162 銀行員 

13 愛知 近藤 楓（コンドウカエデ） 21 163 中京大学 3年 

14 三重 瀬古 はるな（セコハルナ） 23 158 日本舞踊 名取 

15 京都 長澤 采佳（ナガサワアヤカ） 21 153 同志社大学 4年 

16 大阪 河村 美咲（カワムラミサキ） 25 165 タレント

17 和歌山 松本 志保（マツモトシホ） 26 170 大学助手 

18 兵庫 岡崎 奈々（オカザキナナ） 29 165 司会業 

19 広島 上田 彩加（ウエダサヤカ） 23 153 ダンサー・歌手 

20 高知 中村 佳美（ナカムラヨシミ） 25 164 司会業 

21 福岡 山本 みずき（ヤマモトミズキ） 22 160 慶應義塾大学大学院修士 1年 

22 熊本 原田 ひかり（ハラダヒカリ） 24 161 女優・ダンサー 

23 宮崎 吉松 暁美（ヨシマツアケミ） 28 166 薬剤師 

※年齢は 12月 8日現在



 

「ミス日本酒（Miss SAKE）」のこれまでの活動  

 ミス日本酒（Miss SAKE）は、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に

発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人ミス

日本酒が主催。外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援

のもと、2013 年 9 月よりスタートいたしました。 2013 年 10 月には「初代ミス日本

酒（Miss SAKE）」が決定し、日本国内だけでなく、ハワイ、ニューヨーク、ロンドン、

ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした

日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間 400 件以上行っており

ます。また国内では、イベント出演にとどまらず、蔵元、酒造メーカー、料理人の方

たちと連携し、日本酒の PR 活動を行っています。国内で日本酒の消費量や出荷金額

が減少している一方で、海外では日本食ブームと連動して日本酒の消費が拡大傾向に

あります。「ミス日本酒」は、日本国内はもちろんのこと、海外にも積極的に足を運び、

年間を通じて日本酒の魅力を世界中に伝えていきます。 

 2016 年度よりは、海外初となる Miss SAKE USA（http://misssakeusa.org/）が

ニューヨークで選出されました。Miss SAKE 世界サミット開催に向けて 2018 年は複

数国での Miss SAKE コンテストを予定しています。米国の著名な経済紙であるウォー

ル・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化

事業」と報じられ、高く評価されました。5 年目となる 2018 ミス日本酒（Miss 

SAKE）では、地方大会、海外の大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化

事業として、発展し続けていきます。 

 

[2017 年度の活動実績例] 

（国内）「にいがた酒の陣」／「日本酒フェア 2017」／「ぴあ日本酒フェア」／「京

あるき in 東京 2017」／「絆フェスティバル」／「東北復興支援シンポジウム」／ 

「大阪酒の陣」／「第 11 回全国日本酒フェア」／「2017 よい仕事おこしフェア」 

「酒サムライ叙任式」／「第 61 回 宇宙科学技術連合会講演会」／「WCO(世界税関

機構)TI フォーラム」各酒造組合酒蔵イベント／ 各種産業展 ／ 各企業レセプション等 

（海外）「和酒フェス 香港」／「Seattle Cherry Blossom Festival 」／「THE JOY 

OF SAKE：Honolulu」／「CASIO G-Shock 新作発表会 in 上海」／「Seoul SAKE 

Festival」／「2017 日本酒主義 Sakelism 台湾」等 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

一般社団法人ミス日本酒  担当：大西 

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-14-1  KDX神保町ビル2F  

TEL: 03-6869-1700（代表） / FAX: 03-6800-3513 

E-mail : sake@misssake.org 

http://misssakeusa.org/
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