
 

平成 27 年 10 月 7 日 

「sakefan World」が提供開始されます 

～日本酒関連情報の多言語表記・発信スマートフォンアプリ～ 

 

日本酒の付加価値向上に資する PR 情報を多言語で発信するスマートフォンアプ

リ、 「sakefan World」が本年 10 月 22 日より App Store にて提供開始されます。ま

た、シンガポールで開催される「Oishii Japan 2015」においてはアプリ体験及び日

本酒の試飲会等を実施します。今後も、関係省庁の協力のもと、日本酒関連イベ

ントでの実証等を通じ、日本酒の海外輸出の促進と蔵元を中心とした地域活性化

を推進します。 

 

1.事業概要 

「sakefan World」は日本酒ラベルを読取ることによって、アルコール度数や使用酒米、

精米歩合などの基本情報に加え、適した飲み方、食べ合わせメニューのほか、動画

や写真による酒造りのストーリーや作り手の思い、蔵元や周辺地域の情報などを多

言語で発信するスマートフォンアプリ及び WEB サイトです。 

本アプリでは、日本酒の情報を外国人によりわかりやすく伝えるため、独立行政法人 

酒類総合研究所が作成した標準的英語表現リスト（※）を用いています。 

 

※標準的英語表現リスト 

日本酒を英語で説明する際に必要な専門用語の標準的な英語表現リスト 

 

2. 「sakefan World」WEB サイト 

【URL】 http://sakefanworld.info 

 

3.今後の予定 

2015 年  

10 月 22 日      「sakefan World」App Store にて提供開始／WEB サイトオープン 

10 月 22 日～24 日 「Oishii Japan 2015」（シンガポール）にて体験イベント等の実施 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

 商務情報政策局生活文化創造産業課長 西垣  

 担当者： 福永、小林、植松 

 電 話：03-3501-1511(内線 3651～3654) 

03-3501-1750（直通） 

 



2015年10月22日（木） 
App Store提供開始 
（web▶︎http://sakefanworld.info) 

　　　シンガポールにて発表イベント開催 
　　（Oishii Japan 2015 10/22-24開催 サンテック・シンガポール国際会議展示場） 

日本酒を世界酒に。 

海外向け日本酒情報発信 
スマートフォンアプリ・ｗebサイト登場 



海外での日本酒人気は高まってきており、輸出額も年々伸びており
ます。 

海外の人達に日本酒の魅力をもっと知って頂ければ、日本酒ファンも

もっと増えるのではないでしょうか。 

海外での日本酒ファン拡大において、まず、

言語が大きな足かせとなっています。 
日本酒ラベルの日本語は外国人にとって理

解不能です。また、ワインの様に統一され

たルールがないこともこの問題を助長して

おります。現地の言葉で情報を発信するこ

とで、日本酒のことをもっと知りたいと

思っている海外の日本酒ファンや日本酒販

売に関わっている方達の欲求に応えていき

たい、これが1つ目の思いです。 

また日本酒は単なる飲み物ではありません。原料や作り方、蔵元や地

域、作り手の思いなど、飲めば飲むほど、もっと知りたくなる 

ストーリーを持った日本を代表する文化です。 
日本酒情報だけでなく、そんな日本酒のストーリーを知って頂くこと

で、日本酒ファンを増やすだけでなく、日本に行きたいという日本

ファンも増やしていきたい、これが2つ目の思いです。 

日本酒を世界酒に。　　～事業に込められた2つの思い～



(*1)標準的英語表現リスト 
独立行政法人 酒類総合研究所が作成した、日本酒を英語で説明する際に必要な専門用語の標準的な英語表現リスト。
日本酒に関する英語文献やwebサイト、関係者の意見をもとに作成されている。 
 
(*2)高橋千秋氏（元酒類総合研究所研究員）の協力のもと、ワイン取扱者も理解しやすい表現で、香り、味、のどご
し、余韻、熟成した際の可能性などを文章化する。また、グラフによる表示も行う。 

概要 
sakefan Worldは、日本酒の海外輸出の促進と蔵元を中心としたインバウンドの促進による地域活性化を
目的としたクールジャパン政策の一環として経済産業省が開発を委託し、内閣官房、外務省、農林水産省、
国税庁、観光庁及び日本酒造組合中央会の連携のもと、国内外の普及を目指す日本酒関連情報の多言語発
信スマートフォンアプリおよびwebサイト。 
 
アプリでは、様々な海外向け日本酒関連情報のインデックスを表示することに加え、 
日本酒ラベルにスマートフォンをかざすと、アルコール度数や使用酒米、精米歩合などの基本情報に加え、
適した飲み方、食べ合わせメニューを見ることができる。 
また，動画や写真により，日本酒の酒造りのストーリーや作り手の思い、蔵元や周辺地域の情報を見るこ
とができる。 
 
ｗebサイトではテキスト検索によってアプリと同様の情報を見ることが可能。 
スマートフォンを持たないユーザーもwebサイトから日本酒情報を得ることができる。 
 
海外向け日本酒用語は独立行政法人 酒類総合研究所が作成した標準的英語表現リスト(*1)を活用し、統一
的な翻訳表現を使用。 
また、日本酒の味わいや香りについて官能検査(*2)を実験的に実施し外国人やワイン関係者にも分かりや
すい表現とする。 
 
また、アプリの利用状況を分析することで、蔵元や地域マーケティングでの活用も検討している。 

                 の概要

今後のスケジュール 
アプリ・webサイトは当初10蔵を対象とした実証実験を行いつつ、今年度から随時他の蔵元へも拡大予定。
当面は、日本酒関係者や海外のアルコール販売関係事業者による販促時の利用を想定し、順次一般消費者
の利用へ対応していく予定。まずは、日本語と英語に対応し、順次、多言語に対応予定。2015年10月22
日に、iOS版アプリ・webともリリースし、App Storeから無料ダウンロードができる。 
 
10月22日～24日に、シンガポールで開催される「Oishii Japan 2015」(ASEAN最大級の日本食の見本市)
にて発表イベントを開催。 
開発者等による説明に加えて、会場内の日本酒BAR「sakefan World」にて、アプリ体験と日本酒の試飲
会を実施。 

実施体制 
尚、本事業は、経済産業省「先端課題に対応したベンチャー事業化支援事業（クールジャパン分野に係る
多言語情報伝達ITプラットフォーム構築事業）」の委託事業者として採択された株式会社アサツー ディ・
ケイが運営。 
アプリ・webサイト開発は、高桑美術印刷株式会社が蔵元から正式な利用承諾を得て実施。株式会社コー
ポサチの平出淑恵氏が監修、ビッグローブ株式会社および株式会社コンセプトがシステム開発を行う。 



                   の機能について 

商品名をラベル（アプリのみ）・文字で検索 

商品情報 

お気に入り 

(シェア対象例) 

日本酒名・酒のタイプ 
アルコール度数・合う料理etc 

スマートフォンアプリ
（iOS） ｗebサイト 

蔵元情報 周辺地域情報 

コレクション シェア 

ラベル検索（アプリの
み）や文字検索をした
商品を飲んだ日付・コ
メント・撮影した写真
を登録 商品情報・蔵元情報 

周辺地域情報をＳＮＳで
シェア 

特定の商品を 
お気に入りに登録 

作り手の思い 
酒造りの風景etc 

地域の文化や 
風土の情報 

Ｓｔｅｐ 

１ 

Ｓｔｅｐ 

３ 

Ｓｔｅｐ 

２ 
各種情報を入手 

記録する・シェアする 

動画 
写真 

言語は日本語と英語の表示 

アプリユーザーの情報を収集し、
マーケティングに役立てる 

動画 
写真 



このアプリ・ｗebサイト、実際にどう役立つの？ 

蔵元 

外国人 
日本酒ファン 

海外の 
日本酒販売者 
ソムリエ 

商品情報のほか、作り手の思いや酒造りの風景を英語で伝えられ
ます。英語のできる営業マンの役割を果たし、海外進出のための
販促ツールとなります。 
さらに、アプリユーザーの情報を収集し、現地のニーズを把握で
きます。 

日本酒の情報はもちろん、合う料理や蔵元情報、作り手の思い
もわかり、ますます日本酒のファンになります。蔵元周辺の情
報もわかるので、訪日観光にも役立ちます。 

詳しい情報を得ることができて、ニーズに合った買い付けをしたり、
自信を持って接客ができます。 

日本酒普及 
行政・自治体 
関係者 

日本酒情報だけでなく地域情報も地域言語で掲載される予定です
ので、アプリひとつで会議や展示会、レセプション等、場所を選
ばずにPRできます。 

              のメリット 

今までバラバラだった状態から、日本酒
に関する統一的な表現で、相互のコミュ
ニケーションが可能になります。 

日本酒に関わる 
全ての人 

海外へどんどん日本酒を売っていきたいけど、英語でどう説明したらいい
かも分からなし、ｗebサイトも作れない。これじゃあ売れないなぁ。あと、
私たちが作ってる日本酒ってどんな国に人気なんだろうか。 

最近、日本酒は人気でリクエストも増えてるよね。でも、日本酒のことよ
くわからないから、お客様に説明できないな…。 

日本酒って美味しいし、もっといろいろ知りたいな。でも、日本語の説明
はわからないよ。 

日本酒や蔵元地域は、大事なクールジャパンコンテンツ。海外の方々に簡
単にPRするツールが欲しいな。 



Oishii Japan 2015での発表イベントおよび SAKE BARについて 

sakefan World発表イベント 
 
実施日(予定) ：22日（木）16:30～17:00 

 　23日（金）11:00～11:30　 
 　24日（土）11:30～12:00 

出演者  ：経済産業省・植松愛実 
　　　　　　　高桑美術印刷株式会社・土田一登/ビッグローブ株式会社・岡健一郎　　　　　　　　　　　

 　MC横井玲子 
協力  ：国税庁 
場所  ：Oishii Japan2015内メインイベントステージ 
内容  ：海外向け日本酒情報発信サービス「sakefan World」の発表 

 　概要解説プレゼンテーション，デモンストレーション。 

SAKE BAR 
 
概要  ：「sakefan World」サービス体験と日本酒の試飲 
時間  ：Oishii Japan2015 開催中常時 
場所  ：Oishii Japan2015内　メインイベントステージに隣接 
内容  ：BARカウンターにて、来場者は「sakefan World」に掲載された日本酒を試

 　飲出来ると同時に、「sakefan World」のダウンロード（iOS)及びアプリ体験が
    可能。 

 

Oishii JAPANとは 
 
Oishii JAPANは、ASEAN市場最大の日本の食に特化した見本市。出展対象は、農林水産品、
加工食品・飲料、食器・伝統工芸品、調理器具、食品機械、店舗設備、食品素材、アグリイ
ノベーション、ほかサービス。ASEAN市場の商品開発者（食品メーカー）、食品・飲料仕入
れ責任者（レストランオーナー、ホテル、スーパー・小売、商社・卸）との商談の場、最終
日は一般消費者へのダイレクトなマーケティングの場、販売の場として機能している。 
 
●開催概要 
 
会期  ：2015年10月22日(木)・23日(金)・24日(土) 
時間  ：10月22日(木)、23日(金) ：10:00～17:30 (トレード)  

 　10月24日(土)：11:00～16:30 (一般) 
会場  ：サンテック・シンガポール国際会議展示場 ホール405-406 

お問い合わせ先： sakefan World事務局  sake_prj@adk.jp 

本事業は、経済産業省の「先端課題に対応したベンチャー事業化支援等事業（クールジャパン分野に係る多言語情報伝達ＩＴプラッ
トフォーム構築事業）」の委託事業者として採択された（株）アサツーディ・ケイが運営しております。 


