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2 016 Miss SAKE

最終選考会 開催概要

式次第

開催日

2 016 年 3月10 日（ 木 ）

開 場

18 時 30 分

主催者挨拶

開 演

19 時 00 分

2016 ミス日本酒活動予定報告

終 演

21 時 30 分 予定

来賓挨拶

会 場

19 時 00 分

京都ホテルオークラ3F −翠雲−

催

一般社団法人ミス日本酒

後

援

外務省

農林水産省

歓談／食事

経済産業省

環境省

国税庁

観光庁

知的財産戦略本部 日本酒造組合中央会 日本酒造青年協議会
京都府
協

力

京都市

読売新聞社

ダイドードリンコ株式会社

NPO日本の祭りネットワーク

株式会社印傳屋 上原勇七

株式会社マリエ |アドネス株式会社

株式会社三松

たる出版株式会社

株式会社 GABA
華道「未生流笹岡」家元 笹岡隆甫

日本 舞 踊「 藤 間 流 」師範 藤間登代裕 株式会社フォトアンドスタイル | 日本文化推進機構
株式会社マニモード 一般社団法人シンクパール （以上、敬称略、順不同）

T

質疑応答
21 時 05 分

トークショー

21 時 15 分

審査結果発表

21 時 30 分

閉会

he Miss SAKE Competition is an annual search for an ambassador who will be
responsible for the representation and promotion of Japanese history and culture
through sake.

[SPONSORS ]
Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; Ministry of Economy,
Trade and Industry; Minister of the Environment; National Tax Agency; Japan Tourism Agency;
Japan Sake and Shochu Makers Association; Japan Sake Brewers Association Junior Council;
Kyoto Prefecture; Kyoto City; TheYomiuri Shimbun; and Kyodo News.
[ COOPERATION ]
THE JOY OF SAKE; Kyoto Hotel Okura; Tanita Corporation; Dydo Drinco, Incorpo-rated;
Nippon Matsuri Network; KYO-MONO is COOL! Project; Marie Co., Ltd.;"%/&44$P -UE
INDEN-YA Co., Ltd.; Mimatsu Co., Ltd.; Gaba Corporation; Apprico Inc.;
Taru publishing Co,Ltd; Ikebana Mishoryu-Sasaoka Headmaster Ryuho Sasaoka;
Japanese classical dance Soke Fujimaryu Master Toyoyu Fujima; photo-and-style Co., Ltd.;
+BQBO$VMUVSF1SPNPUJPO0SHBOJ[BUJPOMani Mode $P -UEand Think Pearl Association.
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審査
審査員紹介

一般社団法人共同通信社

KYO -MONO is COOL！プロジェクト
株式会社 APPRICO

20 時 05 分

京都ホテルオークラ 株式会社タニタ

THE JOY OF SAKE

発 つ ミ
い
表 に ス
日
で
本
す
酒
!!

鏡開き／乾杯

京都市中京区河原町通南入る一之船入町537−4

主

開宴

司会 ◎ 阿部ちあき

ゲスト◎ 沢井美空

阿部ちあき ◎ 北海道札幌市出身、９月１２日生まれ。静修短期大学（現・札幌国際大学 短期大学部）秘書学科卒。フリーアナウンサー・
フードアドバイザー。趣味：旅行、ドライブ、スポーツ観戦、料理、茶道。資格：普通自動車第一種免許、珠算一級、秘書検定二級、
日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会認定、日本酒学講師、きき酒師、全日本ソムリエ連盟認定 ワインコーディネーター、日本ベ
ジタブル＆フルーツマイスター協会認定 ジュニアベジタブル＆フルーツマイスター。
沢井美空 ◎ 大阪出身、22 歳のシンガー・ソングライター。2011 年 5月「あたし、今日、失恋しました。」でデビュー!! 直接胸に訴えてくる詩、
メロディ、耳に残る甘いハスキーボイスが特徴。アーティストへの楽曲提供を手掛けるソングライターとしても高く評価されている。2012 年 11
月、「指輪〜あたし、今日、結婚します。〜」をリリース。結婚式の定番ソングとして定着しつつあり、Music VideoはYou Tube 再生回数
270 万回を超え、ロングヒットを記録。2013 年には単身ニューヨークに渡り、武者修行に励む。滞在中の様子は日テレ「ウーマンオンザプ
ラネット」にて放映された。同年、TVアニメ「キルラキル」のエンディング・テーマ「ごめんね、いいコじゃいられない。」、翌年 2014 年に
はTVアニメ「アカメが斬る
！」のエンディング・テーマ「こんな世界、知りたくなかった。」を続けてリリース。2015 年には「冴えない彼女の
育てかた」エンディング・テーマを担当するなど人気アニメのエンディング曲を多数手がけている。現在は文化放送のレギュラー番組「小
松未可子・沢井美空・Ａ応Ｐのmissラジオ 〜ミッドナイトカフェ」でパーソナリティを務める等、マルチな活動を展開している。

2016 Miss SAKE
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祝辞

開催によせて

愛葉宣明

門川大作

一 般 社 団 法 人ミス日本 酒 代 表 理事

京都市長

本日は「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）最終選考会」にご臨席を賜り、皆
様に心よりの御礼を申し上げます。
2013年8月よりスタートいたしました「ミス日本酒（Miss SAKE）
」の事業
は、今回3年目の活動を迎えることとなりました。伝統ある素晴らしい日本酒
を通して、日本文化の魅力や歴史に触れる機会を創出したいと考える女性たち
が、主体的に参加する本取り組みですが、2016年度は、国内外から「ミス日
本酒（Miss SAKE）
」をめざす約850名もの皆様からご応募を頂戴しました。
日本酒に関連するステークホルダーの皆様はもとより、食や健康、文化振
興、観光等の各分野から多くのご賛同やご支援を賜り、現在、日本国内だけ

本

市が議員提案により全国初の「日本酒乾杯条例」を制定してから 3
年。現在，全国 100 を超える自治体で同様の条例が制定され、改め

て日本酒の素晴らしさに注目が集まっています。
そのような中、本年も「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）最終選考会」が盛
大に開催されますことを、心からお慶び申し上げます。
「Miss SAKE」の皆様には，伏見酒造組合，京都酒造組合の皆様と本市で
取り組んでいる「日本酒条例サミット in 京都」に御来場いただき、日本酒を
はじめとする伝統産業の振興にお力添えをいただいています。改めて心から
感謝申し上げます。

でなく、ハワイ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナをはじめ、

本 日、 伝 統 産 業， 伝 統 文 化 の 中 心 で あ る こ こ 京 都 で， 新 た な「Miss

世界各国において年間 200 件以上の活動を行っております。日本酒が世界の

SAKE」が誕生します。全国の精鋭の皆様の中から選ばれた美しさと知性を

資産としてさらに多くの方に親しんでいただくことを期待するとともに、本

兼ね備えた日本酒のアンバサダーが、日本はもとより世界を舞台に大いに活

事業が次世代に繋がる文化として発展するよう尽力してまいります。皆様に

躍されることを念じています。

おかれましては、本日決定する「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）
」の誕生を
見届けていただくとともに、引き続きお力をお借りできれば幸いです。

結びに、
「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）最終選考会」の御盛会と、御参集
の皆様のますますの御健勝，御多幸を心から祈念いたします。

最後になりましたが、開催にあたり、ご協賛、ご支援を賜りました諸団体の
皆様ならびに、ご協力くださいました皆様に心から感謝申し上げます。
「ミス
日本酒（Miss SAKE）
」を通して、ご縁が繋がり、広がることを願っております。
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祝辞

河

祝辞

篠原成行

松本幸四郎

日本 酒 造 組 合中央 会 会 長

歌舞伎役者／俳優

桜の美しい京都を会場に「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）最終選
考会」が盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。

日本の酒、世界へ

さて、日本酒造組合中央会では、全国の酒造組合、酒蔵と連携し、国内外

海に囲まれた島国の日本に、種籾を携えたボートピープルが漂流してきた時

を問わず日本酒を愛する多くの皆様に日本酒を安心安全にお届けし、さらに

から、日本の酒の歴史は始まりました。 緑深い山野に降り注ぐ雨は、堆積

親しんでいただくために日本酒の振興事業を行っています。海外でも昨今の

した植物に濾過され、清らかな湧き水となって国土を潤していました。

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。そのような中、

渡来人からもたらされた「米」と「おいしい水」との出逢いは、もしかし

「ミス日本酒（Miss SAKE）
」の活動は、米国経済紙のウォール・ストリート・

たら偶然だったのかもしれません。しかし「日本人」の知恵と心意気は、こ

ジャーナルでも「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

の出逢いを糸口にして、これほどまでに芳醇でまろやかな日本の酒を創りだ

高く評価され、次世代を担う国内外の皆様にも、日本酒を知り楽しむための

したのです。この仕事は、まさに神の領域と言ってもいい。

アンバサダーとして貢献いただいていること、大変喜ばしく思っております。

こんなにも素晴らしいものを、私たちは長い間、独り占めしてきました。

2 015 年には、ミラノ万博での日本酒イベントやロンドンでの ｢Presenting

そう、本当は、秘密にしておきたかったのかもしれません。でも、お教え

Japan 2015｣ をはじめ、様々な場面で、ミス日本酒（Miss SAKE）の皆様に

しましょう。世界遺産になった和食と共に、私たちの祖先が大切にしてきた

お力をお借りしました。本年度よりは、海外初となる「Miss

SAKE USA」

のニューヨーク開催等、大変意義深い活動を、今後も末永く続けられますこと
を心から願っております。
「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）
」をめざす方々に

日本の酒のことを。
ほんとうに素晴らしいモノは、時や場所、洋の東西を間いません。
一切の雑味を許さない研ぎすまされた日本の酒のうまさは、どのような食

も、是非ともご活躍の場面で日本酒に親しみ楽しんでいただきたく存じます。

材をも魅了するはずです。

結びに、開催にあたり、多大なるご尽力をいただいた一般社団法人ミス日本酒

世界のどこかで、新たな奇跡が生まれることは間違いありません。

の皆様と、関係者の皆様に、日本の誇る麹文化の粋である國酒の生産者を代表

ミス日本酒の益々のご発展のお祈りとともに。

して、深く敬意を表するとともに本選考会のご成功を心からご祈念申し上げ、
お祝いの言葉とさせていただきます。
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Future
今後の活動

Miss SAKE

2 017 Miss SAKE

地方大会

募集要項

2015年より地方大会がはじまりました。各都道府県大会にて

選考基準

応募基準

◎ 日本酒および日本文化に親好のある女性。

◎ 満20歳以上29歳以下であること。

◎ 社会貢献への意識が高い女性。

◎ グローバルな感覚を持ち合わせた女性。
◎ ” 美しさ”を追究している女性。

タイトル・賞金と義務

Miss SAKEの募集をし、
その土地の代表者を選出いたします。
全国の代表者が集う最終選考会にて、次年度 Miss SAKEが決定いたします。
選び抜かれたMiss SAKEはもちろん、Miss SAKE各地方の代表者は、

（2016年4月1日現在）

各地域にて日本酒をはじめとする日本文化の振興活動に務めます。

◎ 未婚の女性であること。
（婚歴、
出産歴ありの方は対象外となります）

◎ 日本国籍のパスポートを有すること。
※ 身長の制限はありません。
※ 水着での審査はありません。

◎ グランプリ受賞者に、

金300万円を 贈呈します。
◎「2017 Miss SAKE」
として、
国内外での業務にあたっていただきます。

求
め
て
お
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す
︒
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し
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に
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振
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動

日
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文
化
の
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文
化
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本当に一瞬の一年と三ヶ月。ずっと願ってきた 「日本の
魅力を世界に伝えたい」という夢を、大好きな日本酒を
通して実現できた、まさに夢の一年でした。日本酒に限ら
ず幅広く学ばせていただき、更に日本が持つ魅力に誇り
2015 Miss SAKE

小川佐智江 さん

を持つことが出来たのもミス日本酒の活動を通しお会いし
た皆様のおかげです。心より感謝いたします。

2017 Miss SAKE

年間スケジュール
2016年

初代 Miss SAKE

森田真衣
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さん

（予定）

4月頃

Miss SAKE ブランドパートナーミーティング開催

7月頃

募集開始・書類審査開始

ミス日本酒になれたからこそ得られる経験や喜びにこの場

11月頃

地方大会の開催・最終選考会出場者の選出

をお借りして感謝申し上げます。様々な活動を通して感

12月頃

ファイナリスト発表会・ナデシコプログラムの実施

3月

最終選考会・2017 Miss SAKE 誕生

じることは各蔵元さんの自信の結晶である日本酒に秘め

2017年

られた可 能 性です。今 後、より多くの方に様々な魅力

◎ 日本酒、
日本文化に関わる事業の振興及び活性化

を知っていただけるよう引き続き精進して参ります。

◎ 各都道府県の日本酒、
特産品、伝統工芸品などのPR
◎ 本部と連携して、
日本酒イベントの開催

2016 Miss SAKE
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Our
International
Activities

UK, London

ITALY, Milan

SPAIN, Barcelona

イギリス／ロンドン
Japan Matsuri イベント出演

イタリア／ミラノ
ミラノ万博 ジャパンデー
レセプション

スペイン／バルセロナ
Salon del Manga in Barcelona

SWEDEN, Malmö

KOREA, Seoul

USA, Hawaii

SRI LANKA,Colombo

スリランカ／コロンボ
スリランカ スポーツフェスティバル

HONGKONG, HongKong

香港／香港
キャノン香港様 VIPレセプション

私たちのこれまでの活動内容／海外

日本酒啓発活動／観光誘致活動

世界11カ国17都市を巡り
日本酒をPR
Promoting tourism activity related to
Japanese sake and culture

1. 日本酒、日本文化に関わる事業の振興及び活性化
海外で行われている文化振興事業への協力及び支援
2.
海外における日本酒・日本文化の情報の収集と周知
3.

スウェーデン／マルメ
在マルメ日本国名誉総領事
アルモ様表敬訪問

MONACO, Monaco

モナコ／モナコ
ヨットショーレセプションパーティー
＠マヤベイ

韓国／ソウル
アメリカ合衆国／ハワイ
日韓国交正常化50周年記念文化
THE JOY OF SAKE Honolulu
交流展示会「サケとマッコリの出会い」 2015

USA, Las Vegas

アメリカ合衆国／ラスベガス
THE JOY OF SAKE
Las Vegas 2015

USA, Colorado Springs

アメリカ合衆国／コロラドスプリングス
31st Space Symposium2015

USA, Los Angeles

アメリカ合衆国/ ロサンゼルス
ロサンゼルスJBA主催
VIPレセプション

USA, New York

アメリカ合衆国／ニューヨーク
THE JOY OF SAKE New York
2014

USA, Portland

アメリカ合衆国／ポートランド
日本酒現地調査

BRAZIL, Rio de Janeiro

ブラジル／リオネジャネイロ
JAPAN OMOTENASHI
PAVILION、2014ブラジルW杯
イベント出演

Sponsoring events to promote sake and Japanese culture

Collaboration with businesses to promote Japanese culture overseas
Research and Reporting on Sake and Japanese Culture Overseas

2014 ˜ 2015 Miss SAKE's international Activities
New York,Los Angeles,Portland,Las Vegas,Hawaii,Colorado Springs,
Rio de Janeiro,Paris,Nice,Monaco,Milan,Barcelona,Malmo,
London,Seoul,Hong Kong,Colombo

Malmö
London

Paris
Milan
Nice Monaco
Barcelona

Portland
Seoul
HongKong

Japan

Los Angeles

Colorado
Springs
Las Vegas

New York

Hawaii

Colombo

Rio de Janeiro
FRANCE, Paris

フランス／パリ
Salon du Sake 2015
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FRANCE, Nice

フランス／ニース
日本酒現地調査

さらなる海外プロジェクトへ
2016年、
2016 Miss SAKE
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Our
Activities in
Japan
私たちのこれまでの活動内容／国内

3.14
3.15
3.15

新潟酒の陣 トキメッセ
着物で乾杯〜お酒とワイン〜

8.24

京都国際会館

8.28

春宵のつどい

3.15

お蔵フェスタ
ディスカバージャパン顔見せ
SHIBUYA ラウンジ

3.27
3.28

酒食の会〜春の夜
大人の愉しみ〜＠蕎麦切宮下
ぴあ日本酒フェスティバル 春酒会
ベルサール渋谷ファースト

全国の酒蔵・酒造メーカー訪問

公共機関

3.30

Nationwide Brewery and
Manufacturer Visits

Official Visits and Briefings

4.3

見学・体験を通し日本酒への理解を
深め、
発信していきます。
酒蔵・酒造
メーカー様との合同イベントも実施して
写真：堀江酒場様蔵見学
おります。

日本酒、
および日本文化について、
各種調査・意見交換を行い、
新たな
観光プログラムを提案いたします。
写真：国税庁表敬訪問

林農林水産大臣主催
観桜会 農林水産省三番町共用会議所
㈱秋田屋 第一回國酒カクテル
コンペティション、
第二十回日本のお酒を楽しむ会

9.30

4.9

SAKE fanお花見会 代々木後援
旅するSAKEトークイベント
阪急うめだ本店

4.9
4.14
4.21
4.23

NPO日本のまつり
ネットワークお食事会 博報堂大阪支社
sake fan打ち合せ 浅草大黒屋
ワイングラスでおいしい
日本酒アワード 六本木ヒルズ
やまがた酒コレクション

8.31
9.1

農業女子＠丸の内タニタ食堂

9.1

9.2
9.3

4.26

私たちのこれまでの活動内容／国内

4.28
4.28

1年間で2 00件以上の
イベントに出演

セミナー出演
日本酒イベント、

5.2

Sake Events and Seminars

国内外に向けた、
日本・日本文化の情報の発信

イベントの活性化、
メディアと連携し、
日本酒の啓発活動に務めます。

Presentation of Japan and its
own culture to the world

5.9

写真：日本酒フェア 2015

日本酒、
および日本文化の情報を発
信していきます。
写真：
【Miss SAKE オフィシャル
FACEBOOK ページ】

Attended more than 200 events in a year

5.10
5.11

2013

日本食のイベントホテル 椿山荘東京
10.11 酒サムライ叙任式 下鴨神社
10.12 京都・日本酒サミッ
ト2013
10.10

みやこめっせ
（京都）
10.22

日本酒類販売㈱ 展示会

5.22

シアター1010（北千住）

1.16
1.21
2.3

ホテルニューオータニ
（東京）
10.23

エクセルヒューマン本社イベント

2.4

帝国ホテル
（大阪）

IWC2013受賞 日本酒試飲会

2.7

10.26

日本橋ＹＵＩ
ＴＯ
10.28
10.28
10.30
11.4
11.7
11.20
11.20
11.23

スローフードジャパン燗酒
コンテスト2013 入賞酒
お披露目パーティー 銀座東武ホテル
「コンタツだより」取材 東銀座事務所
月の桂 蔵見学 月の桂
ジョイ
・オブ・サケ東京 五反田TOCビル
第3回Discover東北 恵比寿
出羽桜 蔵見学 出羽桜
月の桂 にごり酒の会（京都）
嵐山・天龍寺
（友雲庵）

11.25

2014MUJ京都大会
ハイアットリージェンシー京都

11.26

「月刊たる」取材
ハイアットリージェンシー京都

12.3
12.7

おもてなしグローバリゼーション
セミナー 大手町
東アジア共生会議パーティー
グランヴィア京都

12/9

ANAラウンジ プレス向けイベント

2.7
2.17
2.18
2.19
2.24
2.27
3.1
3.5
3.15
3.19
3.21
3.29
3.30
4.3

4.3
4.9

2014MUJ北海道大会

4.9

ルネッサンス札幌ホテル

純米酒大賞2013受賞酒を
楽しむ宴 KKRホテル東京
12.17 表敬訪問｜ JAL
12.19 日本酒造組合中央会
60周年式典 如水会館
12.20 月の桂 にごり酒の会
（東京）
12.16

2014
1.8

1.11

12

新年の振る舞い酒
長野表敬訪問 グローバルユニット
第4回Discover東北 恵比寿

5.22

羽田国際線「日本の酒
キャンペーン」 羽田空港
おもてなしグローバリゼーション
表敬訪問 財務省・国税庁
表敬訪問 内閣官房
表敬訪問 外務省
プレミアムパーティー
高島屋プレミアムナイト 京都高島屋
三原じゅんこさん後援会 ニューオータニ
にいがた酒の陣 朱鷺メッセ
中南米大使会議・岸田外務大臣
主催レセプション 飯倉別館
45周年式典 都ホテル
ブランドパートナー会議
「日本の酒で乾杯」
イベント 成田空港
アルザスワイン街道と飛騨地酒
ツーリズム協議会との友好宣言
調印式 ウェスティンキャッスルホテル
第19回 日本のお酒を味わう会
〜名古屋城夜桜風情〜
京都ライオンズクラブ様の春の例会
東福寺

4.13
4.18

4.22

赤坂四川飯店
「陳 健一」

1.7

大宮ソニックシティ

ウェスティンキャッスルホテル

成田空港
12.11

5.2

4.23

4.29

5.3
5.4
5.14
5.16
5.21

5.24
6.1
6.2
6.5

日本酒造組合中央会

10.4

第100回記念講演会 北とぴあ
月の桂 にごり酒の会（東京）
日本酒ナビゲーター取得講座 日本橋
ブランドパートナー会議
大阪酒の陣 ホテル阪急インターナショナル
満寿泉蔵見学 株式会社桝田酒造店
読売新聞埼玉版取材
読売新聞川越支店

6.8
6.9
6.11
6.13
6.16
6.18

酒米「祝」田植え 伏見区向島
歌舞伎鑑賞 歌舞伎座
日本酒造組合中央会
第61回総会懇親会 東京會舘
越前・若狭の地酒と
ホタルの夕べ2014 ホテル椿山荘東京
秋友会 名古屋観光ホテル
全国卸売酒販組合中央会総会
KKRホテル

6.19
6.21
6.28
7.7

京都洛南ライオンズクラブ
例会懇親会 リーガロイヤルホテル京都
全国日本酒フェア サンシャインシティ
第12回酒米サミット 京都大学、下鴨茶寮
ミス日本酒長野大会記者会見

10.1
10.3
10.5
10.8
10.11
10.12
10.16
10.17
10.17
10.18
10.19
10.21
10.23
10.24
10.25
11.6

7.29
8.1

11.7

ホテルニューオータニ

伏見の清酒まつり
in大手筋商店街 大手筋商店街
11.11 酒類総合研究所訪問

11.9

8.10

11.11
11.14
11.22

五反田TOC

11.23

ワイングラスで美味しい日本酒
アワード

8.23

アカデミーヒルズ49階タワーホール

9.4

佐々木酒造蔵開き 佐々木酒造蔵
LOVE BALL ホテルアンダース東京
白露垂珠を屋形船で楽しむ宴

11.24
11.24

9.4
9.4
9.4
9.7

ウェスティン都ホテル
9.9

名酒フォーラム 交通会舘ローズルーム

表敬訪問 日本酒造組合中央会
第4回カリコム外相会合
レセプション 飯倉公館
ファイナリストセミナー 日本橋
ファイナリストセミナー
（撮影） 日本橋
蔵見学 月の桂の蔵
着物ウォーキングセミナー
ハイアットリージェンシー京都

春日若宮おん祭
月の桂の会
12.16 春日若宮おん祭
12.15
12.15

2015
1.14

1.14

1.16
1.22
1.22

会食 てんぷら八坂圓堂
埼玉の酒めぐりモニターツアー
11.27 アルモ総領事、
小林先生と春鹿蔵見学

1.27

12.4

9.13
9.22

田植えフェスティバル
（山口県）

1.30
1.30
1.31
2.3
2.3

2.6
2.7
2.7
2.9

和食シンポジウム みやこメッセ
節分祭 日光東照宮
地方創生支援
飯倉公館活用・外務省及び
京都市共催レセプション 飯倉公館
第2回一般社団法人
ミス日本酒顧問会議 光石
白酒祭り 祭熊野神社（北区）
SAKE fanキックオフ 光石
埼玉の酒蔵めぐりモニターツアーvol,2
秩父市

2.15
2.25

甘酒まつり 梅宮神社（埼玉）
新潟PORT FM はずのみ 収録
すし割烹「寿司清」

2.26
3.2

東京農業大学 座談会 東京農業大学
舞鶴赤レンガロゴ発表会
六本木ヒルズアカデミー

京都ハイアットリージェンシー

3.5

ラジオ収録 文化放送
12.12 MUJ東京ファイナリスト講師

12.9

日本の祭り出陣式 ダイドードリンコ本社
月の桂 にごり酒の会
赤坂四川飯店（全国旅館会館ビル)

3.4

香港クルーの撮影

酒を愛好する人たちの夜

5.31

2015吟醸新酒祭

6.7
6.14

6.20
6.25

3.5
3.8
3.8-9
3.13

酒蔵ツーリズム 水戸
美酒王国秋田の酒 きき酒 品川
東京都スタイル晩餐 銀座グランドホテル
若手の夜明け 渋谷ベルサールガーデン
Miss SAKE講演会
The Sake エキシビジョン

7.5
7.10
7.15

国分酒類総合展示会
「地酒蔵元会」
月の桂の会
NO+CHIN presents
'GOLDEN STEP'

銀座ナチュラルタイムセミナー参加
女性カラダ会議
山田ファーム 田植え 京都

7.18
7.20

（南山先生お酒の会）

2.2

8.7
8.7
8.8

8.14

横浜新都市ビル

日本の祭り出陣式 中之島タワー
富士通 酒蔵アイデアソン
東北経済産業局

笹岡隆甫さんを囲む会

2.12

ウェスティン都ホテル

2.15

埼玉県利き酒選手権、
大試飲会
月刊武州路、
取材 大宮駅のカフェ
埼玉の酒めぐり推進事業
モニターツアー

京歩き in Tokyo 八芳園
京都 大安様新年仕事会
グランヴィア京都

2.17

水産の日トークショー
宮城牡蠣の家 大手町

3.5
3.6

SAKE FLEA 国連大学
SAKE FLEA 国連大学

埼玉県内酒蔵幸手市や加須市

2015群馬の酒フェスタ 東京交通会館
西条酒まつり 西条
猿楽祭 代官山ヒルサイドテラス
10.14 SFJ燗酒コンテスト2015
表彰記念パーティー
10.10

10.12

コートヤードマリオット銀座東武ホテル

酒サムライ叙任式 下鴨神社
川越まつりレポート 川越市内
清水焼の郷まつり 京都 山科 清水焼団地
10.18 祝米稲刈り
10.16

10.17

10.17

京都・向島駅周辺の田んぼ
10.19

Miss SAKEと日本酒を楽しむ会

10.22

ミス日本酒愛知大会

一般社団法人ミス日本酒 本部事務局

10.24

酒FLEA視察 国際連合大学
第八回大阪酒の陣
佐賀の日本酒を楽しむ会 白金 八芳園
日本酒フェア 池袋サンシャインシティ
月の桂
一夜限りの日本酒ペアリングディナー
秋田屋 秋友会 名古屋観光ホテル
酒の会 南山先生主催イベント きてら
夏に飲む 越前若狭の地酒と
福井の食材を使った料理を楽しむ会
森田真衣特別講義

全日本きき酒選手権大会

10.31

ちょこ旅in深谷 酒蔵めぐり

ホテルニューオータニ
深谷駅周辺酒蔵
10.31
11.1

JOY OF SAKE in Tokyo
五反田TOC

11.8

TED × KYOTO
京都外国語大学森田記念講堂

地酒蔵元会 国分株式会社主催
新阪急ホテル

2016ミス日本酒京都大会
下鴨茶寮

11.13

Bacchus & Venus vol.2
外苑前レストラン
「カチナ」

青森県青森市

伊藤南山先生お酒の会

浜村淳様表敬訪問
毎日放送MBS（大阪）

11.5

11.11

京都五山送り火

未来へつながる能 宝生能楽堂
地球女性カラダ会議
マークシティ

11.3

中部国際空港セントレア

愛媛の酒を楽しむ会 市ヶ谷アルカディア
アルモ総領事来社

会食会

10.30

11.10

青森ねぶた祭り
青森ねぶた祭り 青森県青森市
酒造組合中央会納涼会 田村町升本
佐々木酒造様蔵びらき2015

農水省皆川顧問主催
So Restaurant in London

納涼船 竹芝
NGO SAKE FEST2015 夏の陣
京カフェコムサ一周年記念祭

IWCプレミアム日本酒試飲会
YUITO日本橋

11.13

「やまとのこころ」試飲会
外苑前「カチナ」

日本酒仕込み体験 滝澤酒造
11.18 ブルーシーフードイベント＠二条城
アートアクアリウム 二条城
11.18 宮城県をとことん味わう水産の日
イベントVol.2
11.15

お台場

東京カルチャーカルチャー

和酒フェスvol.1 日テレ大屋根広場
11.22 Miss SAKE東京オーディション
11.21

日本橋蛇の市本店
8.22

日立グループ展 in Kanagawa

10.9

明治記念館

ジェフバーグランド英会話教室
8.19

1.26

ウェスティン名古屋キャッスル

一般社団法人ミス日本酒 本部事務局
8.16

フジテレビpresents
素敵なスマートライフトークショー
銀座三越

大宮ソニックシティ

10.24

佐々木酒造株式会社
8.8

NPO法人日本ネイリスト
協会新年会 ザキャピトル東急
水産の日トークショー

1.24

八坂てんぷら圓堂

日本酒造組合中央会
第62回通常総会 懇親パーティー

京カフェコムサ
8.6

賀詞交換会 パレスホテル大宮
全員協議会（賀詞交換会）

宮城牡蠣の家 大手町

1.27

池袋サテライトキャンパス
7.15

1.20

ミス日本酒京都大会キックオフ

リッツカールトン京都
6.26

日本酒乾杯条例サミット

10.3

ホテル阪急インターナショナル

6.19

1.13

リリック小川

10.9

日本酒マニアック博 梅田Loft
日テレ新年会（クローズパーティー）

キングアンバサダーホテル

魂の酒まつり

全国一斉日本酒で乾杯！
イベント

山田ファーム
6.5

1.7

10.1

10.9

銀座三越イベント

日本テレビタワー

10.1

10.5

shibuya shidax hall
5.28

1.4

IWC関係者お食事会 TSUBAKI
小川町の日本酒で乾杯する会

9.26

山口県阿東徳佐→岩国市錦町

shibuya shidax hall
5.27

1.2

1.6

大信州手一杯の会
東北６県

BSフジ撮影

2016

東京国際フォーラム

10.4

千人生花慰労会
5.25 「ファイナンス」取材 国税庁
5.25
銀座ナチュラルタイムセミナー参加

コリアナホテル

2015 Miss SAKE最終選考会

（伊澤社長ドキュメンタリー） 甘美堂

日韓お酒交流会
在大韓民国大使公邸

1.28

春鹿
11.28

蔵見学 浦霞本社蔵
どんと祭はだか参り 塩竈神社
地域の魅力発信セミナー 外務省
Miss SAKEについての講演
（交流会） 埼玉大学
日本青年会議所 京都会議
グランドホテルプリンス 京都

11.24

11.26

屋形船
「あみ達」

表敬訪問（2回目） 国税庁
表敬訪問（2回目） 農林水産省
表敬訪問（2回目） 国土交通省
表敬訪問（2回目） 外務省
未生流笹岡創流95周年祝賀会

アムウェイ本社

酒類総合研究所

名古屋観光ホテル
8.9

MUJ東京ファイナリスト講師紹介
コンファレンスエムプラス

五反田TOCサマーフェスティバル
愛媛の酒を楽しむ会 ホテル椿山荘東京
クールジャパン國酒の会

2015 Miss SAKE
Yamanashi 大会
日本酒で乾杯推進会議
2015 Miss SAKE Nagano
京都館イベント
京都館イベント
埼玉の地酒大試飲会
西条酒まつり
愛知の地酒を楽しむ会
京都国際映画祭
イオンモール京都桂川オープンイベント
酒サムライ叙任式
稲刈り
川越まつり、
振る舞い酒
2015 Miss SAKE Hokkaido
2015 Miss SAKE Aichi
第34回きき酒選手権MC
IWCプレミアム日本酒試飲会
JOY OF SAKE in Tokyo
五反田TOC

長野ホテル犀北館

8.6

ウェスティン都ホテル京都

9.30

赤坂四川飯店
「陳 健一」

純米酒フェスティバル
アルモ総領事モーニング
ミーティング

自由民主党「國酒を愛する会」
利酒会 自民党本部
やまがた酒コレクション2014
第5回地酒フェスタ
京都
日本酒紀行

2014 京焼サミット in 東福寺 東福寺
2014 京焼サミット in 東福寺 東福寺
2014 京焼サミット in 東福寺 東福寺
日本酒造青年協議会 総会

焼肉壱

市ヶ谷アルカディア

ソラトニワ原宿

京都市清酒乾杯条例施行
一周年記念セレモニー 河原町広場
江戸切子体験 亀戸
月の桂 にごり酒の会（東京） 八芳園
着物で乾杯in八芳園
〜京都の日本酒で〜 八芳園
海外向け京都文化セミナー 椿山荘
埼玉地酒応援団新春の集い

國酒の会 名古屋観光ホテル
吟醸酒協会イベント 外国人特派員協会
伊藤南山先生イタリアンの会
PREGO QUATTRO

9.13

2016ミス日本酒東京大会 八芳園
国税庁 意見交換会 赤坂 膳 本店
日本酒しぼり体験 滝澤酒造
地球女性カラダ会議お疲れ様会

一般社団法人ミス日本酒 本部事務局

丸の内タニタ食堂

9.10
9.10
9.11

12.9
12.24

ぴあ日本酒フェスティバル 酒秋会

大凧あげ祭 春日部市河川敷
神田祭 東京都千代田区
田植えフェスティバル
（山口県）

5.23
1.15

12.8

9.5

Ball Room Dance Party
花岡先生主催
グランドハイヤットボールルーム

株式会社桝田酒造店

読売新聞インタビュー

東福寺

ANAインターコンチネンタル
5.20

京都 みやこめっせ
12.1

満寿泉蔵見学街見学

9.3

東京交通会館 有楽町
5.19

グランドハイアットトーキョー

明治記念館

京焼サミット 千人生花

山口県阿東徳佐→岩国市錦町
5.14

日本酒条例サミット in 京都

12.1

丸の内タニタ食堂

西新橋→musmus

5.3

花岡先生Ball Room Party

11.29

みやこめっせ

東北風土マラソン前夜祭
東北風土マラソン 長沼
酒造組合中央会訪問→
丸の内house8周年

京都

ロイヤルホールヨコハマ

12.7

おわら風の盆 富山県八尾市
第2回農業女子WEEK

神奈川県知事黒岩祐治さんを励ます会

11.29

野田聖子の更なる飛躍を期待する会
帝国ホテル「富士の間」

9.2

丸の内タニタ食堂
4.25

明嵐様デザイン会社 訪問
カフェコムサ新作発表会

甲府富士屋ホテル
11.25

カフェコムサ銀座

ホテルメトロポリタン
（池袋）

4.24

北都千国会蔵元試飲会
札幌第一ホテル

ウェスティンナゴヤキャッスル
4.4

和食文化国民会議・懇親会
楠公レストハウス

ハイアットエージェンシー京都
3.15

小林先生と青木教授訪問
（細胞学会打ち合わせ） 慶応大学病院

一般社団法人ミス日本酒 本部事務局

GABA日本酒女子会

11.24

GABA本社会議室

11.24

黄葉見SAKE 靖国神社
2016 Miss SAKE 山梨大会

MOSHIMOSHI BOX

2016 Miss SAKE

13

Miss SAKE USA
2016 Miss SAKE USA

こ

のたび一般社団法人ミス日本酒は 2016 年 3 月 3 日（木）米国ニューヨー
ク市マンハッタン区チェルシーにおいて「2016 Miss SAKE USA」を

開催いたしました。日本酒及び日本文化の魅力を世界へつなぐアンバサダー
の役割を担う「ミス日本酒（Miss SAKE）」を、初めて米国において選出し、
全米で人気が高まる和食、それら日本の食文化にある『日本酒』を通じて、
日本の魅力を米国の人々に伝えること、日本に興味をもってもらいより親し
んでもらうこと、それらを通じて日本の人々と米国の人々がいっそうの友好
関係を深めていくことに貢献する活動を実施してまいります。
開催日

2 016 年 3月3日

開 場

19 時 00 分

会 場

Up & Down NYC

2016 Miss SAKE USA
It is an honor to be named the first Miss Sake USA. I look
forward to bridging the gap between Japan and America while
simultaneously spreading my passion and love for sake to the
world. I hope to successfully educate those outside of Japan on
the true craftsmanship of sake and share the joy of discovering a
world of deeper flavors. I look forward to connecting the souls of
the American people with the true soul of sake.

ニューヨーク市マンハッタン区チェルシー

Thank you,
2016 Miss SAKE USA
Jessica Joly

初代 Miss SAKE USA になれたこと、とても光栄に思います。
主

催

共催

後援
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一般社団法人ミス日本酒

Miss SAKE Association

Xeez USA WAZA USA
Kevin s entertainment

Transformation Initiative Inc

ニューヨーク総領事館：Consulate General of Japan in New York
日本政府観光局LA：Japan National Tourism Organization(JNTO) LA
日本政府観光局NY：Japan National Tourism Organization(JNTO) NY
日本貿易振興機構NY：Japan External Trade Organization(JETRO) NY
国際交流基金NY：The Japan Foundation NY
ニューヨーク日本商工会議所：Japanese Chamber of Commerce and
Industry of New York,Inc

特別協賛

NNNY Skin Care

協力

ジャパンウィーク：Japan Week
紀伊国屋USA：Kinokuniya USA
伊藤園USA：ITO EN（North America）Inc.
日本和装USA：ZIPANGU NY
SAKEMAN & KURAMOTO US
THE WINERY / JADO SUSHI
KOA restaurant

日本酒への私の情熱と愛を世界に広げながら日本とアメリカの架け
橋になれたらと思います。
本物の日本酒の技術を日本国外にお伝えし、深い味覚の世界を発
見する喜びを共有出来たらと思います。
アメリカの人々の心と真の日本酒の心を繋ぐことができたらこんな
に嬉しいことはありません。
感謝を込めて
2016 Miss SAKE USA
ジェシカ・ジョリー

Jessica Joly
2016 Miss SAKE
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DeploZment

会員プログラム

今後の展開

2017

Membership Program
ミス日本酒（Miss SAKE）では、ミス日本酒の活動を応援してくださるサポー

Miss SAKE Summit
2015 Miss SAKEより
海外プロジェクトが本格始動いたしました。
東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年に向けて、各国か
ら日本酒アンバサダーとなる「Miss SAKE」を選出いたします。その発信
拠点となる「Miss SAKE Summit」では、日本の誇る「日本酒」を万国共
通のシンボルとして、積極的に周知し、世界で最も愛されるお酒を目指して
まいります。

ター会員とご支援くださる賛助会員、一緒に活動を推進くださるスポンサー
会員の皆様を募集しております。ミス日本酒（Miss SAKE）メンバーシッ
ププログラムにご登録いただきミス日本酒（Miss SAKE）の仲間として本
プロジェクトにご参加ください。

◎ ブランドパートナー
2017 ミス日本酒（Miss SAKE）地方大会を開催して各地域での活動をご一緒ください。これまでの
ノウハウにより各地の大会の運営、開催を全面的にバックアップ開催メリットによる効果が最大限に
創出されるようサポート致します。
【年会費】 300万円（1エリア・税別） ※募集エリアは申込時にご確認くだい。
【開催メリット】

1. 企業イメージの向上（CSR 活動）
本事業は行政機関を初め多くの企業様より後援を頂いている取組みであり、地域の活性化など社会貢献
活動といった公益性の観点からの企業のイメージアップの寄与、企業のメッセージを伝えていく上で効果
的な取り組みとなります。

2. 実施事業への貢献
本取組みを契機とした地域社会とのネットワークづく
り、取引先の拡大や維持、またパートナー企業様の企
業イベントとして 様々な形でご活用に頂くことでて、貴社の事業拡大に役立てることが可能です。

3. 広告宣伝の機会

世界各国のMiss SAKEの
おもな活動内容
各国の日本酒の現地調査報告
Research and Reporting on Sake and Japanese Culture Overseas

日本酒イベントに出演、食のイベントに日本酒ブース設置
Participation in international corporate and cultural events

日本酒イベントを企画・運営
Events management and organisation
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メディアへの掲載を通じて商品やサービスの宣伝、また、大会時のサンプリングなど広告宣伝の機会として
も活用が可能です。 また、大会においては本事業に賛同頂ける地域の企業様からの収益により、イべン
トとしての収益化が可能です。

◎

賛助会員

ミス日本酒（Miss SAKE）メモリアル写真集（非売品）やミス日本酒（Miss SAKE）記念 BOOK
＆公式プログラムへの応援メッセージや広告を通して、活動をご支援ください。
【年会費】 30万円（1口・税別）

◎ サポーターズクラブ
ミス日本酒（Miss SAKE）の特別ラベルのオリジナル日本酒（非売品）を通してミス日本酒（Miss
SAKE）の活動を応援ください。
【年会費】 1万円（1口・税込）

2016 Miss SAKE
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Miss SAKE
Miss SAKE

何か

Miss SAKE
Rice Planning

Something

…Food and Agriculture Activities

田植え
田

植えは、日本ならではの「人づくり」

「人育て」の文化です。古来より早乙

女姿で行う田植えには、田の神を迎え，いの
ちを育む稲の苗をひとつひとつ丁寧に植えて
いく日本の昔ながらの風景がありました。こ
の神聖な祭儀ともいえる「田植え」をミス日
本酒（Miss SAKE）の活動を通して伝承し
てまいります。

ミ

ス日本酒（Miss SAKE）は、日本
全国津々浦々の祭りを巡っておりま

す。「日本酒」も「祭り」も、日本が誇るべ
き文化の結晶です。地域を越え、時代を越
え、人々の絆を紡いできた信頼とパワーで
日本をさらに元気に！導く活力としてまい
ります。

Miss SAKE
MATSURI

…Japanese Cultural Activities

祭り
18

2016 Miss SAKE
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Local
Contests

YAMANASHI

Miss SAKE 地方大会

TOKYO
2016 ミス日本酒

東京大会
【開催日】

2 015 年12月 1 日（ 火 ）

【会場】

八芳園
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【主催】株式会社タニタ
【共催】一般社団法人ミス日本酒
【運営協力】AIBAOFFICE 株式会社
【後援】読売新聞社 文化放送 公益財団法人東京観光財団 日本酒造
組合中央会 日本酒造青年協議会 東京都酒造組合
【協力】朝日新聞デジタル& 八芳園 株式会社コーセー Sony Music
Labels Inc. 株式会社 APPRICO 株式会社三松 やまだ着付小町 株
式会社フォトアンドスタイル 株式会社マニモード NPO 法人ジョイオブサケ
一般社団法人シンクパール
【審査員】清水貴之様（参議院議員） 増田德兵衞様（日本酒造組合
中央会 海外戦略委員会 委員長／株式会社増田德兵衞商店 代表取締
役社長 十四代目 増田德兵衞） 金子実由喜様（キャリエールネイルカレッ
ジ 学院長／ NPO 法人日本ネイリスト協会 理事／株式会社オーガスタプロ
デュース 代表取締役） 藤間登代裕様（日本舞踊 藤間流 師範） 渡辺佳
子様（銀座ナチュラルタイムグループ 総院長／社団法人経絡リンパマッサー
ジ協会 代表理事／株式会社 JW インターナショナル 代表取締役） 難波
美智代様（一般社団法人シンクパール代表理事／女性からだ会議 ® ファ
ウンダー） 猪野正浩（株式会社タニタ ブランディング推進室 室長）

【主催】ParuPi 株式会社
【オフィシャルスポンサー】
甲府 富 士 屋ホテル 有 限 会 社ビルド 株 式 会 社グローバル・エンター
テイメント きもの あさ川 銘 石の宿 かげつ 株 式 会 社 共 和 産 業
BasinBase&co. 株 式 会 社 グローバ ルユニット アドコム株 式 会 社
nanairo 株式会社 リードスタイル株式会社 山梨ポスティング株式会社
ParuPi 株式会社
【特別協賛】株式会社印傳屋 上原勇七
【協力】昭栄印刷株式会社 株式会社ネッツ 株式会社山梨中央広告社
Hair make BAL 和真 草野きーきんぐ学園
【後援】公益社団法人やまなし観光推進機構 甲府市 笛吹市 北杜市
山梨市 富士川町 韮崎市 南アルプス市 大月市 富士河口湖町 甲府
商工会議所
【山梨県酒造組合】太冠 榊正宗 武の井 男山 谷櫻 七賢 福徳長
腕相撲 養老 春鶯囀 梅が枝 日の出菊 笹一 甲斐の開運

2016 ミス日本酒

山梨大会
【開催日】

2 015 年11月 24日（ 火 ）

【会場】

甲府富士屋ホテル

【審査員】蘆田泰子様（現代礼作法 蘆田會 会長 ) 北原兵庫様（「七
賢」山梨銘醸株式会社 代表取締役社長 山梨県酒造組合 会長） 井出
與五右衛門様（井出酒類販売株式会社 代表取締役） 大澤慶暢様 (「太
冠」太冠酒造株式会社 取締役社長 山梨県酒造組合 副会長） 上原重
樹様（株式会社印傳屋上原勇七 代表取締役社長） 川野悟様（有限会
社 BUILD 代表取締役）
2016 Miss SAKE
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Local
Contests

Miss SAKE 地方大会

KYOTO
2016 ミス日本酒

愛知大会
【開催日】

2 015 年10月 22 日（ 木 ）

【会場】

ウェスティン名古屋キャッスル

【主催】ティースタイル株式会社
【オフィシャルスポンサー】八事山 興正寺 株式会社 石田組 株式会社リ
バティ
【オフィシャルサプライヤー】ヘアメイク提供 株式会社マリエ 衣装提供 株
式会社貸衣裳のマルイチ 撮影提供 株式会社ダブルエディション メディア
協力 株式会社ゲイン 会場協力 The Westin名古屋キャッスル 副賞提供
リヤドロジャパン株式会社
【オフィシャルサポーター】株式会社 イズミック 株式会社 ハイパー 株式
会社 オープンコネクト
【審査員】NTPグループ ネッツトヨタ名古屋株式会社 代表取締役社長
／株式会社トヨタレンタリース名古屋 代表取締役社長 小栗成男 様 株式
会社リバティ 代表取締役 青山英世様 株式会社京都吉兆 代表取締役社
長 徳岡邦夫様 グリーンズクラブ主宰 伊原みどり様 株式会社CBCテレ
ビ 代表取締役社長 林尚樹様 株式会社ゲイン 代表取締役 藤井英明様
2016ミス日本酒 愛知大会ブランドマネージャー 都筑多佳恵

AICHI
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【主催】有限会社平安陶花園
【共催】一般社団法人ミス日本酒
【運営】AIBAOFFICE 株式会社
【後援】京都府 京都市 京都府酒造組合連合会 京都文化交流コンベ
ンションビューロー
【協賛】京都祇園天ぷら八坂圓堂 エム ' ズエステート株式会社 Vimana
by Y.S
【協力】下鴨茶寮 株式会社三松 株式会社フォトアンドスタイル 株式会
社マニモード Hair Makeup artist Yeni Kartikasari 氏 Hair Salon
EDEN 一般社団法人シンクパール
【審査員】山田啓二様（京都府知事） 小山薫堂様（下鴨茶寮 主人 .）
白石方一様（株式会社京都新聞ホールディングス 代表取締役社長） 齋
藤茂様（株式会社トーセ 代表取締役会長兼 CEO） ランディー チャネル
宗榮様（裏千家教授） 鈴鹿可奈子様（株式会社聖護院八ッ橋総本店
専務取締役） 高橋拓児様（京都料理芽生会 会長） 小山明美様（ザ・
リッツ・カールトン 京都 コンシェルジュ） 岡本将人様（エム ʼ ズエステート株
式会社 代表取締役） 操野八江子様（Vimana by Y.S 代表取締役）
伊藤南山（有限会社平安陶花園 代表取締役） 愛葉宣明（一般社団法
人ミス日本酒 代表理事）

2016 ミス日本酒

京都大会
【開催日】

2 015 年11月 11日（ 水 ）

【会場】

下鴨茶寮

2016 Miss SAKE
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『SAKE Madame（日本酒マダム）』
とは
『SAKE Madame（日本酒マダム）』
は
ミス日本酒（Miss SAKE）
の
活動に賛同し普及ご支援をいただいている
各業界を代表する皆様です。本年度は各界のご推薦により
「初代SAKE Madame（日本酒マダム）」が決定。

衆議院議員
國酒を愛する議員の会 会長

野 田 聖 子様

2017年よりは毎年アワードにより任命させて頂きます。

Noda Seiko

世界に誇る日本酒、
日本文化を広く発信してまいります。

日本酒をはじめとした「国酒」は
素晴らしい日本の文化であり、世界に広めるため
国策として取り組んでいるところです。
皆様のご協力をお願いいたします。

金子 実 由 喜 様

Kaneko Miyuki

プロゴルファー

小田美岐様
Oda Miki

和食がユネスコ無形文化遺産に

和食に合うのはやっぱり日本酒ですね。

登録されるなど世界へ広がるチャンス。

冷やもよし、ぬる燗、熱燗もよし。

先人達の継承した文化に敬意を表し、

ミス日本酒の方には、その奥の深さを広く

日本酒 〜 SAKE 〜の魅力を輝かせ愛して参ります。

発信してもらいたいです。

酒サムライ

日本酒スタイリスト
彩食絢美流ダイニングデザイン 代表／食文化研究家

華道家元池坊 次期家元

NPO法人女性医療ネットワーク 代表理事
産婦人科医師

Ikenobo Senko

Tsushima Ruriko

Seno Rie

日本の豊かな水と、

日本人女性は、まじめで我慢強く

Miss SAKEの皆さんは、

Sake、それは日本の糀文化を

個性ある風土を反映して

頑張り屋さんばかりですが、頑張りすぎて健康を

日本酒の知識だけでなく日本文化についての

代表する國酒です。

生まれ育まれた酒。

損なわないよう、自分のこころのケアや体の

幅広い教養を身に付け、

日本人の心の在り方をも表現するSakeが、

酒を通じて、また酒を分かち合う

メンテナンスも忘れずにやりましょう。

世界中の方々にまさに日本女性の代表として、

世界の食卓で楽しまれ、Sakeを通じ、

ひとときを通して、日本をより深く、

そして、たまにはリラックスタイム…

日本酒を通してやまとのこころを

各国に暮らす人々との

より楽しく知りたいと思います。

日本のお酒のケアや美容効果を最大限楽しめる

伝えていく
ところが素晴らしい

豊かな食文化交流ができることは、

すてきな日本女性になりましょう！

と思います。応援しています。

私たち日本人の誇りです。

池坊専好様
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キャリエールネイルカレッジ 学院長
NPO法人日本ネイリスト協会 理事
株式会社オーガスタプロデュース 代表取締役

対 馬ルリ子 様

妹尾理恵様

手 島 麻 記子 様
Tejima Makiko

2016 Miss SAKE
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2016
Miss SAKE
Finalists

2016 Miss SAKE Finalists

北海道代表

瀬川理恵
今までで最も誇りに
思っている達成は何ですか
多くの人にアートを身近に感じても
らいたい、まだ花開く前のアーティス

2016 Miss SAKE ファイナリスト紹介

Entry No.01

北海道代表

瀬川理恵

トや作家の方を知ってもらいたいとい

Segawa Rie

Entry No.02

秋田代表

千葉紗央律

Entry No.03

宮城代表

池 田かほり

Entry No.04

東京代表

安藤裕美

Ando Yumi

Entry No.05

千葉代表

杉本美樹

Sugimoto Miki

Entry No.06

茨城代表

諏訪実奈未

Entry No.07

山梨代表

青柳杏奈

Entry No.08

愛知代表

宮原真奈美

Entry No.09

大阪代表

藤 田ももこ

Fujita Momoko

Entry No.10

京都代表

小林沙霧

Kobayashi Sagiri

Entry No.11

奈良代表

中島千華子

Chiba Saori

Ikeda Kahori

Entry No.13

兵庫代表

水谷珠里

Mizutani Akari

Entry No.16

愛媛代表
長崎代表

大濵彩花

う自分の想いを職業として実践出来た

自分の身体が何が欲しいかというこ

ことです。この経験はミス日本酒にな

とを感じることです。一生を共にして

った際、大きく私を支えてくれると思

いくので、無理をさせないようにして

っております。

おります。朝は栄養バランスの良い和

あなたの人生に最も影響を
与えた人物は誰ですか

ようにしております。また、身体の冷
えも女性にとっては大敵ですので飲み
物は白湯を飲むように心掛けておりま

輝いており、本当に尊敬しております。

す。

ないという信念や、歳を重ねても女性
であることを忘れないという強い意志
を見習い、ミス日本酒になった際も常

01

Segawa
Rie

のを、夜は消化に良いものをいただく

してストイックで、いくつになっても
孫が出来てもおばあちゃんとは呼ばせ

Entry
No.

食をベースに、昼は蕎麦等食べたいも

祖母です。私の祖母はとても美に対

あなたを 3 つの単語で
あらわすなら何だと思いますか
① 挑戦 ② 変化

③ 笑顔

秋田代表

千葉紗央律
今までで最も誇りに
思っている達成は何ですか
学生時代、学業の傍らプロ野球チー

Shimoyama Ayane
Ohama Ayaka

田中沙百合

Tanaka Sayuri
Entry
No.

02

Chiba
Saori
26

食に関して普段
意識していることは何ですか

Nakajima Chikako

Shimada Kisaki

Entry No.15

思います。

Miyahara Manami

嶋田妃希
下山彩音

ける強い女性として歩んで行きたいと

Aoyagi Anna

和歌山代表

広島代表

に美しく、日本酒を広める挑戦をし続

Suwa Minami

Entry No.12

Entry No.14

五
月一
キ
ュ
二九
レ
十八 誕
ー
タ 職 四七 生
ー 種 日年 日

十
︵
一一
ホ
テ
月九
ル会
三八 誕
勤社
職 〇八 生
務員 種 日年 日
︶

しい空間作りに努めています。

他の人が経 験していないような
ユニークな経 験は何ですか

ムのチアリーダーをしておりました。

沢山の出逢いがある空の玄関、成田

初めての社会経験の中で挫折、苦悩を

空港で航空会社のグランドスタッフを

経験しました。本気で自分と向き合い、

しておりました。愛する家族に会うた

プロとしてチームメイトと切磋琢磨し

め、言葉の通じない遠い国へ向かうお

パフォーマンスを造り上げる達成感は

ばあちゃん。聞き慣れない民族言葉で

何にも変えられません。

胸ポケットから、家族写真を取り出し

過去に行ったことのある
慈善事業、奉仕活動は何ですか

溢れる笑顔で必死に私に語ります。ま
た、世界中を飛び回るビジネスマンに
は、オーラの中にも自信があります。

現在、生まれ育った秋田県八郎潟

人との出会いは財産。私も、また、あ

町で、町の若者を中心に結成された

の人に会いたいな。と、思ってもらえ

project８で、町を盛り上げる活動を

る人になる事が私の目標です。

しております。夏はお祭り、ハロウィ
ションで彩ります。小さな町ですが、

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか

豊かな町です。地元を誇りに想い、楽

①好奇心旺盛 ②お米 ③朝の空気

ーンイベント、冬は町中をイルミネー

2016 Miss SAKE
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2016 Miss SAKE Finalists

宮城代表

千葉代表

ボ
デ
ィ
九一
セチ
月九
ラャ
十八 誕
ピイ
スル 職 六七 生
トド 種 日年 日

池 田かほり
過 去に行ったことのある
慈 善 事 業 、奉 仕 活 動は何ですか

2016 Miss SAKE Finalists

杉本美樹

聞いていたので明日の事が全くわから

自己 P R

ない自由な旅です。私のやりたいこと
を信じて送り出してくれた家族には心

日本酒とアートをこよなく愛する杉

友達14名とボランティア団体を作

から感謝しています。なにかが起きた

本美樹です。好奇心旺盛で色んなとこ

2011年3月13日より活

ときって、意味がないことなんてひと

ろに飛び込みますし、自分の感性や表

動。とにかく動ける人だけを集め、私

つもない気がします。十人十色の考え

現を大切にしています。そして元々は

の自宅を拠点に物資支援を行っていま

に感動し、毎日発見で学ばせて頂きま

した。地元だからこそ知りえる道を進

した。新たな日本の素晴らしさにも出

み、物資が行き届かない場所や病院関

逢いました。出逢いに感謝です。

りました。

係者を中心に届けました。さらに触れ
合い活動として、お話し相手や手のマ
ッサージ。子供たちの遊び相手なども

食に関して普 段
意 識していることは何ですか

してきました。全国のみならず世界中

身体や体調は、食生活によって変わ

の方々に助けて頂きました。本当にあ

っていくと思うのでバランスよく食べ

りがとうございました。

ることや、食べ合わせに意識を向けて

他の人が経 験していないような
ユニークな経 験は何ですか
全国一人旅です! 思いつきでトラ
ンクに荷物をつめ、次の日には旅に出

一
︵
月一
画
二九
廊会
十八 誕
勤社
職 六九 生
務員 種 日年 日
︶

Entry
No.

03

Ikeda
Kahori

います。

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか

全く別業界の証券会社の営業として働

Entry
No.

05

Sugimoto
Miki

付き、自分なりに積極的にコミュニケ
ーションをとるようにしたところ、無
事に1ヶ月の留学を終了できました。

他の人が経 験していないような
ユニークな経 験は何ですか

いていたという異例のキャリアを持っ

ヨルダンやスリランカを含めた17

ています。このように様々な経験と感

カ国を過去に旅しました。一歩踏み外

性を活かして、今後は日本酒を通して

したら命を失うような遺跡を一頭のロ

日本文化を発信する女性として頑張り

バに身を任せて登ったり、
「ここは楽

たいと思っております。皆様よろしく

園か! ?」と思うような蝶と鳥の舞う世

お願い申し上げます。

界遺産のホテルに泊まったり、なかな

今までで最も誇りに
思っている達成は何ですか
大学時のドイツ短期留学で、クラス
メートの積極性にたじろぎ、初めての
寮生活について行けず、人知れず部屋

①笑顔 ②思いやり ③素直

分を過小評価しないことの大事さに気

で泣いていました。しかし、過度に自

か貴重な体験をしてきました。沢山の
景色や人、社会を見る事で、自分の器
が広がったような気が致します。

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか
①感性／センス ②好奇心 ③探求

ました。行き先は、お会いした方々に

東京代表

イ
ン
四
ス
月一
ト
二九
ラ
十八 誕
ク
タヨ 職 一八 生
ーガ 種 日年 日

安藤裕美
今までで最も誇りに
思っている達 成は何ですか
高校時代に学業と舞台やイベント活
動を両立したことです。パフォーマン
スコースに所属していた私は、授業後

Entry
No.

04

Ando
Yumi

とを感じ、つねに感謝の気持ちを持ち、
シンプルに生きていきたいと感じました。

特 別 意 識している美容法は
何ですか

諏訪実奈未
応募理由
昨年「日本酒を通して日本文化を知っ

「書道」です。書道5段を取得し、留
学先では浴衣を着て書道を振舞います。

酒のブースを展開しました。

最近では、
茶道・華道に挑戦しています。

日本酒を全く知らないベトナムの方々

でいました。年に舞台公演2回その他

良くする」と書きます。バランスを考

に、蔵人の日本酒に対する思いを紹介

にも10回ほどイベントがあり、本番

え、ゆっくりと美味しくいただくこと

しました。

の充実感と達成感につながるというこ

は身体だけではなく心まで良い状態に

これをきっかけに、日本を代表して日

とを実感し、タフな精神を持って何事

してくれます。そして姿勢を正すこと

本酒を世界中にPRしていきたいと思

もやっていける自信がつきました。

は、身体も心も正してくれます。美し

いました。

他の人が経 験していないような
ユニークな経 験は何ですか
全米ヨガアライアンスを取得するた
めにハワイのカウアイ島で、電気もな
い大自然のなかで1ヶ月間生活しまし
た。日の出前に起き、呼吸法や瞑想や

ける運動を毎日心がけています。美し

自己P R

さの基本は健康であることだと思って

ベトナムで日本酒のPRをするために、

います。

東北6県の酒造所をまわりました。

あなたを 3 つの単語で
あらわすなら何だと思いますか
①好奇心旺盛 ②前向き ③陽気

日頃 親しんでいる日本 文 化を 紹
介してください。

われたフェスティバルに応募し、日本

食と姿勢です。食という字は「人を

い姿勢のために、しなやかな筋肉をつ

慶
応
十一
義
二九
塾
月九 誕
三大 職 二四 生
年学 種 日年 日

てもらおう」をテーマにベトナムで行

に演技、歌、ダンス、殺陣などを学ん

ヨガを行い、月明かりの下で眠りに就

28

く。人間もこの地球の一部だというこ

茨城代表

Entry
No.

06

Suwa
Minami

日本酒を温める火入れの段階では蔵人
さんがまるで自分の娘にかけるような
言葉で話すのを聞き、お酒への情熱を
感じました。
2016 Miss SAKE
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2016 Miss SAKE Finalists

イ
ン
ス
一
ト
一九
ラ
九 誕
月
クダ
タン 職 十五 生
ース 種 日年 日

山梨 代 表

青柳杏奈
今までで最も誇りに
思っている達 成は何ですか

Entry
No.

07

藤 田ももこ
自己 P R
誰とでもすぐに打ち解けて話が出来る

日頃 親しんでいる日本 文 化を紹
介してください。

私は高校時代、三年間体力テスト女

幼い頃からお世話になっているダン

ということです。昔からなぜか知らな

もともと香りに興味があり、現在は香

子一位という成績を納めました。部活

スの先生です。その方に出会えていな

い人に話しかけられることが多いので

りの仕事をしています。お線香やお香

動には所属せず、ダンスだけをやって

かったら、ダンスを続けていることも、

すが、おそらく私自身が人と話すのが

の担当をしており、先人から受け継が

いたのですが、その中でも一位という

今この場に立つこともなかったと思い

好きということが一つの要因であると

れてきたレシピはもちろん、それを現

座を貫き通せたことが、誇りに思って

ます。ダンスを続けてこれたからこそ、

思います。

代風にアレンジして日々新たな香りを

いる達成です。

こうして今皆様の前に立てる度胸、世

他の人が経 験していないような
ユニークな経 験は何ですか
三万人もの方の前で、踊らせていた

Aoyagi
Anna

あなたの人 生に最も影 響を
与えた人 物は誰ですか

一
月一
二九
会
十九 誕
社 職 二一 生
員 種 日年 日

大阪代表

だけたことです。緊張や不安があった
のですが、いざ当日になると楽しさの

界の場を目指す強い気持ちをもててい
ます。

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか
①負けず嫌い ②涙もろい ③素直

日本 酒の魅 力を紹 介してくださ
い。
和食に合うということが最大の魅力だ

Entry
No.

09

Fujita
Momoko

生み出しています。誰もが心落ち着き、
懐かしい気持ちになれる和の香り文化
を後世に受け継いでいけるよう今後も
努力して参ります。

と思います。美味しい和食があると美
味しい日本酒が飲みたくなり、美味し
い日本酒があると美味しい和食が食べ

あまりあっという間に踊り終わって

たくなる。このように和の食材の良さ

しまったことを今でも覚えています。

を引き出すところが魅力であると思い

三万人もの方の前に立てるということ

ます。

は、なかなか経験できることではない
ので、とても感謝しています。

京都代表

愛知代表

宮原真奈美

小林沙霧

︵
旅
行
一
会
七九
社会
月八 誕
勤社
職 八七 生
務員 種 日年 日
︶

過 去に行ったことのある
慈 善 事 業 、奉 仕 活 動は何ですか
幼い頃より習っていたバイオリンの

今までで最も誇りに
思っている達 成は何ですか

あなたの人 生に最も影響を
与えた人物は誰ですか

留学先で意思疎通が思い通りにでき

祖父です。伊勢型紙という伝統産業

なかった悔しさから、帰国後、自己学

を仕事とし、着物の柄のデザイン、染

習にはげみTOEICの点数を400点か

色などを行っていました。彫刻刀を使

ら800点まで伸ばしたことです。何か

いひとつひとつ彫る作業はとても繊細

を達成するには、明確な目標をもち、

で美しく、仕事にかける情熱を幼い頃

自分を信じる強い気持ちが大切だと学

から近くで見て、何かに一生懸命にな

びました。

ることは素晴らしい事だと深く感じま

過去に行ったことのある
慈善事業、奉 仕活 動は何ですか
留学先のニュージーランドで老人ホ
ームを訪れ、日本の童謡や折紙などを
紹介し、少しでも笑顔になってもらえ
るよう努めました。

した。｢何事も一生懸命、挑戦する｣、
という私の人生の軸は、尊敬する祖父
の教えです。

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか
①向上心 ②チャレンジ精神 ③努力

Entry
No.

08

Miyahara
Manami

Entry
No.

10

Kobayashi
Sagiri

同
一
志
十九
社
月九 誕
四大 職 四二 生
年学 種 日年 日

あなたの人生に最も影響を
与えた人物は誰ですか
私は幼い頃よりバイオリンを習って

先生が、弦楽合奏団を結成しておられ、

おり、その先生です。毎月、海外の学

老人ホームの行事に参加し演奏しに行

校へ行けない子供達を支える団体に送

っておりました。また、五年前の東日

金しておられました。また、施設訪問

本大震災では、子供達やお年寄りの傾

を目的にバイオリンだけの合奏団を結

聴ボランティアをいたしました。悲し

成、公的な行事にも呼ばれるようにな

みのどん底のなか、時折見せてもらえ

りました。私は現在、大学で社会福祉

る笑顔に胸がいっぱいになりました。

を学んでおります。私も人に影響を与

生涯、忘れることはありません。

えることが出来る女性になれるよう、

他の人が経 験していないような
ユニークな経験は何ですか
私が卒業しました学校は、一昨年
大河ドラマ「八重の桜」で放送された

心がけ努力して参りたいと存じます。

あなたを 3 つの単語で
あらわすなら何だと思いますか
①ギャップ（意外性） ②直感 ③行動力

新島八重が作った学校です。毎年行
われるクリスマスページェントがあ
り、羊飼いに選ばれ舞台に上がりまし
た。140年前の様式通りに伝統を守る
こと、とてもよい経験をさせていただ
きました。

30
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奈良代表

中島千華子
今までで最も誇りに
思っている達成は何ですか
3年前に、なにわ芸術祭新進舞踊家
競演会という関西唯一の若手の日本舞
踊コンテストに、私の習っている山村
流という流派の代表として出場させて

2016 Miss SAKE Finalists

兵庫代表

上
一
方
五九
舞
月九 誕
師 職 二〇 生
匠 種 日年 日

Entry
No.

水谷珠里

11

Nakajima
Chikako

ージアムにて「座敷舞鑑賞会」という
座敷舞を通して、日本文化を楽しんで
頂く目的の奉仕活動に参加しておりま
す。

元
十
宝
二一
塚
月九
歌
十八 誕
団劇 職 四八 生
員団 種 日年 日

今までで最も誇りに
思っている達 成は何ですか
大好きな宝塚で8年間過ごせたこと
です。そして宝塚音楽学校、宝塚歌劇

他の人が経 験していないような
ユニークな経 験は何ですか

団と無遅刻、無欠勤であることも私に
とっての誇りです。宝塚で過ごした

を乗り越えた事は劇団に入団してから
はもちろん、今でも自信となっており、
様々な厳しい境遇の時でも自分を奮い
立たせる原動力となっております。

特別意識している美容法は
何ですか

頂きました。そのコンテストで新人奨

私は京都の西陣の呉服屋でデザイナ

日々を休まず過ごせたことは、健康管

綺麗な肌と美しい髪でいることを意

励賞を受賞させて頂いたことが私の最

ーとして仕事をしていました。自分が

理、体力、精神力共に磨かれたと思い

識しています。身体の内側から健康で

も誇りに思っている達成したことです。

デザイン・絵付けをした着物や帯や小

ます。中学生の頃から皆勤賞を頂いて

ある為に何よりもストレスを溜めない

このコンテストをきっかけに私は師匠

物が、商品になり販売して頂けたこと

いるので、健康でいられていることに

事が私の中では大切です。私は友人と

業を始め、奈良と大阪で上方舞の教室

は他の人は、なかなか経験していない

感謝したいです。

楽しく話す事、大きな声で歌うことが

を開きました。

事だと思います。

過去に行ったことのある
慈善事業、奉仕 活動は何ですか
10年前より、奈良の大和神社と手

毎日忙しく大変な事もありましたが、
頂きました。

させて頂いております。また年に3回、
大阪天神橋筋にある大阪住まいのミュ

①明朗 ②ユーモア ③アーティスト

︵
呉
一一
服
月九
屋会
十八 誕
勤社
職 八六 生
務員 種 日年 日
︶

和 歌山代 表

嶋田妃希
今までで最も誇りに
思っている達 成は何ですか
3年前から装道礼法きもの学院に通
っており、現在高等師範科の着装科に
在学しております。その為、度々着付
けのお手伝いをさせてもらう機会はあ
ったのですが、今年成人式を迎える新
成人150人を15人のスタッフで着付

Entry
No.

12

Shimada
Kisaki
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ます。日本人としての気の細やかさ、
気配り、心遣いすべてのものが詰まっ
ております。人生において大切な事を
教えて下さる、私の尊敬する大先生で
す。

特 別 意 識している美 容 法は
何ですか
祖母から教わった、お風呂に日本酒

過 去に行ったことのある
慈 善 事 業 、奉 仕 活 動は何ですか
学生時代、養護施設や老人ホームを
訪問して人の輪を広げる活動を主体的
に行っておりました。

他の人が経 験していないような
ユニークな経験は何ですか
学生時代、地元広島の原爆ドームで、

スタッフ全員力を合わせて無事に送り

かく事です。もう１つは食事療法です。

外国人旅行者を対象にボランティアガ

出せた時はとても達成感があり、感無

腸の調子を整える為にキャベツやヨー

イドをしておりました。一人で飛び込

量でした。

グルトなどを意識的に摂取しておりま

みでガイドを買って出る、ある意味押

す。生活習慣として早寝早起き、6時

しかけとも言えるガイドです。

私の師である茶道の先生です。先生
はお礼の仕方から立ち居振る舞い、言
葉の発し方、お茶のお手前におけるす
べての所作を私に教えて下さっており

ぷり浴びる事です。

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか
①積極的 ②健康 ③平和主義

ちだと思います。学校では自衛隊の研

笑顔の元でありストレス発散方法です。
自分と常に向き合い、心穏やかでいる
ことが大事だと思います。

あなたを 3 つの単語で
あらわすなら何だと思いますか

修もあり、
団体で行動する難しさ、
様々

①あ、明るく

な境遇の中でも自分を磨く事を忘れず

②か、活発で

努力する姿勢を学びました。あの1年

③り、凛としています

︵
食
品
メ
ー
一
カ
三九
ー会
月九 誕
勤社
職 四二 生
務員 種 日年 日
︶

下山彩音

を少し入れ半身浴をし、たっぷり汗を

間気持ちよく寝て、朝太陽の光をたっ

宝塚音楽学校といえば、上下関係や
規律が厳しいといったイメージをお持

広島代表

けをさせて頂ける機会に恵まれました。

あなたの人 生に最も影響を
与えた人 物は誰ですか

他の人が経 験していないような
ユニークな経験は何ですか

Mizutatni
Akari

それ以上にとても楽しい経験をさせて

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか

向山八幡宮で毎年に1回、舞を奉納

Entry
No.

ける、人間としても女性としても、理
想の人です。

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか
①根性 ②向上心 ③真剣
Entry
No.

14

Shimoyama
Ayane

あなたの人 生に最も影 響を
与えた人物は誰ですか
母です。42歳で税務の資格を取り、
今も現役のキャリアウーマンです。
何歳になっても現状に満足せず輝き続
2016 Miss SAKE
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2016 Miss SAKE Finalists

十
月一
古
二九
典
十八 誕
作 職 四五 生
家 種 日年 日

愛媛代表

Entry
No.

大濵彩花

15

今までで最も誇りに
思っている達 成は何ですか

Ohama
Ayaka

農業・食の視点で四国を応援するプ
ロジェクト「農」と言える四国（後援：
経済産業省・農林水産省・内閣府 地

の神様とのゆかりから、神事・祭事に
欠かせないお神酒、日本酒の尊さを伝
える役目を全うしたいです。

域再生事業推進室・徳島県・香川県・

食とは、生き方も死に方も作り、命

愛媛県・高知県 協賛：株式会社日本

を語るものです。食べるとは命をいた

航空 ほか）にリーダーとして携わり、

だく行為。五穀豊穣の神様、自然の恵

経験とご縁を糧に歩んでいます。

みに感謝する。食文化、伝統食や郷土

あなたの人 生に最も影響を
与えた人 物は誰ですか
ご先祖様です。民謡を嗜んでいた宮
大工の祖父(母方)は生前、三嶋大明
神（大山祇神）を神棚にお祀りし信仰
していました。大山祇神はお酒の神様。
その加護か、父はお酒の流通に携わっ
たことがあり、娘の私はミス日本酒愛

審 査員

食に関して普段
意識していることは何ですか

料理、和食に触れ、親しむ。年中行事
や慶事での食を学び、しつらい、しき
たりを尊び継承する。旬の食材を季節
や体調にあわせいただく。酒器、食器、
道具を大事にする。

増田德兵衞様

金子実由喜様

株式会社増田德兵衞商店

キャリエールネイルカレッジ

日本酒造組合中央会

理事／海外戦略委員会

京都府伏見酒造組合

理事長

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか

全日本食学会

①温故知新 ②百人一首 ③守破離

佐浦弘一様

媛代表を拝命。ご先祖様の導き、お酒

代表取締役社長

株式会社佐浦

ランディー チャネル 宗 榮 様
裏千家

理事／需要開発委員会

観光庁 酒蔵ツーリズム推進協議会

委員

関谷健様

田中沙百合
今までで最も誇りに
思っている達 成は何ですか
日本の伝統文化である剣道を3歳か
ら大学までの19年間最後までやり続
けたことが誇りです。暑い日も寒い日

代表取締役社長

分をセルフプロデュースしています。

経験が今の私の糧となっています。

その中でも特に「髪の手入れ」を意識
しています。私は、日本人の女性は艶
のある黒髪が美しいと思いますが、艶
のある黒髪が現代では少ないと思って

あるきっかけで3年前に国境なき医

います。毎日、ヘア製品、ドライヤー

師団の存在を知り、毎月お手伝いをさ

には特にこだわり、艶のある黒髪の維

せて頂いております。紛争地域の子供

持に努めています。

であることに衝撃をうけ、本当にショ

あなたを 3 つの単 語で
あらわすなら何だと思いますか

ックでした。恵まれた日本に生まれ、

①情熱 ②素直な心 ③ポジティブ

34

家元

藤間登代裕様
大塚恵仁様

代表取締役

国際きき酒師

IWCアンバサダー
一般社団法人日本ソムリエ協会

理事

観光庁 酒蔵ツーリズム推進協議会

特 別意 識している美容法は
何ですか
の日にお会いする人のことを考え、自

「お腹いっぱいご飯を食べること！」

株式会社コーポ・サチ

から毎月PR活動をしております。

心を学びました。この19年間の剣道

たちの夢が、憧れの職業などではなく、

平出淑恵様

たちに少しでも役に立てたらと3年前

し精神力や礼儀、思いやり、凛とした

笹岡隆甫様

日本舞踊「藤間流」 師範

自分に何が出来るか考えた時に、子供

私は一期一会を大切にして、毎日そ

過去に行ったことのある
慈善事業、奉 仕活 動は何ですか

会長

酒サムライ コーディネーター

も毎日雑巾がけから始まり、剣道を通

教授

委員長

華道 ｢未生流笹岡｣

日本酒造青年協議会
六
月一
レ
二九
ポ
十八 誕
ー
タ 職 一七 生
ー 種 日年 日

理事

SAKE Madame

代表取締役社長

関谷醸造株式会社

学院長

NPO 法人日本ネイリスト協会

株式会社オーガスタプロデュース 代表取締役

理事

日本酒造組合中央会

長崎代表

委員長

Entry
No.

16

委員

第 3 回世界きき酒師コンクール セミファイナリスト
大阪観光特使

齋藤茂様
株式会社トーセ 代表取締役会長兼 CEO

Tanaka
Sayuri

2016 Miss SAKE
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Cooperation

Kyoto Museum
of
Traditional Crafts,

御協力蔵元・酒造組合・賛助会員

Fureaikan
酒造組合

蔵元

岩手県酒造組合

株式会社佐浦

宮城県酒造組合

出羽桜酒造株式会社

YO - MONO is COOL !

秋田県酒造組合

末廣酒造株式会社

プロジェクトは、日本酒
で乾杯条例の趣旨に賛同
し、和食のユネスコ無形文化遺産
登録や 2020 年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催決定を

山形県酒造組合

市島酒造株式会社

福島県酒造組合

石本酒造株式会社

栃木県酒造組合

株式会社桝田酒造店

群馬県酒造組合
埼玉県酒造組合

関谷醸造株式会社
株式会社増田德兵衞商店

東京都酒造組合連合会

賀茂泉酒造株式会社

新潟県酒造組合

佐々木酒造株式会社

富山県酒造組合

菊正宗酒造株式会社

B1F Miyakomesse, 9-1, Okazaki,
Seishoji-cho,Sakyo-ku, Kyoto-shi 606-8346 Japan
www.kyo-mono.jp
http://www.facebook.com/kyo.mono.project

K

受け、世界から「和」の文化への
注目が高まる中、京都の伝統産業
を若手で盛り上げていこうと、平
成 26 年 7 月に立ち上がったプロ
ジェクトです。
これらの活動を通じて、京都の
伝統産業を用いた設え・空間演出
を国内外に発信していきます。
本プロジェクトは京都
伝統産業青年会、京
都陶磁器青年会で
構成されたプロジ
ェクトです。

◎常設店
京焼・清水焼専門店 清雅堂陶苑
〒605 - 0862
京都市東山区清水門前1丁目262 清水坂
Tel: 075 - 561 - 2772／Fax: 075 - 541 - 5982
Mail: kyoto@seigado.jp
Open: 9 : 00 - 18 : 00（ 年中無休）
HP: seigado.jp
◎お問い合わせ
事務局（ふれあい館内）
〒 606 - 8343
京都市左京区岡崎成勝寺町 9 - 1
京都市勧業館みやこめっせ地下1階
Te l: 075 - 762 - 2670／Fax: 075 - 761 - 7121
Mail: coolkyoto@miyakomesse.jp

福井県酒造組合
山梨県酒造組合
長野県酒造組合
愛知県酒造組合
三重県酒造組合
京都府酒造組合連合会
伏見酒造組合
京都酒造組合
大阪府酒造組合
兵庫県酒造組合連合会
灘五郷酒造組合
広島県酒造組合
山口県酒造組合
愛媛県酒造組合

賛助会員
エム' ズエステート株式会社
株式会社マニモード
株式会社ナチュール・メイ
株式会社ひびき
一般社団法人おんなたちの古民家
株式会社旅酒
Vimana by Y.S
株式会社APPRICO
株式会社大安

佐賀県酒造組合
長崎県酒造組合
熊本県酒造組合連合会

（敬称略、順不同）

季節の催事などへの出品、
カンヌ国際映画祭Japan Night、
ミラノ万博などでの
おちょこ提供などもおこなっています。
36
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組織概要
代表理事

愛葉宣明

理事

大西美香

事務局長

青山直子

事業開発ディレクター

山中聖彦

顧問

増田德兵衞

www.misssake.org
株式会社増田德兵衞商店 代表取締役社長
日本酒造組合中央会 理事 海外戦略委員会委員長

一般社団法人ミス日本酒

京都府伏見酒造組合 理事長
全日本食学会 理事

佐浦弘一

仲野益美

市島健二

〒10 4 - 0061

株式会社佐浦 代表取締役社長
日本酒造組合中央会 理事 需要開発委員会 委員長
観光庁酒蔵ツーリズム推進協議会 委員
出羽桜酒造株式会社 代表取締役社長
日本酒造組合中央会 海外戦略委員会 副委員長
公益財団法人 出羽桜美術館 理事長
市島酒造株式会社 代表取締役社長
日本酒造組合中央会 海外戦略委員会 委員

東京都中央区銀座3 - 7 - 16 銀座NSビル9F
tel : 03 - 6869 - 1700 / fax : 03 - 6800 - 3513
Email : sake@misssake.org
一般社団法人ミス日本酒：www.misssake.org
2016 Miss SAKE イベントサイト
：www. misssake.jp
facebookサイト
：www. facebook.com/MissSakeOfficial
Miss SAKE USA イベントサイト
：www.misssakeusa.org
2016年4月

第2刷発行

新潟県酒造組合 需要振興委員会 委員長

桝田隆一郎

株式会社桝田酒造店 代表取締役
岩瀬まちづくり株式会社 代表取締役
グリーンエネルギー北陸 取締役副会長

Miss SAKE Association

日本酒造組合中央会 海外戦略委員会 委員
富山県酒造組合 会長

平出淑恵

株式会社コーポ・サチ 代表取締役
酒サムライ コーディネーター
IWCアンバサダー

Tel: 81 -3 -6869-1700 / Fax: 81 -3 -6800-3513

一般社団法人 日本ソムリエ協会 理事

Email: sake@misssake.org

観光庁酒蔵ツーリズム推進協議会 委員

北川一成

グラフ株式会社 代表取締役社長
AG （
I 国際グラフィック連盟）会員
（敬称略、順不同）
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Adress:
3-7-16 Ginza NS Bldg. 9F (JO[B Chuo -ku,Tokyo 104 -0061

Official Website: www.misssake.org
Miss SAKE Event Website: www.misssake.jp
Facebook site: www.facebook.com/MissSakeOfficialMiss
SAKE USA Website: www.misssakeusa.org

2016 Miss SAKE
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