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Miss SAKE
地方大会開催企業募集
地方大会開催企業のことを我々はブランドパートナーとお呼びしています。
その名の通りミス日本酒のブランドの理念、目的を共有下さり
各地域での活動を御一緒下さるパートナーを募集しています。
詳しくは、P25 へ

w w w. m i s s s a k e . o r g ［ 法 人サイト］
w w w. m i s s s a k e . j p ［イベントサイト］

一般 社 団 法人ミス日本酒
〒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 /FAX: 03-6800-3513
MAIL : sake@misssake.org

一般社団法人ミス日本酒
2017 Miss SAKE イベントサイト
Facebook ページ
Miss SAKE USA イベントサイト

www.misssake.org
www.misssake.jp
www.facebook.com/MissSakeOfﬁcial
www.misssakeusa.org

2017 Miss SAKE

最終選考会 開催概要

式次第

開催日

2017 年 3 月 30 日（木）

開場

18 時 00 分

主催者挨拶

開演

19 時 00 分

終演

21 時 30 分

2016 ミス日本酒活動報告

会場

ウェスティン都ホテル京都「瑞穂の間」

予定

19 時 00 分

来賓挨拶

特別協力

鏡開き

（〒605 - 0052 京都府京都市東山区粟田口華頂町１）
主催

一般社団法人ミス日本酒

後援

外務省／農林水産省／経済産業省／環境省／国税庁／観光庁／

乾杯
20 時 00 分

質疑応答

京都府／京都市／東京商工会議所／一般社団法人シンクパール

THE JOY OF SAKE ／ウェスティン都ホテル京都／アドネス株式会社／ダイドードリンコ株式会社／
N PO日本の祭りネットワーク／ KYO-MONO is COOL！プロジェクト／株式会社三松／
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 K•W プロジェクト／ソウルボート株式会社／株式会社モーフィング／

審査
審査員紹介

知的財産戦略本部／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ JAXA ）／
日本貿易振興機構（ JETRO ）／日本酒造組合中央会／日本酒造青年協議会／

協力

開宴

21 時 00 分

ナデシコプログラム紹介

21 時 15 分

審査結果発表

21 時 30 分

閉会

株式会社フォトアンドスタイル／ルシェル四条烏丸／株式会社マニモード ／日本文化推進機構 ／
ペーパースタイリスト協会
以上、敬称略、順不同

The 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;
Ministry of the Environment; National Tax Agency;Japan Tourism Agency; Intellectual Property Strategy Headquarters;
The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ;Japan External Trade Organization(JETRO); Japan Sake and Shochu
Makers Association; Japan Sake Brewers Association Junior Council; Kyoto Prefecture; Kyoto City; The TokyoChamber
of Commerce and Industry (TCCI) and Think Pearl Association.

ミス日本酒として活動させて頂いたこの一年間で、蔵元様や日本酒ファンの皆様はもとより、行く
先々で多様な分野で活躍される諸先輩方から多くの学びの機会を頂戴しました。また日本酒の
魅力を発信していく側の立場ながら、益々その魅力、奥深さに自身が引き込まれていった一年
でもありました。
海外では、日本酒文化のみならず、剣道で培った日本の心も伝えたいと思い、現地の道場を訪
れ多くの方々と剣を交えることが出来ました。任期中に四段に昇段できたことも大きな財産です。
こんなにも充実した日々を送ることができたのは、最高の環境を用意してくださった皆様のおか

[Special Cooperation]
HECKEL Sports
[Cooperation]
THE JOY OF SAKE; Westin Miyako Hotel Kyoto; Adness Co., Ltd.; Dydo Drinco, Incorporated; Nippon Matsuri
Network; KYO-MONO is COOL! Project; Mimatsu Co., Ltd.; Gaba Corporation.; Ikebana Mishoryu-Sasaoka
Headmaster Ryuho Sasaoka; Japanese classical dance Soke Fujimaryu Master Toyoyu Fujima; KW Project Co., Ltd.;
SOUL BOAT Co., Ltd.; Morphing inc.; photo-and-style Co., Ltd.; LeCiel ShijoKarasuma; Mani Mode Co., Ltd ;Japan
Culture Promotipon Organization and Paper Stylist Association.
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げです。信頼と尊敬の心をもって接することができた皆様との一期一会の出会いに心より感謝
申し上げます。
大好きなミス日本酒の任期はここで一度区切りとなりますが、これからも継続して日本酒と日本の
文化を学び続け発信し続けていく所存です。後輩共々、今後も温かく見守って頂けましたら幸
いです。
2016 ミス日本酒

田中沙百合
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開催によせて
ミス日本酒概要、募集要項
日本文化の紡ぎ手となれ
ミス日本酒（Miss SAKE）選考会は、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 月よりスタートし、現在は下記３つを、柱に幅広く活動し

愛葉 宣明

ています。
１. 日本酒および日本の魅力を伝える活動
２. 地域の食・農産業に親しむ活動

一般社団法人ミス日本酒 代表理事

３. 日本の伝統文化をつなげる活動
今年度までに、国内では年間約 400 の活動実績、海外では 13カ国 22 都市で活動を行い、米国の経済紙「ウォー
ル・ストリート・ジャーナル」でも
「女性の尊厳と平等をうたった文化事業」
と成果を報じられるなど、海外でも高い評価
を得ています。第四回となる2017 年は、地方大会と海外大会の開催の拡充を図り、さらに多様な視点を取り入れな
がら、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ます。

この度は「ミス日本酒 (Miss SAKE) 最終選考会」にご臨席を賜り、心よりの御礼を申し上
げます。そして、間もなく文化庁の本格移転を迎え、ますます我が国の文化振興、発信の拠
点として伝統を守り、発展を続ける京都において、本年も
「2017ミス日本酒（Miss SAKE）

2018 Miss SAKE 募集要項
１. 日本酒および日本文化に親好のある女性
２. 社会貢献への意識が高い女性
３. グローバルな感覚を持ち合わせた女性
４.

美しさ を追究している女性

（ 2017 年 4 月1日現在 ）
５. 満 20 歳以上 29 歳以下であること。
（ 婚歴、出産歴ありの方は対象外となります ）
６. 未婚の女性であること。

７. 日本国籍のパスポートを有すること。
※ 身長制限はありません。
※ 水着着用の審査はありません。

最終選考会」を開催できますこと、皆様の温かなお力添えとご支援に感謝申し上げます。
さて、
「ミス日本酒（ Miss SAKE ）」の事業も今回で 4 年目を迎えることとなりました。本
年度は国内外での活動のさらなる強化と共に、日本女性のための教養講座「ナデシコプ
ログラム」の運営を通じて、日本酒に関連する知識や体験のほか、食や健康、文化・地
域振興、そして女性が活躍する社会での様々な視点を用いたエンパワーメントに取り組ん
でまいりました。
今後も伝統ある素晴らしい日本酒から、日本文化の魅力や歴史に触れる機会を創出して
まいりたいと存じます。そして私たちの愛する日本酒が世界の資産としてさらに多くの皆様
に親しんでいただけるように、心を込めて力を注いでまいります。皆様におかれましては、本

グランプリ受賞者には、金 300万円を贈呈します。

日決定する「 2017 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

2018ミス日本酒（Miss SAKE）
として、国内外での活動にあたっていただきます。

きお力をお借りできれば幸いです。

私たちと共に挑戦し成長し ていける人を求めております。

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
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、
笑顔があふれ、豊かな時間がつながることを願っております。
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祝辞

祝辞

山田 啓二

門川 大作

京都府知事

京都市長

桜の花が咲き始めた京都で、
「 2017ミス日本酒（ Miss SAKE ）最終選考会」が盛大に

桜花爛漫の京都に、美と知性の競演が一層華やかな彩りを添える「ミス日本酒（ Miss

開催されますことを、心からお慶び申し上げます。

2014 年から始まった「ミス日本酒」の取組も４回目を迎え、22 の地域で代表者が決定し、
年々知名度と活動の輪が広がるなど、一般社団法人ミス日本酒の皆様の御尽力のたまも
のと深く敬意を表します。
日本酒は、日本を代表する食文化であり、伝統文化でもあります。和食のユネスコ世界
遺産登録を契機に、世界的に広がる日本食ブームや、日本酒と他国の料理との相性の良
さが認識されつつあることなどにより、海外でも人気が高まり、輸出額は、この 10 年で２倍
以上にまで増加しております。
このような中、
「日本酒」の魅力を発信するアンバサダーとして、ミス日本酒の役割は、伝

開催に御尽力されました愛葉宣明代表理事をはじめ一般社団法人ミス日本酒の皆様
に、深く敬意を表します。
「 Miss SAKE 」の皆様には、全国から多数の蔵元が集結する「日本酒条例サミットin 京
都」に御来場いただくなど、日頃から日本酒をはじめとする伝統産業の振興に多大のお力
添えを賜っています。改めて厚く御礼申し上げます。
本日、ここ京都で誕生される新たな「 Miss SAKE 」が、これから世界を舞台に大いに活
躍されますことを念じています。
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4 年。現在では、

統ある食文化の継承、発展につながるもので、大変重要であり、今後の御活躍を御期待

全国 120を超える自治体で同様の条例が制定され、日本酒の魅力、和食を中心とした食

申し上げます。

文化の素晴らしさが改めて見直されています。そんな中、文化庁の京都への全面的移転

京都府といたしましても、日本酒をはじめとする京都の文化を世界に向けてより一層発信

が決定し、本年 4 月からは一部先行移転がスタート。本市といたしましては、皆様のお取

するため、京都への全面的な移転が決定している文化庁とさらに連携を強め、その振興

組に力を頂きながら、日本酒をはじめ、文化の力で日本を元気にする取組に全力を尽くして

に努めてまいりたいと考えております。

まいります。

結びに当たり
「 2017ミス日本酒（ SAKE ）最終選考会」のご盛会、ご参集の皆様の御健
勝、御多幸を祈念いたしましてお祝いのことばとさせていただきます。
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SAKE ）最終選考会」。本年も盛大に開催されますことを心からお慶び申し上げます。

結びに、
「 2017ミス日本酒（ Miss SAKE ）最終選考会」の御盛会、並びに御参集の皆
様のますますの御健勝と御多幸を心から祈念いたします。
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祝辞

祝辞

篠原 成行
日本酒造組合中央会

会長

歌舞伎役者

春の彩り美しい京都を会場に「 2017 ミス日本酒 (Miss SAKE) 最終選考会」が盛大に

第四回ミス日本酒最終選考会の開催おめでとうございます。ミス日本酒は美しさだけで

開催されますことを心からお祝い申し上げます。

無く、世界に日本酒の事は勿論、日本文化も紹介するとの事でそれらの深い知識も必要と

國酒である日本酒は、二千年の歴史を重ねながら日本の文化を築いてまいりました。私

されると伺いました。私も伝統文化に携わる人間として、日本文化の世界発信を、そして日

たちの祖先が米を作り、米を原料として酒を造り、神様に供え、五穀豊穣、家内安全など

本の若い方にも日本の素晴らしさを知って頂く事の大切さを痛感いたしておりますので、ミス

を祈念して、お神酒を皆でいただくことにより人々の豊かな和が創られてきました。日本酒造

日本酒のお仕事に敬意を表し、ご活躍を願っております。

組合中央会では、日本酒を通じて未来の調和と平和に貢献していきたいと考えています。

最近はお猪口では無く、ワイングラスでおしゃれに飲む。日本食は勿論、食事の邪魔をし

「ミス日本酒 (Miss SAKE) 」の活動は、国内外に渡って、私たちの大切な日本酒文化を

ない日本酒は洋食にも合うのだと存じます。以前テレビでフランスのレストランでソムリエが食

丁寧にご紹介くださり、大変喜ばしく光栄に思っております。日本酒業界の安定と健全な進

事に合わせて日本酒をセレクトしていて、お客様も納得して楽しんでおられるのを見て嬉しく

捗、発展のために必要な意義深い活動を、今後も末永く続けられますことを心から願って

思ったことがございます。ミス日本酒の活躍で、そんなレストランが世界に増えると存じます。

おります。そして「 2017ミス日本酒 (Miss SAKE) 」を目指す皆様方にも、是非ともご活躍の
場面でさらに日本酒に親しみ楽しんでいただきたいと思います。
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の皆様
と、関係者の皆様に、日本の誇る國酒の生産者を代表しまして、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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中村 梅玉

私の携わる歌舞伎を始め、日本の伝統芸能の能、狂言、落語などにはよくお酒が登場
いたします。楽しいお酒、悲しいお酒、こまったお酒、出会いのお酒、別れのお酒、お酒
が舞台を演出いたします。そんな舞台をミス日本酒にご覧いただき、お酒の世界発信に
お役立て頂くと共に、日本伝統芸能も世界に発信頂きたく存じます。
一般社団法人ミス日本酒の益々の御発展をご祈念申し上げます。
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Our
International
Activities

ブラジル・リオデジャネイロ
JAPAN OMOTENASHI PAVILION、
2014 ブラジル W 杯 イベント出演（2014/6/24）

USA・ニューヨーク

フランス・ニース

フランス・ユネスコパリ本部

日本酒現地調査
（ 2014/9/23 ）

THE JOY OF SAKE New York 2014
（ 2014/9/18 ）

ユネスコ政府代表部 門司大使表敬訪問
（ 2014/9/26 ）

私たちの活 動 内 容 / 海 外

日本文化啓発活動 / 観光誘致活動

イギリス・ロンドン
Japan Matsuri イベント出演
（ 2014/9/27 ）

韓国・ソウル

イタリア・ミラノ

日韓国交正常化 50 周年記念文化交流展示会
「サケとマッコリの出会い」
（2015/3/4）

USA・ホノルル

ミラノ万博 ジャパンデーレセプション
（ 2015/7/11 ）

THE JOY OF SAKE Honolulu 2015

（ 2015/7/31 ）

世界 13カ国 22 都市を巡り
日本酒及び日本文化をPR
Promoting tourism activities related to
Japanese sake and culture

1
2
3

USA・ラスベガス

モナコ・モナコ

スウェーデン・マルメ

モナコヨットショーレセプションパーティー
＠マヤベイ
（2015/9/22）

THE JOY OF SAKE Las Vegas 2015
（ 2015/9/19 ）

フランス・パリ
Salon du Sake 2015
（2015/11/1）

在マルメ日本国名誉総領事
アルモ様表敬訪問（2015/9/28）

日本酒、日本文化に関わるイベントに出演
Japanese Sake and Japanese Cultural Events

海外で行われているイベント内に日本酒ブースの設置
Participation in international corporate and cultural events

海外における日本酒・日本文化の情報の収集と周知
Research and Reporting on Sake and Japanese Culture Overseas

USA・ポートランド

USA・コロラドスプリングス

日本酒現地調査
（2014/9/14〜16）

スペイン・バルセロナ
Salon del Manga in Barcelona
（ 2015/10/29-31 ）

31st Space Symposium
（ 2015/04/15 ）

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
（ 2015/12/17-20 ）

Malmö
London
Nice
Marseille
Barcelona

Paris
Milan
Roma
Monaco

Seattle
Portland
Seoul

Los Angeles

Japan

Hong Kong

Colorado
Springs
Las Vegas

New York

Hawaii

Phnom Penh
Colombo

2014〜2016 Miss SAKE's international Activities
New York,Los Angeles,Portland,Las Vegas,Honolulu,Colorado Springs,
Seattle,Rio de Janeiro,Paris,Nice,Monaco,Marseille,Milan,Roma,Barcelona,

Rio de Janeiro

Marme,London,Sydney,Seoul,Hong Kong,Colombo,Phnom Penh

Sydney
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香港
CANON 香港様 VIPレセプション
（ 2016/1/19 ）

USA・ニューヨーク

在ロサンゼルス日本国総領事館

ロサンゼルス JBA 主催 VIPレセプション
（ 2016/2/25 ）

USA・ニューヨーク

New York City Kendo Club
（ 2016/09/15 ）

THE JOY OF SAKE New York 2016
（ 2016/09/16 ）

オーストラリア・シドニー
Matsuri Japan Festival 2016
（2016/12/10）

日本 ー セイロン文化交流イベント
（2016/12/16-18）

カンボジア・プノンペン
在カンボジア日本国大使館
日本酒の夕べ（2017/02/22）

スリランカ

カンボジア・プノンペン

CJCC（カンボジア日本人材開発センター）
絆フェスティバル（2017/02/24）

韓国・ソウル
Seoul Sake Festival
（ 2016/3/26-27 ）

USA・コロラドスプリングス

イタリア・ローマ

モナコ

フランス・マルセイユ

モナコ ヨットショーレセプションパーティー
（ 2016/09/28 ）

在マルセイユ総領事館 池﨑総領事表敬訪問
（ 2016/09/29 ）

イギリス・ロンドン

イギリス・ロンドン 67 Pall Mall

EBRD（欧州復興開発銀行）

THE JOY OF SAKE Honolulu 2016

（ 2016/07/22 ）

韓国・ソウル

香港

日韓交流おまつり2016
（ 2016/10/02 ）

夢雀 × CASIO G-SHOCK MRG-G1000HG
TSUIKI Hammer-Tone コラボ レセプション（2016/12/08）

イギリス・ロンドン 67 Pall Mall
Sake Masterclass Dinner
（2017/01/20）

試飲会（業者向け／一般向け）
（2017/01/19）

試飲会（2017/01/18）

USA・ホノルル

イゾラ・デル・チネマ
（ 2016/07/7-8 ）

32nd Space Symposium
（ 2016/04/12 ）

USA・シアトル 在シアトル日本国総領事館

在シアトル日本国総領事館 大村総領事表敬訪問
（2017/02/15）

USA・ロサンゼルス
The JBA 56th Anniversary Reception

（2017/02/23）

Malmö
London
Nice
Marseille
Barcelona

Paris
Milan
Roma
Monaco

Seattle
Portland
Seoul

Los Angeles

Japan

Hong Kong

Colorado
Springs
Las Vegas

New York

Hawaii

Phnom Penh
Colombo

Our
International
Activities
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Rio de Janeiro
Sydney

13

Our
Activities in
Japan

日本酒イベント、セミナー出演
Sake Events and Seminars
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。
写真左上：10 月1日日本酒の日
写真左下：日本酒座談会
写真右：日本酒フェア 2016

私たちの活 動 内 容 / 国 内

全国の酒蔵・酒造メーカー訪問
Nationwide Brewery and Manufacturer Visits

日本酒啓発活動 / 地域振興活動

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
ベントも実施しております。

１年間で約 400 件以上の
活動実績

写真上：永井酒造蔵見学
写真下：喜多方日本酒ツアー

Attended more than 400 activities in a year

2013
10/10
10/11
10/12
10/22
10/23
10/26
10/28
10/30
11/3
11/4
11/7
11/20
11/22
11/23
11/25
11/26
12/3
12/7
12/9
12/11
12/16
12/19
12/20

日本食のイベント／ホテル椿山荘東京
酒サムライ叙任式／下鴨神社
京都・日本酒サミット2013 ／みやこめっせ（京都）
日本酒類販売㈱ 展示会／ホテルニューオータニ（東京）
エクセルヒューマン本社イベント／帝国ホテル（大阪）
IWC2013 受賞 日本酒試飲会／日本橋ＹＵＩＴＯ
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
お米のイベント／帝国ホテル（大阪）
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）
2014MUJ 京都大会／ハイアットリージェンシー京都
「月刊たる」取材／ハイアットリージェンシー京都
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
ANAラウンジ プレス向けイベント／成田空港
2014MUJ 北海道大会／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
日本酒造組合中央会 60 周年式典／如水会館
月の桂 にごり酒の会（東京）／赤坂四川飯店「陳 健一」

2014
1/7
1/8
1/11
1/15
1/16
1/21
2/3
2/4
2/7
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新年の振る舞い酒
長野ブランドパートナー訪問／グローバルユニット
第 4 回 Discover 東北／恵比寿
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／大宮ソニックシティ

2/7
2/17
2/18
2/19
2/24
2/27
3/1
3/2
3/5
3/11
3/15
3/19
3/21
3/29
3/30
4/3

4/3
4/9
4/13
4/18
4/22
4/23
4/24
4/29
5/2
5/3
5/4
5/14
5/16
5/21

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
大杉真司氏後援会
三原じゅんこさん後援会／ニューオータニ
ホームページ掲載用インタビュー／有楽町スタジオ
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〜
／ウェスティンキャッスルホテル
京都ライオンズクラブ様の春の例会／東福寺
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／
ホテルニューオータニ
ワイングラスで美味しい日本酒アワード／
アカデミーヒルズ49 階タワーホール
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／
ウェスティン都ホテル京都
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／日本酒造組合中央会
第 100 回記念講演会／北とぴあ
月の桂 にごり酒の会（東京）／赤坂四川飯店「陳 健一」

5/22
5/24
6/1
6/2
6/5
6/8
6/9
6/11
6/13
6/16
6/18
6/19
6/21
6/28
7/8
7/29
8/1
8/6
8/9
8/10
8/23
8/24
9/4
9/4
9/4
9/4
9/7
9/9
9/30
10/1
10/1
10/3
10/4
10/5
10/8

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
酒米「祝」田植え／伏見区向島の田んぼ
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
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／長野ホテル犀北館
五反田 TOC サマーフェスティバル／ 五反田 TOC
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／名古屋観光ホテル
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／屋形船「あみ達」
大杉真司氏後援会／柳生亭
表敬訪問／国税庁
表敬訪問／農林水産省
表敬訪問／国土交通省
表敬訪問／外務省
未生流笹岡創流 95 周年祝賀会／ウェスティン都ホテル
名酒フォーラム／交通会舘ローズルーム
2015 Miss SAKE Yamanashi 大会
半くり打ち合わせ
日本酒で乾杯推進会議

10/11
10/12
10/16
10/17
10/17
10/18
10/19
10/21
10/23
10/24
10/25
11/6
11/7
11/9
11/11
11/11
11/14
11/22
11/23
11/24
11/24
11/24
11/26
11/27
11/28
12/4
12/9
12/12
12/15
12/15
12/16
12/26
12/29

酒まつり
愛知の地酒を楽しむ会
京都国際映画祭
イオンモールオープンイベント京都桂川
酒サムライ
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
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
伏見の清酒まつりin 大手筋商店街／大手筋商店街
酒類総合研究所訪問／酒類総合研究所
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
会食／てんぷら八坂圓堂
埼玉の酒めぐりモニターツアー
春鹿蔵見学／春鹿
2015 Miss SAKE 最終選考会／
京都ハイアットリージェンシー
香港クルーの撮影（伊澤社長ドキュメンタリー）／甘美堂
ラジオ収録／文化放送
MUJ 東京ファイナリスト講師／アムウェイ本社
春日若宮おん祭
月の桂の会
春日若宮おん祭
鮟鱇鍋の会／いせ源にて
大杉先生個展／大丸東京

2015
1/14
1/14
1/16
1/22
1/22
1/27
1/28
1/30
1/30

2015 Miss SAKE Nagano

1/31
2/3
2/3

京都館イベント
京都館イベント
埼玉の地酒大試飲会

2/6
2/7

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
日韓お酒交流会／在大韓民国大使公邸
酒を愛好する人たちの夜／コリアナホテル
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）
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／熊野神社（北区）

2/7
2/9
2/10
2/25
2/26
2/27
3/2
3/4
3/5
3/5
3/8
3/8-9
3/13
3/14
3/15
3/15
3/15
3/24
3/27
3/28
3/30
4/2
4/3

4/4
4/9
4/9
4/14
4/21
4/23
4/23
4/24
4/25
4/26
4/28
5/2
5/3
5/9
5/10
5/11
5/14
5/15
5/19
5/20
5/22

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
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」
東京農業大学 座談会／ 東京農業大学
musmus 増田社長と／新丸ビル７F musmus
舞鶴赤レンガロゴ発表会／六本木ヒルズアカデミー
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／ MOSHIMOSHI BOX
新潟酒の陣／トキメッセ
着物で乾杯〜お酒とワイン〜／京都国際会館
春宵のつどい／ハイアットエージェンシー京都
お蔵フェスタ
ディスカバージャパン顔見せ／ SHIBUYA ラウンジ
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
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
KYOTO 大会打ち合せ
㈱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／
ウェスティンナゴヤキャッスル
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
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
前田佳代さま、個展／東京都現代美術館
やまがた酒コレクション／ホテルメトロポリタン（池袋）
農業女子＠丸の内タニタ食堂／丸の内タニタ食堂
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／
西新橋→musmus
京焼サミット 千人生花／京都 東福寺
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）／
山口県阿東徳佐→岩国市錦町
田植えフェスティバル（山口県）／
山口県阿東徳佐→岩国市錦町
2015 吟醸新酒祭／東京交通会館 有楽町
GABAさま合同イベント打ち合わせ／ GABA 本社
国分酒類総合展示会「地酒蔵元会」／
ANAインターコンチネンタル
月の桂の会
NO+CHIN presents 'GOLDEN STEP' ／
ソラトニワ原宿

5/23 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／ shibuya shidax hall
5/27 銀座ナチュラルタイムセミナー参加／ shibuya shidax hall
5/28 女性カラダ会議
5/31 山田ファーム 田植え 京都／山田ファーム
6/5
日本酒造組合中央会第 62 回通常総会 懇親パーティー
6/7
6/14
6/19
6/20
6/25
6/26
7/5
7/10
7/15
7/15
7/18
7/20
8/6
8/7
8/7
8/8
8/8
8/13
8/14
8/16
8/19
8/22
8/24
8/28
8/30
9/1
9/1
9/2
9/2
9/3
9/3
9/5
9/10
9/10
9/11
9/13
9/13
9/22
9/26
10/1

／明治記念館
酒 FLEA 視察／国際連合大学
第八回大阪酒の陣／ホテル阪急インターナショナル
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／
リッツカールトン京都
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／池袋サテライトキャンパス
納涼船／竹芝
NGO SAKE FEST2015 夏の陣／
中部国際空港セントレア
京カフェコムサ一周年記念祭／京カフェコムサ
青森ねぶた祭り／青森県青森市
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 ／佐々木酒造株式会社
愛媛の酒を楽しむ会／市ヶ谷アルカディア
野球観戦／東京ドーム
アルモ総領事来社／銀座オフィス
京都五山送り火／ジェフバーグランド英会話教室
伊藤南山先生お酒の会／日本橋蛇の市本店
GABA日本酒女子会／ GABA 本社会議室
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
和食文化国民会議・懇親会／楠公レストハウス
北都千国会蔵元試飲会／札幌第一ホテル
カフェコムサ新作発表会／カフェコムサ銀座
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」
満寿泉蔵見学街見学／株式会社桝田酒造店
おわら風の盆／富山県八尾市
第 2 回農業女子 WEEK ／丸の内タニタ食堂
読売新聞インタビュー／同上
ぴあ日本酒フェスティバル 酒秋会／
シアター 1010（北千住）
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
大信州手一杯の会／市ヶ谷アルカディア
東北６県 魂の酒まつり／東京国際フォーラム
日本酒乾杯条例サミット／みやこめっせ
IWC 関係者お食事会／ TSUBAKI
小川町の日本酒で乾杯する会／リリック小川

15

Our
Activities
in Japan

公共機関
Official Visits and Briefings
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。
写真上：農林水産省表敬訪問
写真下：国税庁表敬訪問

国内外に向けた、
日本・日本文化の情報の発信
Presentation of Japan and its own culture to
the world

企業や政府主催のレセプション出演
Business reception

日本酒、
および日本文化の情報を発信していきます。

新商品の発表會や VIP 取引先招致のレセプショ
ンなどで日本酒と共にゲストをおもてなし致します。

写真：
【Miss SAKE オフィシャル FACEBOOK ページ】

写真上：伊勢志摩サミット
写真左下：NEC KARUIZAWA
写真右下：国際細胞学会 ICC2016 コングレスディナー

10/1
10/3
10/4
10/5
10/9
10/9
10/9
10/10
10/12
10/14
10/15
10/16
10/17
10/17
10/18
10/19
10/22
10/24
10/24

全国一斉日本酒で乾杯！
イベント／明治記念館
ミス日本酒京都大会キックオフ（南山先生お酒の会）／
八坂てんぷら圓堂
笹岡隆甫さんを囲む会／ウェスティン都ホテル
埼玉県利き酒選手権、大試飲会／大宮ソニックシティ
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／
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
SFJ 燗酒コンテスト2015 表彰記念パーティー／
コートヤードマリオット銀座東武ホテル
ナデシコノタシナミ撮影／
川越・中正屋、日本酒のタシナミとお箸のタシナミ
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
祝米稲刈り／京都・向島駅周辺の田んぼ
Miss SAKEと日本酒を楽しむ会／銀座オフィス
ミス日本酒愛知大会／ウェスティン名古屋キャッスル
IWCプレミアム日本酒試飲会／ YUITO日本橋
農水省皆川顧問主催 会食会／

So Restaurant in London
10/30
10/31
10/31
11/1
11/3
11/5
11/8
11/10
11/11
11/13
11/13
11/15
11/16
11/17
11/18
11/19
11/19
11/21
11/22
11/24
11/24
11/25
11/29
11/29
12/1
12/7
12/8

16

全日本きき酒選手権大会／ホテルニューオータニ
ちょこ旅 in 深谷 酒蔵めぐり／深谷駅周辺酒蔵
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
浜村淳様表敬訪問／毎日放送 MBS（大阪）
JOY OF SAKE Tokyo ／五反田 TOC
TED x 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
Bacchus & Venus vol.2 ／外苑前レストラン「カチナ」
「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
富士通アドバンスエンジニアリング／西新宿 オフィス
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
宮城県をとことん味わう水産の日イベントVol.2 ／
お台場 東京カルチャーカルチャー
平河会／カメイ東京支社
コーセー様訪問／コーセー本社
和酒フェスvol.1 ／日テレ大屋根広場
Miss SAKE 東京オーディション／銀座オフィス
黄葉見 SAKE ／靖国神社
2016 Miss SAKE 山梨大会／甲府富士屋ホテル
神奈川県知事 黒岩祐治さんを励ます会／
ロイヤルホールヨコハマ
花岡先生 Ball Room Party ／グランドハイアットトーキョー
日本酒条例サミットin 京都／京都 みやこめっせ
2016ミス日本酒東京大会／八芳園
国税庁 意見交換会
日本酒しぼり体験／滝澤酒造

12/9
12/17
12/24
12/24
12/26
12/27

地球女性カラダ会議お疲れ様会／焼肉壱
ナデシコノタシナミ撮影
銀座三越イベント告知の撮影／銀座オフィス
BSフジ撮影 銀座三越イベント／銀座オフィス
ファイナリス特別カリキュラム／銀座オフィス
ファイナリス特別カリキュラム／銀座オフィス

2016

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）／日本テレビタワー
賀詞交換会／パレスホテル大宮
全員協議会（賀詞交換会）／キングアンバサダーホテル
NPO 法人日本ネイリスト協会新年会／ザキャピトル東急
SAKE FLEA ／国連大学
SAKE FLEA ／国連大学
にいがた酒の陣／新潟県 新潟市 朱鷺メッセ
東京地酒列車 2016 ／
多摩モノレール 上北台駅〜多摩センター駅
3/19 第 3 回 和酒フェス／日本テレビタワー 1F 大屋根広場
3/23 後援省庁 表敬訪問／国税庁、農林水産省、環境省、
内閣官房知的財産戦略推進事務局、観光庁
4/3
おおむら桜まつり／長崎県 大村市 大村公園
4/6
第 2 回 國酒カクテルコンペティション／
ウェスティン名古屋キャッスル
4/6
第 21 回 日本のお酒を味わう会 〜名古屋城夜桜風情〜
／ウェスティン名古屋キャッスル
4/7
享保の会／八芳園
4/7
ニッポン！呑んだくれ Night！／調布 FM
4/8-9 旅するSAKE ／梅田 阪急百貨店
4/10 HANAOKA DANCE GALLERY 薔薇の夜会／
グランドハイアット東京
4/15-17 麺産業展／東京ビッグサイト
4/16 第 4 回 日本酒利き歩き／東京 日本橋
4/19 ワイングラスでおいしい日本酒アワード2016 ／
六本木アカデミーヒルズ
4/21 FASHION EXCLUSIVE ／表参道ヒルズ
4/21 やまがた酒コレクション2016 ／ホテルメトロポリタン池袋
4/23 第 5 回 Sake Festival 八戸酒造 新酒を楽しむ会／
青森県 八戸市 八戸プラザホテル
4/23 埼玉の地酒を楽しむ会／東京カルチャーカルチャー
4/28 増田徳兵衛社長還暦パーティー／妙心寺
4/30 ドワンゴ「ニコニコ超会議」／幕張メッセ
5/2
ドワンゴ「オープンエントリープロジェクト2016 ファイナリスト
最後の訴え」／ドワンゴ半蔵門スタジオ
5/7
第 3 回 郷酒フェスタ for WOMEN ／都市センターホテル
5/8
紫藤尚世ファッションショー／浅草ビューホテル
5/9
表敬訪問／ GABA 本社
5/11 日本酒愛好会立ち上げイベント／汐留方舟
5/15 吟醸新酒祭／東京交通会館内「カトレアサロン」
5/16 アルモ名誉総領事表敬訪問／ホテルニューオータニ
5/19 とやま館 施設完成レセプション／東京 日本橋
5/19 野田聖子先生 表敬訪問／第一議員会館

1/2
1/4
1/6
1/7
1/13
3/5
3/6
3/12
3/12

日本酒座談会／東広島芸術文化ホール
伊勢志摩サミット／志摩観光ホテル
ICC2016 ウェルカムレセプションパーティー／
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
5/29 北都千国会 春の蔵元試飲会／札幌第一ホテル
5/31 ICC2016 コングレスディナーパーティー／
横浜港 大さん橋ホール
6/3
門川大作京都市長 表敬訪問／京都市役所
6/4
永井酒造創業 130 周年記念行事
「川場村蔵開き感謝祭」／群馬県 利根郡 川場村
6/5
祝米 田植え／京都市 伏見区
6/8
別冊経済界取材／大手町 株式会社パソナグループ
6/9
日本酒発信の懇談会／国税庁
6/9
第 63 回通常総会 懇親パーティー／明治記念館
6/11 白鶴 田植え／兵庫県 多可郡 多可町
6/12 自酒を見つける 地酒祭り2016 ／
栃木県 足利市民プラザ
6/14 大村市長 表敬訪問／長崎県 大村市役所
6/14 長崎テレビ「ヨジマル！」出演／長崎テレビ
6/14 東京都酒造組合訪問／東京都酒造組合
6/16 大江戸和宴／代々木公園
6/18 日本酒フェア／池袋 サンシャインシティ
6/21 ロンドン佐藤様 財務省 食事会／京矢 新橋店
6/23 オリックス生命保険 OSCAR 京都大会／
ハイアットリージェンシー京都
6/23 大安寺笹酒祭 飲酒運転根絶キャンペーン／
奈良市大安寺
6/30 悠久乃蔵 パーティー／銀座
7/1
東京江戸ウィークプレスイベント／コートヤード広尾
7/5
経済産業省 表敬訪問／経済産業省
7/5
慶應連合三田会大会の打ち合わせ／渋谷 コーンバレー
7/7
財務省広報誌「ファイナンス」インタビュー／国税庁
7/7
国税庁 迫田長官 表敬訪問／国税庁
7/7
伊達セブン イベント／大手門タワー JXビル
7/9
大信州手いっぱいの会 in 松本／
長野県松本市ホテルブエナビスタ
7/14-15 宮城県酒造組合・宮城県南三陸町訪問／
宮城県酒造組合・宮城県南三陸町
7/16 NGO SAKE FEST 2016 夏の陣／セントレア空港
7/24 岐阜の地酒に酔う2016 東京／如水会館
7/29 Cable TV Night 2016 ／有楽町 ビア&レストランレバンテ
7/29 SAKE COMPETITION 授賞式／
グランドハイアット東京
7/30 60 名の大会食会／京都市 月の桂酒蔵
7/31 大阪開催「岐阜の地酒に酔う2016」／
大阪マーチャンダイズマート
8/3
ふくしま美酒体験／セルリアンタワー東急ホテル
8/05 第 33 回軽井沢ゴルフコンペ／軽井沢 72ゴルフ場
8/13 佐々木酒造蔵開き／京都市
8/20 一日市盆踊り／秋田県南秋田郡八郎潟町一日市
8/21 GABA日本酒イベント／御茶ノ水レンタルキッチン
8/21 花岡浩司先生ダンスパーティ／グランドハイアット東京
8/26 日本の酒情報館オープニングセレモニー／
日本の酒情報館

5/25
5/26
5/28

8/26
8/27
8/28
8/28
8/29
8/30
9/6
9/8
9/9
9/9
9/10
9/12
9/12
9/14
9/15
9/16

Platinum Fishグループ×宮城県イベント／萬屋伍平
あおもり酒号イベント／青森県 青森市、八戸市
太秦江戸酒場 2016 ／東映太秦映画村
岐阜開催「岐阜の地酒に酔う2016」／岐阜じゅうろくプラザ
日本酒造組合中央会北陸支部 経営幹部研修会
講演会／金沢市文化ホール
愛媛の酒を楽しむ会／八芳園
第 5 回福岡県酒類鑑評会受賞酒披露（ふくさけ祭り）／
ホテルニューオータニ博多
クールジャパン國酒の会／名古屋観光ホテル
第 7 回禅争奪少年剣道大会韓国チーム歓迎パーティー／
平安閣諫早サンプソエール
鳥取・岡山・香川・愛媛 第 2 回地酒フェスティバル／
とっとり・おかやま新橋館、香川・愛媛せとうち旬彩館
第 4 回和酒フェス／日本テレビタワー
やまとのこころ発表会／明治記念館
東海青年連絡会 第 13 回例会トークショー／
新東通信東京本社
Discover Japan × 東武鉄道《日光の水を巡る旅》／
栃木県 日光市
全情連大会 ANIA 秋田大会／秋田キャッスルホテル
日本酒オーシャンズ 2016 ナイトクルージングパーティー／
Symphony Tokyo Bay Cruise

9/22
9/22
9/27
9/28
9/30
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/2
10/6
10/7
10/7
10/8
10/11
10/12
10/14
10/15
10/16
10/16
10/20
10/21
10/22

第一回 Shikoku Sake Trip ／エコッツェリア 大手門タワー
東京江戸ウィーク／上野恩賜公園
2017 ミス日本酒 京都大会／京都リッツカールトンホテル
日本酒で乾杯記者発表／日本酒造組合中央会
ほんまもん兵庫県産山田錦プレミアム日本酒 BAR＆
DINNER ／京王プラザホテル
日本酒の日 中央会イベント／明治記念館
シャインオンキッズ チャリティ・ガラパーティ／
東京アメリカンクラブ
京都北大路 Craft Sake Garden ／京都市
ちょこたび埼玉・小川町 3 蔵酒蔵めぐり／リリックおがわ
東京×長野 カンパイSTYLE 2016 ／ Akiba 卓球スタイル
純米酒フェスティバル2016 秋／ベルサール渋谷ファースト
第 13 回 埼玉 35 酒蔵大試飲会／大宮ソニックシティ
日本酒乾杯推進会議 広島大会／
ANAクラウンプラザホテル広島
千葉の酒フェスタ2016 ／東京ベイ幕張ホール
西条 酒まつり／広島県 東広島市 四条
全国燗酒コンテスト2016 ／
コートヤードマリオット銀座東武ホテル
2016ぐんまの酒フェスタ／東京交通会館
路地裏 55ダイニング／目黒 スタジオEASE
南山先生 佐々木酒造 酒の会／
自由が丘シャポン・ファン
慶應連合三田会大会／慶應大学日吉キャンパス
ばんな寺純米酒祭り／栃木県 足利市
酒サムライ叙任式／下鴨神社
一般社団法人七夕協会 設立記念パーティー／
青山 アイビーホール
IWC2016 受賞 プレミアム日本酒試飲会／
日本橋 YUITO

白鶴酒造 多可町稲刈り／兵庫県 多可郡 多可町
富士通株式会社様 経営者フォーラム／
世界貿易センタービル
10/26 国分グループ 地酒蔵元会展示会・利酒会／
名古屋国際ホテル
10/27 大村商工会議所 創立 70 周年記念事業祝賀会／
パークベルズ
11/?
津田物産 産地交流会／梅田 帝国ホテル
11/2
ジョイオブサケ東京／五反田 TOC
11/3
大井町乾杯条例施行披露／
大井町役場 大井町生涯学習センター
11/4
NTTコミュニケーションズ コンタクトセンターセミナー 2016
／グランドプリンスホテル広島
11/5
伏見の清酒まつり／京都市 伏見区 大手筋商店街
11/6
Fukaya SAKE collection ／埼玉県深谷市 深谷ベース
11/6
NIPPON 女性からだ会議／
ホテルメトロポリタンエドモント
11/11 ランディーチャネル先生 20 周年祝賀会／
フォーシーズンズホテル京都
11/12 冨田勲先生 追悼コンサート／ Bunkamura
11/12 京都市関連＆銀座日本酒の会／銀座 杉もと
11/15-16 第 38 回東京一ノ蔵を楽しむ会／椿山荘
11/18 ボートレース大村 SG 第 19 回チャレンジカップ競走
関東地区媒体訪問／笹川会館
11/19 第 5 回和酒フェス／中目黒 GT
11/20-21 喜多方酒蔵つぅりずむ／喜多方市
11/20 豊島屋フェスタ2016 ／豊島屋酒造
11/22 第 4 回 日本食文化賞 表彰・顕彰式／綱町三井倶楽部
11/25 酒ナイト in 大阪／太閣園ガーデンホール
12/2
東京 PN の会／ Members Club JET STREAM
12/4
2017 ミス日本酒 三重大会／グリーンパーク津
12/6
TOCクリスマスイベント／五反田 TOC
12/7
2017 ミス日本酒 愛知大会／徳川園
12/16 「純米酒大賞 2016」金賞受賞酒を楽しむ宴／八芳園
12/18 2017 ミス日本酒 石川大会／金沢東急ホテル
12/20 日本酒造組合 篠原会長 叙勲祝賀会／帝国ホテル

10/23
10/26

2017
1/2
1/3
1/6

1/10
1/10
1/11
1/11
1/11
1/19
1/26

日本酒マニアック博 2 ／大阪梅田ロフト
J Culture Fest ／東京国際フォーラム
埼玉新聞社 2017 新年賀詞交換会／
浦和ロイヤルパインズホテル
JAXA 東京事務所 訪問／御茶ノ水ソラシティプラザ
JTB 賀詞交歓会／東天紅 JACK 大宮店
財務省 岡本審議官 表敬訪問／財務省
麺類業四団体 新年祝賀会／京王プラザホテル
埼玉県酒造組合 全員協議会／
キングアンバサダーホテル熊谷
ケーブルテレビ 新年賀詞交歓会／
ホテル名古屋ガーデンパレス
熊本県酒造組合理事会、熊本県小野副知事表敬訪問／
熊本酒造組合、熊本県庁

福岡県酒造組合、福岡県庁 訪問／
福岡県酒造組合、福岡県庁
1/30 岐阜県酒造組合 訪問／岐阜県酒造組合
1/30 にこにこ一般財団法人 新年会／六本木ヒルズクラブ
2/2
埼玉地酒応援團 新春の集い／大宮ソニックシティ
2/2
愛知県大村知事表敬訪問／愛知県庁
2/2
神奈川県酒造組合 訪問／神奈川県酒造組合
2/2
石川県庁、山野金沢市長表敬訪問／石川県庁
2/3 「京あるき in 東京 2017」大使館レセプション／
明治記念館
2/5
山田錦発祥のまち 多可町ゆかりの蔵の試飲会／
多可町文化会館ベルディーホール
2/6
広島県酒造組合、広島県中下副知事表敬訪問／
広島県酒造組合、広島県庁
2/7
群馬県酒造組合、群馬県庁、群馬大学 訪問／
群馬県酒造組合、群馬県庁、群馬大学
2/8-9 2017 福島・宮城・岩手 復興応援物産展／
丸ノ内 JPタワー KITTE
2/11-12 日本酒マニアック博 in 東京／池袋パルコ
2/16-17 Food Table in Japan 2017 ／幕張メッセ
2/17 埼玉県酒造組合 訪問／埼玉県酒造組合
2/17 神奈川の酒を楽しむ夕べ（第 15 回）／
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
2/20 神奈川県黒岩知事表敬訪問／神奈川県庁
2/23 岩手県酒造組合、岩手県達増知事表敬訪問／
岩手県酒造組合、岩手県庁
2/26 幸手宿うまいもん祭り／幸手市
2/26 帝松酒蔵まつり／松岡醸造
2/28 2017 ミス日本酒 福岡代表 安藤彩綾さん 壮行会／
ANAクラウンプラザホテル福岡
3/4
埼玉 SAKE FESTIVAL 2017 ／小江戸蔵里
3/5 『12 蔵・飛騨の蔵元 勢ぞろい !!』／
飛騨高山まちの博物館
3/8
秋田の酒きき酒会＆楽しむ会／ガーデーンシティ品川
3/9
多可町講演会／兵庫県多可町ベルディーホール
3/10 愛媛県酒造組合、愛媛県副知事表敬訪問／
愛媛県酒造組合、愛媛県庁
3/11-12 にいがた酒の陣 2017 ／朱鷺メッセ
3/11 東北復興支援シンポジウム／東京ウィメンズプラザホール
3/13 埼玉県上田知事表敬訪問／埼玉県庁
3/14 関酒造組合新酒研究会を楽しむ会／
シティホテル美濃加茂
3/18-19 第 10 回蓬莱蔵祭り／渡辺酒造店
3/19 秋田酒屋唄を飲む会／秋田酒造酒蔵
3/20 落語と日本酒で楽しむ浅草／浅草三業会館
3/23 山形 GI 発表会／東京ステーションホテル
3/24 愛媛県新酒品評会／国際ホテル松山
3/25 巣鴨さくら祭り／巣鴨界隈
3/25 和酒フェス／中目黒 GTタワー前広場

1/26
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Miss SAKE Summit
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。
まずは東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020 年に向けて、そしてこれからの日本の未来へ向け
て各国から日本酒と日本文化の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
各国代表会議「Miss SAKE Summit」では、日本酒及び日本文化を積極的に周知し、世界で日本の素晴
らしさを伝えてまいります。

2017 年開催予定地

アメリカ合衆国 シアトル、フランス共和国 パリ、オーストラリア連邦 シドニー、
台湾 台北、シンガポール共和国 シンガポール

2016 Miss SAKE USA

Miss SAKE World Wide
A DRINK FOR GODS, FOR YOU AND ME…
SAKE or Nihon-shu is not only a well tasting drink but also a part of the Japanese history.
Once upon a time Sake was a beverage for Gods, today it is a beverage for you and me.

SAKE – FOR MUTUAL UNDERSTANDING
Sake is a drink for the modern world. Therefore I find the Miss Sake contest brilliant, to
elect an ambassador to present this wonderful drink to the rest of the world. To get everyone
to understand that with sake you can always create the right opportunity for mutual
understanding.

A HEAVENLY CULINARY EXPERIENCE
Sake has always had a essential role in the Japanese history. Therefore the history of
Nihon-shu or sake starts at a time when gods were worshipped in Japan. The Japanese
developed and refined sake for centuries, created an own brew as the Japanese archipelago
was separated from the outside world for centuries. Today it is different; the whole world
comes to Japan. When visitors taste the delicious Japanese food combined with sake it
becomes a heavenly culinary experience.

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。

開催日時（現地時間）

2016 年 3 月 3 日 19 時より

開催場所

Up & Down NYC

（ニューヨーク市マンハッタン区チェルシー）

主催

Miss SAKE Association

共催

Xeez USA ／ WAZA USA ／
Transformation Initiative Inc ／
Kevin's entertainment

後援

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

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
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SAKE IS NOT ONLY A DRINK, SAKE IS JAPAN
To promote sake is to develop and inspire global cultural exchange and understanding. .
Therefore I will also congratulate the three principals The National Tax Agency, Foreign
Ministry and Food Ministry but also the Japan Sake and Shochu Makers Association for
their support of this magic evening. Sake is not only a drink, sake is Japan.

A MULTICULTURAL MESSENGER
Miss Sayuri Tanaka, the last Miss Sake, is an excellent example of a multi-cultural
messenger. With her 4th Dan in kendo and her mission as ambassador sake she combined in
a brilliant way two cultural worlds, both with admirers across the globe.
It is an honor to be part of the jury also in 2017 to appoint the next ambassador of Sake. I
am sure that whoever is elected will be an exceptional representative of both Sake, the Sake
Brewers and Japan.
Ostra Grevie, Sweden in March 2017.

Leif Almo
Hon. Consul General of Japan in Malmo, SWEDEN
President Corps Consular Southern Sweden
BoD Sweden-Japan Foundation
The founder of SakeTest.com
在スウェーデン国マルメ日本国名誉総領事
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Nadeshiko
Program

日本文化のアンバサダーとなるために

ナデシコプログラム

ミス日本酒（MissSAKE）は、日本女性のための教養講座「ナデシコ

お手紙講座

初代ミス日本酒 森田真衣

手漉き和紙体験

小津和紙 髙木清様

プログラム」の運営を通じて、日本酒に関連する知識や体験のほか、

ナデシコノタシナミ

初代ミス日本酒 森田真衣

江戸切子体験

江戸切子の店華硝取締役 熊倉千砂都様

食や健康、文化・地域振興、そして女性が活躍する社会での様々

着物の所作や着こなし

日本舞踊「藤間流」師範 藤間登代裕様

第7回

第8回

な視点を用いたエンパワーメントに取り組んでおります。

第１回

第2回

第１0 回

ミス日本酒概要

一般社団法人ミス日本酒代表理事 愛葉宣明

セルフ振袖着付け 1

株式会社 K・Wプロジェクト

剣道を通した「道」について

ファイナリスト心得

2016 ミス日本酒 田中沙百合

女性からだ会議ワークショップ

一般社団法人シンクパール 代表理事 難波美智代様

個別面談 プログラム振り返りと課題

日本酒基礎講座

一般社団法人ミス日本酒理事 大西美香

いけばな〜2020 年それ以降に向けて

華道「未生流笹岡」家元 笹岡隆甫様

第3回

第4回

セルフ振袖着付け 2

株式会社 K・Wプロジェクト
JAXA 宇宙航空研究開発機構 岩渕泰晶様

撮影実践講座 1 before

講義
ネイルケア講座

株式会社マニモード 代表取締役 山田裕美子様

セルフ和髮 基礎編

メイク講座

株式会社マニモード 代表取締役 山田裕美子様

第5回

月の桂蔵見学

平安陶花園

伊藤南山様

株式会社フォトアンドスタイル代表取締役 奥村慎之助様

撮影実践講座 2 after

セルフ振袖着付け 3

京都の新酒を楽しむ女性の集い
増田徳兵衛商店代表取締役社長

セルフ和髮 アレンジ編

2016 ミス日本酒 田中沙百合

第１1 回

講義 初代ミス日本酒として

2016 ミス日本酒 田中沙百合

株式会社 K・Wプロジェクト
2016 ミス日本酒 準グランプリ 水谷珠里

JAXA 筑波宇宙センター見学

JAXA 宇宙航空研究開発機構 岩渕泰晶様

第１2 回

初代ミス日本酒 森田真衣

マナープロトコル講義

株式会社マニモード 代表取締役 山田裕美子様
株式会社コーポ・サチ代表取締役 平出淑恵様

一般社団法人ミス日本酒後援イベント
「日本酒マニアック展」訪問

日本酒を世界の酒へ
-SAKE から観光立国 -

第１3 回

第 14 回

課題 自己 PR 実践編

第6回

陶芸絵付け体験
イベント参加
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第9回

講義

日本かんぶつ協会 乾物乾麺研究所所長 星名桂治様

講義

白鶴銀座天空農園 農園長 小田朝水様

会場ご協力

最終選考会プレリハーサル

白鶴 銀座スタイル HAKUTSURU GINZA STYLE
東京都中央区銀座 5 丁目12 番 5 号 白鶴ビルディング 7 階

増田徳兵衛様
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Miss SAKE

Miss SAKE
ミス日本酒

農・食

食産業・農作、食育

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

Food and Agriculture Activeties

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

文 化・伝 統
Japanese Cultural Activities

日本の文化・伝統事業

ミス日本酒（MissSAKE）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。また

本酒（MissSAKE）の活動を通して伝承してまいります。また

武道を含む日本の文化・伝統の発信にも積極的に取り組んで

農業、漁業にも携わり食を通した学びを続けてまいります。

まいります。

1

1

2

2

3

3

4
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ミス日本酒

5

4

5
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Local Contest
Overview
Mi ss S AK E 地 方 大会

概要

Brand
Partners
ブランドパートナーについて

地方大会開催企業のことを「ブランドパートナー」と呼び、ミス日本酒（ Miss SAKE ）のブランドの

地 方 創 生、
そして女 性の活 躍を
推 進できる社会づくりを

理念、目的を共有し、各地域の活動を展開するパートナー企業を募集しています。これまでの活
動実績により各地の大会の開催、運営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
に創出されるようノウハウをご提供致します。

ブランドパートナー募集要項

開催メリット

私たちは、日本に生まれ、

費用：年間 300 万円（1 エリア・税別） ※募集エリアは申込時にご確認ください。

1

企業イメージの向上（CSR 活動）

そして育ったことを誇れる女性たちが増えることを望んでいます。

省庁や地域行政をはじめ、多くの企業様よりご支

四季折々の気候に恵まれ、各地域ならではの文化や伝統を育み、

援を頂いている活動であり、地域の活性化や女
性活躍推進等、社会貢献活動といった公益性

食や産物の豊かな日本の良さをあらためて発見する機会が、

の観点からも企業イメージアップに寄与します。企

ミス日本酒（Miss SAKE）の地方大会です。

業のメッセージをわかりやすく伝えていくための効

能力や意欲の高い女性たちが、
日本のどの地域に暮らしていても、等しくチャンスに恵まれ、
夢や成長を実現できる社会がこれからの日本に必要なことであり、
強い未来を創造することにつながります。
同時に年齢や性別を超えて交流の機会が保たれ
地域の課題を解決していくことが、
持続可能な社会の発展に寄与します。

果的な取組みがミス日本酒（Miss SAKE）です。

2

事業活動拡大への貢献
本取組みを契機に地域社会とのネットワーク作
り、取引先の拡大や維持、またパートナー企業
様のイべント等と様々な形で連携、ご活用頂く
ことが可能です。

3

広告宣伝の機会
メディア出演や掲載を通じて、貴社の商品やサー

ミス日本酒（Miss SAKE）の地方大会を通して、
全国がおなじ目的のもとに連携し、
女性の活躍から日本を元気にする活動を推進します。

ビの広報の機会創出に役立ちます。また、大会開
催時のサンプリングや紹介など宣伝広告の機会と
しても活用頂くことが可能です。大会においては本
活動にご賛同頂ける地域の企業様からのご協賛
により、イべントとしての収益事業化が実現します。
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L ocal
Cont est s

2017 Miss SAKE
Local Contests

Ishikawa

Mis s S AK E 地 方 大会

2017 ミス日本酒

石川大会

【主催】2017ミス日本酒石川大会開催委員会
【運営協力】マリアージュ金沢、ブライダルみつ和、きものサロン金澤紅屋
【後援】石川県、石川県酒造組合連合会、北國新聞社、北陸放送、テレビ金沢、金沢倶楽部、加賀友禅文化協会
【協賛】株式会社シーピーユー、株式会社カネヒサコーポレーション、

2017 ミス日本酒

愛知大会

【開催日】

2016 年 12 月 18 日（日）
【会場】

金沢東急ホテル
石川県金沢市香林坊２-1-1
https://www.kanazawa-h.tokyuhotels.co.jp/

有限会社明成開発、有限会社三共農園、NAILSALON Jewellise
株式会社ファスティーエンターテイメント、ROYALBOX 金澤
【審査員】
大樋年雄様（陶芸家十一代大樋長左衛門）
作田一則様（金銀箔工芸さくだ代表取締役社長）
里谷光弘様（輪島商工会議所会頭）
中村勲様（石川県議会議員）
毎田健治様（加賀友禅文化協会代表理事）

【共催】株式会社ナチュールメイ

Aichi

【協賛】
［オフィシャルスポンサー］株式会社リバティ
［オフィシャルサポーター］株式会社イズミック／株式会社善都

株式会社花好、株式会社石田屋、株式会社サウンドソニック、
株式会社ティー・ピー・オー、株式会社かなざわ、ステンレス株式会社、

【主催】ティースタイル株式会社

【開催日】

2016 年 12 月 7 日（水）
【会場】

ガーデンレストラン徳川園「バンケットホール」
愛知県名古屋市東区徳川町 1001 番地
http://www.heritage.jp/tokugawaen/

［オフィシャルサプライヤー］株式会社マリエ／株式会社貸衣裳のマルイチ／
株式会社ダブル・エディション
［会場協力］ガーデンレストラン徳川園
【審査員】
小栗一朗様（ NTP ホールディングス株式会社 名古屋トヨペット株式会社 代表取締役社長）
長谷川清美様（株式会社マリエ 取締役）
田中沙百合（ 2016 Miss SAKE ）
宮原真奈美（ 2016 Miss SAKE 愛知代表）
都筑多佳恵（ 2017 Miss SAKE 愛知大会ブランドマネージャー）

増沢正康様（音楽プロデューサー、株式会社シャインアーツ代表取締役社長）
宮川昌江様（ CPU 代表取締役社長、金沢商工会議所女性会会長）
吉田隆一様（吉田酒造店代表取締役社長、石川県酒造組合連合会会長）
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2017 Miss SAKE
Local Contests

2017 Miss SAKE
Local Contests

Kyoto

2017 ミス日本酒

三重大会

【主催】2017ミス日本酒三重大会実行委員会
【共催】一般社団法人ミス日本酒

Mie

【後援】三重県／三重県酒造組合／三重県ケーブルテレビ協議会
【協賛】株式会社シー・ティー・ワイ／株式会社 ZTV ／伊賀上野ケーブルテレビ株式会社／

2017 ミス日本酒

京都大会

【開催日】

2016 年 12 月 4 日（日）

株式会社アレクシード／サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社
【協力】三重テレビ放送株式会社／ GLANZ hair stage ／

【開催日】

2016 年 9 月 27 日（火）

株式会社マニモード／ AIBAOFFICE 株式会社

【会場】

ホテルグリーンパーク津
三重県津市羽所町 700
http://www.greens.co.jp/gptsu/

【衣装協力】株式会社きもの館 ききょうや／株式会社夢小袖 振袖事業部パルレ
【審査員】
内田淳正様（三重大学 学長顧問 医学博士）／西村訓弘様（三重大学 副学長）／
井村正勝様（社会福祉法人 三重県社会福祉協議会 会長）／
重藤久紘様（三重県酒造組合 会長）／塩冶憲司様（三重県ケーブルテレビ協議会 会長）／
田村欣也様（津商工会議所 副会頭）／大西晶様（株式会社志摩地中海村 代表取締役）／
愛葉宣明（一般社団法人ミス日本酒 代表理事）

平安陶花園

【共催】一般社団法人ミス日本酒
【運営協力】AIBAOFFICE 株式会社、株式会社マニモード
【後援】京都府、京都市
【協賛】エム ズエステート株式会社

松阪ケーブルテレビ･ステーション株式会社／株式会社ケーブルネット鈴鹿／
株式会社アドバンスコープ／マスヤグループ／三重交通株式会社／井村屋グループ株式会社／

【主催】有限会社

【会場】

ザ・リッツカールトン・京都
京都市中京区鴨川二条大橋畔
https://www.ritzcarlton-kyoto.jp/

【協力】京都府酒造組合連合会、伏見酒造組合、ルシェル四条烏丸、京都着物レンタル夢館−ゆめやかた−
【審査員】
大石正子様 ( 京都府商工労働観光部ものづくり課食品産業・農商工連携担当課長 )
野口穂高様 ( 京都市伝統産業課課長 )
笹岡隆甫様 ( 華道｢未生流笹岡｣家元 )
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 )
増田德兵衞様 ( 株式会社増田德兵衞商店 代表取締役社長 )
佐々木晃様 ( 佐々木酒造株式会社 代表取締役 )
本郷義浩様 ( 株式会社毎日放送 プロデューサー )
中村暁様 ( ジャポニズム振興会 プロデューサー )
岡本将人様 ( エム ズエステート株式会社 代表取締役 )
伊藤南山 ( 有限会社平安陶花園 代表取締役 )

【特別審査員】
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2016 ミス日本酒 田中沙百合
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広告

2017 Miss SAKE
Local Contests

Fukuoka

THE JOY OF SAKE
ジョイ・オブ・サケについて
日本酒を理解する一番良い方法は、どのような方法でしょうか？それは、実際にさまざまな日本酒を味わってみるこ
とだと、私達は考えています。
ジョイ・オブ・サケはこの信念に基づき、世界の人々への日本酒と日本酒文化の啓蒙・
普及を目的として活動する非営利団体です。
その活動の中でも根幹となるものが、全米日本酒歓評会の一般公開利き酒会、
ジョイ・オブ・サケの開催です。

2001 年にホノルルで始まったこのイベントは、近年は毎年日米 3 都市で開催されており、壮大な品揃えの上質な
日本酒を最高コンディションで、しかも一流レストランによるアペタイザーとともにパーティー形式で味わえることが
特長となっています。このユニークなスタイルが人気を博し、今や年間合計 3,500 名が集う海外最大の日本酒の
祭典となりました。
昨今、海外ではますます多くの人から日本酒に関心が寄せられています。ジョイ・オブ・サケは、世界での日本
酒のさらなる発展を祈り、今後も有益な日本酒体験の機会を提供してまいります。

ジョイ・オブ・サケ 2017 年開催スケジュール
ホノルル

【開催日】

2017 年 8 月 4 日（金）

【会場】

ハワイ・コンベンション・センター

18 時 30 分〜 21 時
ニューヨーク

【開催日】

2017 年 9 月 27 日（水）

【会場】

メトロポリタン・パビリオン

18 時 30 分〜 21 時 30 分
東京

【開催日】

2017 年 11 月 1 日（水）

【会場】

五反田 TOCビル（13 階特別ホール）

18 時 〜 21 時

2017 ミス日本酒

福岡 壮行会

【主催】 福岡赤坂ライオンズクラブ
【共催】 一般社団法人ミス日本酒
【協力】
株式会社 CROSS FM 、太宰府かさの家、コスモ観光株式会社、
株式会社合馬天然水、株式会社メディカル・プログレス

【開催日】

2017 年 2 月 28 日（火）

株式会社ゴルディアス・コンサルティング & パートナーズ
株式会社辛島組、エスティックサロン Mana Puna
菅塗装工芸株式会社、有限会社アセットプランニング、
越智建設工業株式会社、巧文社印刷株式会社、

【会場】

ANAクラウンプラザホテル福岡

ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡
福岡市博多区博多駅前 3-3-3
http://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/

www.joyofsake.jp

私たち「THE JOY OF SAKE」はミス日本酒を応援しています
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『 SAKE Madame（日本酒マダム）』は
ミス日本酒（ Miss SAKE ）の活動に賛同し

Oda Miki

Kaneko Miyuki

Noda Seiko

『 SAKE Madame（日本酒マダム）』とは

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。
世界に誇る日本酒、日本文化を
広く発信してまいります。

衆議院議員
國酒を愛する国会議員の会 会長

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

プロゴルファー

野田 聖子 様

金子 実由喜 様

小田 美岐 様

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、

和食がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど

和食に合うのはやっぱり日本酒ですね。

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。

世界へ広がるチャンス。先人達の継承した文化に敬意を表し、

冷やもよし、ぬる燗、熱燗もよし。ミス日本酒の方には、

皆様のご協力をお願いいたします。

日本酒〜SAKE〜の魅力を輝かせ愛して参ります。

その奥の深さを広く発信してもらいたいです。

Tejima Makiko

Seno Rie

Tsushima Ruriko

Ikenobo Senko

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

酒サムライ
LADY SAKE project 代表

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

池坊 専好 様

対馬 ルリ子 様

妹尾 理恵 様

手島 麻記子 様

日本の豊かな水と、個性ある風土を反映して

日本女性は、まじめで我慢強く頑張りやさんばかりですが、

MissSAKE の皆さんは、日本酒の知識だけでなく

Sake、それは日本の糀文化を代表する國酒です。

生まれ育まれた酒。

頑張りすぎて健康を損なわないよう、自分のこころのケアや体の

日本文化について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ひとときを通して、

メンテナンスも忘れずにやりましょう。そして、たまにはリラックスタイム…

世界中の方々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、各国に暮らす人々との

日本をより深く、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

日本酒を通して日本の魅力を伝えていらして素晴らしいと思います。

豊かな食文化交流ができることは、私たち日本人の誇りです。

すてきな日本女性になりましょう！
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2017

Miss SAKE
Judges
審査員

仲野 益美 様

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 委員長
山形県酒造組合 会長
公益財団法人 出羽桜美術館 理事長

安福 武之助 様

株式会社神戸酒心館 代表取締役社長

Finalists
2017 Miss SAKE ファイナリスト紹介

Entry No.01

北海道

清水目 唯

Yui Shimizume

Entry No.02

岩手

三浦 愛実

Manami Miura

Entry No.03

秋田

戸嶋 一葉

Kazuha Toshima

Entry No.04

茨城

村上 真紀子

Makiko Murakami

Entry No.05

群馬

結城 瞳ジーナ

Hitomi Gina Yuki

Entry No.06

埼玉

河村 圭子

Keiko Kawamura

Entry No.07

千葉

志田 沙央理

Saori Shida

Entry No.08

東京

加藤 香

Kaori Kato

Entry No.09

神奈川

山本 由佳

Yuka Yamamoto

Entry No.10

石川

藤内 秋桜

Cosmos Fujiuchi

Entry No.11

岐阜

原田 理央

Rio Harada

Entry No.12

愛知

田中 梨乃

Rino Tanaka

Entry No.13

三重

伊藤 里華

Rika Ito

Entry No.14

京都

白濱 萌音

Mone Shirahama

Entry No.15

大阪

芦田 有未

Yumi Ashida

Entry No.16

兵庫

高橋 ユリア

Yuria Takahashi

Entry No.17

奈良

鈴木 麻由弥

Mayumi Suzuki

Entry No.18

広島

羽山 章子

Shoko Hayama

Entry No.19

愛媛

栗原 麻衣

Mai Kurihara

Entry No.20

高知

山根 捺央

Nao Yamane

Entry No.21

福岡

安藤 彩綾

Saaya Ando

Entry No.22

熊本

渡辺 夢

Yume Watanabe

日本酒造青年協議会 副会長

栗栖 正博 様

たん熊北店 三代目主人
特定非営利活動法人 日本料理アカデミー 副理事長

対馬 ルリ子 様

NPO 法人女性医療ネットワーク 代表理事
産婦人科医師

難波 美智代 様

一般社団法人シンクパール (Think Pearl) 代表理事
厚生労働省がん対策推進協議会委員

大塚 恵仁 様

国際きき酒師
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

ゲスト審査員
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レイフ・アルモ 様

在スウェーデン国 マルメ日本国名誉総領事

門川 大作 様

京都市長
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Kazuha
Toshima

Yui
Shimizume

北海道代表

Entry No.

01

清水目 唯
生年月日：1989 年 10月30日
出身地：北海道 職業：モデル業

秋田代 表

Entry No.

03

戸嶋 一葉
生年月日：1990 年 2月19日
出身地：秋田県 職業：会社員（外資系 IT 企業）

１．自己 PR

4．あなたを3 つの単語であらわすなら何だと思い

1．他の人が経験していないようなユニークな経

年々食に興味が湧き自ら料理をするようになり、食

ますか

験は何ですか

4．終わりに代表地域の PR
美酒王国・秋田。その日本酒の美味しさの秘訣

とお酒の関係性に楽しみを覚えました。あまりお

①天真爛漫 ②好奇心旺盛 ③一期一会

世界最先端の情報技術を活用し、日本の皆さま

は、美しいお水と豊かな自然の恵みにあります。

の生活と共創出来る人工知能のビジネス開発を

四季それぞれで表情を変える森林や温泉、そし

酒が沢山ある事。得意な料理を生かし日本酒を

5．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

行っています。人々の知的好奇心をくすぐる新し

て秋田の人と言葉の温かさが、身も心も癒してく

広めて行きたいです。

あまりお酒が飲めない私を、変えてくれた存在。

い 体 験 を 作 るた め に は、世 界 各 国 の Best

れます。秋田の魅力を思う存分味わって戴けたら

未知の世界を教えてくれたのは日本酒です。

Practiceを迅速かつ柔軟に取り入れる必要があ

幸いです。秋田さ来てたんせ。

酒が強く無いわたしにでも美味しいと思える日本

ります。これからも日本全国、世界各国から情報

2．他の人が経験していないようなユニークな経

を収集し、発信と創生に努めて参ります。

験は何ですか

6．終わりに代表地域の PR

工業系の学校を卒業した私は、普通の女の子に

北海道は広大な自然と、海の幸に恵まれ食が豊

は中々経験の出来無い自動車の整備ができるこ

富な事。また、四季がハッキリしている事も北海

2．あなたを3 つの単語であらわすなら何だと思い

と。そして車が大好きな事、機械に詳しくなった

道の大きな魅力だと思います。

ますか

事はわたしにとってのユニークな経験です。

①「知的好奇心」 ②「共創」 ③「情熱」

3．特別意識している美容法は何ですか

3．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

とにかく、身体を動かす事。そして沢山笑う事。

日本酒を戴くひとときには、心が凛とし自然と背筋

笑顔は何にも変えられない美容法だと思います。

が伸びます。書道、茶道、華道。日本酒にもまた、
文化の継承と革新を導く
「日本酒道」があるとわ
たくしは考えます。人間が赤子から成長する過程
の如く、日本酒は、お米の磨き方や醸し方、作り
手次第で多様な魅力を放ちます。日本酒から学
び、自己成長に努めたいと思います。

茨城代表

Entry No.

Entry No.

生年月日：1992 年 7月24日
出身地：岩手県 職業：東京医科歯科大学大学院修士 2 年

04

村上 真紀子
生年月日：1993 年 11月19日
出身地：茨城県 職業：成蹊大学 2 年

１．自己 PR

4．終わりに代表地域の PR

1．自己 PR

地元の岩手県宮古市で震災に遭い、苦しい中で

南部杜氏の里、岩手。岩手は日本酒だけではな

二つの柱が私を支えます。一つは、ピアノ、習字、

人との楽しい時間を増幅させてくれるもの。人間

の人の温かさに心を動かされました。学生アカペ

く、豊かな自然で育まれた農産物と、世界でも有

バレエと稽古を続けた経験から失敗を恐れず取り

が編み出した人生をより楽しむためのツール。

ラ全国大会の広報経験で得た発信力を活かし

数の漁場で獲れる海産物が魅力です。伝統工

組む行動力。二つ目はＡＩにも負けない柔軟なコ

て、日本酒の素晴らしさと郷土の魅力を世界へ

芸や文化など全て含めて、岩手の良さを全国に

ミュニケーション力。多様な来訪者が多い日常で、

発信していきます。

発信していきたいです。

開口一番に抵抗感は無く新しい 出会い にワク

農業県として、ひたち錦という酒造好適米を独自

ワクする感性。

に開発、地元酵母によるお酒に「ピュア茨城」
と

4．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

Makiko
Murakami

02

三浦 愛実

Manami
Miura

岩手代表

5．終わりに代表地域の PR

名付けました。山田錦が各県多く主流ですが、

2．他の人が経験していないようなユニークな経

地元の水、米でギュッと酒瓶に詰め込んだ 茨城

験は何ですか

2．今までで最も誇りに思っている達成は何ですか

自分の目標のためならば環境が変わることを恐れ

所属する女子サッカー部で、進学校で全くの素

酒。水流ごとに数多く酒蔵があり 初めて飲む味

ないことです。がん研究に携わりたいという目標を

人集団であった私達チームが高校生チームやク

わい を実感して下さい。

掲げていたので、分野は異なりましたが学部では

ラブチームに勝利をした事です。スポ根マンガ顔

生命科学の基礎となる化学をしっかり習得し、大

負けの練習と努力があったからこそです。サッカー

学院でのがん研究に繋げました。

から学んだ努力と根性は私の軸です。

3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰

3．あなたを3 つの単語であらわすなら何だと思い

ですか

ますか

高校時代の先生です。様々な経験を重ねて人生

①考

②心

③未

の引き出しを多く持ち、どのような場面においても
対応できるような人間になりたいと考え、環境の変
化を恐れず活動しています。
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Saori
Shida

Hitomi Gina
Yuki

群馬代表

Entry No.

05

結城 瞳ジーナ

千葉代表

Entry No.

07

生年月日：1994 年 9月16日
出身地：東京都 職業：立教大学 3 年

志田 沙央理
生年月日：1993 年 10月26日
出身地：千葉県 職業：お茶の水女子大学 4 年

1．今までで最も誇りに思っている達 成はなん

3．特別意識している美容法は何ですか

ですか

米麹から作られた化粧品を使ったり、日本酒や甘

1．今までで最も誇りに思っている達成は何ですか
高校時代から、1 年に 500 冊以上の本を読んで

群馬県みなかみ町での地域活動を通して私が提

酒をいただいたりして、お肌の調子を整えていま

いることです。多くのことを吸収したいとの思いか

葉県です。レジャースポットやショッピングモール、

案した地方創生案が、地域で事業化されたこと

す。群馬県のどこまでも青い空と透き通った空気

ら、このような行動を続けております。読書をする

さらに里山や歴史的な街並み、花畑、海などたく

です。みなかみ町長様や、全国の自治体のトップ

を胸いっぱいに吸い込み、身体の隅々まで大地

ことで、視野が広がっただけではなく、人とのつ

さんの魅力があります。おいしい日本酒もあります

マネージャーが集まる研修会で、その提案とその

の元気を行き届かせています。

ながりもでき、今の私の糧になっております。

後の実践について説明させていただいた経験
は、私の誇りです。

4．終わりに代表地域の PR
首都圏にありながらも、自然にあふれた地こそ千

ので、ぜひ一度足を運んでみて下さい。お待ちし
ております。

4．代表地域の PR

2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活動

関東一の温泉大国と呼ばれる群馬県で体の芯ま

は何ですか

2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活動

で温まり、どこまでも澄んだ青い空を仰ぎ、豊かな

外国人への日本語教育のボランティアを行ってい

は何ですか

大地の恵みを食す――豊かな自然と文化に守ら

ました。日本語を教えるだけではなく、お互いの国

幼少よりボイランティアとして、外国人のみなさまと

れ、義理人情に厚い人々の手で産まれた群馬県

の文化や食についての情報交換を行ったことは

ともに住みよい地域づくりのお手伝いをさせていた

産の日本酒を召し上がれ。

印象に残っています。また、震災時には傾聴ボラ
ンティアを行い現在も老人ホーム等で継続してい

だいております。外国の方々の視点で物事を見、

ます。

「当たり前を当たり前ととらえない」
ことの重要性と、
国籍や文化の違いを超えて知恵を出し合う楽しさ
を体感しています。

3．食に関して普段意識していることは何ですか
旬のものを取り入れ、規則正しい時間に食事する
ことを心掛けています。また、素材の味を活かす
ために、薄味でだしをしっかりとることも大切にし
ています。食べるときは、よく噛んで、食材の味を
楽しんでいます。

東京代表

Entry No.

Entry No.

生年月日：1989 年 6月28日
出身地：埼玉県 職業：会社員

１．自己 PR

3．他の人が経験していないようなユニークな経

私は自他共に認める努力家ですが、それは自分

験は何ですか

を犠牲にしても相手のために尽力したいと願う奉

08

加藤 香
生年月日：1986 年 9月18日
出身地：東京都 職業：ブライダルモデル

１．自己 PR

4．終わりに代表地域の PR

体を動かす事が好きで、体力と健康管理には自

東京は最先端のトレンド・サブカルチャーを発信

人生で初めて参列した結婚式が、インド人の方

信があります。

する一方、粋な雰囲気のある下町、雄大な自然

仕の信念が根底にあるからです。これまでも相手

の式でした。マレーシアに住んでいた時、当日の

現在はブライダルモデルとして８年活動し、新人

もあり様々な楽しみ方ができます。

の要望に応えるために徹底的なリサーチなど、最

朝に誘われて、出席しました。衝撃の連続でした

育成の講師もしています。

また、美味しい東京の地酒もあるので、是非一

大限の努力をしてきました。ミス日本酒 埼玉代表

が、なぜでしょうか、なにもかもがキラキラ輝いて

長く接客業に関わっていた事もあり、おもてなしの

緒に楽しんでいただきたいです。

として自分が必要とされたことに感謝をし、相手

見えました。異文化は壁などでは無く、人を陶酔

心で大好きな日本酒を広めていきたいです。

の気持ちに立って、何が求められているのか考え

させて引き寄せる、魔法なのだと思いました。

て活動をして参ります。

2．特別意識している美容法は何ですか
4．終わりに代表地域の PR

ゆっくりお風呂に浸かる事です。

2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活動

埼玉県は関東に位置しながらも、都心と郊外両

もう一つはヘアケアーです。

は何ですか

方の面を併せ持ち、四季折々の美しさを感じるこ

ロングヘアーを保つためつげ櫛を使っています。

学生時代はサークルに加入せず、大学の DV 被

とができます。政治面では、現在埼玉は女性の

美容院に行った際には、
トリートメントや炭酸泉シャ

害者・女性被害者支援のボランティア団体におり

活躍を推進する「ウーマノミクスプロジェクト」に

ンプーをしています。

ました。シェルターでのお手伝い、高校に行って

力を入れております。
また、
日本酒に関して言えば、

デートDVとは何かなどの講演のほか、海外での

出荷量は No.4。まさに、なんでもできる「器用」

3．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

フィールドワークを行いました。この活動が今の私

な県なのです。

祖父が毎日晩酌をしているので、家には常に日本

の「女性と子どもの力になりたい」
という思いの原

酒があります。

点になったのだと思います。奉仕活動の数と質な

私も祖父の影響で日本酒が好きになりました。

らば誰にも負けません。

Kaori
Kato

06

河村 圭子

Keiko
Kawamura

埼玉代表

昔から日本では神事に日本酒が欠かせないよう
に、常に生活の中にあるものだと思います。

38

39

Yuka
Yamamoto

Entry No.

09

岐阜代表

Rio
Harada

神奈川代表

山本 由佳
生年月日：1989 年 1月11日
出身地：神奈川県 職業：会社員

Entry No.

11

生年月日：1990 年 8月28日
出身地：東京都 職業：俳優、TVレポーター

1．今までで最も誇りに思っている達 成はなん

3．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

ですか

きずな と エコロジー です。米文化を残すこと

1．今までで最も誇りに思っている達成は何ですか
9 歳から17 年間お芝居を続けてきたことです。中

フランスとオランダ大学院に交換留学生として選

は日本文化を残すことであり、お米を作ってきた共

でも、言葉の壁を乗り越えアメリカの演劇学校を

濃和紙、美濃焼、関の刃物と長い歴史の中で育

抜され、約 1 年間、ヨーロッパで本格的に移民の

同体文化を残すことです。また、日本酒造りには

卒業し、今も日本と米国で舞台に立てていること

まれた伝統工芸、飛騨では北アルプスの山々、

研究に打ち込んだことです。留学中、世界 25カ

水が欠かせません。気候変動や温暖化から美

が私の誇りです。お芝居で得た経験と学びは私

白川郷や下呂温泉など豊かな大自然、魅力溢れ

国以上に訪れ、様々な国籍や考え方の人々と肩

味しい水を守っていくことは、エコロジーに通じて

の人生の大きな糧です。

る岐阜の見どころをぜひご堪能下さい。

を並べて議論してきました。修士号取得後も移

います。

民・難民問題の研究を続け、国際学会で論文
発表をしています。

蔵人の方々の美しいお肌に感動し、日本酒を毎

神奈川県は都市部だけではなく、海や山や湖な

日の美容に取り入れています。純米酒そのままの

2．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰

ど自然にも恵まれているところが魅力です。丹沢

化粧水、酒粕を使ったフェイスパック、日本酒風

系の伏流水で仕込む美味しい地酒を一口飲ん

呂など日本酒の美容効果とリラックス効果のおか

フランス人作家、アントワーヌ・ド・サンテグジュ

でいただければ神奈川県のファンになっていただ

げでお肌も心もとても調子が良いです。

ペリです。初めてフランス語の原書で読んだ本が

けると思います。是非、ポテンシャリティあふれる

響を受け、彼がパイロットとして活躍したトゥールー

神奈川の日本酒を地域の名産品と共に楽しんく

一日三食、一汁三菜、彩り豊かな食事を心がけ
ています。また日本酒が大好きなので、アルコー

大切なものは目に見えない」
という絵本にちりばめ

ル分解を助ける生ものや発酵食品、むくみを防ぐ

られたメッセージは、私の人生の節目、節目に登

カリウム豊富な海藻類などを積極的に取り入れ、

場し、行動指針となっている言葉です。

健康的に晩酌を楽しんでいます。

Entry No.

Entry No.

12

田中 梨乃
生年月日：1991 年 10月12日
出身地：大阪府 職業：モデル、MC

１．自己 PR

4．終わりに代表地域の PR

１．自己 PR

3．他の人が経験していないようなユニークな経

人に伝えることが喜びです。NHK 放送コンテスト

石川県は、北陸の降雪と霊峰白山の豊かな水

3 歳から19 年間クラシックバレエを続け、挨拶・

験は何ですか

アナウンス部門全国 2 位、英語スピーチコンテスト

系、全国に名高い能登杜氏の歴史、新鮮な海

マナー・忍耐力・舞台度胸・柔軟性を身につけ

陸・空・海のスポーツは全て制覇しております。

福井県優勝、国際関係学専攻とハワイ大学留

と山の幸、美しい田園風景や伝統野菜、漆器

ました。中学・高校で半年間の海外留学を経験

空は地上 4600m からのスカイダイビング、陸は大

学などの経験を生かし、心をこめて日本酒の偉大

や陶磁器、加賀友禅、城下町の風情など日本

し、オードリーヘップバーンに感銘を受け、里親活

型二輪から国内 A 級ライセンスまで保有しており

さと感謝の気持ちを伝えます。

酒文化を支える多様な財産に満ちています。

動をしております。大学では社会学・心理学を

ます。海では、スキューバダイビング中にサ

学び、自己や社会の理解に役立てております。

Rino
Tanaka

愛知代表

Cosmos
Fujiuchi

石川代 表

生年月日：1994 年 10月31日
出身地：福井県 職業：津田塾大学 3 年

南北で大きく地形が異なる岐阜県。美濃では美

3．食に関して普段意識していることは何ですか

ださい。

ズという地に留学することを決めました。
「本当に

藤内 秋桜

4．終わりに代表地域の PR

2．特別意識している美容法は何ですか
4．代表地域の PR

ですか

『星の王子さま』であり、絵本の中の世界観に影

10

原田 理央

メと遭遇し、並走するという奇跡体験も致し
ました。

2．今までで最も誇りに思っている達成は何ですか
38 年の歴史を持ち、国内最大級の「国際学生シ
ンポジウム」で 2 年間活動し、2 年目は中心的な

は何ですか

4．終わりに代表地域の PR

企画運営スタッフと
「健康医療分科会」のファシリ

阪神淡路大震災の被災地への募金活動です。

ものづくりに関しての体験ができる施設が多く、他

テーターとなって、担当テーマ「女性の健康科学」

神戸の経験を次の世代に伝えることの大切さを

県にはないテクノロジーの宝庫でございます。自

について議論しました。

学びました。また 5 年前、親族が乳ガン手術を受

動車メーカー「TOYOTA」は「世界のトヨタ」

け、同じ女性としていたたまれませんでした。大

と言われるように、日本だけでなく世界にも知られ

2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活動

3．食に関して普段意識していることは何ですか

切な人の為、自分の為にも定期検診の大切さを

た企業が地元にあるというのは嬉しいものです。

自分の家の畑で無農薬野菜をつくり、お米、海の

伝えたいと思いピンクリボン個人サポーターに登

歴史遺産や自然の観光資源を多く持つ愛知県

幸、山の幸も含め、新鮮な地元の食材で食事を

録致しました。
「乳がん検診の受診率アップ」を目

へ！いざ！

つくる習慣で育ちました。地産地消を意識し、そ

的とした慈善活動にも取り組んでおります。

の土地でとれるものを最大限美味しくいただくこと
を大切にしています。

40

41

Entry No.

13

大阪代表

Yumi
Ashida

Rika
Ito

三重代表

伊藤 里華
生年月日：1990 年 10月29日
出身地：三重県 職業：フードプロデューサー・会社員

Entry No.

15

芦田 有未
生年月日：1989 年 11月6日
出身地：大阪府 職業：会社員

1．自己 PR

4．食に関して普段意識していることは何ですか

1．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活動

3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰で

酒蔵を遊び場にして育ち日本酒文化・日本文化

その食事が出来るまでに関わった人達の想いを

は何ですか

すか

に関心を持ちました。酒・食・健康・文化・歴

受け止めたいということを意識しています。誰が

国内の保育園や介護施設、児童福祉施設とネ

中学３年の時に参加した国際会議で出会った友

史など、日本酒を切り口に一人でも多くの方が日

何のために作ったのかを知り、それを伝え、適切

パールの孤児院にて日常業務をお手伝いする機

人です。直前に発生したスマトラ沖の津波で家

本酒・日本文化をもっと好きになる機会を作りたい

な人に届けていけるようになりたいと考えていま

会を頂き、現在も小学生対象の英語・スキーキャ

族を失ったにも関わらず、会議参加を辞めず学び

です。

す。

ンプの引率を続けています。どの活動でもサポー

続ける強さと、そういった大変の中でも、異文化

トが必要な現場に行くことと、関わる方々にできる

に戸惑う私をいつも気遣ってくれた深い優しさに、

限り近づいた目線を持つことを大切にしています。

言葉にできないほどの感銘を受けました。

2．他の人が経験していないようなユニークな経

5．終わりに代表地域の PR

験は何ですか

伊勢志摩サミットでも有名になった三重県は伊勢

酒蔵グルメ、ひねりもちを作って食べて育ちました。

神宮をはじめ、神に由縁するパワースポットも多

2．他の人が経験していないようなユニーク

4．終わりに代表地域の PR

蒸し米の出来上がり具合を見るひねりもちを自ら

い神聖なエリアです。また海のものから山のもの

な経験は何ですか

大阪は、美味しいものやおしゃべりが好きな人が

作ってよく食べています。

までウマイものが酒とつまみの宝庫です。

中南米やアメリカ、アジア各国でホームステイを経

多く、短い旅行であっても、あたたかく楽しい時間

験し、中東やアフリカを含めた３５ヵ国に渡 航し

を過ごせること間違いなしの場所だと思います！ぜ

3．特別意識している美容法は何ですか

様々な文化を体験したことです。家庭や地元の

ひ機会があれば、お店の人や地元の大阪人と気

毎朝白湯と粕汁を飲むことです。身体の中のデ

コミュニティを訪れることで、その土地らしさに溢

軽に会話を楽しんでもらえたら嬉しいです！

トックスを行い、内側からきれいになりたいと考えて

れた生活様式や食文化を深く知り、楽しむことが

います。また、飲み物は基本的に体温と同じくら

できました。

いの温度の水を飲むようにしています。

京都代表

生年月日：1995 年 6月7日
出身地：大阪府 職業：京都女子大学 3 年

Entry No.

16

高 橋 ユリア
生年月日：1995 年 6月22日
出身地：兵庫県 職業：関西学院大学 3 年

１．自己 PR

4．終わりに代表地域の PR

13 年間バレーボールを続けています。高校時代、
春の高校バレーベスト8・インターハイベスト4という

京都には、日本酒はもちろん、お寺や
お着物、お茶など様々な伝統文化が

や歌手活動を通して、人前で自分自身をアピール

す。日本酒は透明で鏡のような美しさが魅力です。

成績を残すことができました。体力、気力、集中

あふれる街です。私のおすすめスポッ

し、見てくださっている方々に元気を与える力があ

その透明さは職人の努力と卓越した技術が生み

力は誰にも負けません。よろしくお願いいたします。

トは、京阪沿いに流れている鴨川です。

ります。特技は歌とモノマネで、ミス日本酒の活

出した賜物であり、日本の文化に根付いた日本の

秋になると紅葉でいっぱいになり、春

動でも自分の特技を披露したいと考えております。

鏡だと思います。

１．自己 PR

4．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

私は、出身地である兵庫県淡路島の観光大使

日本酒は私にとって日本人の繊細さを表す存在で

2．特別意識している美容法は何ですか

には桜が満開に咲きます。京都の奥ゆ

とにかく運動をすることです。夜、時間があれば

かしさを感じながら、鴨川で友人とお

2．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰で

5．終わりに代表地域の PR

必ずランニングとスクワットをしています。また、毎

話をすることが大好きです。

すか

兵庫県はなんと言っても灘の酒です。日本一の

日欠かさず、半身浴をしています。その日の疲れ

祖 父です。私 が 生まれてから 15 歳までの間、

灘の酒を皆様と共に、世界一の灘の酒にします！

は、その日にとります。

日本や海外各地に連れて行ってくれて色々な景

3．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

てくれたから今の私がいると言っても過 言では

日本酒は、私にとって大人への道の第一歩でし

ありません。

Yuria
Takahashi

14

白濱 萌音

Mone
Shirahama

Entry No.

兵庫代表

色や食べ物の味を教えてくれました。祖父がい

た。ちょうど一年半前、２０歳のお誕生日の日に、
初めて飲んだお酒が日本酒でした。父に勧めら

3．食に関して普段意識していることは何ですか

れてのんだのですが、頂戴した瞬間、その上品

夏は鱧を食べたり、冬はフグを食べたり、できるだ

な味にハマってしまいました。もうお酒を飲める歳

け地元の旬のものを食べるようにしています。旬

だということを実感し、そして私も大人への第一

のものを食べることで季節の訪れを感じ、四季

歩を踏み出したのだなと実感しながら、日本酒を

折々楽しんでおります。

頂戴しました。

42

43

Mai
Kurihara

Mayumi
Suzuki

奈良代表

Entry No.

17

鈴木 麻由弥
生年月日：1993 年 5月18日
出身地：奈良県 職業：同志社女子大学 4 年

愛媛代表

Entry No.

19

栗原 麻衣
生年月日：1990 年 5月3日
出身地：愛媛県 職業：モデル

１．自己 PR

3．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

１．自己 PR

4．終わりに代表地域の PR

奈良県代表の鈴木麻由弥です。清酒発祥の地、

神聖なものです。私の実家が奈良県で寺院を運

幼少期からバスケットボールを続けており、愛媛

愛媛の日本酒は「伊予の女酒」
と言われ女性に

奈良県の代表として恥ずかしくないように一所懸

営していることもあり、朝は神棚に日本酒をお供え

県のプロバスケットボールチームで PR 大使を務め

大変人気があります。

命自分らしく日本酒や日本文化の PR に努めてま

したり、お正月には樽酒をお供えしたりと神聖なイ

ています。このような経験で培った発信力と行動

また、瀬戸内の淡白な白身魚を中心とした食文

メージがあります。また、酒蔵に神棚が必ずある

力、そして誰にも負けないポジティブさが私の PR

化に合うように、ほんのり 甘み と 旨み を感じ

ことから日本酒と神様の深いかかわりを感じます。

ポイントです。

ることができるお酒だと言われております。趣深い

験は何ですか

4．代表地域の PR

2．特別意識している美容法は何ですか

かがでしょうか。

お風呂の中で全てをリセットする。という美容法で

いりたいと思います。

温泉地で、美味しいお刺身に優しい日本酒はい

2．他の人が経験していないようなユニークな経
ユニークな経験はたくさんしております。その中で

冒頭でも申し上げましたように、奈良県は清酒発

も、高校２年生のときに決断したハンガリー留学は

祥の地です。そんな奈良県、奈良に美味いもの

す。ストレッチ、マッサージ、軽度の筋トレを全て

特にユニークであると考えます。世界三大難語を

なしと言われていますが、実は美味いものの宝庫

お風呂の中で行うことで、1日頑張った自分の体

学びたい、どうせ行くなら普通ではいけない国へ、

なのです。奈良県ならではのゆったりした雰囲気

をリラックスした状態でケアすることができます。こ

誰にも頼ることのできない土地へ。という気持ちだ

を楽しみながら、美味しい清酒、料理を楽しみ

れが良質な睡眠にも繋がります。

けでハンガリー行きを決断したくさんの経験をいた

に来てください。

しました。

3．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか
私にとって日本酒は、アロマのような存在です。
いただく時の気分や、酒器、お料理や温度によっ
て味わいが変わり、その日に合ったお酒をいただ
くことで、ほっと気分は安らぎます。

高知代表

Entry No.

Entry No.

生年月日：1987 年 11月9日
出身地：広島県 職業：モデル・飲食店勤務
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山根 捺央
生年月日：1995 年 2月23日
出身地：兵庫県 職業：フィギュアスケーター（フェリス女学院大学 4 年）

1．今までで最も誇りに思っている達成は何ですか

3．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

１．自己 PR

3．日本酒はあなたにとってどのような存在ですか

小学生の時から高校までバレーボールをやってき

体の一部です。日本酒に出会い、今日までに沢

私はフィギュアスケートの全日本代表です。全日

・コミュニケーションツール

ました。中学生の頃から広島県代表選手として

山の方と繋がることが出来ました。またこうしてミ

本三連覇、世界選手権に出場しております。海

日本酒が一つあるだけで、外国人や初対面の人

選出され、
また主将も務めさせて頂きました。代表、

ス日本酒の舞台に立っているのも日本酒が結びつ

外遠征の中で学んだ、国籍問わず誰とでも話せ

とも話す一つのきっかけになります。日本酒の味

選手、主将という3 つの大役を務めながらも、一

けてくれた縁ではないかと思います。酒蔵ではい

るコミュニケーション能力と、英語と韓国語を活か

が好きなのはもちろんですが、私は日本酒を飲み

年中一度も休むことなくバレーボールをやり、青春

ろんな工作が繋がり、それが飲み手に繋がり、飲

して、初対面の人とでも物怖じせず仲良くなれる

ながらや、日本酒をきっかけで仲良くなった人たち

の全てを捧げた達成感と、共に同じ時間を歩ん

み手同士がお酌しあい心繋がり、日本酒には途

力は誰にも負けません。

が話している場が好きです。

だ仲間は私の誇りです。

切れることのない無限の「繋がり」を感じておりま
す。なので私にとって日本酒とはこれからも共に

2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活動

4．終わりに代表地域の PR

生活していく体の一部みたいな存在です。

は何ですか

私のおすすめは、日本酒のお供に、四万十川の

2．食に関して普段意識していることは何ですか

・チャリティーアイスショーに参加

青海苔と徳谷トマトを食べることです。高知県に

4．終わりに代表地域の PR

東日本大震災の時に、チャリティーアイスショー

はまだまだメジャーになっていない美味しい食べ

食べ残しをしないことです。基本のことだとは思い
ますが、飲食店で勤めているからこそ作り手の思
いを間近で知ることが出来ます。日本酒も同じよう

広島県には世界遺産や日本三景をはじめスポー

に参加しました。被災者の方々を少しでも元気

に何日も何時間もかけて作って下さる酒蔵の方達

ツも盛んな街でもあり、また海山にも囲まれ、食べ

付けられたらという気 持ちで滑っていましたが、

がいらっしゃいます。美味しく、また楽しく頂くと言う

る物も美味しければ、お酒もうまい！
！こんなにも揃っ

アイスショー終わりに「これからも頑張ってね」と

ことが感謝を示す方法であり、食べ残しをしないこ

ている県はなかなかないと思います。また人々は

笑顔で言って頂き、逆に元気付けられたのは私

とが作り手に対する敬意なのではないでしょうか。

地元愛が強く温かい方が多いです。それは市民

の方でした。

Nao
Yamane

18

羽山 章 子

Shoko
Hayama

広島代表

物やお酒が沢山あります。みなさんぜひ高知の
「いごっそはちきん」の作ったお酒、食べ物を味
わいに来てください！

球団のカープを見ていると一目瞭然です。どの分
野においても国内外から注目されている広島県だ
からこそ、やるべき事できる事がたくさんあると思っ
ています。広島の愛を世界へ

44
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広告

Kyoto Museum
of
Traditional Crafts,

Saaya
Ando

福岡代表

Entry No.
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安藤 彩綾
生年月日：1987 年 4月7日
出身地：福岡県 職業：美姿勢スタイリスト・司会

１．自己 PR

4．あなたを3 つの単語であらわすなら何だと思い

私が 15 年前から親しんでいる「よさこい」は今で

ますか

は全国で行われ地域の特色を生かしたお祭りに。

①黒田節

このお祭り騒ぎに必需品となるのがお酒。よさこ

②笑門来福

いやお祭りを通して人の集まるところにお酒と笑顔

③行動力

Fureaikan

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

が溢れる、そんな日本文化が私は大好きです。ミ
ス日本酒となってもっと多くの人々にこの楽しさを
伝えていきたいと思っています。

K

5．代表地域の PR
「酒は飲め飲め 飲むならば 日の本一のこの槍
を」黒田節という福岡の民謡があります。皆さん

2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活動

もご存知の通り福岡は酒豪の町。私もその一人

は何ですか

です。この黒田節にあらわれている陽気でプライ

福岡市の中心部に位置する私の出身校、赤坂

ドの高い性格が福岡の良さのひとつです。

YO - MONO is COOL !
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

小学校の裏手にはドブ川がありましたがそこの名

ク・パラリンピックの開催決定を

称は「ほたる川」、6 年かかりほたるを呼び戻すこ

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

とに成功しました。

を若手で盛り上げていこうと、平

3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか

成 26 年 7月に立ち上がったプロ

特に病気でもないのに小学校の帰り道に立ち寄る

ジェクトです。

小さな病院がありました。今は亡きその先生の言

これらの活動を通じて、京都の

葉が私をいつも支えます。先生は相談する私にい

伝統産業を用いた設え・空間演出

つもこう言いうのです。
「そんくらいで死にゃせん。」

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

Entry No.

22

渡辺 夢
生年月日：1990 年 6月11日
出身地：熊本県 職業：会社員 (インテリア関連 )

１．自己 PR

4．終わりに代表地域の PR

16 歳から7 年間をアメリカで生活し、言語の通じ

阿蘇山が生み出す湧き水が多く存在し｢日本の名

ない世界を生き抜いてきた経験があります。どん

水 100 選｣選定数日本一の米・酒どころです。

な困難にも負けません。物怖じせず、表現する力

さらに協会９号発祥の地であり、古くから日本酒

が身に付いているので世界の舞台で日本酒の魅

と関わりの深い地域です。その事実はあまり知ら

力を最大限アピールします。

れておりませんので熊本酵母で日本酒界を更に

都陶磁器青年会で
構成されたプロジ

Yume
Watanabe

熊本 代 表

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

盛り上げます！
２．今までで最も誇りに思っている達成は何ですか
シンクロナイズドスイミングで全国大会と全米大会
に 2 度出場した事です。選手引退後は 3 年間コー
チとして指導しました。シンクロで培った精神力と
忍耐力は私の人生の支えです。何でも最後まで
諦めずにやり遂げる力が身に付きました。

3．食に関して普段意識していることは何ですか
一日の食事で海の幸、山の幸を必ず口にし、赤
（肉）黄（穀物）緑（野菜）をバランスよく頂きます。
子供の頃から祖母と母から厳しく言われました。私
の健康を願ってくれていたのだと今では感謝してい
ます。私も母になれば伝えたい愛情の一つです。
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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。

C o o pe ra t ion

終わりのメッセージ

協力酒造組合、賛助会員
『ミス日本酒（Miss SAKE）』の立ち上げからご縁をいただき、あっという間に四代目となりま

酒造組合

した。当初は「女性たちの日本酒飲み大会？」などのご質問もあり、皆様にご説明する際に多

京都酒造組合

くの言葉を必要としましたが、いまでは「素晴らしい活動ですね！」
とお褒めいただけるようになっ

北海道酒造組合

大阪府酒造組合

たことを『ミス日本酒（Miss SAKE）』応援する立場として、大変光栄に思っております。

青森県酒造組合

兵庫県酒造組合連合会

岩手県酒造組合

灘五郷酒造組合

宮城県酒造組合

奈良県酒造組合

秋田県酒造組合

鳥取県酒造組合

山形県酒造組合

島根県酒造組合

福島県酒造組合

広島県酒造組合

茨城県酒造組合

山口県酒造組合

さて、全国からご応募いただいたお嬢様方には、茶道、華道、着物の着付けや英語など

栃木県酒造組合

愛媛県酒造組合

日本酒の大使としてご活躍するに相応しい学びを得ていただいておりいます。そして、日本酒

群馬県酒造組合

高知県酒造組合

の勉強（と申しても、とても広いので）
きき酒の方法や、蔵での造り体験や、和食や会食のマ

埼玉県酒造組合

佐賀県酒造組合

ナー、おもてなしの心得なども習得する「ナデシコプログラム」に参加し、最終ファイナルに臨

千葉県酒造組合

長崎県酒造組合

んでいただきました。

東京都酒造組合連合会

熊本酒造組合連合会

世界に向けた日本酒の発信の方法は、その味わいのように豊かで多様にあります。日頃か
ら親しむ方は、益々健康に気を付けて飲んでいただければなおの事よろしいですし、日本酒
に関心がないとか、認識の違いで美味く飲めていなかった皆様などへは、単なる日本酒の知
識をお伝えするだけではなく、
「和のこころ」や「粋の文化」そして「昔ながらの伝統」を日本酒
を通して触れていただく機会を担っているのが『ミス日本酒（Miss SAKE）』の使命なのです。

今回も、各省庁からのご後援を頂戴し、皆様方とともに絆が大切な活動となりました。日本

神奈川県酒造組合
新潟県酒造組合
富山県酒造組合

酒のあるところには、食・酒文化の輪が広がります。今後、ますます世界への使者となってく
れます事を心から祈っております。そして、
『ミス日本酒（Miss SAKE）』の活動に一層の応

賛助会員

援をしていきたいと思っております。

石川県酒造組合連合会

エム ズエステート株式会社

福井県酒造組合

株式会社大安

山梨県酒造組合

小西株式会社

長野県酒造組合

株式会社インダストリアルリエイゾン

岐阜県酒造組合連合会

World Sake Imports

愛知県酒造組合

増田 德兵衞
株式会社増田德兵衞商店 代表取締役社長

三重県酒造組合

一般社団法人ミス日本酒 顧問

京都府酒造組合連合会
伏見酒造組合
（順不同）
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Ad d res s

組織概要
代表理事

愛葉 宣明

理事

大西 美香

事業開発ディレクター

山中 聖彦

顧問

増田

德兵衞

一般社団法人ミス日本酒

〒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 /FAX: 03-6800-3513
2017 Miss SAKE

www.misssake.jp

MAIL : sake@misssake.org
www.misssake.org

株式会社増田德兵衞商店 代表取締役社長

一般社団法人ミス日本酒

京都府伏見酒造組合 理事長

2017 Miss SAKE イベントサイト www.misssake.jp

全日本食学会 理事

Facebook ページ

www.facebook.com/MissSakeOfﬁcial

Miss SAKE USA イベントサイト www.misssakeusa.org

佐浦

弘一

浦霞醸造元 株式会社佐浦 代表取締役社長
日本酒造組合中央会 副会長

Miss SAKE Association and Contacts

宮城県酒造組合 会長

仲野

市島

益美

健二

Adress:

出羽桜酒造株式会社 代表取締役社長

2F 1-14-1 Kanda-Jimbocho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051

日本酒造組合中央会 海外戦略委員会 委員長

TEL: 81-3-6869-1700 /FAX: 81-3-6800-3513

山形県酒造組合 会長

Email: sake@misssake.org

公益財団法人 出羽桜美術館 理事長

Ofﬁcial Website: www.misssake.org
Miss SAKE Event Website: www.misssake.jp

市島酒造株式会社 代表取締役社長

Miss SAKE USA Website: www.misssakeusa.org

日本酒造組合中央会 海外戦略委員会 委員
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
富山県酒造組合 会長
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
北陸酒販株式会社

取締役

ＫＦＷアンリ・ジロー株式会社

平出

淑恵

取締役
このロゴは、日本から世界へ発信する、若々しくかつ格式ある国際的コンテストであることを表現しています。

株式会社コーポ・サチ 代表取締役

SAKE のロゴは、折り紙で折ったようなフォルムをしています。

酒サムライコーディネーター

折り紙は日本伝統かつ、日本起源の遊びです。

IWC アンダサダー

折り紙で作ったような幾何学的な形態は、芸術性、若々しさ、知性などを表現しています。

一般社団法人日本ソムリエ協会 理事

また、釘を 1 本も使わない日本の伝統的木造建築の木組みからイメージを発想しました。

観光庁酒蔵ツーリズム推進協議会 委員

北川

一成

これは、品やかにつながってゆく。ということを表現しています。
Miss のロゴは、おちつきのあるクラシックなスクリプトフォントを使用し、

グラフ株式会社 代表取締役社長

Miss SAKE ロゴの全体的印象に奇をてらわない、タイポグラフィックな引き締まりを与えています。

AGI（国際グラフィック連盟）会員

（順不同）
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