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情報発信に関する活動報告 
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プロジェクト開発本部 パブリックアカウントチーム 
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ADKの取り組み内容 
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◆ＷＥＢなどでの情報提供 

  「酒蔵ツーリズム」ＷＥＢサイト、フェイスブックによる情報発信として、 

  協議会メンバーが取り組んでいる酒蔵ツーリズムの情報や 

  各種イベントなどの情報を発信。  

 

 

 

 

◆情報発信などについてのヒアリング 
  他省庁における日本酒・日本食関連の業務を通して酒蔵ツーリズムに関する 

  関係者ともヒアリングや意見交換を実施。 

 

 

 

ADKの取り組み内容 
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2012年より「酒サムライサポーターズクラブ」サイト内にページを立ち上げ、 

同様に 「酒サムライサポーターズクラブ」フェイスブック内にて、 

酒蔵ツーリズム推進協議会の情報発信を継続。 

酒蔵ツーリズムの情報発信 

総いいね数：1,563 
(2015/1/6) 

平均アクセス数：5,591 
(2014年9月-12月平均値算出) 
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協議会メンバーより提供された「酒蔵ツーリズム」の情報を公式サイトで21件、 

Facebookページで１３件の情報を掲載。 

 

＜閲覧数等＞ 

 

公式サイト 

・ページ閲覧総数：2014年  6,789件（11/18付） 

  2013年 2,603件（11/18付） 

 

Facebook  

・ページ閲覧総数(各ページの合計)  ：2014年  16,578件 

     2013年 6,396件 

・「いいね！」総数(    〃    ）  ：2014年 1,563件    

     2013年 319件 

 

活動報告 
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これまでの情報発信記事 紹介① 

No. 更新日付 タイトル FB いいね！数 閲覧数 Web 掲載文章 掲載画像

21 2014年8月29日

酒フェスティ

バル２０１

４

○ 30 746 ○

「運気上昇のまち成田」のブランド化に向け、 『ＬＣＣでつながった隣町

の銘酒（６銘柄）』と成田の地酒他、全１２銘柄の飲みくらべ♪

日本を象徴する文化として親しまれている「日本酒」。クールジャパンとし

て海外でブームとなっているこの日本酒を、外国人や参拝のお客様を中

心に参道で堪能できる、オトナ限定（20歳以上） の１日限りの限定

イベントです。

市内及び近隣の５銘柄の日本酒に加え、震災被災地の日本酒１銘

柄を加え、そしてＬＣＣ就航地６都市の６銘柄を含む１２銘柄を楽

しむことができます。イベント参加の方にはもれなく価値ある「市制施行

６０周年記念オリジナルグラス」を進呈。市内のどこでも売っていないレ

アもののグラスですので、これだけでも価値あり。

「二日より、一生残るお酒がいいね♪」…休日の参道を上機嫌でそぞろ

歩きできる楽しいイベントとなること間違いなし☆彡

22 2014年11月26日

日本食文化

を世界に発

信！海外日

本酒人材育

成に向けた

日本酒研修

を実施

- - - ○

この度、農林水産省は、11月28日～12月2日までの1週間、世界的

なワイン教育機関である WSET（ワイン＆スピリッツ・エデュケーション・ト

ラストの略。本部ロンドン）の日本酒コース講師候補者として、ワインの

スペシャリストを対象にした日本酒研修を実施します。

詳しくはプレスリリースをご覧ください。 日本酒研修プレスリリース (PDF

データ/360KB)

尚、本事業の概要は酒サムライサポーターズクラブのWEBサイト（下記

参照）にも掲載いたします。

酒サムライサポーターズクラブホームページ

･お問い合わせ：

（株）アサツーディ・ケイ内、日本食・食文化の世界的普及プロジェクト

事務局（担当：多田）  (メールを送る)

電話：050-3815-6529

※数値が出ていない記事に関しては、シェア記事です 
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これまでの情報発信記事 紹介② 

25 2014年12月17日

厳選された

信州の日本

酒・焼酎お

披露目会が

実施されまし

た！

○ 31 462 ○

酒蔵ツーリズム推進協議会のメンバーに参画されている長野県の活動

に関するお知らせです。

長野県では「長野県原産地呼称管理制度の官能審査会」において、

著名な官能審査員による審査・認定を行い、認定品のブランド化を図っ

ています。今年の10月3日に、長野市において官能審査会を開催し、

日本酒37品、焼酎12本を認定され、

そのお披露目会が12月15日にコミュニティスペース銀座NAGANOにて

開催されました。

お披露目会では、日本酒・焼酎官能審査委員長である相澤節子氏か

ら、認定酒の特徴、長野県産日本酒の魅力を紹介や、新たに認定さ

れた「原産地呼称管理制度認定米」及び「おいしい信州ふーど(風土)」

食材の試食が行われました。

提供された料理は、水道橋にお店がある「なるたか」店長の阿久津シェ

フによって調理されており、素材の味を存分に引き出した料理がふるまわ

れ、お昼を過ぎた時間帯でしたがほぼ完食されていました。

24 2014年12月5日

訪日客向け

試飲会

「ENJOY 

SAKE 

FAIR」開

催!

- - - ○

新たに酒蔵ツーリズムプロジェクトメンバーに加盟された、 株式会社アン

カーマンさんより

イベント実施のお知らせです。

サクラホステル浅草（東京都台東区）にて、外国人観光客向けに日

本酒試飲会「ENJOY SAKE FAIR」が12月12日に開催されます。

当日は全国の地酒が集まるだけでなく、参加者の全員が外国人というと

ころが非常に面白く、同ホステル宿泊者の90％以上が外国人ということ

で、海外に向けた日本酒の普及につながりそうです。

本イベントは訪日客向け酒蔵ツアーを行なう㈱アンカーマンと、サクラホテ

ルグループのタイアップで開催されます。

イベントの翌日、12/13(土)には訪日客向け酒蔵ツアー「SAKE 

TOURISM」も連続開催され、実際に都内の日本酒の酒蔵にて、日本

酒の歴史や酒造りの現場を目の前で見ることができます。 また、ツアー

後のテイスティングでは、季節限定を含めた複数の日本酒の飲み比べを

楽しむことができます。

海外での日本酒需要が高まるなか、日本文化をより深く楽しみたい外

国人観光客に人気を博しそうです。

･「サクラホステル浅草」ホームページ

･お問い合わせ：株式会社アンカーマン (メールを送る)

No. 更新日付 タイトル FB いいね！数 閲覧数 Web 掲載文章 掲載画像

※数値が出ていない記事に関しては、シェア記事です 
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◆今後もより多くの情報発信による酒蔵ツーリズム推進の為に、協
議会メンバーの皆様から更に多くの情報をお寄せ頂きたいと存じま
す。 

 

◆また、協議会メンバーの皆様が個々に立ち上げているＷＥＢサ
イトとの連携を図るため、本サイトとのリンクを張って頂く事を合わせ
てお願い致します。 

更なる情報発信のために 
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日本酒関連事業の実績紹介 
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  日本酒を軸に日本食文化を普及する事業の企画提案および 

  事業実施中。 

  人材育成、海外における情報発信、映像製作などの事業を通じ 

  国内外のネットワークを構築。 

日本酒関連事業の実績を蓄積 
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日本酒関連事業の実績紹介 

省庁 年度 事業名 概要

農林水産省 H26

日本食・食文化の世界的普及プロジェクトの

うち日本食フェスティバル開催による理解促進

（料理学校米国・欧州））

世界最大のワイン教育機関WSETの生徒を日本に

招聘し、酒類総合研究所(広島)などの研究機関

や酒蔵にて、日本酒講習を実施。その後、ロンドンで

日本酒とのマッチングセミナーなども実施。

農林水産省 H26

再委託：平成26年度日本食・食文化の世

界的普及プロジェクトのうち海外の日本食・食

文化の普及を担う人材の活用（日本の食の

シンポジウムの開催）

農水省主催のもと、京都で開かれた「和食シンポジウ

ム」に「酒サムライサポーターズクラブ」として出展。佐

浦、車多酒造、関谷醸造の３社のご協力を得て、

フォーティックデザイン社が製作中の日本酒ラベル

読込アプリの実演や、試飲などを実施。その他、

「日本酒を世界酒へ」を題材にトークセッションも実

施。

農林水産省 H26

日本食・食文化の世界的普及プロジェクトの

うち日本食フェスティバル開催による理解促進

（モスクワ）

モスクワで開催のPIR2014に出展。ステージでもや体

験プログラムで日本酒を振舞った。

農林水産省 H26

日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事

業(被災地産品を中心とした日本食輸出回

復のためのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ(シンガポール

OishiiJAPANにおける情報発信)

シンガポールで開催のOishiiJAPAN2014に出展。

日本酒の試飲・酒サムライによるプレゼンテーションも

実施した。
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省庁 年度 事業名 概要

日本酒関連事業の実績紹介 

農林水産省 H26

日本食・食文化の世界的普及プロジェクトの

うち日本食フェスティバル開催による理解促進

（シンガポールにおける日本食・食文化普及

人材の育成）

現地料理学校の学生へ日本食文化の研修を実

施。だしセミナー等に併せ、日本酒セミナーを実施し

た。

農林水産省 H25

日本の食を広げるプロジェクトのうち

「日本食・食文化の世界的普及プロジェクト

事業」（日本食文化週間の開催事業（シン

ガポール））

シンガポールで日本食文化週間「日本美食週間」を

テーマとしたイベントを10・11月の約２カ月間実施。

キックオフ記者会見にて酒サムライ・百瀬氏による日

本酒VIP向けセミナーを実施。会期中は現地読者モ

デルへ抹茶と日本酒の食べ合わせメニューを提供。

会期末には「日本酒」をテーマにした一般向けセミ

ナーを実施した。

農林水産省 H25

平成25年度日本食・食文化の世界的普及

プロジェクト事業（海外での日本食・食文化

フェスティバルを通じた日本食・食文化の理解

促進）

別事業であるシンガポールでの日本食文化週間の開

催と連動し、Oishii Japan 2013への出展事業。

日本酒ソムリエによる日本酒PRとセミナー内容と連

動した試飲会の実施。

農林水産省 H25

日本の食を広げるプロジェクトのうち 日本食・

食文化の世界的普及プロジェクト事業(海外

における日本食・食文化普及人材の育成）

イタリア・ミラノで開催のIdentita Goloseに出展。イ

タリアトップシェフ5名を選定し、日本食材を事前に講

義・実演し、メニューを開発。食材との食べ合わせとし

て、日本酒を盛り込んだ。その後、会場内で4日間に

わたりプレゼンテーションや試食を実施。

農林水産省 H25

日本の食を広げるプロジェクトのうち 日本食・

食文化の世界的普及プロジェクト事業(海外

における日本食・食文化普及人材の育成）

ベルギートップシェフ3名、食のジャーナリスト1名を日

本へ招聘。酒蔵など日本食文化に関する施設を見

学・体験する機会を提供。



13          © 2014 ASATSU-DK INC. ALL RIGHTS RESERVED. 

省庁 年度 事業名 概要

日本酒関連事業の実績紹介 

農林水産省 H25

日本の食を広げるプロジェクトのうち 日本食・

食文化の世界的普及プロジェクト事業(海外

における日本食・食文化普及人材の育成 

（海外の教育機関等と連携した日本食・食

文化普及人材の育成)（オランダ）)

アムステルダムにて市内トップシェフ向けに日本食・文

化を普及させるための講義・実習イベントを実施。

オランダの酒サムライによる日本酒の講義を実施し

た。

農林水産省 H25

日本の食を広げるプロジェクト 「日本食・食文

化の世界的普及プロジェクト事業」海外におけ

る日本食・食文化普及人材の育成 （日本

酒伝道師育成）

世界最大のワイン教育機関WSETの生徒を日本に

招聘し、酒類総研における研修や酒蔵訪問で日本

酒講習を実施。ロンドンにて日本酒イベントも実施。

農林水産省 H25

日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事

業（被災地産品を中心とした日本食品輸出

回復のためのプロモーション）

香港Food Expo 2013において、ブースを出展。ま

た、Life Inspired TVにおいて有名シェフを招聘。

被災地域での食材探しから、オリジナルレシピ披露ま

で、日本食・日本酒の魅力の紹介を30分番組・2

回シリーズでテレビ放送した。

農林水産省 H25

日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事

業のうち広報メディア・Web等を活用した日本

食・食文化の

魅力発信・理解促進事業（酒類)

ワインの有識者を招聘し、日本酒を題材にしたドキュ

メンタリー映像を制作。日本酒専門家の大橋氏と共

に酒蔵(渡辺酒造・桜正宗)を訪問した。映像はロ

ンドンで放映され、ワインファンを驚かせた。

農林水産省 H24

農産物等輸出回復事業（復興）

被災地産品の輸出回復プロモーション　シンガ

ポールOishii　Japan 2012

シンガポールで開催のOishiiJAPAN2012に出展。

バーカウンターを設置し、IWCチャンピオン受賞酒をお

つまみと共に提供。また、被災三県の日本酒を試飲

会でふるまった。
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農林水産省 H24

輸出拡大リード事業のうち日本食文化祭典　

ロンドン：international　food　＆　drink　

event

ロンドンで開催されたinternational food & 

drink eventにおいて日本酒を中心とした日本食

材、日本食文化を紹介し、発信するPRイベントを実

施。

観光庁 H25
日本の酒（日本酒・焼酎）キャンペーンと連

動したプロモーション業務

羽田、成田、中部、関西の4空港の出国審査後エ

リアで日本酒の試飲と販売を実施。

日本酒造組合中央会 H25 在京外国人セミナー実施運営
在京外国人(主にVIP)を105名招待し、日本全国

の日本酒をワイングラスで無料提供。

日本酒造組合中央会 H21-24 全国きき酒選手権大会
きき酒選手を全国から競争で選抜し、順位を付け

る。テレビ・新聞・雑誌等を通じて露出を行った。

H27年度予定事業

地方自治体

（まち・ひと・しごと創生

本部）

Ｈ27
ふるさと名物商品・旅行券を活用した酒蔵

ツーリズムの推進事業

サライ等の複数の人気雑誌の編集部と連携し、酒

蔵ツーリズムをテーマとした旅行商品を企画。ＰＲ・

販売予定。

詳細は、目利きジャパン事務局デスク

03-5280-5042

back-office@mekiki-japan.com　

省庁 年度 事業名 概要

日本酒関連事業の実績紹介 


