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2018 Miss SAKE

最終選考会 開催概要
開催日

2018 年 3 月 12 日（月）

開場

17 時

開演

18 時

終演

21 時

会場

ウェスティン都ホテル京都「瑞穂の間」

予定

特別協力

（〒605 - 0052 京都府京都市東山区粟田口華頂町１）
主催
後援

一般社団法人ミス日本酒
外務省／農林水産省／経済産業省／環境省／国税庁／観光庁／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／京都府／京都市／東京商工会議所

特別協力
協力

ヘッケル

THE JOY OF SAKE ／ウェスティン都ホテル京都／アドネス株式会社／一般社団法人 awa 酒協会／
キャプラン株式会社／ダイドードリンコ株式会社／ NPO日本の祭りネットワーク／株式会社三松／
株式会社 GABA ／有限会社マスメディア／川場村／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／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／ 一般社団法人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 and The Tokyo
Chamberof Commerce.
[Special Cooperation]
HECKEL
[Cooperation]
THE JOY OF SAKE; Westin Miyako Hotel Kyoto; Adness Co., Ltd.; Japan Awasake Association; Caplan Corporation;
Dydo Drinco, Incorporated; Nippon Matsuri Network; Mimatsu Co., Ltd.; Gaba Corporation.; Mas Media inc; Kawaba
Village; Ikebana Mishoryu-Sasaoka Headmaster Ryuho Sasaoka; Japanese classical dance Soke Fujimaryu Master Toyoyu Fujima;
photo-and-style Co., Ltd.; LeCiel ShijoKarasuma; Main Mode Co., Ltd.; Japan Culture Promotion Organization; and Paper Stylist
Association
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式次第
18 時

開宴
主催者挨拶
2017 ミス日本酒活動報告
来賓挨拶
鏡開き
乾杯

19 時

審査
審査員紹介
質疑応答

20 時 30 分

ナデシコプログラム紹介

20 時 45 分

審査結果発表

21 時

閉会

ミス日本酒として一年間活動させていただき、日本酒を軸とした日本文化の発信はもとより、多く
の日本酒イベントへ出向いた際には、造り手と飲み手を結ぶ貴重な場所であるとより実感する事
が出来ました。
多くの方と巡り逢い、日本酒・日本文化の魅力や歴史への新たな気づき、また日々新たな経験
や発見に囲まれたことで私自身の意識も変わり大きく成長させて頂きました。
この場をお借りして、御礼申し上げます。!
『出逢いは一瞬!出逢えば一生』
日本の文化の一部である日本酒には他のお酒では越えられない、心に残る美味しさを伝える魅
力があると考えます。
ミス日本酒としての任期は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文化を学び
続け発信し続け、私自身も日本酒のような深みある人間になれますよう精進して参る所存でござ
います。
後輩共々、今後も温かく見守って頂けましたら幸いです。
"#$%!ミス日本酒!!田中梨乃
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ミス日本酒概要、募集要項
日本文化の紡ぎ手となれ
ミス日本酒（!"##$%&'(）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、)*+, 年 - 月よりスタートいたしました。

$
)*+, 年 +* 月には「初代ミス日本酒（!"##$%&'(）」が決定し、日本国内だけでなく、ハワイ、$ニューヨーク、ロン
ドン、イタリア、スペイン等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への
観光誘致活動を年間 .** 件以上行っております。
現在は、①日本酒および日本の魅力を伝える事業、②地域の食・農産業に関する事業、③日本の伝統文化に関
する事業の , つの柱を軸に幅広く活動を展開しています。

$
)*+/ 年度よりは、海外初となる$!"##$%&'($0%& のニューヨーク開催が決定。世界大会開催に向けて )*+/
年 , 月に、)*+/$!"##$%&'($0%&$が選出されました。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナ
ルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」
と報じられ、高く評価されました。1 年目となる

)*+2$ミス日本酒（!"##$%&'(）では、地方大会、海外の大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化
事業として、発展し続けています。

2018 Miss SAKE 募集要項
選考基準

日本酒および日本文化に親好のある女性。
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。

応募資格

満 )*$歳以上 )-$歳以下であること。
（)*+3$年 .$月+$日現在）
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。

タイ
トル・賞金と義務

グランプリ受賞者には、金 ,**$万円を贈呈します。
「)*+2$!"##$%&'(」
として、国内外での業務にあたっていただきます。

Miss SAKE は、私達と共に挑戦し
成長していける人を求めております。
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開催によせて

愛葉 宣明
!

一般社団法人ミス日本酒 ! 代表理事

この度は
「ミス日本酒
（"#$$!%&'(）
最終選考会」
にご臨席を賜り、皆様に心よりの御礼
を申し上げます。
そして、本年も「 )*+, ミス日本酒（"#$$!%&'(）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。

)*+- 年よりスタートいたしました「ミス日本酒（"#$$!%&'(）」の事業は、今回 . 年目の
活動を迎えることとなりました。伝統ある日本酒を通して日本文化の魅力や歴史に触れ
る機会を創出し、国内外にその素晴らしさを広く伝えていきたいと、
「ミス日本酒
（"#$$!

%&'(）」を目指す女性が年度を重ねる毎に増えていることをご報告すると共に、皆様の
お力添えに、重ねて御礼申し上げます。
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、日本国内だけでなく、ハワイ、ニューヨー
ク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を
切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間通じて行っ
ております。私事ですが先日拝命した「酒サムライ」
（注：/.) 参照）の名に恥じぬよう
今年度は例年以上に海外への啓蒙活動に力を入れ、)*+0 年に続き "#$$!%&'(!1%&、ま
た "#$$!%&'(!234567、"#$$!%&'(!&8$934:#4 などの開催も予定しております。
今後も日本が誇る國酒である日本酒を通し、日本の伝統や文化の魅力を広く伝えるア
ンバサダーとして、多くの皆様に親しんでいただけるよう、尽力してまいります。皆様
におかれましては、本日決定する「 )*+,!ミス日本酒（"#$$!%&'(）
」の誕生を見届けてい
ただくと共に、引き続きお力をお借りできれば幸いです。
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
（"#$$!%&'(）
を通して、笑顔あふれる豊かな時間が続くことを心より願っております。
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祝辞

山田 啓二
!

京都府知事

寒さが緩み桜の開花が待ち遠しいここ京都で、
「 )*+, ミス日本酒（"#$$!%&'(）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。

)*+; 年から始まった「ミス日本酒」の取組も . 回目を迎え、)- 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。
日本酒の歴史は古く、その始まりは弥生時代まで遡りますが、平安末期より京都を中
心に造り酒屋が隆盛しはじめ、今では全国各地域で、それぞれの地域の特徴を生かした
日本酒が造られております。
そのような日本の食文化を代表する日本酒の魅力は、国内だけでなく、海外までも魅
了し、今や日本酒の輸出額はこの +* 年で約 - 倍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、
伝統ある和食文化の継承、発展に繋がるもので、大変重要であり、今後のご活躍をご期
待申し上げます。
京都は、千年の都・京都市を中心に、丹後王国、元伊勢など豊かな歴史に磨かれた北部、
丹波ブランドの産物を生み出すなど都を支えた中部、日本のお茶の文化を育て上げた南
部など、まさに歴史と文化に彩られた地であります。
京都府といたしましては、文化首都・京都として、次代を担う人材育成、文化産業の活
性化、文化体験などを通して日本酒をはじめとする和食文化を国内外に広く発信するこ
とに努めてまいりたいと考えております。
結びに当たり「 )*+, ミス日本酒（"#$$!%&'(）最終選考会」のご盛会、ご参集の皆さま
の御健勝、御多幸を祈念いたしまして御祝いのことばとさせていただきます。
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祝辞

門川 大作
!

京都市長

日本酒はもちろんのこと、広く日本文化や日本の素晴らしさを世界中に伝えておられ
る歴代ミス日本酒
（"#$$!%&'(）
の皆様。まさに
「日本の文化大使」
と言えるお一人を決定
するこの最終選考会が、本年もここ京都で盛大に開催されますことを心からお慶び申し
上げます。
開催に御尽力されました愛葉宣明代表理事をはじめ一般社団法人ミス日本酒の皆様
におかれましては、我が国のかけがえのない伝統産業である日本酒の振興のため、ミス
日本酒（"#$$!%&'(）の皆様と共に、国内外の様々な場でその魅力を発信し続けておら
れます。改めて、深く敬意と感謝の意を表します。
今回も約 +* 箇月に及ぶ長く厳しい審査を経て、これから一年間の活動を担われるグ
ランプリが誕生します。美しさと知性を兼ね備えた新たな
「アンバサダー」
が、日本酒の
魅力をより多くの方に伝えていかれますよう念じています。
さて、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 . 年がたちま
した。この間、全国のおよそ +;* もの自治体で同様の条例が制定され、日本酒を楽しむ
方の輪が大きく広がってきたことを実感しています。
本市といたしましては、これを追い風に、)*)+ 年度中に文化庁が全面的に移転する
京都から、日本酒をはじめ日本の素晴らしい文化を一層広く発信していく決意です。皆
様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
結びに、ミス日本酒（"#$$!%&'(）の今後ますますの御活躍、並びに御参集の皆様の
御健勝と御多幸を心から祈念いたします。
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祝辞

篠原 成行
!

日本酒造組合中央会 ! 会長

春の訪れに華やぐ京都を会場に「 )*+,!ミス日本酒（"#$$!%&'(）最終選考会」が盛大に
開催されますことを心からお祝い申し上げます。
今年は冬季オリンピックが開催され、日本選手の活躍に多くの人が胸を熱くすると
同時に、東京開催への期待が高まっていることと思われます。また、)*)* 年に向けて
各国からの訪日外国人旅行者の増加とともに、日本の文化や食に関心を持たれる方も多
く、日本酒が国内外で飲まれる機会も益々増えると期待しております。
日本酒造組合中央会では、全国の酒造組合、酒蔵と連携し、国内外を問わず日本酒
を愛する多くの皆様に國酒である日本酒の魅力をお届けし、さらに親しんでいただく
ために日本酒の振興事業を行っております。今後とも、)*)* 年、またそれ以降を見据え、
日本酒を通じて豊かな未来の創造と文化の発展に貢献したいと考えております。
「ミス日本酒
（"#$$!%&'(）
」
の活動は、国内外に渡り、日本が世界に誇る日本酒の素晴
らしさと魅力を丁寧にご紹介くださり、大変喜ばしく思っております。
日本酒業界の安定と健全な進捗、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おります。また「 )*+, ミス日本酒（"#$$!%&'(）
」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、日本の風土と文化の結晶ともいえる國酒の生産者を代表しまして、関係者の
皆様と一般社団法人ミス日本酒の皆様の多大なるご労力に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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祝辞

中村 吉右衛門
!
!
!

歌舞伎俳優
重要無形文化財保持者（人間国宝）
文化功労者

第 . 回「ミス日本酒（"#$$!%&'(）最終選考会」が、
!今年も桜の便りが聞かれます京の蹴
上で開催されますこと、お祝い申し上げます。
日本人の生活に密着したお酒の
「ミス日本酒」
は、日本酒と日本文化の魅力を国内外に
発信するお役目と伺っておりますが、これを取り上げて頂きますことは、伝統歌舞伎に
身を置きます私にとりまして大変に有難いことでございます。

! と申しますのも、歌舞伎芝居の中でお酒にかかわる演目は多々ございまして、切っ
て!も切れない深いご縁がございます。
私共の時代は
「お酒」
と言えば
「日本酒」
を指すものでございました。お酒の歴史は古く、
古事記にもでてまいるそうでございます。又、江戸時代には伊丹や灘で造られたお酒が
船で江戸に運ばれて、大変もてはやされたそうですし、それによって船での流通も盛ん
になるという役割も果たしたといわれています。

!日本の伝統文
晴れて「ミス日本酒」に選ばれた方（方々）には日本酒のことはもちろん、
化を繋げる活動に是非とも貢献をして頂きたいと願っております。
一般社団法人ミス日本酒の益々のご発展を心から記念いたしまして、お祝いの言葉と
させて頂きます。
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Our
International
Activities
私 た ち の 活 動 内 容 / 海外

日本文化啓発活動 / 観光誘致活動

世界15カ国 26 都市を巡り
日本酒及び日本文化をPR
/3<=<9#5>!9<83#$=!469#?#9@!37:497A!9<!
B4C457$7!$4D7!45A!68:9837
※複数回活動を行った都市もあるため渡航回数は .* 回を越える

1

日本酒、日本文化に関わるイベントに出演
B4C457$7!%4D7!45A!B4C457$7!E8:9834:!(?759$

2

海外で行われているイベント内に日本酒ブースの設置

3

海外における日本酒・日本文化の情報の収集と周知

/439#6#C49#<5!#5!#5973549#<54:!6<3C<3497!45A!68:9834:!7?759$

F7$7436G!45A!F7C<39#5>!<5!%4D7!45A!B4C457$7!E8:9837!H?73$74$

)*+; 〜 )*+I!"#$$!%&'(J$!#5973549#<54:!&69#?#9#7$
K7L!M<3DNO<$!&5>7:7$N/<39:45ANO4$!P7>4$NQ<5<:8:8NE<:<34A<!%C3#5>$N
%7499:7NF#<!A7!B457#3<N/43#$NK#67N"<546<N"43$7#::7N"#:45NF<=4NR4367:<54N
"4:=<NO<5A<5N%@A57@N%7<8:NQ<5>!'<5>NE<:<=S<N/G5<=!/75GN!%G45>TG4#N
U4#C7#N%9<6DG<:=N&=$973A4=

1 0

2C#-@9#0.
,(0.#
A.4C&*%(.
:#)%#)
8(*"4
="-&
,"*()
!#.(
,(*4&"00&
,#)(-#
/(*-&0#)(

R34X#:!F#<!A7!B457#3<

B&/&K!H"HU(K&%QY!/&PYOYHK、!
)*+; ブラジル Z 杯!イベント出演（ )*+;V0V);）

234567!K#67

1%&!/<39:45A

1%&!K7L!M<3D

日本酒現地調査
（ )*+;VWV+;T+0）

UQ(!BHM!H2!%&' (!K7L!M<3D!)*+;

（ )*+;VWV+,）

234567!/43#$

日本酒現地調査
（ )*+;VWV)-）!

'<374!%7<8:

ミラノ万博!ジャパンデーレセプション
（ )*+.VIV++）

1%&!O4$!P7>4$

UQ(!BHM!H2!%&' (!Q<5<:8:8!)*+.
（ )*+.VIV-+）

"<546<

モナコヨットショーレセプションパーティー
＠マヤベイ
（ )*+.VWV))）

UQ(!BHM!H2!%&' (!O4$!P7>4$!)*+.
（ )*+.VWV+W）

2&(CC0&
8#*C0()%

6#)3$7#)3

Y94:#4!"#:45

-+$9!%C467!%@=C<$#8=
（ )*+.V;V+.）

1%&!Q<5<:8:8

2&#50$
29()3E9("$

B4C45!"49$83#!イベント出演

（ )*+;VWV)I）

1%&!E<:<34A<!%C3#5>$

日韓国交正常化 .* 周年記念文化交流展示会
「サケとマッコリの出会い 」
（ )*+.V-V;）

1#0#.;#

1'!O<5A<5

ユネスコ政府代表部!門司大使表敬訪問
（ )*+;VWV)0）

:#4$A)3&0&4

'(+()

D("+&"

1#0#*(%#$$
2+*")34
:(4$B&3(4

=&>$?#*@

6#)#0505

89)#.$8&)9

!"#$%&$'()&"*#
2<%)&<

1 1

%L7A75!"4:=<

在マルメ日本国名誉総領事
アルモ様表敬訪問
（ )*+.VWV),）

'<374!%7<8:

%7<8:!%4D7!27$9#?4:
（ )*+0V-V)0T)I）

"<546<

モナコ!ヨットショーレセプションパーティー
（ )*+0VWV),）

1'!O<5A<5

(RF[（欧州復興開発銀行）試飲会
（ )*+IV+V+,）

Our
International
Activities
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%C4#5!R4367:<54

%4:<5!A7:!"45>4!#5!R4367:<54
（ )*+.V+*V)WT-+）

1%&!E<:<34A<!%C3#5>$

-)5A!%C467!%@=C<$#8=
（ )*+0V;V+)）

234567!"43$7#::7

在マルセイユ総領事館!池﨑総領事表敬訪問
（ )*+0VWV)W）

1'!O<5A<5!

0I!/4::!"4:: 試飲会（業者向け／一般向け）
（ )*+IV+V+W）

234567!/43#$

%4:<5!A8!%4D7!)*+.

（ )*+.V++V+）

Y94:#4!F<=4

イゾラ・デル・チネマ
（ )*+0VIVIT,）

'<374!%7<8:

日韓交流おまつり)*+0
（ )*+0V+*V)）

1'!O<5A<5!

0I!/4::!"4::!%4D7!"4$9736:4$$![#5573

（ )*+IV+V)*）

2C#-@9#0.
,(0.#
A.4C&*%(.
:#)%#)
8(*"4
="-&
,"*()
!#.(
,(*4&"00&
,#)(-#
/(*-&0#)(

%3#!O45D4!E<:<=S<

Q<5>!'<5>

スリランカ!スポーツフェスティバル
（ )*+.V+)V+IT)*）

1%&!Q<5<:8:8

夢雀!×!E&%YH!\T%QHE'!"F\T\+***Q\!
U%1Y'Y!Q4==73TU<57 !コラボ!レセプション（ )*+0V+)V,）

%3#!O45D4

日本!ー!セイロン文化交流イベント
（ )*+0V+)V+0T+,）

"49$83#!B4C45!27$9#?4:!)*+0
（ )*+0V+)V+*）

:#4$A)3&0&4

'(+()

D("+&"

UQ(!BHM!H2!%&' (!K7L!M<3D!)*+0

（ )*+0VWV+0）

&8$934:#4!%@A57@

2&(CC0&
8#*C0()%

1#0#.;#

1%&!K7L!M<3D

K7L!M<3D!E#9@!'75A<!E:8S
（ )*+0VWV+.）

Q<5>!'<5>

6#)3$7#)3

ロサンゼルス BR& 主催!PY/レセプション
（ )*+0V)V).）

1%&!K7L!M<3D

UQ(!BHM!H2!%&'(!Q<5<:8:8!)*+0
（ )*+0VIV))）

2&#50$
29()3E9("$

1%&!O<$!&5>7:7$

E&KHK 香港様!PY/レセプション
（ )*+0V+V+W）

1#0#*(%#$$
2+*")34
:(4$B&3(4

=&>$?#*@

6#)#0505

89)#.$8&)9

!"#$%&$'()&"*#
2<%)&<
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1%&!%7499:7

在シアトル日本国総領事館!
大村総領事表敬訪問
（ )*+IV)V+.）

1%&!%7499:7!

EG49748!%97!"#6G7::7 ワイナリー見学
（ )*+IV;V)-）

U4#L45!U4#C7#

)*+I!日本酒主義!%4D7:#$=!台湾
（ )*+IVWV+.T+,）

E4=S<A#4!/G5<=!/75G

在カンボジア日本国大使館日本酒の夕べ
（ )*+IV)V))）

1%&!%7499:7!

Taylor Shellﬁsh Farms 訪問
（ )*+IV;V);）

%L7A75・%9<6DG<:=

在スウェーデン日本国大使館! 山崎純特命
全権大使!表敬訪問
（ )*+IV+*V.）

1%&!O<$!&5>7:7$

UG7!BR&!.09G!&55#?73$43@!F767C9#<5

（ )*+IV)V)-）

1%&!Q<5<:8:8!

ハワイ!ザ・カハラ・ホテル＆リゾート
蔵元ディナー（ )*+IV,V-）

%L7A75・"4:=<!

(5#>G79!%C<39!E75973 剣道セミナー

（ )*+IV+*VI）

2C#-@9#0.
,(0.#
A.4C&*%(.
:#)%#)
8(*"4
="-&
,"*()
!#.(
,(*4&"00&
,#)(-#
/(*-&0#)(
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International
Activities

1 4

E4=S<A#4!/G5<=!/75G

Q<5>!'<5>

1%&!Q<5<:8:8!

EG#54!%G45>!G4#

EBEE（カンボジア日本人材開発センター）
絆フェスティバル
（ )*+IV)V);）

ハワイ!コンベンション・センター
B<@!<]!%4D7!Q<5<:8:8（ )*+IV,V;）

%7<8:!%4D7!27$9#?4:!)*+I

（ )*+IVWV)T;）

在ロサンゼルス日本国総領事館
UG7!BR&!.I9G!&55#?73$43@!F767C9#<5（ )*+,V)V)-）

2&(CC0&
8#*C0()%

1#0#.;#

'<374!%7<8:

1%&!O<$!&5>7:7$!

B4C45!27$9#?4:!)*+I
（ )*+IV+*V,）

6#)3$7#)3

在シアトル日本国総領事館!表敬訪問
（ )*+IV;V)+）

E&%YH!\$G<6D!上海発表会
（ )*+IV,V);T)0）

Q<::45A・&=$973A4=

2&#50$
29()3E9("$

1%&!%7499:7

"#34=43!%G<CC#5>!E75937!^!"#34!"4::
和酒フェス香港 )*+I（ )*+IV;V.T,）

:#4$A)3&0&4

'(+()

D("+&"

1#0#*(%#$$
2+*")34
:(4$B&3(4

=&>$?#*@

6#)#0505

89)#.$8&)9

!"#$%&$'()&"*#
2<%)&<
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Our
Activities
in Japan
私 た ち の 活 動 内 容 / 国内

日本酒啓発活動 / 地域振興活動

1年間で 400 件以上の
イベントに出演
&9975A7A!=<37!9G45!;**!7?759$!#5!4!@743
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+*V+*! 日本食のイベント／ホテル椿山荘東京
+*V++! 酒サムライ叙任式／下鴨神社
+*V+)! 京都・日本酒サミット )*+- ／みやこめっせ
（京都）
+*V))! 日本酒類販売㈱!展示会／ホテルニューオータニ
（東京）
+*V)-! エクセルヒューマン本社イベント／帝国ホテル
（大阪）
+*V)0! YZE)*+- 受賞!日本酒試飲会／日本橋 M1YUH
+*V),! スローフードジャパン燗酒コンテスト )*+-!
入賞酒お披露目パーティー／銀座東武ホテル
!
+*V-*! 「コンタツだより」
取材／東銀座事務所
++V-! お米のイベント／帝国ホテル
（大阪）
++V;! 月の桂!蔵見学／月の桂
++VI! ジョイ・オブ・サケ東京／五反田 UHE ビル
++V)*! 第３回 [#$6<?73 東北／恵比寿
++V))! 出羽桜!蔵見学／出羽桜
++V)-! 月の桂!にごり酒の会
（京都）／嵐山・天龍寺
（友雲庵）
++V).! )*+;"1B 京都大会／ハイアットリージェンシー京都
++V)0! 「月刊たる」
取材／ハイアットリージェンシー京都
+)V-! おもてなしグローバリゼーションセミナー／大手町
+)VI! 東アジア共生会議パーティー／グランヴィア京都
+)VW! &K& ラウンジ!プレス向けイベント／成田空港
+)V++! )*+;"1B 北海道大会／ルネッサンス札幌ホテル
+)V+0! 純米酒大賞)*+-受賞酒を楽しむ宴／!''Fホテル東京
+)V+W! 日本酒造組合中央会 0* 周年式典／如水会館
+)V)*! 月の桂!にごり酒の会
（東京）／赤坂四川飯店
「陳!健一」

201 4
+VI!
+V,!
+V++!
+V+.!
!
+V+0!
+V)+!
)V-!
)V;!
)VI!
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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 ; 回 [#$6<?73 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 #5 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

)VI!
羽田国際線
「日本の酒キャンペーン」／羽田空港
)V+I! おもてなしグローバリゼーション!
)V+,! 表敬訪問／財務省・国税庁
)V+W! 表敬訪問／内閣官房
)V);! 表敬訪問／外務省
)V)I! 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
-V+!
-V)!
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
-V.!
-V++! ホームページ掲載用インタビュー／有楽町スタジオ
-V+.! にいがた酒の陣／朱鷺メッセ
-V+W! 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
-V)+! ;. 周年式典／都ホテル
-V)W! ブランドパートナー会議!
イベント／成田空港
-V-*! 「日本の酒で乾杯」
;V-!
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
;V-!
第 +W 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
;VW!
京都ライオンズクラブ様の春の例会／東福寺
;V+-! 純米酒フェスティバル!
;V+,! 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
;V))! 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 ;W 階タワーホール
;V)-! 自由民主党
「國酒を愛する会」
利酒会／自民党本部
;V);! やまがた酒コレクション )*+;!
;V)W! 第 . 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
.V)!
)*+;!京焼サミット!#5!東福寺／東福寺
.V-!
)*+;!京焼サミット!#5!東福寺／東福寺
.V;!
)*+;!京焼サミット!#5!東福寺／東福寺
.V+;! 日本酒造青年協議会!総会／日本酒造組合中央会
.V+0! 第 +** 回記念講演会／北とぴあ
.V)+! 月の桂!にごり酒の会
（東京）／赤坂四川飯店
「陳!健一」

.V))!
.V);!
0V+!
0V)!
0V.!
0V,!
0VW!
0V++!
0V+-!
!
0V+0!
0V+,!
0V+W!
!
0V)+!
0V),!
IV,!
IV)W!
,V+!
,V0!
,VW!
,V+*!
,V)-!
,V);!
WV;!
WV;!
WV;!
WV;!
WVI!
WVW!
WV-*!
+*V+!
+*V+!
+*V-!
+*V;!
+*V.!
+*V,!

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 0+ 回総会懇親会／東京會舘
越前・若狭の地酒とホタルの夕べ )*+; ／
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／ ''F 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 +) 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 UHE サマーフェスティバル／!五反田 UHE
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
OHP(!R&OO ／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 W. 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
)*+.!"#$$!%&'(!M4=454$G#!大会!
半くり打ち合わせ
日本酒で乾杯推進会議!

)*+.!"#$$!%&'(!K4>45<!
京都館イベント!
京都館イベント!
埼玉の地酒大試飲会!

日本酒イベント、セミナー出演
%4D7!(?759$!45A!%7=#543$
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：B<@!<]!%4D7!U<D@<
写真右上：)*+I!日本酒オーシャンズ
写真左下：全国きき酒選手権埼玉県大会・お酒の教養講座
写真右下：静岡県地酒まつり )*+I!YK!UH'MH

写真左：)*+I!日本酒フェア
写真右：)*+I!慶應連合三田会大会!!日本酒ブース

+*V++!
+*V+)!
+*V+0!
+*V+I!
+*V+I!
+*V+,!
+*V+W!
+*V)+!
+*V)-!
+*V);!
+*V).!
++V0!
++VI!
!
++VW!
++V++!
++V++!
++V+;!
++V))!
++V)-!
++V);!
++V);!
++V);!
++V)0!
++V)I!
++V),!
!
+)V;!
+)VW!
+)V+)!
+)V+.!
+)V+.!
+)V+0!
+)V)0!
+)V)W!

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!

+V+;!
+V+;!
+V+0!
+V))!
+V))!
+V)I!
+V),!
+V-*!
+V-*!
!
+V-+!
)V-!

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
"#$$!%&'( 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

)*+.!"#$$!%&'(!Q<DD4#A<!
)*+.!"#$$!%&'(!&#6G#!
第 -; 回きき酒選手権 "E!
YZE プレミアム日本酒試飲会!
BHM!H2!%&'(!#5!U<D@< ／五反田 UHE
"1B 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 #5 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 ; 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
)*+.!"#$$!%&'( 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
"1B 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
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)V-!
!
)V0!
)VI!
)VI!
)VW!
)V+*!
)V).!
)V)0!
)V)I!
-V)!
-V;!
-V.!
-V.!
-V,!
-V,TW!
-V+-!
-V+;!
-V+.!
-V+.!
-V+.!
-V);!
-V)I!
-V),!
!
-V-*!
!
;V)!
;V-!
!
!
;V;!
;VW!
;VW!
!
;V+;!
;V)+!
;V)-!
;V)-!
;V);!
;V).!
;V)0!
;V),!
!
.V)!
.V-!
.VW!
.V+*!
!
.V++!

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 ) 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）
%&'(!]45 キックオフ／光石
埼玉の酒蔵めぐりモニターツアー ?<:N) ／秩父市
甘酒まつり／梅宮神社
（埼玉）
新潟 /HFU!2"! 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
=8$=8$ 増田社長と／新丸ビル７2 =8$=8$
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
"#$$!%&'( 講演会!
UG7!%4D7!エキシビジョン／ "H%QY"H%QY!RHa
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／ %QYR1M&!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
'MHUH 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
%&'(!]45 お花見会／代々木後援
旅する %&'( トークイベント／阪急うめだ本店
K/H 日本のまつりネットワークお食事会／
博報堂大阪支社
$4D7!]45 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 G<8$7, 周年／
西新橋→ =8$=8$
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
.V+;! )*+. 吟醸新酒祭／東京交通会館 有楽町
.V+.! \&R& さま合同イベント打ち合わせ／ \&R& 本社
.V+W! 国分酒類総合展示会
「地酒蔵元会」／
!
&K& インターコンチネンタル
.V)*! 月の桂の会!
.V))! KHbEQYK!C37$759$!J\HO[(K!%U(/J ／
!
ソラトニワ原宿
.V)-! 千人生花慰労会!
取材／国税庁
.V).! 「ファイナンス」
.V).! 銀座ナチュラルタイムセミナー参加／ $G#S8@4!$G#A4c!G4::
.V)I! 銀座ナチュラルタイムセミナー参加／ $G#S8@4!$G#A4c!G4::
.V),! 女性カラダ会議!
.V-+! 山田ファーム 田植え 京都／山田ファーム
0V.!
日本酒造組合中央会第 0) 回通常総会 懇親パーティー
!
／明治記念館
0VI!
酒 2O(& 視察／国際連合大学
0V+;! 第八回大阪酒の陣／ホテル阪急インターナショナル
0V+W! 佐賀の日本酒を楽しむ会／白金 八芳園
0V)*! 日本酒フェア／池袋サンシャインシティ
0V).! 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
0V)0! 秋田屋 秋友会／名古屋観光ホテル
IV.!
酒の会 南山先生主催イベント／きてら
IV+*! 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!
IV+.! 森田真衣特別講義／池袋サテライトキャンパス
IV+.! 納涼船／竹芝
IV+,! K\H!%&'(!2(%U)*+.!夏の陣／
!
中部国際空港セントレア
IV)*! 京カフェコムサ一周年記念祭／京カフェコムサ
,V0!
青森ねぶた祭り／青森県青森市
,VI!
青森ねぶた祭り／青森県青森市
,VI!
酒造組合中央会納涼会／田村町升本
,V,!
佐々木酒造様蔵びらき )*+. ／佐々木酒造株式会社
,V,!
愛媛の酒を楽しむ会／市ヶ谷アルカディア
,V+-! 野球観戦／東京ドーム
,V+;! アルモ総領事来社／銀座オフィス
,V+0! 京都五山送り火／ジェフバーグランド英会話教室
,V+W! 伊藤南山先生お酒の会／日本橋蛇の市本店
,V))! \&R& 日本酒女子会／ \&R& 本社会議室
,V);! 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
,V),! 和食文化国民会議・懇親会／楠公レストハウス
,V-*! 北都千国会蔵元試飲会／札幌第一ホテル
WV+!
カフェコムサ新作発表会／カフェコムサ銀座
WV+!
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」
WV)!
満寿泉蔵見学街見学／株式会社桝田酒造店
WV)!
おわら風の盆／富山県八尾市
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Our
Activities
in Japan

企業や政府主催のレセプション出演
R8$#57$$!3767C9#<5

写真左上：第 0+ 回宇宙科学技術連合講演会レセプション
写真中上：)*+I!B&/&K!/&E'!オープニングレセプション
写真右上：共同 /F 株式会社!創立 .- 周年記念!感謝の夕べ ^ アジア・アフリカ )* の集い
新商品の発表会や PY/ 取引先招致のレセプショ 写真左下：第 . 回アジア婦人科腫瘍学会
ンなどで日本酒と共にゲストをおもてなし致します。 写真右下：第 0 回 ZEH テクノロジー＆イノベーション・フォーラム（ZEH!UY フォーラム東京）

WV-!
第 ) 回農業女子 Z((' ／丸の内タニタ食堂
WV-!
読売新聞インタビュー／同上
WV.!
ぴあ日本酒フェスティバル 酒秋会／
!
シアター +*+*（北千住）
WV+*! 國酒の会／名古屋観光ホテル
WV+*! 吟醸酒協会イベント／外国人特派員協会
WV++! 伊藤南山先生イタリアンの会／ /F(\H!d1&UUFH
WV+-! 大信州手一杯の会／市ヶ谷アルカディア
WV+-! 東北６県 魂の酒まつり／東京国際フォーラム
WV))! 日本酒乾杯条例サミット／みやこめっせ
WV)0! YZE 関係者お食事会／ U%1R&'Y
+*V+! 小川町の日本酒で乾杯する会／リリック小川
+*V+! 全国一斉日本酒で乾杯！イベント／明治記念館
+*V-! 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
+*V;! 笹岡隆甫さんを囲む会／ウェスティン都ホテル
+*V.! 埼玉県利き酒選手権、大試飲会／大宮ソニックシティ
+*VW! 月刊武州路、取材／大宮駅のカフェ
+*VW! 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
+*VW! )*+. 群馬の酒フェスタ／東京交通会館
+*V+*! 西条酒まつり／西条
+*V+)! 猿楽祭／代官山ヒルサイドテラス
+*V+;! %2B 燗酒コンテスト )*+. 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
+*V+.! 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
+*V+0! 酒サムライ叙任式／下鴨神社
+*V+I! 川越まつりレポート／川越市内
+*V+I! 清水焼の郷まつり／京都 山科 清水焼団地
+*V+,! 祝米稲刈り／京都・向島駅周辺の田んぼ
+*V+W! "#$$!%&'( と日本酒を楽しむ会／銀座オフィス
+*V))! ミス日本酒愛知大会／ウェスティン名古屋キャッスル
+*V);! YZE プレミアム日本酒試飲会／ M1YUH 日本橋
+*V);! 農水省皆川顧問主催 会食会／
!
%<!F7$9483459!#5!O<5A<5
+*V-*! 全日本きき酒選手権大会／ホテルニューオータニ
+*V-+! ちょこ旅 #5 深谷!酒蔵めぐり／深谷駅周辺酒蔵
+*V-+! 未来へつながる能／宝生能楽堂
++V+! 地球女性カラダ会議／マークシティ
++V-! 浜村淳様表敬訪問／毎日放送 "R%（大阪）
++V.! BHM!H2!%&'(!U<D@< ／五反田 UHE
++V,! U([!c!'MHUH ／京都外国語大学森田記念講堂
++V+*! 地酒蔵元会 国分株式会社主催／新阪急ホテル
++V++! )*+0 ミス日本酒京都大会／下鴨茶寮
++V+-! R466G8$!^!P758$!?<:e) ／外苑前レストラン
「カチナ」
++V+-! 「やまとのこころ」
試飲会／外苑前
「カチナ」
++V+.! 日本酒仕込み体験／滝澤酒造
++V+0! 富士通アドバンスエンジニアリング／西新宿 オフィス
++V+I! ブルーシーフードイベント＠二条城アートアクアリウム／
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!
++V+,!
!
++V+W!
++V+W!
++V)+!
++V))!
++V);!
++V);!
++V).!
!
++V)W!
++V)W!
+)V+!
+)VI!
+)V,!
+)VW!
+)V+I!
+)V);!
+)V);!
+)V)0!
+)V)I!

二条城
宮城県をとことん味わう水産の日イベント P<:e) ／
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 ?<:e+ ／日テレ大屋根広場
"#$$!%&'( 東京オーディション／銀座オフィス
黄葉見 %&'( ／靖国神社
)*+0!"#$$!%&'(!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 R4::!F<<=!/439@ ／グランドハイアットトーキョー
日本酒条例サミット #5!京都／京都 みやこめっせ
)*+0 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
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
R% 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
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+V)!
日本酒マニアック博／梅田 O<]9
日テレ新年会
（クローズパーティー）／日本テレビタワー
+V;!
+V0!
賀詞交換会／パレスホテル大宮
+VI!
全員協議会
（賀詞交換会）
!／キングアンバサダーホテル
+V+-! K/H 法人日本ネイリスト協会新年会／ザキャピトル東急
-V.!
%&'(!2O(& ／国連大学
-V0!
%&'(!2O(& ／国連大学
-V+)! にいがた酒の陣／新潟県!新潟市!朱鷺メッセ
-V+)! 東京地酒列車 )*+0 ／
!
多摩モノレール!上北台駅〜多摩センター駅
-V+W! 第 - 回!和酒フェス／日本テレビタワー +2 大屋根広場
-V)-! 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
;V-!
おおむら桜まつり／長崎県!大村市!大村公園
;V0!
第 ) 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
;V0!
第 )+ 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
;VI!
享保の会／八芳園
;VI!
ニッポン！呑んだくれ K#>G9 ！／調布 2"
;V,TW! 旅する %&'( ／梅田!阪急百貨店
;V+*! Q&K&H'&![&KE(!\&OO(FM!薔薇の夜会／
!
グランドハイアット東京
;V+.T+I!麺産業展／東京ビッグサイト

;V+0!
;V+W!
!
;V)+!
;V)+!
!
;V)-!
!
;V)-!
;V),!
;V-*!
.V)!
!
.VI!
.V,!
.VW!
.V++!
.V+.!
.V+0!
.V+W!
.V+W!
.V).!
.V)0!
.V),!
!
.V)W!
.V-+!
!
0V-!
0V;!
!
0V.!
0V,!
0VW!
0VW!
0V++!
0V+)!
!
0V+;!
0V+;!
0V+;!
0V+0!
0V+,!
0V)+!
0V)-!
!
0V)-!
!
0V-*!

第 ; 回!日本酒利き歩き／東京!日本橋
ワイングラスでおいしい日本酒アワード )*+0 ／
六本木アカデミーヒルズ
2&%QYHK!(aEO1%YP( ／表参道ヒルズ
やまがた酒コレクション )*+0 ／
ホテルメトロポリタン池袋
第 . 回!%4D7!27$9#?4:!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
埼玉の地酒を楽しむ会／東京カルチャーカルチャー
増田徳兵衛社長還暦パーティー／妙心寺
ドワンゴ
「ニコニコ超会議」／幕張メッセ
ドワンゴ「オープンエントリープロジェクト )*+0!
ファイナリスト
最後の訴え」／ドワンゴ半蔵門スタジオ
第 - 回!郷酒フェスタ!]<3!ZH"(K ／都市センターホテル
紫藤尚世ファッションショー／浅草ビューホテル
表敬訪問／ \&R& 本社
日本酒愛好会立ち上げイベント／汐留方舟
吟醸新酒祭／東京交通会館内
「カトレアサロン」
アルモ名誉総領事表敬訪問／ホテルニューオータニ
とやま館!施設完成レセプション／東京!日本橋
野田聖子先生!表敬訪問／第一議員会館
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
YEE)*+0!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
北都千国会!春の蔵元試飲会／札幌第一ホテル
YEE)*+0!コングレスディナーパーティー／
横浜港!大さん橋ホール
門川大作京都市長!表敬訪問／京都市役所
永井酒造創業 +-* 周年記念行事
「川場村蔵開き感謝祭」／群馬県!利根郡!川場村
祝米!田植え／京都市!伏見区
別冊経済界取材／大手町!株式会社パソナグループ
日本酒発信の懇談会／国税庁
第 0- 回通常総会!懇親パーティー／明治記念館
白鶴!田植え／兵庫県!多可郡!多可町
自酒を見つける!地酒祭り )*+0 ／
栃木県!足利市民プラザ
大村市長!表敬訪問／長崎県!大村市役所
長崎テレビ
「ヨジマル！」
出演／長崎テレビ
東京都酒造組合訪問／東京都酒造組合
大江戸和宴／代々木公園
日本酒フェア／池袋!サンシャインシティ
ロンドン佐藤様!財務省!食事会／京矢!新橋店
オリックス生命保険 H%E&F 京都大会／
ハイアットリージェンシー京都
大安寺笹酒祭!飲酒運転根絶キャンペーン／
奈良市大安寺
悠久乃蔵!パーティー／銀座

全国の酒蔵・酒造メーカー訪問
K49#<5L#A7!R37L73@!45A!"458]4698373!P#$#9$
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。
写真左上：出羽桜酒造蔵訪問
!
司会
写真右上：大信州酒造「手いっぱいの会」
写真下：賀茂鶴酒造新作発表会

IV+!
東京江戸ウィークプレスイベント／コートヤード広尾
IV.!
経済産業省!表敬訪問／経済産業省
IV.!
慶應連合三田会大会の打ち合わせ／渋谷!コーンバレー
IVI!
財務省広報誌
「ファイナンス」
インタビュー／国税庁
IVI!
国税庁!迫田長官!表敬訪問／国税庁
IVI!
伊達セブン!イベント／大手門タワー!Ba ビル
IVW!
大信州手いっぱいの会!#5!松本／
!
長野県松本市ホテルブエナビスタ
IV+;T+.!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
IV+0! K\H!%&'(!2(%U!)*+0!夏の陣／セントレア空港
IV);! 岐阜の地酒に酔う )*+0 東京／如水会館
IV)W! E4S:7!UP!K#>G9!)*+0 ／有楽町!ビア ^ レストラン!レバンテ
IV)W! %&'(!EH"/(UYUYHK!授賞式／
!
グランドハイアット東京
IV-*! 0* 名の大会食会／京都市!月の桂酒蔵
IV-+! 大阪開催
「岐阜の地酒に酔う )*+0」／
!
大阪マーチャンダイズマート
,V-!
ふくしま美酒体験／セルリアンタワー東急ホテル
,V.!
第 -- 回軽井沢ゴルフコンペ／軽井沢 I) ゴルフ場
,V+-! 佐々木酒造蔵開き／京都市
,V)*! 一日市盆踊り／秋田県南秋田郡八郎潟町一日市
,V)+! \&R& 日本酒イベント／御茶ノ水レンタルキッチン
,V)+! 花岡浩司先生ダンスパーティ／グランドハイアット東京
,V)0! 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
,V)0! /:49#58=!2#$G グループ×宮城県イベント／萬屋伍平
,V)I! あおもり酒号イベント／青森県!青森市、八戸市
,V),! 太秦江戸酒場 )*+0 ／東映太秦映画村
,V),! 岐阜開催
「岐阜の地酒に酔う )*+0」／
!
岐阜じゅうろくプラザ
,V)W! 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
!
,V-*! 愛媛の酒を楽しむ会／八芳園
WV0!
第 . 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
WV,!
クールジャパン國酒の会／名古屋観光ホテル
WVW!
第 I 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
WVW!
鳥取・岡山・香川・愛媛!第 ) 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
WV+*! 第 ; 回和酒フェス／日本テレビタワー
WV+)! やまとのこころ発表会／明治記念館
WV+)! 東海青年連絡会!第 +- 回例会トークショー／
!
新東通信東京本社
WV+;! [#$6<?73!B4C45!×!東武鉄道《日光の水を巡る旅》／
!
!
栃木県!日光市
WV+.! 全情連大会 &KY& 秋田大会／秋田キャッスルホテル
WV+0! 日本酒オーシャンズ!)*+0!ナイトクルージングパーティー／
!
%@=CG<5@!U<D@<!R4@!E38#$7

WV))!
WV))!
WV)I!
WV),!
WV-*!
!
+*V+!
+*V+!
!
+*V+!
+*V+!
+*V+!
+*V)!
+*V0!
+*VI!
!
+*VI!
+*V,!
+*V++!
!
+*V+)!
+*V+;!
+*V+.!
!
+*V+0!
+*V+0!
+*V)*!
+*V)+!
!
+*V))!
!
+*V)-!
+*V)0!
!
+*V)0!
!
+*V)I!
!
++V)!
++V-!
!
++V;!
++V.!
++V0!
++V0!
++V0!
!
++V++!

第一回!%G#D<D8!%4D7!U3#C ／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
)*+I!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 R&F ＆
[YKK(F ／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!E34]9!%4D7!\43A75 ／京都市
ちょこたび埼玉・小川町 - 蔵酒蔵めぐり／リリックおがわ
東京×長野!カンパイ %UMO(!)*+0 ／ &D#S4 卓球スタイル
純米酒フェスティバル )*+0 秋／ベルサール渋谷
ファースト
第 +- 回!埼玉 -. 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／
&K& クラウンプラザホテル広島
千葉の酒フェスタ )*+0 ／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 )*+0 ／
コートヤードマリオット銀座東武ホテル
)*+0 ぐんまの酒フェスタ／東京交通会館
路地裏 .. ダイニング／目黒!スタジオ (&%(
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
YZE)*+0 受賞!プレミアム日本酒試飲会／
日本橋 M1YUH
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
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
大村商工会議所!創立 I* 周年記念事業祝賀会／
パークベルズ
ジョイオブサケ東京／五反田 UHE
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
KUU コミュニケーションズ! コンタクトセンターセミ
ナー )*+0 ／グランドプリンスホテル広島
伏見の清酒まつり／京都市!伏見区!大手筋商店街
津田物産!産地交流会／梅田!帝国ホテル
28D4@4!%&'(!6<::769#<5 ／埼玉県深谷市!深谷ベース
KY//HK 女性からだ会議／
ホテルメトロポリタンエドモント
ランディーチャネル先生!)* 周年祝賀会／

!
フォーシーズンズホテル京都
++V+)! 冨田勲先生!追悼コンサート／ R85D4=834
++V+)! 京都市関連＆銀座日本酒の会／銀座!杉もと
++V+.T+0!第 -, 回東京一ノ蔵を楽しむ会／椿山荘
++V+,! ボートレース大村 %\ 第 +W 回チャレンジカップ競走
!
関東地区媒体訪問／笹川会館
++V+W! 第 . 回和酒フェス／中目黒 \U
++V)*T)+!喜多方酒蔵つぅりずむ／喜多方市
++V)*! 豊島屋フェスタ )*+0 ／豊島屋酒造
++V))! 第 ; 回!日本食文化賞!表彰・顕彰式／綱町三井倶楽部
++V).! 酒ナイト!#5!大阪／太閣園ガーデンホール
+)V)! 東京 /K の会／ "7=S73$!E:8S!B(U!%UF(&"
+)V;! )*+I!ミス日本酒!三重大会／グリーンパーク津
+)V0! UHE クリスマスイベント／五反田 UHE
+)VI! )*+I!ミス日本酒!愛知大会／徳川園
+)V+0! 「純米酒大賞 )*+0」
金賞受賞酒を楽しむ宴／八芳園
+)V+,! )*+I!ミス日本酒!石川大会／金沢東急ホテル
+)V)*! 日本酒造組合!篠原会長!叙勲祝賀会／帝国ホテル
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+V)!
日本酒マニアック博 ) ／大阪梅田ロフト
+V-!
B!E8:9837!27$9 ／東京国際フォーラム
+V0!
埼玉新聞社!)*+I 新年賀詞交換会／
!
浦和ロイヤルパインズホテル
+V+*! B&a&!東京事務所!訪問／御茶ノ水ソラシティプラザ
+V+*! BUR 賀詞交歓会／東天紅 B&E' 大宮店
+V++! 財務省!岡本審議官!表敬訪問／財務省
+V++! 麺類業四団体!新年祝賀会／京王プラザホテル
+V++! 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
+V+W! 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
+V)0! 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
+V)0! 福岡県酒造組合、福岡県庁!訪問／
!
福岡県酒造組合、福岡県庁
+V-*! 岐阜県酒造組合!訪問／岐阜県酒造組合
+V-*! にこにこ一般財団法人!新年会／六本木ヒルズクラブ
)V)!
埼玉地酒応援團!新春の集い／大宮ソニックシティ
)V)!
愛知県大村知事表敬訪問／愛知県庁
)V)!
神奈川県酒造組合!訪問／神奈川県酒造組合
)V)!
石川県庁、山野金沢市長表敬訪問／石川県庁
)V-! 「京あるき!#5!東京 )*+I」
大使館レセプション／
!
明治記念館
)V.!
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
)V0!
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
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Activities
in Japan

国内外に向けた、日本・日本文化の情報の発信
/37$75949#<5!<]!B4C45!45A!#9$!<L5!68:9837!9<!9G7!L<3:A
日本酒、および日本文化の情報を発信していきます。

)VI!
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
)V,TW! )*+I!福島・宮城・岩手!復興応援物産展／
!
丸ノ内!B/ タワー 'YUU(
)V++T+)!日本酒マニアック博!#5!東京／池袋パルコ
)V+0T+I!2<<A!U4S:7!#5!B4C45!)*+I ／幕張メッセ
)V+I! 埼玉県酒造組合!訪問／埼玉県酒造組合
)V+I! 神奈川の酒を楽しむ夕べ
（第 +. 回）／
!
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
)V)*! 神奈川県黒岩知事表敬訪問／神奈川県庁
)V)-! 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
)V)0! 幸手宿うまいもん祭り／幸手市
)V)0! 帝松酒蔵まつり／松岡醸造
)V),! )*+I!ミス日本酒!福岡代表!安藤彩綾さん!壮行会／
!
&K& クラウンプラザホテル福岡
-V;!
埼玉 %&'(!2(%UYP&O!)*+I ／小江戸蔵里
-V.! 『 +) 蔵・飛騨の蔵元 勢ぞろい ff』／
!
飛騨高山まちの博物館
-V,!
秋田の酒きき酒会＆楽しむ会／ガーデーンシティ品川
-VW!
多可町講演会／兵庫県多可町ベルディーホール
-V+*! 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
-V++T+)!にいがた酒の陣 )*+I ／朱鷺メッセ
-V++! 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
-V+-! 埼玉県上田知事表敬訪問／埼玉県庁
-V+;! 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
-V+,T+W!第 +* 回蓬莱蔵祭り／渡辺酒造店
-V+W! 秋田酒屋唄を飲む会／秋田酒造酒蔵
-V)*! 落語と日本酒で楽しむ浅草／浅草三業会館
-V)-! 山形 \Y 発表会／東京ステーションホテル
-V);! 愛媛県新酒品評会／国際ホテル松山
-V).! 巣鴨さくら祭り／巣鴨界隈
-V).! 和酒フェス／中目黒 \U タワー前広場
;V+!
日の丸醸造株式会社蔵開き／日の丸醸造株式会社
;V+!
幸手市桜祭り／埼玉県幸手市
;V.!
第三回全日本國酒カクテルコンペティション第 )) 回

!
;V)*!
!
;V)-!
!
;V-*!
!
.V-!
!
.V+;!
.V+0!
.V+I!
.V+,!
.V)*!
!
.V)+!
.V);!
!
.V)0!
!
.V),!
.V)W!
.V-*!
!
0V+!
!
0V;!
0V.!
0VI!
0VI!
!
0V,!
0VW!

;V,!
第 ; 回ちょこたび埼玉酒蔵めぐり／埼玉県小川町
;V+)T+;!麺産業展／東京ビックサイト
;V+-! 4L4 酒認定式／八芳園
;V+-! %&'(!フォーラム日本酒を世界の %&'( へ／
!
ホテルニューオータニ
;V+.! 第五回日本橋エリア日本酒利き歩き )*+I ／
!
日本橋エリア
;V+0! 純米酒フェスティバル )*+I 春／
!
ベルサール渋谷ファースト
;V+,! ワイングラスでおいしい日本酒アワード／

0V+I!
0V+W!
0V))!
0V)0!

日本のお酒を味わう会／ウェスティンナゴヤキャッスル
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0V+*!
0V++!
0V++!
0V+)!
0V+-!

0V),!
IV-!
IVI!
IV+0!
!

写真左上：各媒体取材
写真中上：ラジオ出演
写真右上：
「恋のしずく」
映画出演
!
!/P 出演
写真左下：日本酒テーマの楽曲「その時僕は」
写真中下：R<@!YY!"75!コンサート!アテンド
写真右下：
【"#$$!%&'(!オフィシャル Q/】

六本木!アカデミーヒルズ
やまがた酒コレクション )*+I ／
ホテルメトロポリタン池袋
郷酒フェスタ／
リーガロイヤルホテルグループ!都市センターホテル
第 , 回京都日本酒紀行 地酒フェスタ／
ウェスティン都ホテル京都
みちのく＆熊本フェス )*+I ／
お台場フジテレビジョン + 階広場
吟醸新酒祭／有楽町!東京交通会館
映画
【恋のしずく】
記者発表会／東広島市役所
国分Ｇ酒類総合展示会／品川プリンスホテル
熊本産酒を楽しむ会／熊本ホテルキャッスル
福島県酒造組合参議院 I* 周年祝賀イベント／
国会議事堂
第 +, 回!寒菊 蔵開き／合資会社 寒菊銘醸
M/H 5<39G!&$#4!F7>#<54:!E<5]737567 ／
日の出埠頭
銀座並木ナイトクルーズ／
悠久の蔵!銀座並木通り本店
北都千国会!春の蔵元試飲会／札幌第一ホテル
北海道酒造組合ご挨拶／北海道酒造組合
三菱東京 12B 江古田支店主催!三日月会／
三菱東京 12B 銀行!!番町分館
福島県酒造組合!日本酒参議院発売開始／
参議院議員会館地下コンビニエンスストア
大阪酒の陣／ホテル阪急インターナショナル
地域の魅力発信セミナー／ホテル椿山荘東京
スウェーデン大使館表敬訪問／スウェーデン大使館
東京・月の桂にごり酒の会!0 月会
【東京会】／
赤坂四川飯店
「陳!健一」
日本酒造組合中央会!第 0; 回通常総会／明治記念館
台東区発足 I* 周年! 台東区・姉妹友好都市! 日本酒＆
特産品フェア／松坂屋上野店
白鶴錦田植え／兵庫県多可町
登紀子の田んぼ 山田錦田植え／兵庫県多可町
ラベンダーパーク多可、杉原紙の里／兵庫県多可町
白鶴銀座天空農園
「白鶴錦」
田植え／白鶴銀座天空農園
台東区発足 I* 周年! 台東区・姉妹友好都市! 日本酒＆
特産品フェア／松坂屋上野店
第 ++ 回全国日本酒フェア／池袋サンシャインシティ
愛媛の酒を楽しむ会／八芳園
ジュエリーイベント／ホテルニューオータニ
関西日蘭協会! シャボットあかね様講演会／大阪ビジ
ネスパーク!パナソニックタワー
酒蔵ツーリズム推進協議会総会／ＡＰ新橋虎ノ門
福岡県魅力発信セミナー／外務省飯倉公館
シンクパール活動報告会／衆議院第二議員会館
K\H!!%&'(!!2(%U!)*+I!夏の陣／
中部国際空港セントレア

賀茂鶴酒造株式会社法人設立+**周年感謝の集い／
ホテルニューオータニ
賀茂鶴酒造株式会社法人設立 +** 周年感謝の集い／
&K& クラウンプラザホテル広島
第 I 回!大信州手いっぱいの会!#5!松本／
ホテルブエナビスタ
第 I 回!和酒フェス!49!中目黒／中目黒 \U タワー前広場
岐阜の地酒に酔う )*+I!#5!東京／如水会館
賀茂鶴酒造株式会社!新商品プレス発表会／
バツアートギャラリー
全国燗酒コンテスト審査会／キリン日本橋ビル
月の桂!蔵の会!酒蔵で月の桂を飲み干す会／月の桂
岐阜の地酒に酔う )*+I!#5!大阪／ H"" ホール
全国金賞受賞知事感謝状贈呈式／埼玉県知事公館
賀茂鶴酒造株式会社法人設立 +** 周年感謝の集い／
帝国ホテル大阪
,V)!
ラジオ番組 2"!21BY「ニホンのナカミ」
収録／
!
赤坂プロネックススタジオ
,V-!
賀茂鶴酒造株式会社法人設立 +** 周年感謝の集い／
!
名古屋観光ホテル
,VW!
熊本県菊池市長表敬訪問／菊池市役所
,V+0! \&R& 訪問／新宿フロントタワー
,V+W! ふくしま美酒体験 #5 渋谷／
!
セルリアンタワー東急ホテル
,V)*! 未生流笹岡!東京支部展パーティー／
!
ロイヤルパークホテル汐留
,V)*! ふるさと自慢スクールコンテスト／ U'/ 赤坂駅カン
ファレンスセンターホール
,V)*! 岐阜の地酒に酔う )*+I!#5!岐阜／
!
岐阜市文化産業交流センター
,V))! )*+I よい仕事おこしフェア／
!
東京国際フォーラム
,V-*! 埼玉地酒応援団総会／大宮ソニックシティ!国際会議室
,V-+! 山形県酒造組合表敬訪問／山形県酒造組合
WVI!
青木酒造創業 -** 周年記念パーティ／
!
ナスパニューオータニ
WV,!
國酒の会／名古屋観光ホテル
WV+*! 静岡県地酒まつり )*+I!YK!UH'MH ／
!
東京交通会館 +)2!ダイヤモンドホール
WV+*! 日本酒オーシャンズ／シンフォニークルーズ
WV+*! 大信州!手いっぱいの会 #5 東京／グランドパレス東京
WV++! 灘の酒フェスティバル／時事通信ホール
WV+-! 南部杜氏のさと・岩手 いわて酒物語 )*+I ／
!
池袋ホテルメトロポリタン
WV+.T+0!灘の酒フェスティバル!#5!銀座／時事通信ホール
WV+0! 武蔵の國の酒祭り／大國魂神社参道わき広場
WV+I! 千葉の酒フェスタ )*+I YK!!!UH'MH ／
!
東京交通会館
WV)+! 伏見の清酒で、乾杯！レセプションパーティー／
!
丸の内ハウス

IV+W!
!
IV)+!
!
IV))!
!
IV))!
IV)-!
IV)0!
!
IV)0!
IV)W!
IV-*!
,V+!
,V)!

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：日本酒参議院発売イベント
写真下：参議院議長表敬訪問

各県知事・副知事表敬訪問
写真左上：岩手県達増知事
写真右上：埼玉県上田知事
写真左下：愛知県大村知事

ツーリズムエキスポ B&/&K!! ウェルカムレセプショ
ンパーティ／東京ビックサイト
WV)I! 酒サムライ叙任式／京都!松尾大社
WV),! 秋田の酒きき酒会!#5!大阪／新阪急ホテル
WV-*! 日本酒を楽しむ会!)*+I ／ U'/ ガーデンシティ名古
屋
+*V+! 第 +; 回「日本酒で乾杯推進会議」総会・フォーラム＆
懇親パーティ／明治記念館
+*V+! 第 ) 回!東京カンパイ %UMO( ／東京小売酒販会館
+*V-! B&/&K/&E')*+I オープニングレセプション／ヒル
トン東京お台場
+*VI! 吞んで復興！火の国くまもとの酒×全国の銘酒／
!
熊本城二の丸広場
+*VIT,! 西条酒まつり／東広島市西条
+*VIT,! 東京味わいフェスタ )*+I ／
!
東京国際フォーラム地上広場
+*VW! 東北六県魂の酒まつり／ベルサール東京日本橋
+*V+*! 第 +; 回目の大試飲会、きき酒選手権埼玉大会／
!
大宮ソニックシティ
+*V++! ぐんまの酒フェスタ／
!
交通会館 +) 階
「ダイヤモンドホール」
+*V+;! 白鶴銀座稲刈り／銀座天空農園
+*V+.! )*+I 慶應連合三田会大会／慶應大学日吉キャンパス
+*V+,! 全国燗酒コンテスト入賞酒お披露目会／
!
コートヤードマリオット銀座東武ホテル
+*V+,! 酒ゃビックグループお得意先様感謝祭 )*+I ／
!
ザ・グランドティアラ名古屋駅前
+*V)*! YZE!)*+I 受賞プレミアム日本酒試飲会!前夜祭／
!
野村コンファレンスプラザ日本橋
+*V)*! シャインオンキッズ／東京アメリカンクラブ
+*V)+! サケマルシェ／石川県!しいのき迎賓館
+*V)+! )*+,!ミス日本酒!石川大会／金沢東急ホテル
+*V)+! 第 , 回!和酒フェス!49!中目黒／中目黒 \U タワー前広場
+*V)+! YZE)*+I 受賞 プレミアム日本酒試飲会 本祭／
!
野村コンファレンスプラザ日本橋
+*V)-! 白山の恵みフェア／石川県白山市イベント会場
+*V);! 記念館リニューアルレセプション／京都・柳水
+*V).! )*+I/37=#8=!%4D7!27$9#?4:!吟醸酒を味わう会／
!
東京交通会館
+*V)0! 第 0+ 回宇宙科学技術連合講演会／ホテル日航新潟
+*V)I! YZE チャンピオンサケ受賞祝賀会／
!
二戸パークホテル
+*V),T)W!千駄ヶ谷!K#CC<5!食祭市／千駄ヶ谷!鳩森神社
+*V)W! 第四回大日本食サミット／日本誠心調理師専門学校
+*V-+! ＷＣＯ
（世界税関機構）
ＴＩフォーラム／
!
ヒルトン東京お台場!ペガサス

WV)+!

柳水レセプション／京都・柳水
酒類鑑評会
「技術研究会」／関東信越国税局
ジョイオブサケ東京／五反田 UHE
)*+,!ミス日本酒!関西オーディション／京都・柳水
関東甲信クボタ )*+I 年ふれあい感謝祭展示会／
千葉成田
前橋・赤城スローシティフェア／ぐんまフラワーパー
ク
++V0! 惣誉を愛する会／宇都宮東武ホテルグランデ
++V,! 二戸フェア!南部美人 ^ 格之進 58] ／格之進 K78]
++VW! 帝松金賞受賞を祝う会／リリック小川
++VWT+*!全国商工会議所観光振興大会 )*+I#5 前橋／ベイシア
文化ホール・ヤマダグリーンドーム前橋
++V+*! )*+,!ミス日本酒!東京オーディション／
!
日本酒造組合中央会
++V+*! 世界鷹ささの会／ホテルブリランテ武蔵野
++V++! Q4CC@!Z<=45!文化祭、交流会／
!
アークヒルズ! アーク森ビル、&K& インターコンチ
ネンタルホテル東京!"Yaa!バー＆ラウンジ
++V+)! )*+, ミス日本酒!東京オーディション／
!
ワン・デイ・オフィス・トーキョー
++V+.T+0!第 -W 回東京一ノ蔵を楽しむ会／ホテル椿山荘東京
++V+I! 横手ものづくりネットワーク会議／
!
アルカディア市ヶ谷私学館
++V+W! 豊島屋フェスタ )*+I ／豊島屋酒造
++V)+! 宮古酒類業懇話会／岩手県宮古市内
++V)+! 東京岐阜県人会!平成 )W 年度総会・懇親会／
!
ホテルグランドパレス
++V))! 日本食学会表彰式／日本外国特派員協会
++V);! 復興支援!プレミアムフライデー／赤坂バル横丁
++V)0! )*+, ミス日本酒!オーディション／東京都中央区日本
橋!
++V),! 月の桂!新酒お祝い会／かぶらや
++V)W! )*+, ミス日本酒!京都大会／ウェスティン都ホテル
++V-*! 共同 /F 社長谷様主催!感謝の夕べ／
!
帝国ホテル東京!孔雀西の間
++V-*! 酒と肴とシャンソンと／銀座コリドー街 蛙たち
+)V+! アジア婦人科腫瘍学会／水天宮ロイヤルパークホテル
+)V-! )*+,!ミス日本酒!三重大会／ホテルグリーンパーク津
+)V;! 元 ZR& 世界スーパーフェザー級チャンピオン内山
高志さん引退記念パーティー／
!
ザ・プリンスパークタワー東京
+)V+;! ミュージックビデオ撮影／
!
&U%1!KY%QY'&Z&!ウエディングサロン
+)V+;! 「純米酒大賞 )*+I」
金賞受賞酒を楽しむ宴／八芳園
+)V+.! 京都府伏見警察署 + 日警察署長／

+*V-+!
++V+!
++V+!
++V-!
++V-T;!
!
++V;!

写真右下：関東信越国税局長刀禰俊哉様表敬訪問

!
+)V+0!
+)V+I!
+)V)*!
+)V)-!
+)V).!
+)V).!
!

月桂冠株式会社!昭和蔵ホール、大手筋商店街
酒ゃビック試飲販売／酒ゃビック滝ノ水店
横浜クリスマスラリー／横浜国際会議場
顧問会議、懇親会／無有夢
神戸クリスマスラリー／神戸国際展示場
五木ひろしディナーショー )*+I ／東京プリンスホテル
花岡先生ダンスパーティー／
グランドハイアットボールルーム

201 8

BTE1OU1F(!2(%U ／
にっぽん・和心・初詣／東京国際フォーラム
豊かな埼玉をつくる県民の集い!)*+, 新年賀詞交換会
／パレスホテル大宮
+V+*! )*+,!"#$$!%&'(!ファイナリスト発表会／
!
グランドハイアット東京
+V++! 埼玉県酒造組合 全員協議会／
!
熊谷ホテルガーデンパレス
+V+,! ケーブル東海支部の賀詞交換会／
!
名古屋ガーデンパレス
+V+WT)*!第 )I 回!新春
「祝い市!#5!みえ」／メッセウィングみえ
+V)0e)I! にいがた酒の陣プレイベント!#5!東京駅／東京駅構内
+V)W! B(UFH 表敬訪問／アーク森ビル
+V)W! サッカーキング編集部表敬訪問／株式会社フロムワン
)V)!
京都創生 /F 事業「京あるき #5 東京 )*+,」大使館レセ
プション／八芳園
)V.!
京都観光サポーター制度特別シンポジウム／京都大学
)V0!
川場村、群馬県知事表敬訪問／川場村、群馬県庁
)VI!
埼玉地酒応援団新春の集い／大宮ソニックシティ
)VWT+*! クボタ新春｢夢農業｣!／アイメッセ山梨
)V+-! 着付け動画・写真撮影／ YKRH1K[!O(&\1(
)V+-! 花巻小売酒販組合!経営活性化支援研修会／
!
ホテルグランシエール花巻
)V))! B&/&K!%/YFYU!EHKE(FU!維新伝心／
!
東京オペラシティコンサートホール
)V)-! 茨城県酒造組合、茨城県知事表敬訪問／
!
茨城県酒造組合、茨城県庁
)V).! 第２回 日本語教育支援事業運営委員会／
!
群馬大学太田キャンパス
)V)0! 福島県酒造組合、福島県知事表敬訪問／
!
福島県酒造組合、福島県庁
)V)I! 三重県知事表敬訪問／三重県庁
)V)I! )*+,!ミス日本酒!愛知代表壮行会／
+V)!
!
+V.!
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Miss SAKE Summit
Miss SAKE Summit
!"#/)&'(()*+,-)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!"!" 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「&'(()*+,-」を選出いたします。その発信拠点となる
各国代表会議「&'(()*012)*344'5」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。

!"#^ 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

Miss SAKE USA
一般社団法人ミス日本酒は !"#$ 年 % 月%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
「&'(()*+,-).*+」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（&'(()*+,-）」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

主催 )

&'(()*+,-)+((67'05'68

共催 )

922:).*+ ／ ;+<+).*+ ／
=>08(?6>405'68)@8'5'05'A2)@87 ／
,2A'8B()2852>50'84285

)
)
後援 )

)
)
)
)
)
)

ニューヨーク総領事館：C68(3D052)E282>0D)6?)F0G08)'8)H2I)J6>1
日本政府観光局 K+：F0G08)H05'680D)=63>'(4)L>M08':05'68NFH=LO)K+
日本政府観光局 HJ：F0G08)H05'680D)=63>'(4)L>M08':05'68NFH=LO)HJ
日本貿易振興機構 HJ：F0G08)-P52>80D)=>0Q2)L>M08':05'68NF-=RLO)HJ
国際交流基金 HJ：=S2)F0G08)T638Q05'68)HJ
ニューヨーク日本商工会議所 )：)F0G082(2)CS04U2>)6?)C6442>72)08Q

) )

)

)

)))@8Q3(5>V)6?)H2I)J6>1W@87

特別協賛 )

HHHJ)*1'8)C0>2

協力)

ジャパンウィーク：F0G08);221
紀伊国屋 .*+：,'86138'V0).*+

)
)
)
)
)
)
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（ニューヨーク市マンハッタン区チェルシー）

伊藤園 .*+：@=L)-H)NH6>5S)+42>'70O)@87X
日本和装 .*+：<@Y+HE.)HJ

*+,-&+H)Z),.R+&L=L).*
=[-);@H-RJ)\)F+]L)*.*[@
,L+)>2(503>085

Miss SAKE World Wide
!"#$%&%"%'($)%*+(%,+--+.!!$/(!…
"00%1234%56768%91:%;<8=%>6?3%@43A34<3>%1;%=<;;3438B%6C3%68=%><D3>E%600%1;%AF<GF%F623%183%
BF<8C%<8%G1HH18I%J1%741=:G3%F<CF&K:60<B9%>6?3%A<BF1:B%G1H741H<><8C%18%K:60<B9L%"%C160%
BF6B%F6>%734H36B3=%>6?3%741=:GB<18%;14%G38B:4<3>%68=%F6>%H6=3%>6?3%6%@43A%;14%G1881<>>3:4>%
60>1%<8B3486B<186009L

!6?3%M%BF3%81@03>B%1;%@32346C3>
'9%BF3%;6GB%BF6B%>6?3%F6>%@338%@43A3=%;14%H143%BF68%NOPP%9364>%56768%F6>%=3230173=%6%
:8<K:3%741G3>>%<8%741=:G<8C%6%B6>B9%60G1F10<G%@32346C3E%6%741G3>>%BF6B%F6>%@338%43;<83=%1234%
BF3%G38B:4<3>L%JF3%43>:0B%<>%BF6B%56768%B1=69%741=:G3>%BF3%81@03>B%1;%@32346C3>%@9%:><8C%
;34H38B6B<18%68=%81B%=<>B<006B<18L

Q<>>%!"#$%&%6%@4<00<68B%G18G37B%B1%60>1%741H1B3%56768
JF3%Q<>>%!6?3%G18B3>B%<>%6%@4<00<68B%G18G37B%B1%741H1B3%>6?3%68=%56768%B1%BF3%A140=%@9%
>38=<8C%1:B%6%>6?3%6H@6>>6=14%B1%=<;;3438B%G1:8B4<3>%<8%BF3%A140=L%%-1B%036>B%<H714B68B%<>%
BF6B%BF3%43743>38B6B<23%F6>%6%=337%?81A03=C3%1;%>6?3E%@:B%60>1%<>%B46=<B<186009%=43>>3=%<8%
?<H181E%<8%14=34%B1%;:4BF34%38F68G3%BF3%G:0B:460%6>73GB>%BF6B%643%0<8?3=%A<BF%>6?3L%

OPNRI%NSP%9364>%1;%=<701H6B<G%4306B<18>%!A3=38&56768
.%436009%43C43B%BF6B%.%G6881B%6BB38=%BF3%Q<>>%!6?3%*<8603%<8%<8G43=<@03%#91B1%BF<>%9364L%JF3%
>6H3%A33?38=%.TH%38C6C3=%<8%68%3238B%<8%!A3=38T>%G67<B60%!B1G?F10H%BF6B%<>%0<8?3=%B1%BF3%
NSPBF%688<234>649%!A3=38%M%56768L%"8%3238B%38=14>3=%@9%BF3%567683>3%$H@6>>9L%%

!"#$%&%6%43>73GB3=%@468=%1;%56768
"0BF1:CF%.%G6881B%6BB38=%BF3%Q<>>%!6?3%;<860%BF<>%9364%.%A1:0=%0<?3%B1%G18C46B:06B3%BF3%BF433%
74<8G<760>%JF3%56768%!6?3%'43A34>%">>1G<6B<18E%%JF3%-6B<1860%J6U%"C38G9E%*143<C8%
Q<8<>B49%68=%*11=%Q<8<>B49%;14%BF3<4%>:7714B%1;%BF3%Q<>>%!6?3%G18B3>BL%%"%>38><@03%
<823>BH38B%6>%!6?3%<>%81B%1809%6%@32346C3E%>6?3%<>%600%1234%BF3%A140=%6%43>73GB3=%68=%
A300&?81A8%@468=%1;%56768L%.%C:6468B33%BF6B%BF3%A140=%A<00%C3B%B1%?81A%OPNR%Q<>>%!6?3%
;<860%BF41:CF%!6?3J3>BLG1HE%H9%B4<@:B3%B1%@1BF%>6?3%68=%56768L

.%6H%F18143=…
.%6H%F18143=%B1%@3%<82<B3=%60>1%BF<>%9364%B1%A4<B3%H9%H3>>6C3%<8%BF<>%743>B<C<1:>%741C46HE%
741=:G3=%688:6009%@9%Q4L%"<@6%68=%F<>%G10036C:3>%;14%BF3%Q<>>%!6?3%;<860L%+8%BF3%=69%1;%BF3%
;<860%<8%#91B1%H9%BF1:CFB>%A<00%@3%A<BF%91:L%.%A<00%<8%!A3=38%46<>3%H9%C06>>%1;%>6?3%68=%
74171>3%6%?6876<%B16>BE%81B%1809%;14%Q<>>%!6?3%OPNR%@:B%60>1%;14%56768L
+>B46%V432<3E%!A3=38%<8%Q64GF%OPNR
%
%

Leif Almo
W18L%,18>:0%V383460%1;%56768
'1X%!A3=38&56768%*1:8=6B<18
'1X%,147>%,18>:064%!1:BF348%!A3=38
*14H34%Y43><=38B%,147>%,18>:06<43%38%!:Z=3%
[,18>:064%,147>%!A3=38\
*1:8=34%1;%AAAL!6?3J3>BLG1H
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
ナデシコプログラム

日本文化のアンバサダーとなるために
ミス日本酒（"#$$%&'(）は、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おります。

第2回

第1回

ファイナリスト心得 +!

一般社団法人ミス日本酒!代表理事!愛葉宣明

撮影実践講座 CG<9<T45AT$9@:7!奥村慎之助様、山本香様

初代ミス日本酒として! 初代!ミス日本酒!森田真衣

ファイナリスト公式 %K% 講座

日本にいてもわからない日本
（酒）
の真実

ウェブリテラシー実践編

元チャタムハウス
（英国王立国際問題研究所）
客員研究員、名古屋大学

一般社団法人ミス日本酒!Z7S ディレクター!中村信次郎

客員教授!佐藤宣之様

第3回

第4回

ファイナリスト心得 )! 一般社団法人ミス日本酒代表理事!愛葉宣明

着付け講座 +!

着付け講師!前井雅美様

最先端の宇宙開発とイノベーション −背景にあるダイバーシティ−!

和髪講座!

)*+I!ミス日本酒!田中梨乃

B&a&!宇宙航空研究開発機構!岩渕泰晶様
%4D7 から観光立国 株式会社コーポ・サチ代表取締役!平出淑恵様

ナデシコノタシナミ! 初代!ミス日本酒!森田真衣

第5回

第6回

着付け講座 )!

着付け講師!前井雅美様

米・食味講座! 株式会社龍の瞳!代表取締役社長!今井隆様
ネイルセルフケア・パーフェクト付け睫毛講座!
株式会社マニモード!代表取締役、ミス日本酒公式ネイリスト!山田裕美子様
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Z%(U!%&'( 講座!O7?7:+ Z%(U!%&'( 講師!鈴木更紗様

第7回

第8回

着付け講座 -! 着付け講師!前井雅美様

いけばな〜 )*)* 年それ以降に向けて〜!

道について!

)*+0!ミス日本酒!田中沙百合
乾杯文化と国際儀礼!

華道
「未生流笹岡」
家元!笹岡隆甫様

海外ワイナリーコーディネーター、日本酒海外プロモーター!郭山松美様

個別面談!

第9回

第10回

最終選考会へ向けての説明及び指導

B&a& 筑波宇宙センター見学会!
国立研究開発法人!宇宙航空研究開発機構!研究開発部門!主任!岩渕!泰晶様

)*+0 ミス日本酒!田中沙百合、)*+I!ミス日本酒!田中梨乃
公益財団法人!日本醸造協会!旧醸造試験所第一工場見学会
公益財団法人日本醸造協会!会長 岡崎直人様、副会長兼常務理事 木崎康造様

第 11 回

和紙梳き体験!

お手紙の書き方! )*+I!ミス日本酒!田中梨乃
一般社団法人ミス日本酒代表理事!愛葉宣明

第12回

小津和紙!髙木清様

Z%(U!ZYK( 講座!O7?7:+ Z%(U!ZYK( 講師!秋吉まり子様

江戸切子作成体験! 江戸切子の店華硝取締役!熊倉千砂都様
個別面談!

一般社団法人ミス日本酒!理事!大西美香

第 13 回

銀座天空農園見学、利き酒講義
白鶴酒造株式会社!天空農園長!小田朝水様

第14回 最終選考会プレリハーサル

会場ご協力

白鶴!銀座スタイル!Q&'1U%1F1!\YKg&!%UMO(
東京都中央区銀座 . 丁目 +) 番 . 号!白鶴ビルディング I 階

「命」
について、酒サムライからミス日本酒の皆様へ
第 +) 代!酒サムライ、六花界グループ!オーナーシェフ!森田隼人様
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Miss SAKE
田植え
Rice Planning…
Food and Agriculture Activeties

ミス日本酒

食産業・農作などの事業、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（"#$$%&'(）の活動を通して伝承してまいりま
す。また農業、漁業にも携わり食を通した学びを続けてまい
ります。

：兵庫県多可町田植え
：銀座天空農園稲刈り
：白鶴錦田植え
：麺産業展：日本酒紹介コーナー
：クボタ新春「夢農業」
!
展示会
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Miss SAKE
祭 り

ミス日本酒

MATSURI…
Japanese Cultural Activities

晶です。地域を越え、時代を越え、人々の絆を紡いできた信

日本の文化・伝統などの事業

ミス日本酒（"#$$%&'(）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
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
り組んでまいります。

：西条酒まつり
：大相撲川崎場所
：巣鴨染井吉野さくら祭り
：剣道による文化交流!#5!スウェーデン
：%(K[&\&M&!KY//HK!食祭市
：近藤悠三記念館!オープニングレセプション
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Local Contest
Overview
Mi ss S AK E 地 方 大会

概要

地方創生、
そして女性の活躍を
推 進できる社会づくりを
私たちは、日本に生まれ、
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。
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、
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、
ミス日本酒（!"##$%&'(）の地方大会です。

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。

ミス日本酒（!"##$%&'(）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。
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Brand
Partners
地 方 大会 開 催 企 業 募集

ブランドパートナー募集。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して下さる
パートナーを募集しています。
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。

年間 %&& 万円（' エリア・税別）$$※募集エリアは申込時にご確認ください。

権利取得費

開催メリット

1

企業イメージの向上（!"# 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

伏見警察 '日警察署長

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

福岡県魅力発信セミナー

広告宣伝の機会

メディアへの掲載を通じて商品やサービスの宣伝、
大会時のサンプリングなど広告宣伝の機会としても

$また、大会においては本事業に
活用が可能です。
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。

賛助会員募集

=&'>ミス日本酒$ファイナリスト発表会

賛助会員年間 '& 万円、特別賛助会員年間 %& 万円（税別）
ミス日本酒（()**"+,-）の理念に共感して下さる会員様を募集しております。
お申し込み .//0*12233345)***67849:;2585<8:2
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Local
Contests
Mis s S AK E 地 方 大会

2018 ミス日本酒

石川大会
【開催日】

2017 年 10 月 21 日（土）
【会場】

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

3 0

!"#$%&'&

【主催】)*+,ミス日本酒石川大会実行委員会
【後援】石川県／金沢市／石川県酒造組合連合会／石川県陶磁器商工業協同組合／金沢商
工会議所／輪島商工会議所／協同組合! 加賀染振興協会／一般社団法人! 加賀友禅文化協
会／北國新聞社／北陸放送／テレビ金沢／金沢東急ホテル／金沢倶楽部
【協力】加賀フルーツランド／株式会社カネヒサコーポレーション金澤紅屋／倶楽部! 金澤／
株式会社金剛／株式会社サウンドソニック／作田金銀製箔株式会社／株式会社シーピーユー／
有限会社清湖運輸／有限会社ＨＡＮＡＢＵＳＡ／株式会社花好／ＲＯＹＡＬ!ＢＯＸ金澤
【審査員】
毎田健治様（加賀友禅作家／一般社団法人加賀友禅文化協会
!
!代表理事）
江尻道代様（株式会社ＨＫＳ
!
!取締役）
大樋年雄様（陶芸家／十一代大樋長左衛門）
!
金岡暁稚子様（株式会社金剛
!
!代表取締役社長）
北野義和様（有限会社北野陶寿堂
!
!代表取締役）
作田一則様（作田金銀製箔株式会社
!
!代表取締役）
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）
!
中村太郎様（中村酒造株式会社
!
!代表取締役）
宮川昌江様（株式会社シーピーユー
!
!代表取締役／金沢商工会議所女性会!会長）
山本公生様（有限会社ＨＡＮＡＢＵＳＡ
!
!代表取締役）
米田世志恵様（有限会社清湖運輸
!
!代表取締役）

!"#$%&'((%)*+,
-./01%2.345(4(

!"#$#

2018 ミス日本酒

京都大会

【主催】!"#$ミス日本酒%京都大会実行委員会
（天ぷら八坂圓堂、有限会社平安陶花園、エム ズエステート株式会社）
【共催】
一般社団法人ミス日本酒
【後援】
京都府／京都市
【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／

【開催日】

2017 年 11 月 29 日（水）

京都着物レンタル夢館−ゆめやかた−
【審査員】
笹岡隆甫様（華道｢未生流笹岡｣家元）
%

【会場】

ウェスティン都ホテル京都
京都市東山区粟田口華頂町 1（三条けあげ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/

濱崎加奈子様（一般財団法人有斐斎弘道館
%
%代表理事）
竹内弘一様（
% &'( 京都%キャスター）
鈴鹿可奈子様（株式会社聖護院八ッ橋総本店
%
%専務取締役）
ランディーチャネル宗榮様（裏千家
%
%教授）
十四代目%増田德兵衞様（株式会社増田德兵衞商店
%
%代表取締役社長）
中村暁様（ジャポニズム振興会
%
%プロデューサー／株式会社アーカイブス・ジャパン%代表取締役）

)*&+,+ 様（祇園
%
%真箏）
遠藤弘一（京都祇園
%
%天ぷら八坂圓堂%代表取締役）
岡本将人（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）

3 1

2018 Miss SAKE
Local Contests

($)

2018 ミス日本酒

三重大会
【開催日】

2017 年 12 月 3 日（日）
【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/

3 2

【主催】
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
【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 gUP ／伊賀上野ケーブルテレビ株式会社／
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／中部ケーブルネットワーク株式会社／株式会社アレクシード／
株式会社志摩地中海村／株式会社シフトセブンコンサルティング／株式会社塚本無線／
株式会社シーテック／株式会社ミック／イー・ダブリュ・エス株式会社／
【協力】
三重テレビ放送株式会社／サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社／
K<S8e&YR& 株式会社／株式会社ユナイテッドワークス／ \O&Kg!G4#3!$94>7 ／
株式会社きもの館!ききょうや
【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）
清水慎一郎様（三重県酒造組合
!
!会長）
田村欣也様（津商工会議所
!
!副会頭／株式会社 gUP!代表取締役副社長）!
黒田美和様（株式会社プラ
!
トンホテル!専務取締役支配人）
塩冶憲司（三重県ケーブルテレビ協議会
!
!会長／ミス日本酒三重大会!実行委員長）
山路熟（サイバー・ネ
!
ット・コミュニケーションスﾞ株式会社!代表取締役社長／!
!!!ミス日本酒三重大会!事務局長）

2018 Miss SAKE
Local Contests

*$+#$

2018 ミス日本酒

愛知 壮行会
【開催日】

2018 年 2 月 27 日（火）
【会場】

Cinq Sens-サンクサンス

【主催】)*+,ミス日本酒愛知大会実行委員会
【共催】
一般社団法人ミス日本酒
【協力】
株式会社ナチュールメイ／

CG<9<!45A!$9@:7 ／
関谷醸造株式会社／

K<S8e&YR& 株式会社

愛知県名古屋市千種区池下町二丁目 28 番
アート倶楽部カルチェ・ラタン 3F
http://www.cinqsens.jp/
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広告

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。
歓評会に出品された全ての出品酒を一流レストランによる上質な料理とともにパーティー形式でテイスティングす
るという、ユニークで魅力的な日本酒体験を消費者に提供しております。2001 年にホノルルで始まり、海外最大
規模となったこのイベントが、今年はヨーロッパにも上陸し、世界 4 都市合計で約 4200 人の来場者に日本酒の
魅力を紹介いたします。
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 2018 年開催スケジュール
ニューヨーク

【開催日】

2018 年 6 月 15 日（金）

【会場】

メトロポリタン・パビリオン

18 時 30 分〜 21 時 30 分
ホノルル

【開催日】

2018 年 7 月 27 日（金）

【会場】

ハワイ・コンベンション・センター

18 時 30 分〜 21 時
ロンドン

【開催日】

2018 年 9 月 28 日（金）

【会場】

バービカン・センター

18 時〜 21 時
東京

【開催日】

2018 年 11 月 7 日（水）

【会場】

五反田 TOCビル（13 階特別ホール）

18 時 〜 21 時

www.joyofsake.jp

私たち「THE JOY OF SAKE」はミス日本酒を応援しています

広告

Japan Awasake
Association
一般財団法人 aw a 酒 協 会

awa 酒協会とは
awa 酒を世界へ。グラスの底から立ちのぼるひとすじの泡。日本酒
の新しいかたち、それが「awa 酒」です。私たちawa 酒協会はこの
「awa 酒」に認定基準を設け、技術の普及・品質管理を行い、世
界で認められる乾杯酒になることを目指して awa 酒のブランド化に努
めてまいります。

awa 酒認定基準
「awa 酒」は①商品開発基準、②品質基準の二つの認定基準を設
け、専門機関での成分分析を製造年度毎に行っております。純米
であること、瓶内二次発酵で自然発酵の炭酸ガスのみを保有して
いること、透明であることなど様々な基準をクリアした酒のみが「awa
酒」呼称を使用することを認められ、すべての「awa 酒」には協会が
発行するセキュリティホログラムシールが貼付されています。

認定 awa 酒

http://www.awasake.or.jp/

引用：SAKETIMES

Ikenobo Senko

『
( $%&'(!)*)+,（日本酒マダム）』とは

『 $%&'(!)*)+,（日本酒マダム）』は
ミス日本酒（ !"##($%&' ）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。
世界に誇る日本酒、日本文化を

華道家元池坊 次期家元

池坊 専好 様

広く発信してまいります。

日本の豊かな水と、個性ある風土を反映して
生まれ育まれた酒。
酒を通じて、また酒を分かち合うひとときを通して、
日本をより深く、より楽しく知りたいと思います。

プロゴルファー

対馬 ルリ子 様

小田 美岐 様

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、

和食に合うのはやっぱり日本酒ですね。

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

冷やもよし、ぬる燗、熱燗もよし。ミス日本酒の方には、

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…

その奥の深さを広く発信してもらいたいです。

日本のお酒のケアや美容効果を最大限楽しめる
すてきな日本女性になりましょう！
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Oda Miki

Tsushima Ruriko
NPO 法人女性医療ネットワーク 代表理事
産婦人科医師

Seno Rie

Kaneko Miyuki
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

酒サムライ
LADY SAKE project 代表

金子 実由喜 様

妹尾 理恵 様

和食がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど

!"##$%&' の皆さんは、日本酒の知識だけでなく

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、

日本文化についての幅広い教養を身に付け、

日本酒〜$%&'〜の魅力を輝かせ愛して参ります。

世界中の方々に日本女性の代表として、
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。

Yamazaki Naoko

Tejima Makiko
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

宇宙飛行士

手島 麻記子 様

山崎 直子 様

$)-,、それは日本の糀文化を代表する國酒です。

国際宇宙ステーションでも、それぞれの文化を尊重しています。

(
日本人の心の在り方(をも表現する($)-, が、

文化を大切にすることが、交流の輪を広げます。

世界の食卓で(楽しまれ、$)-,を通じ、各国に暮らす人々との

伝統ある日本酒の文化が、更に広まることを応援しています。

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。
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2018

Miss SAKE
Judges
審査員

桝田 隆一郎 様

株式会社桝田酒造店 代表取締役
富山県酒造組合 会長

中島

薫様

日本アムウェイ合同会社
ダブルクラウンアンバサダー

前垣 壽宏 様

賀茂泉酒造株式会社 取締役副社長
日本酒造青年協議会 会長

小林 宏之 様

航空評論家（元日本航空機機長）

大谷 祥子 様

一般財団法人本願寺文化興隆財団 参議
ジャポニスム振興会 副会長
箏曲家

エルヴェ・クライ・
パトリック 様

ガストロノミー・パートナーズ株式会社
代表取締役社長

ゲスト審査員
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池坊 専好 様

華道家元池坊 次期家元

門川 大作 様

京都市長

Finalists
2018 Miss SAKE ファイナリスト紹介

Entry No.01

北海道

中村 千紗

Chisa Nakamura

Entry No.02

秋田

松田 きよら

Kiyora Matsuta

Entry No.03

福島

堀井 雅世

Masayo Horii

Entry No.04

茨城

宮内 菜奈子

Nanako Miyauchi

Entry No.05

栃木

高野 桃子

Momoko Takano

Entry No.06

群馬

高橋 まゆり

Mayuri Takahashi

Entry No.07

埼玉

武田 紗和子

Sawako Takeda

Entry No.08

千葉

新田 真美

Mami Nitta

Entry No.09

東京

笹木 香利

Kaori Sasaki

Entry No.10

神奈川

須藤 亜紗実

Asami Sudo

Entry No.11

長野

児玉 アメリア彩

Aya Amelia Kodama

Entry No.12

石川

尾張 未奈

Mina Owari

Entry No.13

愛知

近藤 楓

Kaede Kondo

Entry No.14

三重

瀬古 はるな

Haruna Seko

Entry No.15

京都

長澤 采佳

Ayaka Nagasawa

Entry No.16

大阪

河村 美咲

Misaki Kawamura

Entry No.17

和歌山

松本 志保

Shiho Matsumoto

Entry No.18

兵庫

岡崎 奈々

Nana Okazaki

Entry No.19

広島

上田 彩加

Sayaka Ueda

Entry No.20

高知

中村 佳美

Yoshimi Nakamura

Entry No.21

福岡

山本 みずき

Mizuki Yamamoto

Entry No.22

熊本

原田 ひかり

Hikari Harada

Entry No.23

宮崎

吉松 暁美

Akemi Yoshimatsu
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北海道代表

Chisa
Nakamura

E n tr y N o .

01

中村 千紗
生年月日：1995 年 12 月 30 日
出身地：静岡県 職業：北海道大学 4 年

1．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
ミャンマーで子供たちに読み聞かせをし、折
り紙を教える活動を毎年行っています。日本
文化を通じてより多くの人の笑顔を見たいと
いう想いから、ジェスチャーでコミュニケー
ションを取り、その子供達の笑顔がやりがい
となっています。

4．食に関して普段意識していることは何です
か
食前と食後の挨拶を忘れないことです。 M<8!
437!LG49!@<8!749 ということわざの通り、私
達の身体は口にしたものでできています。他
の言語には訳せない「いただきます」
「ご馳走
様でした」という挨拶には、日本人らしさが詰
まっているため、大切にしております。

2．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
農業経験です。私が大切にしていることに「体
感すること」があります。座学だけではわから
ないこと、また農家の方に直接お話を伺わな
ければわからないことがあると思い、自分自
身も農作業に携わらせていただきました。

5．終わりに代表地域の PR
北海道は全国各地の文化が集まった土地です。
ご存知の通り、新鮮な農産物や海産物をいた
だくことができます。大自然の中で作られる
日本酒はとても美味しいので、是非より多く
の方に、美味しいお料理と一緒に召し上がっ
ていただきたいです。

3．特別意識している美容法は何ですか
大切な日の前日には、純米酒を使った日本酒
風呂に入っています。日本酒風呂は冷えの改
善や肌のキメを整えるといった効果があるそ
うです。また、神事の際にはお清めとして使
われ、神聖な場面でも用いられることから邪
気払いの意味も込め実施しております。

秋田代表

02

松田 きよら
生年月日：1995 年 7 月 21 日
出身地：秋田県 職業：新潟大学 4 年

１．自己PR
; 歳から現在までピアノを続けており、学業
の傍、コンクールやコンサートに出演してお
ります。音楽を通して集中力、持続力、表現力、
想像力、舞台度胸を身につけました。日本酒
を酌み交わすことは、音楽と同じように言葉
は違っても心を通わせることができると思い
ます。日本酒と音楽のコラボなど私にしかで
きない /F をしたいです。
2．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
祖父。祖父はパーキンソン病を患っており、
私が +; 歳の時に他界しました。祖父は博識で、
幼い私に何度も『天網恢々疎にして漏らさず』
という言葉を教えてくれました。どんなに些
細なことでも天の上の神様は見ているから善
い行いをしなさい、という戒律です。強くて
優しい祖父のこの言葉を常に胸にしています。
（病気が進行してからは、私も食事介助をしま
した。筋力の衰えによる誤嚥の多発など、食
事をとることが楽しみではなく作業になって
いた祖父の姿を見たことが、歯科医師を目指
すきっかけにもなりました。
）
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3．あなたを 3 つの単語であらわすなら何だと
思いますか
ひたむき、凛、泰然自若
4．終わりに代表地域の PR
私が生まれ育った秋田県美郷町は、名水百選
にも選ばれた清水の郷で、銘酒が揃っていま
す。町が誇るラベンダー園では、珍しい白い
ラベンダーがあり、採取した酵母を用いたお
酒もありますので、皆様にぜひ一度飲んでい
ただきたいです。
（春は角館の桜、夏は大曲の
花火、秋は田沢湖畔の紅葉、冬は横手のかま
くら。秋田はどの季節にお越し頂いても楽し
んでいただけると思います。
）ぜひ秋田にお越
しください。

Kiyora
Matsuta

E n tr y N o .

福島代表

Masayo
Horii

E n tr y N o .

03

堀井 雅世
生年月日：1989 年 6 月 29 日
出身地：福島県 職業：キャスター

1．自己 PR
これまで気象キャスターとして、日々天気と
防災情報を伝えてきました。福島復興の力に
なりたいというかねてからの思いを、ミス日
本酒の活動を通して形にしていきたいです。
2．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
中国で配信されている番組でリポーターをし
ております。今後は日本酒を中心に福島の伝
統文化や観光地を紹介していきたいです。
また、幼少期から器械体操を続けております。
日々の厳しいトレーニングで、強い心を養う
ことが出来ました。現在はその +* 年間の経験
を元に、自分自身も選手の育成・強化に励ん
でいます

3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
他界した祖父です。幼少期から会津に帰省す
るといつも美味しそうに福島の地酒を飲んで
いたので、私も大人になったら味わいたいと
思っておりました。そんな親しみのある地酒
の魅力を国内外の方々に伝えていけたら幸い
です。
4．特別意識している美容法は何ですか
米麹から作られる甘酒はノンアルコールな上
に、カロリーも低くお勧めです。肌と体のコ
ンディションを整える為に毎晩飲んでいます。
5．終わりに代表地域の PR
福島県は会津地方、中通り、浜通りと - つの
地域に分けられ、豊かな自然が四季折々に異
なる表情を見せてくれます。是非多くの方々
に福島に訪れていただき、恵まれた風土で作
られた福島県産酒を味わって頂きたいです

茨城代表

04

宮内 菜奈子
生年月日：1992 年 4 月 16 日
出身地：千葉県 職業：東京大学大学院修士 2 年

１．自己PR
やると決めたことを最後までやり抜く根性・
集中力があります。幼少から高校卒業まで、
ピアノ、書道、日本舞踊、競泳などさまざま
な習い事を続け、水泳ではジュニアオリンピッ
クに出場し、日本舞踊では名取を取得しまし
た。また、新しいことに挑戦するチャレンジ
精神もあり、今年は利き酒師、国際利き酒師、
英検 + 級、ダイビングの 6 カードを取りました。
このタフさを生かして、将来はアフリカなど、
食糧難に苦しむ地域で働きたいと考えていま
す。
2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
食糧問題の解決を志し、大学で環境ストレス
耐性をもつイネの作出に関する研究を行って
います。実際のフィールドの様子、現地の人
の生活を知るため、中国の砂漠、ミャンマー
やアフリカの農業を視察し、飢餓を救う奉仕
活動を続けています。

Nanako
Miyauchi

E n tr y N o .

3．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心堅石穿!②牝牡驪黄!③優雅高妙
①：何事も粘り強く、辛抱し、努力を重ねます。
②：本質を見抜くことを意識し、澄んだ瞳と
心で世界と向き合っていきたいです。③：芯
があるしなやかな大和撫子を目指しています。
4．終わりに代表地域の PR
山・川・海、自然に恵まれた茨城は関東一の酒
蔵数、上質な日本酒を誇ります。吉田松陰は
見ず知らずのよそものすら輪に交え呑み明か
す水戸人の気質を称えました。ぜひ茨城のお
酒と茨城の人の温もりに触れてくださいませ。
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栃木代表

Momoko
Takano

E n tr y N o .

05

高野 桃子
生年月日：1994 年 6 月 22 日
出身地：栃木県 職業：女優

1．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
学生時代の長期休暇に障がいを持った子供達
をお手伝いする施設、栃木社会福祉協議会
『キッズホームとちぎ』のボランティア活動をさ
せていただいておりました。普段の生活では
得ることのできない数多くの発見がありまし
た。中でも、 幸せとは何か？ を一緒に考え
させていただいた事は今でも忘れられません。

4．日本酒はあなたにとってどのような存在で
すか
癒し の存在です。寝る前に飲めば、身体が
温まりますし、私が日常行なっている日本酒
風呂の効果は、冷え性改善から、マイナスエ
ネルギーやストレスのリリースが出来ます。
日本酒には、リラックス癒しの効果が高いと
言われる「アデノシン」が多く含まれておりま
す。日本酒を飲むと、ほっとします。

2．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
祖母です。両親共働きの家庭で育って参りま
したので、幼い頃は祖母と過ごす時間が多く
ありました。自分のことは二の次三の次で人
を思いやる強くて優しい気持ちを祖母から教
わりました。まさに、大和撫子そのものです。

5．終わりに代表地域の PR
栃木県と言えば世界文化遺産に登録されてあ
る日光東照宮とその付近にある鬼怒川温泉で
す。凛とした空気が流れており、心身共に静
かな時間を過ごす事ができます。
日本酒に必要なのは、米と水。温泉地として
有名な鬼怒川をはじめ多くの河川が流れる土
地で、自然豊かな流れの中で育まれた水は適
度なミネラルを含有しております。
そんな内陸部山地の綺麗な水で作られた栃木
県の日本酒を多くの方に知って頂きたいです。
都内からの所要時間は約 W* 分程度で、特急ス
ペーシアという直通の電車もございますので、
ぜひ日々の疲れを癒しに訪れてみてください。

3．特別意識している美容法は何ですか
健康の上に美容は成り立つという考えのもと、
温活 をしております。冷えは美容の大敵です。
夏は冷房対策、冬は外気温度対策と一年中を
通して身体を冷やさないようにすることを意
識して生活しております。女性特有の冷えに
は、
『婦宝当帰摎』
という漢方もおすすめです。

群馬代表
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高橋 まゆり
生年月日：1993 年 6 月 19 日
出身地：群馬県 職業：クラッシックバレエ講師

1．自己PR
クラシックバレエは目の前のことに実直に取
り組めば必ず道が開けることを教えてくれま
した。謙虚な姿勢と感謝の思いを忘れず、人
生を切り拓いていきたいです。日々心を磨き、
真心を尽くすことを指針にしております。
2．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
フランスのバレエ学校に留学中、クラス全員
でひとつの作品を作り、学校公演で演じまし
た。たとえ生まれ育った地や言語が異なって
も、芸術を通して人々は繋がれることを知り、
大変感動しました。
3．特別意識している美容法は何ですか
美しいものに触れ、感動する習慣をつけるこ
とです。舞台や音楽を鑑賞したり、読書をし
たりして見聞を広め、刺激を受けることが美
意識の向上につながると考えています。
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4．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人や郷土をつなげ、愛情
をより深めてくれる存在です。生産地の受け
継がれてきた歴史や人々の思いといった物語
を日本酒とともにお伝えし、国内外にご縁を
つないでいきたいです。
5．終わりに代表地域の PR
上毛三山や尾瀬、利根の清流などの美しい大
自然の下で、下仁田ネギや上州豚といった農
畜産が盛んです。世界遺産に認定された富岡
製糸場は、古くからの女性の社会進出を象徴
しています。

Mayuri
Takahashi

E n tr y N o .

埼玉代表

Sawako
Takeda

E n tr y N o .
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武田 紗和子
生年月日：1997 年 1 月 16 日
出身地：埼玉県 職業：大妻女子大学 3 年

1．自己 PR
私はチャレンジ精神旺盛で最後までやり遂げ
る事をモットーにしております。大学生活で
は、ラジオのパーソナリティー、東京タワー
での "E、ミスコンなど様々なことに挑戦し
て参りました。アナウンス技術を学んでおり
ますので美しい日本語で大和撫子を心がけ日
本酒、着物と日本の伝統を伝えていきたいです。
2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
着物を着て輪を広げる奉仕活動を行なってお
りました。私の祖母が日本舞踊の名取、華道
の師範のため幼き頃から和に触れて参りまし
た。自身の名前である紗和子の和には人と人
との輪を大切にして欲しいという意味が込め
られております。着物に込められた代々受け
継がれる心を多くの方に知っていただけたら
という思いで参加しておりました。
3．日本酒はあなたにとってどのような存在で
すか
私にとって愛を感じられる存在です。日本酒
にはお米から携わる方々の伝統の心、長年日

本酒を嗜む人々の愛が込められていると感じ
ております。たくさんの想い、愛が溢れてい
る日本酒を飲んだ時の口に広がる味わいから
日本酒造りに携わる方々の強い想いを感じま
す。埼玉代表として活動を始めてからより一
層お会いしてきた方々の顔が思い浮かぶ程に
なりました。また今は亡き祖父が日本酒をよ
く嗜んでおりましたので、祖父を思いだす事
が出来る家族の憩いの場でもあります。
4．終わりに代表地域の PR
私の出身地でもあります草加市にある草加松
原遊歩道です。旧日光街道の松並木で松尾芭
蕉の「おくのほそ道の風景地」として国の名勝
に指定されており春には桜の名所として知ら
れております。草加市の名物、草加せんべい
とともに桜を見ながらゆったりと過ごす時間
がオススメでございます。
埼玉には蔵元の数が全国で見ると比較的少な
い中で出荷量が全国 . 位とたくさんの方から
愛される良質なお酒がございます。埼玉とい
えば日本酒と多くの方に知られるよう埼玉県
の -. の蔵元すべての魅力ある日本酒を全国へ
精一杯アピールして参りたいと思います。

千葉代表
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Mami
Nitta

E n tr y N o .

新田 真美
生年月日：1996 年 5 月 24 日
出身地：千葉県 職業：大学 3 年

1．自己PR
普段は看護の勉強をしています。看護師は患
者様の言葉の裏側を読み取り安心出来るよう
なコミュニケーション技術が必要とされます。
まだまだ勉強中ですが、コミュニケーション
能力を活かして沢山の方に日本酒を広めたい
と思います。
2．食に関して普段意識していることは何です
か
沢山野菜を食べるようにしています。祖父と
母が農業をしているため季節に合わせてたく
さんの野菜が採れます。手作りの野菜はどん
な野菜よりも美味しいです。サラダ、煮物、
炒め物、どんな料理にも変身することが出来
る野菜はダイエットにも効果的です。

3．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行動力②思いやり③諦めない
①気になったこと、やりたいことは必ず行動
に移します。ミス日本酒も大好きな着物で日
本酒を楽しむことが出来たら素敵だろうと思
い迷わず応募しました。②看護学生というこ
とから病気で苦しんでいる方を目にします。
苦しんでいる方と全く同じ気持ちにはなれま
せんが、言葉の裏側から気持ちを読み取り相
手の気持ちに寄り添うよう心がけています。
③何事もやり通す。私のモットーです。どん
なに辛くても自ら決めたものは精一杯やり通
します。
4．終わりに代表地域の PR
千葉県は食の宝庫です。豊かな土地を活かし
米、野菜、果物などに恵まれ、また多くの海
産物も採れます。そして実は千葉県は醤油の
生産量第 + 位です。千葉のお醤油を使った千
葉県のお料理と一緒に千葉県の日本酒はいか
がですか？

4 3

東京代表

Kaori
Sasaki

E n tr y N o .
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笹木 香利
生年月日：1991 年 2 月 8 日
出身地：東京都 職業：タレント

1．自己 PR
観戦者そしてプレーヤーとしても、スポーツ
は常にわたしの生活の中にあります。野球・
サッカー・ラグビーはスコアブックや観戦ノー
トをつけており、ゴルフや乗馬・テニスなど
も楽しんでいます。)*+W 年ラグビー Z 杯・
)*)* 年東京五輪と、これから日本で行われる
スポーツイベントに携わって行きたいです！
2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
ＪＦＡ（日本サッカー協会）には『サッカーなら、
どんな障害も超えられる。
』という宣言があり
ます。私もデフサッカー・デフフットサルと
いう、聴覚障がい者スポーツの大会で "E 及
びイベントサポートをさせていただきました。
3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
『ティエリ・アンリ』と『安部公房』
。元フラン
ス代表のサッカー選手、ティエリ・アンリ。
『彼
のサッカーを見ていなかったら、私は今の人
生を送ってはいない』そう言い切れます。考え
方の面では安部公房の作品『鞄』にとても影響
を受けています。

4．食に関して普段意識していることは何です
か
「素材にちゃんとこだわり、素材の味を大切に
すること」
、
「お箸をきちんと持つ」
、
「食事中
の会話も楽しむ」
。野菜も魚もお肉もお米も、
美味しいものはなんでも好きですが食卓は食
材だけで成り立っているわけではないと思い
ます。お腹を満たすだけでなく、心も満たせ
る食事の時間を送りたいです。
5．終わりに代表地域の PR
２０２０年には東京でオリンピック・パラリ
ンピックが開催されます。国内外から多くの
人が集まるであろう東京で、もっと日本酒を
楽しめる環境を作りたい。
「バーでビールとス
ポーツ」を楽しむ海外のように、カルチャーの
発信地、ダイバーシティ・東京で 日本酒とス
ポーツ の関係を深めて行きたいです。

神奈川代表

1 0

須藤 亜紗実
生年月日：1988 年 10 月 4 日
出身地：神奈川県 職業：慶應義塾大学医学部 5 年

1．自己PR
私は実家がお寺であり、幼い頃より和の文化
に触れて参りました。英語を専攻していた学
生時代にはアメリカ留学を経て国際交流の魅
力も学びました。卒後、現在は医学部の学生
をしておりますが、長い学生生活の傍、飲食
の魅力に魅せられこれまでにソムリエ、唎酒
師、国際唎酒師の資格を取得して参りました。
2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
障害や病気、O\RU、貧困の中の子どもなど
「社
会的マイノリティ」の人々が自分の可能性を活
かして生きていける社会を目指し、こうした
方々の様々な試みをウェブメディアとして無
料配信している K/H 法人で現在もボランティ
アをしております。

4 4

3．日本酒はあなたにとってどのような存在で
すか
毎回千差万別の出会いと感動をくれる師。日
本人としての誇りを感じさせてくれる場所。
そして、酒縁を通し私の人生を豊かにしてく
れる、大切な相棒であると思っております。
4．終わりに代表地域の PR
スタイリッシュな街並みの横浜・みなとみら
いから、温泉町の箱根、古都の鎌倉、海を満
喫できる湘南、そして自然豊かな相模原や三
浦半島まで、神奈川県は本当に様々な魅力が
詰まっている場所です。都心からもほど近い
ので、多くの方に神奈川の魅力を味わって頂
きたいと思っております。

Asami
Sudo

E n tr y N o .

長野代表

Aya Amelia
Kodama

E n tr y N o .

1 1

児玉 アメリア彩
生年月日：1988 年 7 月 7 日
出身地：長野県 職業：タレント

1．自己 PR
幼少期をアメリカで過ごした経験から、客観
的に見た日本の魅力を人一倍感じることがで
きています。和装好き、サブカルチャー好き
という点も、国内に留まらず国外へと活動拠
点を拡げ生かしていける自信があります。
2．今までで最も誇りに思っている達成は何で
すか
オーディションで決まった初めての "E とし
てのレギュラー番組は、台本もなく常にアド
リブ生放送でした。"E 経験者でも難しい辛
い現場でしたが、- 年目の最後には視聴者の
方からお褒めの言葉をいただき、そこまで努
力し成長できたことが自信になりました。

4．日本酒はあなたにとってどのような存在で
すか
日本酒は私の中の「愛」を増幅させてくれた存
在です。日本酒が好きになってから地元にも
より愛着がわき、またミス日本酒で出会った
さまざまな方との繋がりが生まれました。お
かげで自分の恵まれている今に感謝すること
ができています。
5．終わりに代表地域の PR
長野県は美味しいお水に恵まれ、酒蔵の数が
豊富、そして空気も澄んでいるため、夜には
星が非常に綺麗に見え、自然のプラネタリウ
ムを楽しむことができます。この自然に恵ま
れた環境は長野県の大きな誇りです。

3．特別意識している美容法は何ですか
一番は良く笑いストレスを溜めないことで
しょうか。他には保湿に重点をおき、乾燥が
進む季節は日本酒の化粧水を重ね付けしてお
りますが、キメが整いやすくなりました。つ
けたときにふんわり漂う日本酒の香りにも癒
されます。

石川代表

1 2

尾張 未奈
生年月日：1988 年 9 月 24 日
出身地：石川県 職業：銀行員

1．今までで最も誇りに思っている達成は何で
すか
先日、長年勉強してきた公認会計士試験合格
を果たすことができました。仕事をしながら、
大好きなチアをしながら。周りには無理と言
われる中でも自分を信じて突き進み、結果を
手にすることができました。合格できたこと
よりも自分を信じ続けられたことを誇りに
思っています。

3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
この大会に出ることを薦めてくれた親友の存
在です。出会ってからずっと、私の可能性を
私よりも信じ、応援し続けてくれました。そ
の人がいなければ今私はここに立っておらず、
変わらない日常を過ごしていたことと思いま
す。このような素敵な舞台に立つことを後押
ししてくれたことに、本当に感謝しています。

2．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
学生時代は球団チアリーダーとして、社会人
になって以降は金融機関で投融資業務を行う
傍ら、アメリカンフットボールのチアリーダー
として活動してきました。社会人チアではボ
イスリーダーとして、お客様を盛り上げ、ス
タンドの応援をリードしてきました。

4．終わりに代表地域の PR
能登の棚田の田園風景、美味しい魚介類。城
下町金沢は年々発展していく一方で、すぐそ
ばに伝統文化が根付く情緒ある街並みが広
がっています。また加賀のほうには恵みの水
を生み出す霊峰・白山。一言では表すことの
できない魅力が詰まった県です。

Mina
Owari

E n tr y N o .
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愛知代表

Kaede
Kondo

E n tr y N o .

1 3

近藤 楓
生年月日：1996 年 8 月 17 日
出身地：愛知県 職業：中京大学 3 年

1．自己 PR
行動力と実行力のあるところです。アメリカ
に留学した際も、ただ語学留学で終わらせた
くなかったので、自国のことを海外の方にお
伝えするボランティアに参加いたしました。
日本文化の知識を知ってもらうため、昔習っ
ていた書道や、折り紙を体験型で現地の方々
にお伝えしました。
2．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
アメリカに + 学期間留学した際に、大学の寮
で、中国人とアメリカ人と - 人 + つの部屋で共
同生活をしたことです。また中学生の頃 KQ'
のドラマ番組で主演をし、チームで物事を作
り上げる事を始めて経験しました。その際に、
プロフェッショナルとしての仕事の仕方を間
近に見る事で、自分の役割を果たすという事
を深く学ぶことができました。

3．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素直②好奇心③笑顔
4．終わりに代表地域の PR
愛知県は、醸造技術が早くから伝わり、昔か
ら良いお酒が造られていました。愛知の日本
酒は、すっきりとした辛口や、フルーティな
タイプなど、口当たりがよく飲みやすいのが
特徴です。また、愛知県はモノづくり県と呼
ばれるほど、伝統工芸品も有名です。瀬戸物
と呼ばれる陶磁器や、常滑焼という炻器のお
ちょこで愛知の日本酒を楽しんで頂ければと
思います。

三重代表

1 4

瀬古 はるな
生年月日：1994 年 2 月 22 日
出身地：三重県 職業：日本舞踊 名取

1．今までで最も誇りに思っている達成は何で
すか
私は - 歳から日本舞踊を始め、名取を取得し
現在もお稽古を続けています。私が )* 年間
日本舞踊を続けてこれたのは、幼い時に観た
叔母が舞いました執着獅子に衝撃を受け、絶
対に同じ演目を舞台で踊ると決めたからです。
もちろん、辞めたいと思った事も何度もあり
ますが、ここまで続けてこれたのも、目標を
もち諦めなかったからです。そして高校生の
時に夢が叶い、念願であった執着獅子を躍ら
せていただきました。その時味わった達成感
や気持ちを今でも覚えています。
2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
私の強みでもある日本舞踊を生かし、高校、
大学時代、介護施設に出向き日本舞踊を舞う
慰問訪問をいたしておりました。オーストラ
リアでは、Q4=<A4?4 というカフェでバリス
タとしてコーヒーを提供、他にもオーストラ
リアで行われる B4C45!]7$9#?4:! にて販売と浴衣
の着付けのお手伝いをいたしました。B4C45!
]7$9#?4:! を通じて改めて多くの方が日本に興味
を持っていると感じました。
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3．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
日本舞踊の名取披露で、歌舞伎でも有名な演
目である英執着獅子を踊ったことです。前半
は恋する相手に執着する女心を女形で舞い、
後半は隈取りをし獅子になり長い毛を振り華
麗な中にも一人二役を演じる難しさや毛振り
の首への負担。幼い頃観て衝撃を受けあこが
れた叔母の舞を目標に必死でお稽古をし、立
てた舞台。+ ５００人の観客の前で夢が叶え
られた喜びと感動は今でも私の誇りです。
4．終わりに代表地域の PR
実は三重県には日本を代表する地域資源が豊
富にあります。例えば、伊勢神宮や真珠養殖
が盛んな賢島です。そして、三重県は昔から、
「御食國」_ みけつくに ` と呼ばれ、天皇家御用
達の高級食材が溢れるグルメの県であったこ
ともあり、様々な山海の珍味や高級料理に合
う地酒が多くございます。是非、三重県で美
味しい地酒とともにグルメも楽しみに来てく
ださい。

Haruna
Seko

E n tr y N o .

京都代表

Ayaka
Nagasawa

E n tr y N o .

1 5

長澤 采佳
生年月日：1995 年 4 月 15 日
出身地：大阪府 職業：同志社大学 4 年

1．自己 PR
「文化を通じ国内外の方と交流したい！発信し
たい！」それが長年の目標です。お芝居を +;
年間続ける中で、習字・日舞・殺陣等の日本
文化に触れてきました。また、アメリカでは
ポピュラーなイメージコンサルタントの資格
も取得しています。

4．食に関して普段意識していることは何です
か
無農薬、遺伝子組み換えでない物、添加物の
少ない物、そして国産品を選ぶこと。私の弟
は食物アレルギーがあり、母はかなり食に気
を配ってくれています。その為、私にも食べ
物選びの基準が強く受け継がれました。

2．今までで最も誇りに思っている達成は何で
すか
「世界との文化交換」が夢のひとつで、+* 年以
上に渡り「芸能」と「国際交流」を２本柱として
きました。ですので、出演した時代劇を、友
人の留学生達が観に来てくれた時はとても嬉
しかったです。２本の柱が交わったスタート
の瞬間でした。

5．終わりに代表地域の PR
京都は日本一「和」が凝縮された場所。お寺な
ど歴史を感じられる場所が沢山あります。一
方で、京町家をリノベーションしたモダンな
カフェも素敵。そして四季や時間で全く別の
顔を見せてくれる鴨川等、自然の魅力まで揃っ
ています。

3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
同志社の創立者、新島襄先生。私は高校と大
学の I 年間を同志社で過ごしてきました。新
島先生が創られたキリスト教の自由な同志社
が、最大限やりたいことに挑戦するチャンス
をくれました。また個性的で魅力的な友人達
に出会わせてくれました。

大阪代表

1 6

河村 美咲
生年月日：1992 年 7 月 6 日
出身地：大阪府 職業：タレント

1．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
両親です。+ 番近くで見ていたからこそ必要
なことは与えてくれたし、私がしたいと言っ
たことに対して幼い頃から反対されたことが
ありませんでした。そんな理解ある親がいな
ければ私の行動力も伴わなかったし、夢も叶
えていません。

3．日本酒はあなたにとってどのような存在で
すか
お酒を通してたくさんの方と仲良くなりまし
た。お酒に出会わなければその人達との出会
いもなかったです。私自身日本酒が好きでな
ければミス日本酒都道府県代表にも選ばれて
いませんでした。日本酒は人を繋いでくれる
存在です。

2．特別意識している美容法は何ですか
全身のオイルマッサージケアです。これは高
校生の頃からほぼ毎日しています。リンパの
流れの停滞は、むくみや肩こりなど身体の様々
な不調につながっていきますし、むくみを放
置しておくと足なら太くなったり良いことが
ありません。足が細いとよく褒められますが
たまにマッサージをしている訳ではなく毎日
行っているからの結果です。どんな努力も単
発的な努力では結果が出にくいですが継続的
な努力は身を結ぶとマッサージを通じて感じ
ます。

4．終わりに代表地域の PR
他の地域からも大阪と言えばお笑いと直結さ
れるぐらい私の身近にはお笑いがありました。
テレビを見ればお笑い、街に出ると劇場で見
れるお笑い。日本酒を呑んで愉快になり、お
笑いを見て愉快になる。そんな街でぜひ美味
しく愉快にお酒を召し上がっていただきたい
です。

Misaki
Kawamura

E n tr y N o .
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和歌山代表

Shiho
Matsumoto

E n tr y N o .

1 7

松本 志保
生年月日：1991 年 2 月 12 日
出身地：和歌山県 職業：大学助手

1．自己 PR
幼少期から習っておりました茶道、書道を通
し、日本文化の素晴らしさや礼儀作法を学び
ました。これらの和の心を大切に、日本酒の
ような繊細さを兼ね備えた大和撫子を目指し
て参りたいと思っております。
2．今までで最も誇りに思っている達成は何で
すか
国家資格である管理栄養士免許を取得したこ
とです。日々の努力は裏切らないこと、継続
することの大切さを実感いたしました。
3．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
アメリカのロサンゼルスでのホームステイで
す。毎日が初めての経験で、かけがえのない
思い出ですが、相手に気持ちが伝わらない苦
しい時や文化に慣れない時もありました。し
かし、異文化を体験することにより、さらに
日本の良さにも気づく事が出来ました。

4．特別意識している美容法は何ですか
日々感謝の気持ちを持ち、笑顔を忘れないこ
とです。笑顔には人を幸せにする力もあると
思っており、どんな美容法よりも笑顔の力に
勝てるものはないと思っています。
5．終わりに代表地域の PR
自然豊かで、梅とみかんの生産量日本一の和
歌山県には、日本三古湯のひとつである白浜
温泉や、ラピュタの島として有名になった友ヶ
島、そして、いにしえより人々が歩いた世界
遺産熊野古道、信仰の地・高野山があります。
ぜひ一度お越しください。

兵庫代表

1 8

岡崎 奈々
生年月日：1988 年 2 月 11 日
出身地：兵庫県 職業：司会業

1．自己PR
新商品発表会を中心に司会者として . 年間、
年間約 )** ステージ活動しております。トー
クショーでのコミュニケーションの取り方、
培った経験や意識が必ず日本と世界を繋ぐミ
ス日本酒の活動に役立つと考えています。

4．日本酒はあなたにとってどのような存在で
すか
知れば知るほど魅力が分かり、今一番探究心
を掻き立てられる存在です。また、上京して
いる私にとって兵庫の日本酒に出会うと、慣
れ親しんだ街や神戸の景色を思い出します。

2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
フィリピンセブ島へ住居建設ボランティアに
行き現地の方と協力して一軒建設しました。
また、大阪府釜ヶ崎でホームレス支援ボラン
ティアを行い炊き出しなどをする中で現状や
問題を把握し拡散活動をしました。

5．終わりに代表地域の PR
兵庫の酒造りに欠かせない水を運んでくれる
六甲山は都心から約 ;* 分とアクセスも良く四
季折々の景色を年中楽しめます。神戸の夜景
が一望できる +*** 万ドルの夜景は絶景なので
是非大切な方を連れてお越し下さい。

3．食に関して普段意識していることは何です
か
温かい食事や飲み物を心掛けております。家
で食事をする際はご飯を酵素玄米にしたり、
お野菜いっぱいの具沢山なお味噌汁を作った
りシンプルな中にも拘りを持つようにしてい
ます。お酒は夏でも熱燗を飲みます。

4 8

Nana
Okazaki

E n tr y N o .

広島代表

Sayaka
Ueda

E n tr y N o .

1 9

上田 彩加
生年月日：1994 年 4 月 21 日
出身地：広島県 職業：ダンサー・歌手

1．自己 PR
+* 年バトントワリングを続け数多くの大会に
出場し成績をおさめて参りました。数年間リー
ダーに任命されチームを率いて責任感、まと
める力そしてやり抜く力をつける事が出来ま
した。
2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
あしなが育英会、あしなが募金を年に数回行っ
ておりました。平和への活動として千羽鶴を
折り、平和記念公園に納めさせて頂いたり地
元の神社での巫女、その他地域での清掃活動
や障害者施設での奉仕活動も多くさせて頂き
ました。
3．特別意識している美容法はなんですか
肌が弱く乾燥肌の為、スキンケアをオーガニッ
クに変えて毎日の手入れを徹底しております。
内側から綺麗になる事を意識してミネラル豊
富な水を + 日 ) リットルと酵素を飲んでいます。

4．あなたにとって日本酒はどのような存在で
すか
まず日本酒を通してミス日本酒に出会い、ファ
イナリストに選出され素晴らしい方々に出会
い多くを学ばせて頂きました。日本酒に新し
い世界を広げて貰ったといっても過言ではな
いと思います。私の人生を切り開いてくれた
存在です。
5． 終わりに代表地域の PR
広島県は酒蔵の数が全国 , 位、素晴らしい酒
が数え切れぬ程存在しております。瀬戸内の
海、沢山の山々美しい自然に溢れ美味しい
食材も数多く酒と共に楽しんで頂きたいです。
世界遺産である宮島厳島神社の海に浮かぶ美
しい鳥居の姿、地元呉市の港、大和ミュージ
アム、お伝えしたい事が多すぎて語りきれま
せん。是非一度訪れて、目で見て心で感じて
頂きたい、そんな場所です。

高知代表
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中村 佳美
生年月日：1992 年 9 月 1 日
出身地：高知県 職業：司会業・記者

1．自己PR
高知県における観光パブリシティ活動・地域
貢献活動を行う傍ら、慶應義塾大学の広報担
当・インタビュアーとして日本が誇る様々な
各著名人・政治家・芸能人などにインタビュー
取材を行い、日本が誇る伝統の 輝き人 を世
界に向けて日々発信しています。
2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
東京都主催の )*)* オリンピック・パラリン
ピック競技大会の開催を見据え、外国人観光
客等が安心して東京に滞在できる環境を整え
るために現在、外国人おもてなしボランティ
アを行なっております。日本人である私達が
出来る、一人一人へのおもてなしを担ってい
ます。他にもレインボーリボン運動やシンポ
ジウムにも参加しています。
3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
「世の中の人は何とも言わば言え。我が成す
ことは我のみぞ知る。
」坂本龍馬です。日本と

いう国を想い、日本を洗濯するために仕事を
した -I 年の彼の人生は、利他の精神に充ちて
いました。越えなければいけない壁がある時
や悩んでいる時に彼の生き方に強く励まされ
てまいりました。)*+, 年は明治維新 +.* 周年。
常に日本の未来を考え、志を貫き通した坂本
龍馬のように、私自身も龍馬さんが作ってく
れた今ある日本・高知県を大切に守り、貢献
し続ける自身でありたいとこれからも強く思
います。

Yoshimi
Nakamura

E n tr y N o .

4．終わりに代表地域の PR
「ここに人あり、自由あり」高知県は日本の中
でも酒国として、土佐のお座敷遊びなどユニー
クな おきゃく という文化が根付いています。
おきゃくとは、土佐弁で宴会のこと。高知は
都会で失われかけている人と人のつながりが
まさに息づいており、暑苦しいほどに人にあっ
たかく、どんな人でも大事にします。ぜひ高
知家に遊びにきて家族のような温かさを感じ
てください！! みんなぁも高知家の家族にな
らんかえ 。

4 9

福岡代表

Mizuki
Yamamoto

E n tr y N o .
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山本 みずき
生年月日：1995 年 1 月 11 日
出身地：福岡県 職業：慶應義塾大学大学院修士 1 年

1．自己 PR
私は大学院で政治学・外交を学んでおります。
今日の外交には自国の文化や魅力を世界に向
けてアピールすることが求められています。
華道を嗜む母と日舞の名取である祖母を持つ
私は、幼少の頃より日本の伝統文化に触れて
育ちました。ミス日本酒の活動では日本文化、
歴史、国際情勢にいたるまで豊かな会話によっ
て世界中の方を楽しませたいです。

3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
日本酒好きの祖父です。多趣味で、音楽や食
事の楽しみを教えてくれました。また、質の
良いものを長く使うことを教えてくれたのも
祖父でした。晩年には失明してしまいました
が、それでも髪を梳かしてお洒落を忘れず、
日本酒とお料理を最期まで楽しんでいた祖父
の姿が懐かしく思い出されます。

2．今までで最も誇りに思っている達成は何で
すか
池坊の華道コンテストで
「優秀賞・京都市長賞」
を授賞したことです。0 歳で入門し、+I 年間
の華道人生において初めて預かった栄誉でし
た。副賞として御家元での研修があり、時期
御家元・池坊専好様に作品を評していただけ
たことも光栄なことでした。これからも精進
します。

4．終わりに代表地域の PR
福岡の魅力は何と言っても美味しいお料理で
す。新鮮な魚介料理からモツ鍋、水炊きに至
るまで。福岡は日本酒を楽しむには最適の味
覚が満たされる街です。是非、機会があれば
美味しいお料理とともに地酒を楽しみに福岡
にいらしてください。

熊本代表
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原田 ひかり
生年月日：1993 年 2 月 8 日
出身地：熊本県 職業：女優・ダンサー

1．今までで最も誇りに思っている達成は何で
すか
日本大学芸術学部演劇学科で舞台創作に取り
組み、卒業時には首席を頂けたことです。自
身がどれだけそのものと真摯に向き合い情熱
を注いだかが作品には正直に出ます。これか
らも想いを第一に創作活動を続けたいです。

4．日本酒はあなたにとってどのような存在で
すか
コーチです。いつも私に食の奥深さや、知ら
なかった世界を見せてくれます。確かな技術・
存在感を持ち、常に新しい楽しさを引き出し
てくれるので、私の心の癒しです。これから
もずっと共に歩みたいです。

2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
自身が運営する女性キャストだけのオリジナ
ルミュージカル劇団で、特別支援学校や女性
保護施設での慰問公演や学校行事としての芸
術鑑賞会への出演など、明日への活力となる
ようなパフォーマンスを行なっております。

5．終わりに代表地域の PR
火の国、そして水の国熊本。震災に負けず今
まさに再び立ち上がった強い県です。互助の
精神に溢れ、阿蘇の山・天草の海・美しい川
など大変自然が豊かで大らか、そして情熱的
な熊本は私の誇りです。熊本よかとこばい！

3．あなたの人生に最も影響を与えた人物は誰
ですか
迷う事なく、これは「父」です。少年のような
純粋さを失わず、好きを極めて仕事にした父
の背中を無意識に追っているのだと思います。
自身の信念を貫く格好いい父と、いつか胸を
張って並べる日を迎えられますように。

50

Hikari
Harada

E n tr y N o .

宮崎代表

Akemi
Yoshimatsu

E n tr y N o .
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吉松 暁美
生年月日：1989 年８月 14 日
出身地：宮崎県 職業：薬剤師

1．今までで最も誇りに思っている達成は何で
すか
薬剤師資格を習得したことです。成績が伸び
悩んでも、諦めずに勉強し、周りの方に支え
られながら幼いころの夢を叶えることが出来
ました。
2．過去に行ったことのある慈善事業、奉仕活
動は何ですか
事故で後遺症を負った方々のリハビリの一環
として、水泳の補助を行っていました。初め
は思うように体を動かせず、暗い顔をしてい
た方が、リハビリを続けていくうちに徐々に
体が動くようになり笑顔を見せてくれるよう
になりました。他にもヘアドネーションや福
祉施設への慰問活動などにも参加し、人を笑
顔にすることに喜びを感じる事ができました。

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「人との繋がり」の象徴で
す。友人との楽しい時間を過ごしている時も、
祖父が亡くなったお葬式のときも、そこには
日本酒がありました。日本酒は私の人生とと
もにあり、人との繋がりに欠かせない存在です。
4．終わりに代表地域の PR
宮崎は、海や山が美しく、温かい笑顔が絶え
ない暖かな場所です。太陽の光が降り注ぎ、
豊かな気候で育った地鶏や牛と言った肉類
はもちろん、マンゴーや日向夏などの果物も
ジューシーで美味しいです。

51

酒サムライ

酒サムライ 設立趣意書
サムライ。それは美しきもの、大切なものを守る強い意志と情熱をもつ人びと。

酒サムライ 三か条

日本は、古来より
「豊葦原瑞穂の國」
と呼ばれてきました。稲穂はすなわち米、
そして水。この二つはまさに日本の原点であり、これらを原料とする日本酒は、

酒サムライは

長い歴史と美しい風土によって育まれた、素晴らしい知恵と高い技術の結晶と

一、 日本の美しい文化を愛し、日本酒を愛します。

いえます。

一、 日本酒文化をより深く理解し、その発展に尽くします。

ところが 国酒 である日本酒は、私たちの日常生活のなかで、 日常のもの

一、 情熱と誇りをもって、日本酒を広く世界に伝えます。

ではなくなりつつあります。特に近年、日本酒のみならず私たちの伝統的な食
文化や生活文化は、様々な社会的環境変化により、次第に日本人の生活の
中心から外れてきています。 日本から日本人の 誇り が失われつつある、
私たちはそのような危惧を感じています。
ひるがえって、海外での和食や日本酒の普及には目を見張るものがあり、その
評価は年々高まりつつあります。和食や日本酒が、日本人の知恵や知識と重
なり合って日本文化を世界に伝えているのであり、美しい日本文化が、優れた
ものとして世界から認められていることの証です。
今、最も日本文化の誇りを忘れているのは、日本人ではないでしょうか。
そして、最も日本酒の誇りを忘れているのも、日本人ではないでしょうか。
日本酒造青年協議会は、日本酒文化の継承者たる酒蔵の若者たちが集い、

１．
「酒サムライ」は日本文化と日本酒の素晴らしさを国内外
に広めることを目的とし、そのための事業を行う。
２．
「酒サムライ」は日本酒造青年協議会 $ 以下 日青協 % に
本部を置く。
３．
「酒サムライ」本部は、日本酒を愛し、また日本酒の素晴

切磋琢磨する団体です。失われつつある日本酒の誇りをもう一度取り戻すた

らしさを国内外に広めることに貢献している、または貢献

めに、日本酒文化の担い手である私たちが、今こそ行動をおこさなければなり

できる可能性を持つ者を、本部の選任または「酒サムライ」

ません。

の推薦により本部が承認し、
「酒サムライ」
として叙任する。

私たちは、日本酒を愛し守る「サムライ」
として、日本文化と伝承技の結晶であ
る日本酒が世界に誇れる文化である事を、世界にあまねく伝えていこうと決心
致しました。
志を同じくする者が
「酒サムライ」
の輪を世界に広げていかんことを心から願い、

平成１７年１０月２０日

代表理事 ! 愛葉宣明が第 "# 代「酒サムライ」
として叙任を受けま
した。
関係者の皆様、そしてミス日本酒を常々応援下さっている皆様に
心より感謝申し上げます。
「酒サムライ」の名を汚さぬよう三カ条を遵守し、今後益々日本酒ま
た日本文化の発信に邁進して参ります。

４．
「酒サムライ」は叙任の受託に際し、酒サムライ三か条を
尊重しその内容を実行することを誓約する。
５．
「酒サムライ」は、
「酒サムライ」であることに誇りを持ち、

ここに｢酒サムライ｣の結成を宣言致します。
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酒サムライ 叙任規程

日本酒の誇りを守る象徴としての役割を積極的に果たす。

広告

世界最大のワイン教育機関 ｢ WSET®（Wine & Spirit Education Trust）｣

日本初！WSET ® SAKE講座開講中！
70

19

8

WSET（Wine & Spirit Education Trust）は、ワインを栽培、醸造、マーケティングなどの側面から体系的に理解できるカリキュラムにより、世界の
ワイン市場を語ることのできるグローバル人材を育成してきました。ワインと同様に世界標準知識として日本酒を学ぶことのできるWSET SAKE講
座をロンドン本部にて2014年より開始、2017年5月よりキャプラン ワインアカデミーにて日本では初めてWSET SAKE講座を開講しています。

◆WSET SAKE講座の特長

01

世界標準の日本酒知識を学べる

02
03

日本酒を体系的に理解できる

世界最大のワイン教育機関WSETが提供するワインの世界標準メソッドを元に
日本酒を世界標準知識として学ぶことができます。

日本各地の風土や文化に根ざし様々な個性を持つ日本酒を視覚、嗅覚、味覚を
通して学び、風味と香りに影響を与える重要な要素について体系的に学びます。

日本酒を世界へ発信できる力を身に付ける
世界で愛されているワインと同様に世界標準の表現で日本酒を学ぶことに
より、世界中の人々へ日本酒の魅力を発信できる力を身に付けます。

キャプラン ワインアカデミーでは法人様の 団体受講 、出張講座 にも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

＜WSET SAKE講座

講師のご紹介＞

Sarasa Suzuki

コニャックの老舗ブランド「カミュ」のカント
リーマネージャー。WSETが農水省の委託事業と
連携し実施した世界各国から選抜したWSET
SAKE Educator研修の通訳として携わる。

Christopher Hughes

イギリス・ロンドンで4年間和食材の卸売業者に勤め、日本酒専門営
。
業を担当。様々な経緯を経て2014年8
2015年10月KURAND入社。PR担当として日本酒の魅力を世界に発
信している。SAKEWORKSの共同創業者。

キャプラン株式会社 ワインアカデミー
https://www.caplan.jp/23/ TEL：03-5772-4410

! ""#$%&'(" )
協力酒造組合、賛助会員

酒造組合

京都酒造組合

北海道酒造組合

大阪府酒造組合

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

和歌山県酒造組合連合会

山形県酒造組合

鳥取県酒造組合

福島県酒造組合

島根県酒造組合

茨城県酒造組合

広島県酒造組合

栃木県酒造組合

山口県酒造組合

群馬県酒造組合

愛媛県酒造組合

埼玉県酒造組合

高知県酒造組合

千葉県酒造組合

熊本酒造組合

東京都酒造組合
神奈川県酒造組合
新潟県酒造組合

賛助会員

富山県酒造組合

天ぷら八坂圓堂

石川県酒造組合連合会

有限会社平安陶花園

福井県酒造組合

エム ズエステート株式会社

山梨県酒造組合

株式会社大安

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

株式会社柳水

静岡県酒造組合

株式会社フォトアンドスタイル

愛知県酒造組合

MAIN MODE

三重県酒造組合

一般社団法人ペーパースタイリスト協会

京都府酒造組合連合会

有限会社 中登美

伏見酒造組合
（順不同）
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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

Web ディレクター

中村 信次郎

事務局スタッフ

本間 美那子／東海林 和歌子／青木 恵美子／溝上 澄恵

顧問

増田

德兵衞

株式会社増田德兵衞商店 代表取締役社長
京都府伏見酒造組合 理事長
全日本食学会 理事

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
宮城県酒造組合 会長

仲野

益美

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

市島

健二

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

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 取締役

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
昇龍道大使（中部・北陸９県のインバウンド推進アンバサダー）
日本酒蔵ツーリズム推進協議会 運営委員
キャプラン株式会社 WSET Sake コースアドバイザー

北川

一成

GRAPH 代表取締役社長
AGI（国際グラフィック連盟）会員
（順不同）
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終わりのメッセージ
『ミス日本酒（!"##$%&'(）』が発足し、今回で ) 回目を迎えることとなりました。
また品位のある「國酒」が定められたのは *+,, 年後半、太平内閣の時のこと。それから

-, 年余、
「日本酒で乾杯条例」
も) 年目となり、国内はもとより海外での日本酒の評価は年々
上がってきています。
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（!"##$%&'(）』の使命なのです。
全国からご応募いただいたお嬢様方には、着物の着付けや和髪などその装いに関するこ
とから、華道、伝統工芸の体験など日本を代表する大使としてご活躍するに相応しい学びを
得ていただいております。そして、今年から日本酒の資格取得にも励んでもらい、和食や会
食のマナー、おもてなしの心得なども習得する「ナデシコプログラム」に参加し、最終ファイナ
ルに臨んでいただきました。
「ミス日本酒」の歴代の皆様はもちろんのこと、また応募いただいた各県代表の皆様にも、
これら習得した知識をもって、ますます世界に羽ばたいて欲しいと思っています。
今回も、各省庁からのご後援を頂戴し、皆様方とともに絆が大切な活動となりました。日本
酒のあるところには、食・酒文化の輪が広がります。今後、ますます世界への使者となってく
れます事を心から祈っております。そして、
『ミス日本酒（!"##$%&'(）』の活動に一層の応
援をしていきたいと思っております。

増田 德兵衞
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 $ 顧問
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A ddre ss
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
2018 Miss SAKE

www.misssake.jp

MAIL : sake@misssake.org
一般社団法人ミス日本酒

www.misssake.org

2018 Miss SAKE イベントサイト www.misssake.jp
Facebook ページ

www.facebook.com/MissSakeOfﬁcial

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

Miss SAKE Association and Contacts
Adress:
2F 1-14-1 Kanda-Jimbocho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051
TEL: 81-3-6869-1700 /FAX: 81-3-6800-3513
Email: sake@misssake.org
Ofﬁcial Website: www.misssake.org
Miss SAKE Event Website: www.misssake.jp
Miss SAKE USA Website: www.misssakeusa.org

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。
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。
折り紙は日本伝統かつ、日本起源の遊びです。
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。
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。
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、
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。
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Miss SAKE Association and Contacts
Adress:
2F 1-14-1 Kanda-Jimbocho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051
TEL: 81-3-6869-1700 /FAX: 81-3-6800-3513
Email: sake@misssake.org
Ofﬁcial Website: www.misssake.org
Miss SAKE Event Website: www.misssake.jp
Miss SAKE USA Website: www.misssakeusa.org

地方大会開催企業募集
地域で作る文化事業、地元を元気にするチャンスです。
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、P29 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
2018 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

