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（３）海外の消費者向けプロモーション活動を委託できる対象国の事業者及び日本への関心が高いメ

ディア関係者の調査 

①調査内容 

 本調査では、 

I. 対象国において消費者向けの日本酒のプロモーション活動を委託できる事業者及び

当該事業者のアルコール類のプロモーション活動実績 

II. I.の事業者が提供できるプロモーション活動のオプション 

III. 日本への関心が高い対象国のメディア関係者（ジャーナリスト等）及び日本酒を題材

にする際の取材に必要な協力事項 

IV. 対象国のディストリビューターリスト作成 

について情報収集を行った。 

 

②調査方法 

調査方法は、文献収集及びヒアリングを実施した。 

 

③調査結果 

対象国において消費者向けの日本酒のプロモーション活動を委託できる事業者及び当該事業 

者のアルコール類のプロモーション活動実績及び II.  I.の事業者が提供できるプロモーション

活動のオプションを下記に示す。下記の事業者については、プロモーションを委託するだけで

なく、プロモーター向けのテイスティングイベントの開催といった、多様な活用をしていただ

きたい。 

 

A) アメリカ 

日本の酒蔵についてのビジネス系のストーリーは、アメリカや他の市場への輸出推進の材料

となっている。 

SakeOne といった比較的古いものから Blue Kadzu といった最近のものまで、地酒酒造を後

押ししているプログラムがある。 

ニューヨークの日本酒ショップオーナーによると、John Gauntner や Tim Sullivan といっ

た日本酒伝道師のような人を除いて、日本酒についてのアメリカのライターはほとんどいない

という。日本酒伝道師のような人材以外では、Nancy Matsumoto が挙げられるとのことであ

る。 

現在は Sake Today といった印刷出版物があるが、発行部数は少なく日本酒ファン向けとな

っている。 

 

  アメリカでプロモーション活動を委託できる事業者及び活動実績のリストは、以下のとおり

である。 
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事業者 会社概要と主な活動実績 

Azix 

（ニューヨー

ク） 

 2003 年 8 月設立。Japan Week を Grand Central Terminal で開催

して 7 年になるが、今までに 42 万人の訪問者があり、800 以上の記

事で取り上げられた。フードイベントやフードプロモーションを行っ

ている。本拠地はニューヨーク。 

 営業内容は、マーケットリサーチ、マーケットコンサルティング、媒

体購買、広告宣伝、PR 活動、イベント・プロモーション、見本市支

援および制作、Web 開発、TV コマーシャル制作、ビデオ制作等であ

る。 

 提携業務の一例としては、ニューヨークでジャパンウィークイベント

を主催し、日本食材の「お茶」の復興を中心に、日本食文化・啓蒙イ

ベントの企画・運営している。 

 Japan Statistical Society (SJS)の市場調査、大使官邸での日本酒イ

ベント、MET 博物館での日本酒イベントも行っている。 

 

参考：http://www.azix.net/ 

コンタクト先：(E-mail) info@azix.net  (TEL) 212-661-3690 

 

Sake 

Discoveries 

(Chizuko 

Niikawa-Helton

) 

（ニューヨー

ク） 

 2008 年 8 月「造り手と飲み手を結びつけるリエゾン(繋ぎ手)になり、

世界で愛され、そして日本人こそが世界に誇るべき“JAPAN BRAND”

を NY から発信」をコンセプトに設立された “サケ”に 特化した PR

カンパニー。本拠地はニューヨーク。 

 今まで日本酒（アルコール）に馴染みのなかったビギナーへのイメー

ジ改革を得意としている。 

 クライアントが現地入りした際のツアー業務、レストランスタッフ向

けの酒レクチャー、ニューヨーカーの心を掴むレストランのホスピタ

リティ教育、新しい酒のファンを作るためのイベントやレストランメ

ニューの企画、コンサルティング、Facebook や Twitter、ブログ等

での情報発信、情報交換等を日々の業務として活動している。 

 NY の日本食レストランの「現場のプロ」であることを強みとして、

現在は、日本酒に限らず、焼酎メーカーと共に焼酎イベントのプロデ

ュースや農家や日本食材メーカーとのコラボ企画も開始している。 

 ニューヨークの Sake and the City イベントを実施しているほか、毎

年多数の日本酒イベントを実施している。 

 

参考：http://www.sakediscoveries.com/about/ 

コンタクト先：(Email) info@sakediscoveries.com 

 

http://www.azix.net/
http://www.sakediscoveries.com/about/
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事業者 会社概要と主な活動実績 

Sake School of 

America 

（ロサンゼル

ス） 

 日本酒の専門家と愛好家向けに、日本酒、焼酎、日本の蒸留酒の知識

を広め、さらに楽しんでもらうための教育トレーニングセンター。所

在地はロサンゼルス。 

 創設者は金井紀年氏。1963 年にアメリカ初のスシバーをリトル東京

にあるカネフクレストランに持ち込んだ日本食の先駆者である。 

 日本と同レベルの知識で、貿易専門家及び愛好家が日本酒を海外に広

めてもらうことを目的とした教育を行っている。 

 ディストリビューターの MTC が経営している。 

 定期的に日本酒や焼酎の試飲イベントを実施している。 

 日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会からの支持を受けた団体で

ある。 

 

参考：http://www.sakeschoolofamerica.com 

コンタクト先：(TEL) 213-830-9557 

 

Wismettac 

Asian Foods 

(LA)  

（ロサンゼル

ス） 

 西本 Wismettac グループの主要子会社。本社はロサンゼルス。 

 同グループは、全世界の 40 支店で従業員数 1200 人以上、2013 年の

売上は 12 億 US ドル以上となっている。 

 1912 年に神戸で設立された Wismettac Asian Foods, Inc は、アジア

食品の輸入、卸売り、代理店としては北米で最も古く最も経験がある

会社の 1 つである。 

 2012 年に創立 100 周年を迎え、アメリカ合衆国とカナダの全国に、

18 支店と 5 つのサテライト事務所を持ち、800 人以上が働いている。 

 Wismettac Asian Foods は、Shirakiku ブランド®商品の製造会社と

しても知られている。 

 また幅広い種類の日本酒と焼酎製品も取り扱っている。北海道から沖

縄まで日本全国の醸造所の酒を、世界中の顧客に提供している。 

 また同社は、アメリカ国内のアサヒビールの専売代理店でもある。 

 Viva-La-Sake という試飲イベントを開催している。 

 

参考：http://www.ntcltdusa.com/ 

コンタクト先：(TEL) 562-802-1900 

 

http://www.sakeschoolofamerica.com/
http://www.ntcltdusa.com/
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事業者 会社概要と主な活動実績 

World Sake 

Imports 

（ニューヨー

ク） 

 高級日本酒をアメリカ国内のレストランで提供させることを目的と

して、1998 年に設立した。 

 活動拠点はニューヨークであり、日本酒イベント”Joy of Sake”を実施

している。 

 ”Joy of Sake”は、毎年 9 月に、ニューヨークにおいて日本酒の祭典

として開催されている。2012 年 9 月 20 日のイベントでは、開催時

間が数時間であるにも関わらず、1,000 人を超す日本酒愛好家がアメ

リカ全土から集まるイベントとなっている。 

 また、レストランに対し、顧客向けの日本酒紹介に関するレクチャー

を提供している。 

 最近のイベントでは、「眞澄」の試飲イベントを開催している。 

 

参考：http://www.worldsake.com/ 

コンタクト先：(E-mail) wsj@worldsake.com  (TEL) 808-733-3332 

 

Celebrity 

Cellars 

 

 

 各種の受賞歴のあるワインと世界中で有名な人をタイアップしたボ

トルワインを製作、販売する会社である。 

 

参考：https://www.celebritycellars.com/index.php 

コンタクト先：(Email) info@celebritycellars.com 

 

MHW Ltd 

（ニューヨー

ク） 

 輸入業者、コンサルタント、ロジスティック、規制を含むマーケッタ

ー。所在地はニューヨーク。 

 1934 年に免許取得以降、アルコール飲料のインポーター、ディスト

リビューター、サービスプロバイダーをしている。 

 ディストリビューターとしての活動のほか、新ブランドのマーケティ

ング及びコンサルティングやトレード・ショーの紹介やマネジメン

ト、ソーシャルメディアネットワーキング、新規事業開発等を行って

いる。 

 新しいアルコール飲料ブランドをアメリカ国内に紹介するリーダー

的存在として、65 国にわたって合計で数千種類のビール、ワイン、

蒸留酒のブランドを有する 350 程度の顧客に対してサービスを提供

している。 

 

参考：http://mhwltd.com/mhwltd/home/ 

コンタクト先：(E-mail) WebInfo@MHWLtd.com  (TEL) 516-869-9170 

 

http://www.worldsake.com/
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事業者 会社概要と主な活動実績 

Adwell 

Communication

s 

（ロサンゼル

ス） 

 2001 年設立、アジア系アメリカ人消費者とブランドを結びつけるの

に特化した会社。所在地はロサンゼルス。 

 制作サービスは、 印刷物、テレビ、ラジオ、ビデオ、コンテンツ開

発、店頭、ダイレクトメール、OOH、カタログ等が挙げられる。 

 戦略計画及び管理サービスとしては、統計リサーチ、戦略・作戦、会

計サービス・管理等が挙げられる。 

 体験型マーケティングサービスとしては、イベント・プロモーション

の計画および実施を行っている。 

 メディアサービスとしては、新メディア開発、メディアリサーチ、戦

略計画、買い付け、物流、配送等が挙げられる。 

 PR サービスとしては、PR 作成、PR イベント、ソーシャル PR/PR

チャネル開発等が挙げられる。 

 デジタル&ソーシャルメディアサービスとしては、作成・製作、キャ

ンペーン、E メールマーケティング、 SEM、 SMO 等が挙げられる。 

 

参考：http://adwellcommunications.com 

コンタクト先：Web サイト上に問い合わせフォームあり 

 

Fluid Live X  

（フロリダ） 

 フロリダが拠点の革新的ブランドの広告代理店。 

 アルコール類では、コニャックを扱っている。 

 業務内容は、製作とマーケティング（改革、デザイン、開発、ブラン

ド制作と管理、マーケティングサービス、消費者向け娯楽体験、小売

業環境）、ビジネスとファイナンス（戦略的買収、ベンチャーキャピ

タル、教育研修、コンサルティング、企業間取引垂直統合）等が挙げ

られる。 

 

参考：http://fluidholdings.com 

コンタクト先：(E-mail) info@fluidholdings.com  (TEL) 561-922-0620 

 

Legacy 

Marketing 

Partners 

(Chicago) 

（シカゴ） 

 ライブとデジタルを統合した体験型マーケティングを実施する代理

店である。所在地はシカゴ。 

 Event Marketer Magazine’s Agency IT Listと、PROMO Magazine’s 

Top Shops に長年にわたって掲載されている。 

 また、Reggie Awards や Pro Awards.など、その他多数の受賞歴を有

する。 

 2013 年の実績としては、25,000 件のイベントを実施。 

 アルコール関連でのクライアントも多数有する（ex. ABSOLUT.、

BEEFEETER、CHIVAS、Corona、JAMESON、MALIBU 等） 

 

参考：https://www.legacymp.com 

コンタクト先：(TEL) 312-799-5400 
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事業者 会社概要と主な活動実績 

MKTG INC (NY 

and London 

offices) 

（ニューヨー

ク） 

 ニューヨークに本拠を置くライフスタイルマーケティングを行う会

社。 

 電通イージス・ネットワークのひとつであり、世界に 7 つのオフィス

を有している。 

 

参考：http://mktg.com 

コンタクト先：(TEL) 212-366-3400 

 

Sweet&Chilli 

USA 

 

 顧客の飲料に関するニーズにワンストップサービスを提供する会社 

 ブランドキャンペーン向けのシグネチャーカクテルの制作から、製品

発売の試飲体験の構想、ブランドパートナーのリエゾン、ロジスティ

ックの計画、海外キャンペーンや受賞セレモニー向けの物流計画とバ

ー手配まで行っている。 

 業務内容としては、イベントバー管理、イベントバー制作、F&B イ

ベント管理、ブランドコンサルティング、イベントコンサルティング、

トレーニング（輸出入と接客）等を行っている。 

 

参考：http://us.sweetandchilli.com  
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B) イギリス 

イギリスでプロモーション活動を委託できる事業者及び活動実績のリストは、以下のとおり

である。 

 

事業者 会社概要と主な活動実績 

British Sake 

Association 

（カンタベリー） 

 イギリス国内で日本酒を専門的にプロモーションしている非営利

組織。所在地はカンタベリー。 

 活動目的は、日本酒の理解と楽しむことを促進すること、日本酒の

正しい保管方法、提供方法、飲み方を促進すること、日本食以外の

食べ物との食べ合わせを広げること、酒造の伝統を守ること、年間

の賞によって優秀な酒を紹介すること、日本とイギリスの橋渡しを

することである。 

 過去のイベントには、” Sake and temperature tasting at Chisou, 

Knightsbridge, London”、” Sake and Korean Food at Gaon, Old 

Brompton Road, London”、” A Celebration of Tohoku Sake at 

Tombo, South Kensington, London” 、 ” Write up of Dick 

Stegewerns of Yoigokochi Sake Importers presentation”等が存在

する。 

 

参考：http://britishsakeassociation.org/  

コンタクト先：events@britishsakeassociation.org 

 

Cross Media  HYPER JAPAN フェスティバル及びイギリス国内で最大の商用日

本酒試飲会である Sake Experience 主催者である。 

 食、ポップカルチャー、テクノロジー、伝統、ファッションと、“日

本”を軸に様々なジャンルに興味を持つ、20～40 代の社会人や家族

連れを中心とした幅広い層が来場する HYPER JAPAN において

も、SAKE AWARD という試飲及び投票イベントがある。 

 社員のほとんどが日本人スタッフのため日本語でのコミュニケー

ションが可能である。 

 

参考：http://hyperjapan.co.uk/ 

http://hyperjapan.co.uk/whats-on/eat-japan/ 

コンタクト先：(E-mail) performers@hyperjapan.co.uk. 

 

Natsuki Kikuya / 

Museum of Sake  

 ロンドンの一流レストランでオーダーメイドのイベントを主催す

るのに特化した小規模 PR 代理店である。 

 Museum of Sake の創立者兼オーナーである。 

 年間を通して、多数の日本酒に関するイベントを実施している。 

 日本食に限らず他国フードや飲料に関するメディア専門家との広

いネットワークを持つ。また Natsuki 氏は、2014 年から WSET コ

ースの開発も手伝った。 

 日本語でのコミュニケーション可能である。 

 

参考：http://www.museumofsake.co.uk/pastevents/  

コンタクト先：(E-mail) nk@museumofsake.co.uk 

 

http://britishsakeassociation.org/
mailto:events@britishsakeassociation.org
http://hyperjapan.co.uk/
http://hyperjapan.co.uk/whats-on/eat-japan/
mailto:performers@hyperjapan.co.uk
http://www.museumofsake.co.uk/pastevents/
mailto:nk@museumofsake.co.uk
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事業者 会社概要と主な活動実績 

Rie Yoshitake  イギリス国内の、酒サムライ協会代表。 

 各種のイベントを主催しており、来場者を絞った小規模なものを中

心としている。 

 日本食の海外プロモーションで、2014 年 11 月に大臣賞を受賞した

実績を有する。 

 

参考：http://sakesamurai.co.uk/news-and-events.html  

コンタクト先：(E-mail) info@sakesamurai.co.uk  

 

Elliots   フード及びドリンクの PR 専門家。本拠地はミルトンキーンズ。 

 Virgin Wines と Corney and Barrow など大手ブランドを手がける

（C&B は、富裕層の常連客を持つ高級ワインバーで、日本酒を受

け入れる可能性のあるバーチェーンの一例である）。 

 業務内容は、マーケティング、プロモーション、デジタル、調査研

究等が挙げられる。 

 具体的には、マーケティング（市場調査、ブランド開発、クリエイ

ティブデザイン、ローカルマーケティング、研修プログラムやワー

クショップ、コンサルティング等）、プロモーション（地域の PR キ

ャンペーン、展覧会 PR、スピーキングの機会提供、コピーライテ

ィング等）、デジタル（ソーシャルメディア、SEO、ウェブサイト

の開発、eShots と E ニュースレター等）、調査研究（内部調査、対

面調査、観測、フォーカスグループ等）を行っている。 

 

参考：http://www.elliottsagency.com/clients1/  

コンタクト先：(E-mail) ann@elliottsagency.com  

        (TEL) 01296 714 745 

 

JAR London  

 

 アメリカとイギリス両方で過去に受賞歴のあるイベントプロデュ

ーサーである。 

 音楽、アート、ファッション、旅行、フード及びドリンクに関する

イベントを 30 年以上にわたって行ってきた実績がある。 

 アルゼンチンワインのプロモーションキャンペーンの一環として

開かれた Cambalache の主催者でもある。 

 

参考：http://www.winesofargentina.com/cambalache/ 

http://jarlondon.com/  

コンタクト先：(E-mail) jenny@jarlondon.com  (TEL) 07500 678 699 

 

http://sakesamurai.co.uk/news-and-events.html
mailto:info@sakesamurai.co.uk
http://www.elliottsagency.com/clients1/
mailto:ann@elliottsagency.com
http://www.winesofargentina.com/cambalache/
http://jarlondon.com/
mailto:jenny@jarlondon.com
tel:07500%20678%20699
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事業者 会社概要と主な活動実績 

R&R Teamwork  主にワインとビールのアルコールに特化した PR 代理店。 

 Taittinger Champagne、Innis & Gun スコッチビール、Vedett ビ

ール等、多数の顧客を有する。 

 メディア、バイヤー、ディストリビューターなど様々な多数の業界

の関連フード及びドリンクの専門家と強いネットワークを持ち、ま

た料理学校とワイン専門家と密接な提携関係を築いている。 

 

参考： http://www.randr.co.uk/clients.html  

コンタクト先：(E-mail) enquiries@randr.co.uk  (TEL) 020 7384 1333 

 

Amplify 

（ロンドン） 

 Moet Hennessy 、 Heineken 、 Red Bull 、 Glenmorangie 、

BEEFEETER その他の酒類を取り扱うブランド品代理店である。

所在地はロンドン。  

 顧客向けの各種 PR も行っている。 

 

参考：http://www.weareamplify.com/work/  

コンタクト先：(E-mail) hello@weareamplify.com  

        (TEL) 0207 382 6222 

 

Diageo plc 

（ロンドン） 

 アルコール類を世界的にマーケティングし、主要な市場全土と、開

発途上市場に事務所を持つ。本社はロンドン。 

 世界 180 カ国に展開している。 

 Johnnie Walker, Crown Royal, JεB, Buchanan’s and Windsor 

whiskies, Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas, Captain 

Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray ,Guinness 等を取り扱っ

ている。 

 

参考：http://www.diageo.com 

コンタクト先：(TEL) (0)20 8978 6000 

 

Exact PR  元ジャーナリストであり、PR の専門家が経営する飲料専門 PR 代

理店。 

 飲料関連の新聞社で 8 年間ほど働いていたため、メディアの露出を

非常に得意としている。 

 支払体系は、リテーナーベース（月額固定）と、プロジェクトベー

スが存在する。 

 PR 効果の分析も十分に行っており、具体的には、カバレッジ（影

響の及んだ範囲）の追跡、キーブランドメッセージの分析、金融投

資分析、競争カバレッジ解析等が挙げられる。 

 

参考：http://www.exactpr.co.uk/drink-pr.html  

http://www.exactpr.co.uk/clients.html  

 

http://www.randr.co.uk/clients.html
mailto:enquiries@randr.co.uk
http://www.weareamplify.com/work/
mailto:hello@weareamplify.com
http://www.diageo.com/
http://www.exactpr.co.uk/drink-pr.html
http://www.exactpr.co.uk/clients.html
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事業者 会社概要と主な活動実績 

Instil Drinks 

Company 

（ロンドン） 

 アルコール類に関する PR とイベント、消費者向けの大会開催、季

節ごとのイベント、有名人とのタイアップ（Dan Akroyd, Crystal 

Head Vodka）等に長けている。所在地はロンドン。 

 

参考：http://instildrinks.co.uk 

コンタクト先：(E-mail) info@instildrinks.co.uk  (TEL) 020 7449 1685 

 

Nick Rohl  Mr. Nick Rohl は、日本食レストランのオーナー。ケンブリッジ大

学卒で日本語に堪能でである。 

 ブライトン日本フェスティバルの主催者である。FishLove キャン

ペーンも行っており、魚の生存の重要性を訴えたメディアキャンペ

ーン等も実施している。 

 アルコール類関連のイベントでは、Whiskey Night with SUNTRY

を実施している。 

 

参考：https://brightonjapan.com/  

コンタクト先：(E-mail) nicky@brightonjapan.com  (TEL)73 719 195 

 

Sweet&Chilli  

（ロンドン） 

 2002 年以来、ドリンク市場におけるブティック形式のプレミアフ

ェスティバル、テーマバー、オリジナルカクテルの開発等を行って

いる専門会社。所在地はロンドン。 

 提供サービスとしては、イベント·バーの開催、管理·生産、別注カ

クテルの作成、プレミアムカクテルバーの開催、バックバーユニッ

ト・機器供給、ミクソロジスト・研磨サービス、カクテル・カナッ

ペのケータリング·ソリューション、コンサルタントティング、イベ

ント、トレーニング等が挙げられる。 

 イギリスで最も大規模なイベントのプロデュースも行った実績が

ある。 

 

参考：http://sweetandchilli.com 

コンタクト先：(E-mail) info@sweetandchilli.com 

        (TEL) (020) 7 407 4430 

 

 

 

 

 

http://instildrinks.co.uk/
mailto:info@instildrinks.co.uk
https://brightonjapan.com/
http://sweetandchilli.com/
mailto:info@sweetandchilli.com
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C) フランス 

フランスでプロモーション活動を委託できる事業者及び活動実績のリストは、以下のとおり

である。 

 

事業者 会社概要と主な活動実績 

Sylvian Huet   Salon du Sake 主催者。 

 シルヴァン氏は日本の伝統文化に強く惹かれ、合気道、茶道（裏千家）

なども本格的に学んでいる。 

 特に日本酒に対する思い入れは強く、ジョン・ゴントナー氏の日本酒

コースで日本酒を学び、パリでは桝田酒造店の桝田社長が 10 年以上

前からパリ日本文化会館で開催している日本酒セミナーに毎回参加

して蔵元と交流している。  

 また、2009 年に大門酒造での日本酒造り体験をして以来、来日する

たびに酒蔵を訪問し、今年の冬は桝田酒造店、秋田清酒の蔵見学、そ

して宮坂醸造、旭酒造では酒造りを体験している。  

 フランスでは訪仏した蔵元とコラボレーションをして日本酒セミナ

ーや試飲会を企画、また、パリだけでなくフランスの地方でも日本酒

セミナーを定期的に開催している。  

 日本酒のインポーターではなく、日本の素晴らしい伝統文化、日本酒

を自国フランス人に伝えたいという情熱をもって啓蒙活動している。 

 

参考：http://www.sakesamurai.jp/person12.html （酒サムライ HP より） 

コンタクト先：(E-mail) sh@nihonshu.fr  (TEL) +33 (0)6.24.80.67.68 

 

Youlin Ly  Sylvain Huet と連携し、Salon du Sake を主催している。 

 SAKÉBAR のマネジャーで、フランスにおける日本食の主要プレー

ヤーである SOLA レストランの創業者。 

 その考え方と経験を生かしてフランス国内の日本酒のイメージ作り

及びイメージの改善に一役買っている。 

 日本酒の説明をする場所として、“Maison du Sake”をオープンした。

地下はカーヴ、1F はショップ、2F はテイスティング。当施設は、広

島、四国、神戸、秋田、富山などの県の酒蔵や業界団体から支援を受

けている。 

 

参考 http://www.restaurant-sola.com/saketasting/?pt_speakers=youlin-ly  

  （日本酒試飲会 2013 の紹介ページより） 

コンタクト先：(E-mail) info.saketasting@gmail.com  

        (TEL) +33 6 29 27 83 58 

 

http://www.sakesamurai.jp/person12.html
http://www.restaurant-sola.com/saketasting/?pt_speakers=youlin-ly
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事業者 会社概要と主な活動実績 

Benson 

Marketing 

 大手ワイン、スピリッツマーケティング代理店。 

 1997 年設立。PR、ソーシャルメディアマーケティング、ブランド

コンサルティング、貿易促進、ブランド戦略等を手がけている。 

 ナパバレー、ニューヨーク、フランスにオフィスを有する。 

 フランス、アメリカ、スペイン、メキシコの顧客と提携しているが、

顧客は小規模ブランドが中心となっている。 

 多数の試飲イベント等を手がけている。 

 

参考：http://bensonmarketing.com/current-client-list/  

コンタクト先：(E-mail)peron@bensonmarketing.com 

        (TEL)+33 (0)660126224 

 

Sopexa 

（パリ） 

 世界中に 30 の支店を有する（SOPEXA JAPAN 含む）フード、ワ

イン、ライフスタイルに特化した PR 組織。 

 フランスワインの PR 経験が豊富で業界に強いネットワークを持っ

ている。 

 フード＆ドリンクのプロ向けのカンファレンスやトレードフェアの

他、消費者向けプロモーションのノウハウも有している。 

 顧客リストにはフランス政府や海外の有名ブランドが含まれてい

る。 

 平成 25 年度調査によると、日本酒のプロモーションに対して強い興

味を有している。 

 

参考： http://www.sopexa.com/nos_clients.php 

コンタクト先：(E-mail) francois.collache@sopexa.com 

        (TEL) +33 1 55 37 51 21 

 

Ogilvy 

（パリ） 

 パリを拠点とし、過去に多数の賞を受賞している。 

 具体的には、2013 年には、カンヌ賞（Cannes Awards）でフランス

及びヨーロッパの Best Agency に選ばれているほか、2014 年に、ウ

ェビー賞（Webby Awards）で、Agency of the Year にも選ばれてい

る。また、D&AD Awards でも、the Most Awarded Agency に選ば

れている。 

 顧客には、Grey Goose、Nestle、Perrier 等が含まれる。 

 

参考：http://ogilvyparis.fr/en_WW/clients  

コンタクト先：(E-mail)thomas.christiaen@ogilvy.com 

        (TEL)+33 - 1 53 23 30 11 

 

 

 

 

http://bensonmarketing.com/current-client-list/
http://www.sopexa.com/nos_clients.php
http://ogilvyparis.fr/en_WW/clients
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III. 日本への関心が高い対象国のメディア関係者（ジャーナリスト等）及び日本酒を題材にする

際の取材に必要な協力事項 

A) アメリカ 

アメリカで日本酒への関心が高いメディア関係者のリストは、以下のとおりである。 

 

氏名 主な実績 

John Gauntner 

(Sake educator, 

writer) 

 1962 年アメリカ・オハイオ州生まれ。 

 1988 年ジェットプログラム英語教員として来日後、電子エンジニア

を経て日本酒ジャーナリストに。 

 英字新聞「The Japan Times」に 94 年より 8 年間日本酒コラムを

連載し、現在 「メトロポリス・Metropolis」にコラムを連載中。 

 また在日外国人向け日本酒セミナーも定期的に開催している。日本

酒輸出協会（SEA）にも参加、日本酒の輸出にも力を注いでいる。 

 Sake World というサイトを運営しており、日本酒に関する著作物

も多数有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：www.sake-world.com 

コンタクト先：(E-mail) sakeguy@gol.com 

 

 

http://www.sake-world.com/
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氏名 主な実績 

Timothy 

Sullivan (Sake 

educator, writer) 

 ニューヨーク在住の酒サムライ。 

 UrbanSake.com の創設者である。 

 当サイトを通じて、日本酒に関する各種情報発信を行っている。具

体的には、日本酒の概要、種類、製品紹介、日本酒関連イベント、

日本酒を取り扱う飲食店や小売店の紹介等が挙げられる。 

 日本への酒ツアーのガイドも担当している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：www.urbansake.com 

コンタクト先：(E-mail) tim@urbansake.com 

 

Sake Today 

Magazine 

(Publisher 

Bright Wave 

Media Ry 

Beville) 

 日本酒文化に関する初めての英語書籍。年 4 回発行している。 

 1 冊 700 円／7USD で販売されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：http://www.sake-today.com/ 

コンタクト先：Web サイト上に問い合わせフォームあり 

 

 

http://www.urbansake.com/
http://www.sake-today.com/
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氏名 主な実績 

Courtney 

Humiston 

(Somm 

Magazine) 

 Ms. Courtney は、作家兼ソムリエである。 

 NBC ニューヨークでフード＆ワインのレポーターをしていたが、

2010 年にナパバレーに拠点を移した。 

 Culinary Institute of America で Karen MacNeilの指導の下学び、

そこで The Court of Master Sommeliers を通じて認定ソムリエの

指定を受けた。 

 世界最大のカリフォルニアワインのコレクションを持つ PRESS レ

ストランで働いてきた。 

 プロのワインライターシンポジウムで特別研究員の奨学制度を受

け、またスロバキアのコンクールモンディアルでワインスペシャリ

ストに選ばれた。 

 現在は、Charlie Palmer's Dry Creek Kitchen でワインディレクタ

ーを務めている。 

 Decanter.com, 7x7 magazine, San Francisco Chronicle, The 

World of Fine Wine and Sonoma Magazine 等に寄稿している。 

 

参考：http://courtneyhumiston.pressfolios.com/ 

コンタクト先：(E-mail) courtneyhumiston@gmail.com 

 

Marcus Pakiser   Sake Today のライター。 

 ポートランド在住。 

 ウィスキー会社の Young's Market Company の地区総支配人。 

 普及活動、醸造、販売などあらゆる酒業界に関する仕事を 20 年以

上続けている。 

 

参考：https://twitter.com/marcuspakiser 

 

Nancy 

Matsumoto 

(edible) 

 フード＆ドリンクジャーナリスト 

 健康、フード、芸術、文化を専門としたフリーライター兼編集者。 

 寄稿誌は、Time, Newsweek, Health, People, The Los Angeles 

Times, The Wall Street Journal, Edible Manhattan, 

TheAtlantic.com、The New York Times 等が挙げられる。 

 日系アメリカ人問題について寄稿することが多く、Densho 

Encyclopedia of the Japanese American IncarcerationとDiscover 

Nikkei に寄稿している。 

 共同著書に National Parenting Publication 賞を受賞した”The 

Parent's Guide to Eating Disorders: Supporting Self-Esteem, 

Healthy Eating & Positive Body Image at Home”があり、「子供の

食生活/体重を気にする親たちが最も信頼する百科事典」分野におけ

る第一人者と呼ばれている。 

 

参考：http://www.nancymatsumoto.com/ 

コンタクト先：Web サイト上に問い合わせフォームあり 

 

 

http://courtneyhumiston.pressfolios.com/
https://twitter.com/marcuspakiser
http://www.nancymatsumoto.com/
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最近の日本酒記事例 

 公募ハンター：日本の古い酒の伝統を復興させる 

著者：Nancy Matsumoto,12 March 2015 

媒体：www.Punchdrink.com (online magazine about alcoholic beverages) 

http://punchdrink.com/articles/the-yeast-hunters-revitalizing-japans-ancient-sake

-tradition/  

概要：日本酒業界を活性化させる野生の花の酵母の使用について 

 

 NY の日本酒シーンが真剣になっている 

著者：Nancy Matsumoto, February 3 2015 

媒体：New York Food Magazine 

http://www.ediblemanhattan.com/departments/liquid-assets/rise-rice/www.edible

manhattan.com  

概要：ニューヨークにおける成長し成熟する日本酒シーンについて 

 

 バーガーに日本酒？日本は伝統の生き残る道として西洋をみている 

著者：Kimiko De-Freytas-Tamura, 4 August 2014 

媒体：New York Times 

http://www.nytimes.com/2014/08/05/world/europe/sake-with-your-burger-japan-loo

ks-west-to-save-a-tradition.html?_r=0  

概要：欧米市場に参入しようとする日本の醸造所について 

 

 日本は輸出の増加のために日本酒に期待 

著者：Aya Takada, 23 January, 2014 

媒体：Bloomberg Newswire 

http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-01-23/japans-sake-export-push  

概要：日本の醸造所の輸出拡大に向けた取組みについて 

 

 地酒:アメリカのクラフト醸造元は東洋にインスピレーションを求める 

著者：Alastair Bland, 16 July 2013 

媒体：the salt 

http://www.npr.org/blogs/thesalt/2013/07/16/202638368/local-sake-americas-craft-

brewers-look-east-for-inspiration  

概要：アメリカにおける醸造の成長について 

 

http://punchdrink.com/articles/the-yeast-hunters-revitalizing-japans-ancient-sake-tradition/
http://punchdrink.com/articles/the-yeast-hunters-revitalizing-japans-ancient-sake-tradition/
http://www.ediblemanhattan.com/departments/liquid-assets/rise-rice/
http://www.nytimes.com/2014/08/05/world/europe/sake-with-your-burger-japan-looks-west-to-save-a-tradition.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/08/05/world/europe/sake-with-your-burger-japan-looks-west-to-save-a-tradition.html?_r=0
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-01-23/japans-sake-export-push
http://www.npr.org/blogs/thesalt/2013/07/16/202638368/local-sake-americas-craft-brewers-look-east-for-inspiration
http://www.npr.org/blogs/thesalt/2013/07/16/202638368/local-sake-americas-craft-brewers-look-east-for-inspiration
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 日本酒ドキュメンタリー 

日本酒製造プロセスのドキュメンタリー、Birth of Sake（2015年）がTribeca Film Festival

に選ばれた。日本北部で 144 年の歴史をもつ家族経営の吉田酒造にフォーカスを当てた。ク

ラウドファンドで作成されたこの映画は、アメリカ人日本人を含むマルチナショナルチーム

で制作監督された。(http://www.birthofsake.com/filmmakers/)  

参考: http://www.birthofsake.com   

 

■インタビュー結果 

対象者：Mr.John Gauntner 

Q.1 初めて日本酒に興味を持ったきっかけ 

日本で英語教師をしていた 26 歳のときに友人と飲んだ高級日本酒を冷酒で飲み、「純粋

で深い興味がうまれた」ことがきっかけです。 

Q.2 特にどんな点で日本酒に興味を覚えたのか 

奥が深いのに出しゃばりすぎない点と、複雑で飲むたびに変化がある点に魅かれていま

す。酒造りの世界も非常に奥が深く、勉強しても常に新たな学びがあります。 

 

Q.3 これまで日本酒についてどのような記事を書き、どのように日本酒を語っているのか 

 1994 年以来日本酒についてすべて自己資金で、180 以上の記事と 4 冊の本を執筆してい

ます。蔵元などを訪問したり、日本酒の消費者と話をしてどんなものに興味を持ってい

るかを聞いたりすると、アイデアがわいてくるものです。 

 ブログのサンプルのリンク 

 http://sake-world.com/sake_writings.html 

 Editor of Sake Today magazine http://www.sake-today.com/ 

 Archive of articles for the Japan Times: http://sake-world.com/html/jt-archives.html 

 E-book available from his website: http://sake-world.com/html/ebooksgalore.html 

 

Q.4 MAFF や酒蔵から、どのようなサポートがあればよいか 

 日本酒には包括的キャンペーンが本当に必要だと感じています。地元のマーケティング

/PR 会社を使って、全部の主要日本酒市場でプロモーションするべきでしょう。 

 ジャーナリストへの資金は、日本酒について記事を執筆してくれる記者だけを注意深く

選ぶ必要があると思います。 

 

 

http://www.birthofsake.com/filmmakers/
http://www.birthofsake.com/
http://sake-world.com/sake_writings.html
http://www.sake-today.com/)
http://sake-world.com/html/jt-archives.html
http://sake-world.com/html/ebooksgalore.html
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■インタビュー結果 

対象者：Mr. Timothy Sullivan 

Q.1 初めて日本酒に興味を持ったきっかけ 

私が日本酒「に出会ったのは 2005 年の春でした。マンハッタンで寿司を食べるとき、

初めてお寿司と合わせてプレミアムな日本酒をグラスで注文しました。これは驚くほど

素晴らしい組み合わせで、もっと日本酒について知りたいとひらめきました。まったく

もっておいしかったのですが、私の友人で日本酒について話題にする人はこれまでいま

せんでした。真っ先に「こんなにおいしいものを、なぜ今まで知らずに過ごしたのだろ

う」と思ったものです。 

Q.2 特にどんな点で日本酒に興味を覚えたのか 

当初は純粋に日本酒の味に興味を持ったのですが、より深く知るにつれ、日本文化や日

本語など、日本の様々なことが好きになっていました。日本酒が日本文化や日本の世界

観の完璧なメタファーであることに少しずつ気づいていったのです。私はこう呼ぶんで

す「カップに入った日本文化」と。 

Q.3 これまで日本酒についてどのような記事を書き、どのように日本酒を語っているのか 

日本酒について書くときは、日本酒についての教養に絞っています。アメリカで消費者

が日本酒についての教養を身につければ、ある程度は市場が拡大するかと思います。わ

かりやすいコンセプトで、細かい点に絞りつつ、全力で取り組んでいます。最近、アメ

リカで一番良いと評される飲食関係のブログ Eater.com でも記事を書き始めました33。加

えて個人のブログも書いています34。 

 ブログのサンプルのリンク: 

 http://www.urbansake.com/sake-blog/the-10-commandments-of-sake.html  

 http://www.urbansake.com/sake-blog/exploring-sake-in-glorious-gifu.html  

 http://www.urbansake.com/sake-blog/sake-volunteer-project-2011-niizawa-brewery.h

tml  

Q.4 MAFF や酒蔵から、どのようなサポートがあればよいか 

日本酒は市場が小さいので、予算が小さいというのは十分に承知しいていますが、もっ

とスマートでエッジのきいた日本酒の公告キャンペーンや PR をアメリカ市場で行う機

会があってもいいのではないかと思うことがよくあります。アメリカの消費者はあらゆ

る種類の独特な食べ物や飲み物を受け入れることができます。私の意見では、正しい市

場にリーチするかどうか、ある種の統一性を持った、日本酒へのアウェアネス(認識率)

を高めるキャンペーンを行って、日本酒というものに対する見方を向上させ、もっと興

                                                   

33 http://www.eater.com/authors/timothy-sullivan  

34 http://www.urbansake.com/category/sake-blog 

http://www.urbansake.com/sake-blog/the-10-commandments-of-sake.html
http://www.urbansake.com/sake-blog/exploring-sake-in-glorious-gifu.html
http://www.urbansake.com/sake-blog/sake-volunteer-project-2011-niizawa-brewery.html
http://www.urbansake.com/sake-blog/sake-volunteer-project-2011-niizawa-brewery.html
http://www.eater.com/authors/timothy-sullivan
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味を持ってもらうことが鍵だと思います。お寿司屋さんでのみ選ぶことのできるという

状態から、和食以外のレストランのドリンクメニューにも載せられるというところまで、

日本酒を浸透させる必要があります。これにはかなりの努力が必要ですし、継続的に適

切な日本酒のプロモーション活動を行っていかなければなりません。 

 

■インタビュー結果 

対象者：Ms. Nancy Matsumoto 

Q.1 初めて日本酒に興味を持ったきっかけ 

私は日系アメリカ人なので日本酒については知っていましたが、お料理に使う程度でし

た。何かの記念イベントや 80 年代に日本に住んでいたころ、友人と飲んだりしたことも

あります。最近になって、ニューヨークの酒屋 Sakaya について書く機会があり、もっと

日本酒について知りたいと思ったのです。Sakaya や Mitsuwa で瓶入りの日本酒を買う

ようになりました。ニューヨークシティで、日本酒についての興味を持つ人が増えつつあ

るという最近の流れもあり、さらに知りたいと思い、ハマってしまったのです。その直後

にフォーリンプレスセンターのフェローとして日本に行く機会があり、主催者に、滞在期

間を延ばして日本酒のレポートを書かせてほしいと頼んでみたのです。ご存知のように、

日本酒は知れば知るほどもっと知りたくなるのです。Etsuko さんの九州ツアーが FPCJ

ツアーの終了直後だったので、あまりの奇遇に参加せずにはいられませんでした。 

Q.2 特にどんな点で日本酒に興味を覚えたのか 

伝統資産や新しい品種の発見など現在進行中のイノベーション、酒蔵や県などが地元の

酒米を育てたり、異なる酵母を使う実験、熟成や甲州又はスパークリング酒など異なる醸

造方法を使ってみたりする点です。 

Q.3 これまで日本酒についてどのような記事を書き、どのように日本酒を語っているのか 

前述の二つのストーリーに加えて、東京農大の数岡孝幸教授へのインタビューをもとに

書き進めている記事を書き終えるところです。この先生の専門は花酵母で、ストーリーは

先生とその生徒さんたちの酒業界を活性化する助けになると期待される花酵母の探索に

ついてです。また福岡からの帰りには広島に立ち寄り、今田酒造の女性杜氏、今田美穂さ

んにインタビューをしてきました。八反草(はったんそう)という酒米種での彼女のイノベ

ーションや彼女のつくる新しいスタイルの日本酒、牡蠣(広島は牡蠣の名産地)とともに味

わうようにつくられたシャブリのような日本酒などについて書くつもりです。また、

Minneapolis Star Tribune の food and wine section に日本酒の入門的な記事も書く予定

です。別の話ですが、 and for a separate story, I am in touch with the makers of an 

in-the-works app called Sake Fan という開発中のアプリの開発者、Mr. Kazuto 

Tsuchida や Mr. Kenichiro Oka とも連絡を取り合っています。彼らには FPCJ ツアーで

訪れた京都の和食シンポジウムで出会いました。このプロジェクトは Japan Sake and 
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Shochu Makers Association 支部の若者が先頭に立って行っているはずです。このアプリ

で、スマホ所有者が酒瓶のラベルを撮影することで、製造した酒蔵やそこでつくられてい

る酒などの全商品を知ることができます。これは多くの人、とりわけ日本酒が好きだけれ

ど日本語を読んだり話したりできない人には恩恵となるでしょう。 

私の日本酒についての記事の書き方は、他の話題の場合と同じです。一つのストーリー

が次につながり、その話題についてさらに知るほどに発展していくのです。6 月にラスベ

ガスで行われる次回の Mr. John Gauntner プロ向け酒教養コースを受講することを考え

ています。日本酒についてより精通した記事を書けるようになるでしょうから。 

Q.4 MAFF や酒蔵から、どのようなサポートがあればよいか 

私が日本酒を学ぶにあたっての最大の障壁は、情報ソースからの距離と言語です。私の

日本語のスキルでも日本語でインタビューを行ったり、メールを書いたりはできますが、

自分では日本語が上手だとは思っていません。時には膨大な時間を要するプロセスとなっ

たりします。MAFF で情報源として十分に日本酒に精通した方がいてっ下さったら、と

ても助かります。 

 

 日本酒について書いたブログ記事へのリンク 

 http://nancymatsumoto.blogspot.com/2014/09/sakes-turn-to-sashay-down-runway.ht

ml  

 http://nancymatsumoto.blogspot.com/2015/02/notes-on-sake-new-york-tokyohiroshim

a.html  

 

 

 

http://nancymatsumoto.blogspot.com/2014/09/sakes-turn-to-sashay-down-runway.html
http://nancymatsumoto.blogspot.com/2014/09/sakes-turn-to-sashay-down-runway.html
http://nancymatsumoto.blogspot.com/2015/02/notes-on-sake-new-york-tokyohiroshima.html
http://nancymatsumoto.blogspot.com/2015/02/notes-on-sake-new-york-tokyohiroshima.html
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B) イギリス 

イギリスで日本酒への関心が高いメディア関係者のリストは、以下のとおりである。 

 

氏名 主な実績 

Anna 

Greenhous 

 Harpers Wine & Spirit の酒コラムニスト。 

 L'Atelier des Chefs のワイン＆酒試飲プレゼンター。 

Shirley Booth   British Sake Association 

 日本酒を広めるイベント等に数多く出席している。 

 日本食を身近にする。世界の地元/時節/その他すべてのいい物を尊敬

する（twitter の自己紹介から） 

 

コンタクト先：(E-mail) hirley@britishsakeassociation.org/ 

 

Fiona Beckett   Guardian, Decanter 

 受賞歴のあるライター、著者、ブロードキャスターで、フードとワイ

ンについて Financial Times、Sainsbury's The Magazine、Decanter

など多数の新聞や雑誌に寄稿する。 

 主な著書は、Wine Uncorked, How to Match Food and Wine, Eating 

and Drinking（フードとドリンクの組み合わせを紹介したハウツー

本） 

Antony Rose   The Independent, Decanter Magazine に連載。 

 The Independent のワイン記者であり、毎週コラムを執筆している。

また Decanter 誌でオークションの定期コラムを書いている。 

 Leiths School of Food & Wine 認定コースを学校で教えている。 

 オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、チリ、カリフォル

ニア、日本、ドイツ、フランス、イギリスの各ワインを判定している。 

 

参考：http://www.decanter.com/specials/512318/anthony-rose 

コンタクト先：(Twitter) Anthony Rose | decanter.com 

        http://po.st/wkPP4z @Decanter 

 

Antony Moss  ロンドンに本校のある全世界62ヶ国に広がるワイン教育組織WSET

（Wine and Spirits Education Trust）の新規事業担当者。 

 2011 年に世界最高峰の超難関ワイン資格「マスターオブワイン」に

合格。 

 2014 年から WSET に本格的な日本酒コースを設立。 

 

参考：http://www.sakesamurai.jp/person14.html 

コンタクト先：(E-mail) info@sakesamurai.jp (TEL) 03-3501-0101 

 

http://www.decanter.com/specials/512318/anthony-rose
http://www.sakesamurai.jp/person14.html
mailto:info@sakesamurai.jp
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氏名 主な実績 

Jancis Robinson   Decanter 誌によると「世界で最も尊敬されるワイン評論家兼ジャー

ナリスト」で、毎日 JancisRobinson.com に、週一回 The Financial 

Times に記事を書いている。 

 The Oxford Companion to Wine の編集者で、The World Atlas of 

Wine と Wine Grapes（1,368 種類のワインの完全ガイドブック）

の共同著者。 

 受賞歴のあるテレビ司会者でもある。 

 2003 年には女王陛下より OBE を授与されており、陛下のワインセ

ラーのアドバイスを行っている。 

 

参考：http://www.jancisrobinson.com/team#jancis-robinson  

コンタクト先：(Twitter) @JancisRobinson 

 

Tony McNicol   フリーランスフォトグラファー。 

 イギリス国内の新聞、ワイアードマガジン、ナショナルジオグラフ

ィック・ニュースなどに同氏の写真が多数掲載されている。 

 日産自動社㈱、楽天㈱、東京シンフォニア、東京マンダリンホテル

等とも実績を有する。 

 産経新聞のロンドン支局に勤務した経歴を有する。 

 2013 年には、NHK の 30 分間のドキュメンタリー番組で、福島県

で開かれる伝統的な祭り、相馬野馬追について同氏が取材する様子

を取り上げられた。 

 2013 年にマーケティング・翻訳関連業務を行う、WeDoJapan（ウ

ィードゥージャパン） Ltd.を設立。同社のディレクターを務める。 

 

参考：http://tonymcnicolphotography.com/ja/about-me-j/ 

コンタクト先：(TEL)7808-060517 

 

https://twitter.com/JancisRobinson
http://tonymcnicolphotography.com/ja/about-me-j/
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C) フランス 

フランスで日本酒への関心が高いメディア関係者のリストは、以下のとおりである。 

 

氏名 主な実績 

Patrick Duval    日本食を紹介する Wasabi Magazine 編集長。 

 東京に 5 年間在住経験がある。 

 元日本専門のジャーナリストで Guide Bleu、Guide Hachette 

Evasion など複数のガイドブックの著者でもある。 

 2004 年に Wasabi Magazine を創設。 

 2009 に日本食専門学校を設立し、数年間でプロ・アマ合わせて数千

人の「すし職人」を送り出した。 

 2011年にDuval氏経営のTema Pressは、Le Bar à sushiと Izakaya 

Isse を経営する JB Mogador を買収した。 

 

参考：http://www.wasabi.fr/content/4-a-propos 

コンタクト先：(E-mail) patrick.duval@wasabi.fr  

        (TEL) +(33) 1 42 08 50 47 

 

Laurent Feneau   フードライター（Gmag、France Sushi）でもあるフリージャーナ

リスト。 

 GMAG や美食ノートなど多くの雑誌に寄稿している。 

 Menu Fretin から出版された「Paris-Tokyo」の著者。 

Yukiko Kano   日本酒について執筆しているジャーナリスト 。 

 

Chihiro Masui 

（増井千尋） 

 Wasabi Magazine に寄稿している著者およびジャーナリスト。 

 1964 年東京に生まれる。1968 年両親とともにニューヨークへ移住。 

 1980 年日本の雑誌に「千尋のパリガイド」を投稿。パリ・ソルボン

ヌ大学で哲学を専攻。その後、翻訳業のかたわら、日本やフランス

の新聞、雑誌に料理に関する記事を書く。 

 

参考：http://www.paris.chihiromasui.com/  

コンタクト先：Facebook:@ chihiro.masui.3 

 

Ryoko Sekiguchi    フード＆ドリンクに特化した著者およびジャーナリスト。 

 詩人・翻訳家。1970 年東京都生まれ。 

 1996 年東京大学総合文化研究科博士課程満期退学。16 歳から詩作

を始め、17 歳で第 26 回現代詩手帖賞受賞。1993 年以来、数々の

作品を書肆山田より出版。 

 1997 年パリに拠点を移し、自作仏訳・フランス語による執筆を開

始。2001 年以来著作を POL 社より出版。翻訳家としても多数の

日本語訳・仏語訳の翻訳を手がける。 

 

参考：http://www.let.osaka-u.ac.jp/france/image/sekiguchi.pdf 

  

http://www.wasabi.fr/content/4-a-propos
http://www.paris.chihiromasui.com/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/france/image/sekiguchi.pdf
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氏名 主な実績 

Yumiko Aihara    パリ在住のフードジャーナリスト。料理や酒など食物全般専門のラ

イター。 

 Maison de la Culture du Japon à Paris でカンファレンスやデモを

主催。 

 早稲田大学文学部在学中に調理師免許を取得し、卒業後入社した主

婦の友社で雑誌の料理ページや料理書の編集を担当する。 

 さらに料理ジャーナリズムに興味が湧き、フランスの料理ジャーナ

リズムと文化を学ぶため、国際ロータリー財団料理ジャーナリスト

の奨学金を得て渡仏。 

 

参考：http://www.iwanami.co.jp/hensyu/active/lineup/spec092.html  

 

 

http://www.iwanami.co.jp/hensyu/active/lineup/spec092.html


 

70 

 

最近の日本酒記事例 

イギリスにおいて日本酒のメディアへの露出頻度はまだ高いとは言えず、取り扱いも限定的

である。以下では、日本酒に関する最近の記事の一例を示す。 

 

日本酒は独自の起源と文化をもった製品 

Anthony Rose, 24 August 2013 

The Independent (daily newspaper) 

【概要】 

 日本酒は、芳醇でまろやかな味わいがあり、食事との相性も良い。冷やしても、室温で

も、温めても飲める。日本酒は、日本各地の 1200 の醸造所で、気候、コメの種類、水

質に合わせて生産される。コメの純度の高さでランク分けされるが、全生産量の４分の

１が高価格帯となっている。 

 日本国内での消費量は減少傾向にあったが、にごりや発泡、生産地限定、低温殺菌しな

いなど付加価値をつけた高級化路線で復活しつつある。 

 日本酒の価格の高さは問題だが、イギリスで日本酒を扱う業者は増えている。 

 全飲料の売上高の 5%を日本酒が占める Hakkasan Group では、豪華ランチと８種の日

本酒を解説付きで飲むことができ、お土産付きで 60 ポンドという非常に贅沢な「格安」

コースを用意している。 

 Hilton-Johnson 氏は、イギリスで初となる日本酒輸入業社を創設し、わかりやすい購

入サイトを立ち上げた。日本酒への関心の確かなうねりを感じていると言う。 

http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/anthony-rose-sake-is-a-

product-with-its-own-pedigree-and-culture-8779057.html 

 

http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/anthony-rose-sake-is-a-product-with-its-own-pedigree-and-culture-8779057.html
http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/anthony-rose-sake-is-a-product-with-its-own-pedigree-and-culture-8779057.html
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2015 年日本酒がイギリスでついに記録をつくる 

Anna Greenhous, 7 January 2015 

www.harpers.co.uk (beverages trade publication) 

【概要】 

 イギリスでは、2014 年に日本酒が著名店のワインリスト入りを果たした。日本酒の新

興市場であるイギリス、既に成長市場であるアメリカ、成熟市場である日本の状況を紹

介。 

 イギリスでは、一部が高級日本酒を購入していたが、徐々に知名度が上がり、一般人が

味で日本酒を選び始めている。甘いカクテルは人気があり、大衆化する兆しもある。 

 日本酒配給業者によると、発泡酒の販売は伸びており、菊水の缶入りの生原酒が売り切

れるなど、生酒の販売も増加が見込まれるという。 

 アメリカの日本酒購入層は、従来は 35 歳超が多かったが、スシ店などで日本酒を知っ

た 21－35 歳層が、家庭用に購入するようになり、カップや缶入り日本酒の販売増加が

見込まれている。にごり酒や発泡酒の販売は衰えを見せているが、消費者の嗜好は、獺

祭ブランドの指名買いや、生酒や低温殺菌していないものなどに拡大し始めている。 

 日本市場は、廉価な普通酒と、独自性のある高級な純米酒・醸造酒に、市場が二極化す

る傾向にある。生産者は、漢字を使った奇抜なラベルを貼ったり、海外市場を狙ったり

と戦略を立てて取り組んでいる。 

http://www.harpers.co.uk/news/sake-set-to-finally-make-its-mark-in-the-uk-in-2015/511

582.article 

 

http://www.harpers.co.uk/news/sake-set-to-finally-make-its-mark-in-the-uk-in-2015/511582.article
http://www.harpers.co.uk/news/sake-set-to-finally-make-its-mark-in-the-uk-in-2015/511582.article
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日本の日本酒メーカーが復興までの４年を振り返る 

Anna Greenhous, 10 March 2015 

www.harpers.co.uk (beverages trade publication) 

【概要】 

 2011 年 3 月 11 日の大震災と津波により、日本の東北地方は甚大な被害を被った。同地

方には、100 年以上の歴史をもつ、小規模な日本酒製造業者が多くあったが、日本人の

習慣の変化により日本酒の消費量は減少傾向にあり、この数十年間に多くの酒造会社が

廃業していた。 

 震災による実被害に加えて、全国的な謹慎ムードが日本酒消費量を一層低くする中、岩

手県の南部美人社が、「被災地の産品を購入することによって被災地の産業を支援して

ほしい」とユーチューブで呼びかけたことにより、状況が一変した。 

 被災地産の日本酒の購入は、復興支援の一環として、国内内外に広まった。直接的な被

害に加え、水や燃料の不足により、被災直後には見送らざるを得なかった日本酒の仕込

みは、翌春、被災地復興のシンボル的な存在として報道された。 

 被災地産の日本酒の購買と消費は、日本酒への消費者の回帰や新たな顧客獲得につなが

り、日本酒全体の消費量増加につながった。 

http://www.harpers.co.uk/anna-greenhous/1066.contributor?PageNo=1&PageSize=20&S

ortOrder=1  

 

http://www.harpers.co.uk/anna-greenhous/1066.contributor?PageNo=1&PageSize=20&SortOrder=1
http://www.harpers.co.uk/anna-greenhous/1066.contributor?PageNo=1&PageSize=20&SortOrder=1
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新旧の日本酒が光を放っている 

Anthony Rose, 4 October 2015 

The Independent (daily newspaper) 

【概要】 

 日本で唯一のイギリス人日本酒醸造家である Philip Harper が、イギリスで日常的に食

されているチーズ類の中から、日本酒と相性の良いチーズを紹介した。 

 日本酒には、第５の味覚である食欲をそそる香りの良さである「うまみ」がある。また、

提供する温度によって、異なる良さを味わえる。日本食以外の様々な料理に合うため、

用途は広く、牡蠣などの、香り高く塩辛いメニューと相性が抜群だという。 

 日本大使館で、イギリス市場における日本酒のワークショップを実施した際に、オック

スフォード大学の研究者が指摘したように、価格が高いこと、ワインと競合すること、

ラベルの判読が難しいこと、知識が足りないためスタッフを養成する必要があることな

どの課題はあるが、成長のポテンシャルはある。 

 イギリスの輸入業者が、消費者が日本酒を体験しやすくするために、少量サイズや缶入

りを導入するなど、認知度を向上していけば、世界でも有数の人気酒となるだろう。 

http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/sake-new-and-tradition

al-styles-are-shining-a-light-on-the-sake-scene-9765643.html  

 

http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/sake-new-and-traditional-styles-are-shining-a-light-on-the-sake-scene-9765643.html
http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/sake-new-and-traditional-styles-are-shining-a-light-on-the-sake-scene-9765643.html
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「日本酒づくりでスコットランドは日本に勝てるか」 

Fiona Sims, 23 February 2015 

The Telegraph (daily newspaper) 

【概要】 

 ビールの醸造家として日本でも知られる Gerald Michaluk は、グラスゴー近郊の学校

跡地に、日本酒の醸造所を立てる認可を得た。日本人がスコッチ・ウィスキーを作るの

だから逆もまたできるはずだと考えたからである。将来的には、試飲部屋、居酒屋、販

売店、醸造研究所も建てたいと計画している。 

 日本酒は、美味しく、食事に合い、エレガントな飲料だが、長年、日本食店でしか扱わ

れていなかった。それが近年、イギリスでも有名店のワインリストに載るようになり、

フルーティなカクテルの素材としても存在感を増している。サケ・ソムリエの資格があ

り、国際的なコンテストも実施され、準優勝者はサウスケンジントン出身だ。 

 日本酒は、コメなどを主原料とし、アジアの食事で重要視されている旨味成分が、日本

酒においても重要である。 

 日本酒は、金額的には高級ワイン並みである。Hakkasan で最も売れている本醸造 明

石鯛は、175ml で 11.5 ポンド、瓶で平均 60 ポンドもする。 

 Gerald Michaluk 氏が作る日本酒が、日本の店舗で販売される日がくるだろうか。 

http://www.telegraph.co.uk/goodlife/11420708/Can-the-Scots-beat-the-Japanese-at-sake.

html 

 

http://www.telegraph.co.uk/goodlife/11420708/Can-the-Scots-beat-the-Japanese-at-sake.html
http://www.telegraph.co.uk/goodlife/11420708/Can-the-Scots-beat-the-Japanese-at-sake.html
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IV.  対象国のディストリビューターリスト作成 

 対象国のディストリビューターは、以下のとおりである。 

 

A) アメリカ 

事業者 コンタクト先 URL 

Astor place 

Wine & Spirit 

De Vinne Press Building, 399 

Lafayette St. (at East 4th St.), 

New York, NY 10003 

TEL: 212-674-7500  

照会フォーム: 

http://www.astorwines.com/emails

.aspx 

http://www.astorwines.com/ 

JFC 

International  

7101 East Slauson Avenue, Los 

Angeles, CA 90040-3622 

TEL: 800-633-1004, 323-721-6100   

Fax: 323-721-6133 

email: info@jfc.com 

http://www.jfc.com/jp/index.php 

Joto Sake LLC 180 Varick Street, Suite 932 

New York, New York 10014 

TEL: 212-776-9800 

Fax: 212-776-9801 

Email: info@JotoSake.com 

http://www.jotosake.com/ 

Landmark 

Wine & Spirit 

Inc 

167 W 23rd St, New York, NY 

10011 

TEL: 212-242-2323 

http://landmarkwine.com/ 

MHW Ltd 

 

129 Northern Blvd., Suite 312, 

Manhasset, New York 11030 

TEL: 516-869-9170 

E-mail：WebInfo@MHWLtd.com  

http://mhwltd.com/mhwltd/home/ 

SAKAYA 324 East 9th Street, New York, 

NY 10003 

TEL: 212-505-7253 

照会フォーム: 

http://www.sakayanyc.com/blog/w

ordpress/index.php/contact-us/ 

http://www.sakayanyc.com/ 

Vine 

Connections 

One Harbor Drive, Suite 112 

Sausalito, CA 94965, USA 

TEL: 415-332-8466 

Fax: 415-332-8668 

Email: info@vineconnections.com 

http://www.vineconnections.com/ 
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事業者 コンタクト先 URL 

World Sake 

Import 

1144 Tenth Avenue, Suite 401, 

Honolulu, HI 96816 

TEL: 808-733-3332 

Fax: 808-733-3340 

Email: wsi@worldsake.com 

Contact: Lito Pineda 

http://www.worldsake.com/ 

B) イギリス 

事業者 コンタクト先 URL 

Harro Foods Oak Point 

Oakcroft Road 

Chessington 

Surrey 

KT9 1RH  

United Kingdom 

TEL: +44 20 8543 3343 

Fax: +44 20 8542 1962 

Email: info@harro.co.uk 

http://www.harrofoods.co.uk/ 

HEDONISM 

WINES 

3-7 Davies St. W1K 3LD, 

London, UK 

TEL:  +44 (020) 729-078-70 

Email: drink@hedonism.co.uk 

http://hedonism.co.uk/ 

JFC (UK) Ltd. Unit 17 Premier Park 

7 Premier Park Road 

London 

NW10 7NZ 

United Kingdom 

TEL:+44 (20) 8963-7600 

Fax : +44 (20) 8963-7605 

http://www.jfc.eu/jp/ 

Tazaki Foods, 

ltd 

Unit 4, Delta Park Industrial 

Estate, Millmarsh Lane, Enfield 

Middlesex EN3 7QJ 

United Kingdom 

TEL: +44 (0) 208 344 3000 

Fax: +44 (0) 208 344 3003 

照会フォーム： 

http://www.tazakifoods.com/conta

ct/ 

http://www.tazakifoods.com/ 

Tengu Sake TEL: +44(0)20 3129 5044 

Email: contact@tengusake.com 

http://www.tengusake.com/ 

World Sake 

Import 

57-61 Mortimer Street, London 

W1W 8HS United Kingdom 

TEL: +44(0)20 7663 3991 

Contact: Asami Tasaka 

https://www.worldsake.com/contac

t.html 
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C) フランス 

事業者 コンタクト先 URL 

FOODEX SAS 4, impasse des Carrières 

75016 Paris 

TEL: +33 (0)1 46 47 44 39 

http://www.foodex.fr/ 

JFC France 

S.A.R.L 

PERIPARK Gennevilliers 

Bâtiment C 

101 Avenue Louis Roche 

92230 Gennevilliers 

France 

TEL: +33 (1) 40 86 42 00 

Fax: +33 (1) 47 91 15 99 

http://www.jfc.eu/jp/? 

La Maison Du 

Whisky 

TEL: 01 80 36 90 10（カスタマーサ

ービス） 

照会フォーム： 

http://www.whisky.fr/lmdw-contac

ts 

http://www.whisky.fr/ 

La Grande 

Epicerie Paris 

La Grande Epicerie de Paris 

38, rue de Sèvres 

75 007 Paris 

FRANCE 

TEL: 01.44.39.81.00 

Email: 

relationsclientele@la-grande-epice

rie.fr 

http://www.lagrandeepicerie.com/j

p.html 

Workshop ISSE 11 rue Saint Augustin 

75002 Paris 

workshop@ksm.fr 

TEL: +33 1 42 96 26 74 

http://www.workshop-isse.fr/ 

 


