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一般社団法人ミス日本酒 

 

2015 年 12 月 1 日（火）19:00〜22:00 八芳園（東京・白金） 

日本の伝統ある文化「日本酒」の魅力を発信するアンバサダー 

『2016 ミス日本酒（Miss SAKE）東京大会』 

東京代表に安藤裕美さんが決定！ 

 
 

 このたび健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区前野町 1-14-2、代表取締役

社長 谷田千里）と、一般社団法人ミス日本酒（東京都中央区銀座 3-7-16、代表理事 

愛葉宣明）は、12 月 1 日（火）『2016 ミス日本酒（Miss SAKE）東京大会』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「2016 ミス日

本酒（Miss SAKE）」最終選考会に出場する東京大会グランプリには、東京都出身、

27 歳のヨガインストラクター安藤裕美（あんどうゆみ）さん、準グランプリには、東

京大学 3 年の南雲穂波(なぐもほなみ)さんと、ブライダルモデルの加藤香(かとうかお

り)さんが選ばれました。 



 

また同会場にて、地方大会・地区オーディションを経て選出された各地区代表の

「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）ファイナリスト」16 名がお披露目されました。 

「ミス日本酒（Miss SAKE）」選考会は、日本の伝統ある食文化「日本酒」の魅力を、

日本国内外に発信するアンバサダーを選出する目的で、外務省、農林水産省、国税

庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと、2013 年 9 月よりスタートいたし

ました。そして 2013 年 10 月に「初代ミス日本酒（Miss SAKE）」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 200 件以上行っております。 

 

今回選出された「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）ファイナリスト」の 16 名は 

2016 年 3 月に開催される「2016 ミス日本酒（Miss SAKE）最終選考会」に向けて 

特別講義に参加します。 

 

2016 ミス日本酒（Miss SAKE） 

東京大会 ブランプリ 

安藤裕美(あんどう ゆみ) 

27 歳 東京都出身  

ヨガインストラクター 

 

【本人コメント】 

「2 年前の海外(ニューヨーク)留学中に 

初代ミス日本酒の活動を拝見していたので、 

今年こうして東京代表に選出いただきました 

ことが夢のようです。これから全国大会に 

向けて、日本酒を中心とした日本文化を学び 

日本人としての誇りを持ち、感謝の気持ちと 

楽しむ気持ちを忘れずに、ミス日本酒にふさわしい、清楚で美しく芯のとおった 

「やまとなでしこ」に成長できるよう邁進して参ります。」 

 

 

 

 

 

 



 

2016 ミス日本酒（Miss SAKE）ファイナリスト １６名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ミス日本酒 北海道  2016 ミス日本酒 秋田   2016 ミス日本酒 宮城    2016 ミス日本酒 東京 

瀬川理恵(せがわりえ)  千葉紗央律(ちばさおり)   池田かほり(いけだかほり)  安藤裕美(あんどうゆみ)  

28 歳・北海道出身  27 歳・秋田県出身   28 歳・宮城県出身  27 歳・東京都出身 

キュレーター   会社員    チャイルドボディセラピスト  ヨガインストラクター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ミス日本酒 千葉  2016 ミス日本酒 茨城   2016 ミス日本酒 山梨   2016 ミス日本酒 愛知 

杉本美樹(すぎもとみき)  諏訪実奈未(すわみなみ)  青柳杏奈(あおやぎあんな) 宮原真奈美(みやはらまなみ) 

26 歳・千葉県出身  20 歳・茨城県出身   20 歳・山梨県出身    28 歳・三重県出身 

会社員          慶応義塾大学 3 年   ダンスインストラクター  会社員                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ミス日本酒 大阪   2016 ミス日本酒 京都   2016 ミス日本酒 奈良 2016 ミス日本酒 和歌山 

藤田ももこ(ふじたももこ) 小林沙霧(こばやしさぎり) 中島千華子(なかじまちかこ) 嶋田妃希(しまだきさき)  

24 歳・大阪府出身     23 歳・京都府出身   25 歳・奈良県出身     29 歳・和歌山県出身 

会社員    同志社大学 4 年   上方舞師匠業・ジュエリー販売 会社員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ミス日本酒 兵庫  2016 ミス日本酒 広島   2016 ミス日本酒 愛媛 2016 ミス日本酒 長崎 

水谷珠里(みずたにあかり) 下山彩音(しもやまあやね) 大濱彩花(おおはまあやか) 田中沙百合(たなかさゆり)  

26 歳・大阪府出身  23 歳・広島県出身   30 歳・愛媛県出身  28 歳・長崎県出身 

元宝塚歌劇団団員  会社員    古典作家   タレント 

 

※2015 年 12 月 1 時点の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【2016 ミス日本酒 東京大会＆ファイナリスト発表会 開催概要】  

【日程】 2015 年 12 月 1 日（火）19 時〜22 時（18 時 30 分開場） 

 19 時〜21 時 2016 ミス日本酒 東京大会／21 時〜22 時 ファイナリスト発表会 

【会場】 八芳園 (東京都港区白金台 1-1-1) www.happo-en.com 

【主催】 株式会社タニタ  

【共催】 一般社団法人ミス日本酒  

【運営協力】 AIBAOFFICE 株式会社 

【後援】読売新聞社、文化放送、公益財団法人東京観光財団、日本酒造組合中央会、

日本酒造青年協議会、東京都酒造組合 

【協力】朝日新聞デジタル&、八芳園、株式会社コーセー、Sony Music Labels Inc.

株式会社 APPRICO、株式会社三松、やまだ着付小町、株式会社フォトアンドスタイ

ル、株式会社マニモード、NPO 法人ジョイオブサケ、一般社団法人シンクパール 

【審査員】 

清水貴之様（参議院議員） 

増田德兵衞様（日本酒造組合中央会 海外戦略委員会 委員長／株式会社増田德兵衞商店  

 代表取締役社長 十四代目 増田德兵衞） 

金子実由喜様（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） 

藤間登代裕様（日本舞踊 藤間流 師範） 

渡辺佳子様（銀座ナチュラルタイムグループ 総院長／社団法人経絡リンパマッサージ 

 協会 代表理事／株式会社 JW インターナショナル 代表取締役） 

難波美智代様（一般社団法人シンクパール代表理事／女性からだ会議®ファウンダー）

猪野正浩（株式会社タニタ ブランディング推進室 室長） 

 

「タニタ やまとなでしこプロジェクト」  

主催の株式会社タニタでは、2016 ミス日本酒（Miss SAKE）東京大会のグランプリ受

賞者に対し、日本女性の本来の美と日本文化を世界につなぐアンバサダーを育成する

「タニタ やまとなでしこプロジェクト」を 12 月にスタートいたします。ミス・ユニ

バース・ジャパンで蓄積してきた健康美をつくる独自のメソッドとともに、やまとな

でしこの条件とされる美しい肌・髪、凛としたたたずまい、洗練されたファッション

センス、教養などの面でオリジナルのカリキュラムつくり、それぞれの専門家による

マン・ツー・マン・レッスンを行います。期間は日本大会が開催される 2016 年 3 月

まで。日本大会でのグランプリを目指すのはもちろん、タニタの健康と美にかかわる

考えを啓発する 2016 年のカバーモデルとして様々なシーンで活躍の場を提供してま

いります。 



 

 

「ミス日本酒（Miss SAKE）」のこれまでの活動  

 

「ミス日本酒（Miss SAKE）」は、日本の伝統ある食文化「日本酒」の魅力を発信する

アンバサダーです。「初代ミス日本酒」は、外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日

本酒造組合中央会等の後援のもと、2013 年 10 月に誕生しました。そして１年の間

に、海外ではハワイ、ロサンゼルス、ニューヨーク、ブラジル、モナコ、ロンドン等

で日本酒および日本の食に関するイベントに出演。7 か国で、日本酒を切り口に日本

の食・文化に関する啓発と、日本への観光誘致活動を行いました。次代を引き継いだ

2015 ミス日本酒も上記各国は勿論のこと、2016 年度はスウェーデンやパリ、バルセ

ロナ等活動の幅を広げています。また国内では、イベント出演にとどまらず、蔵元、

酒造メーカー、料理人などの方たちと連携し、日本酒の PR 活動を行っています。国

内で日本酒の消費量や出荷金額が減少している一方で、海外では日本食ブームと連動

して日本酒の消費が拡大傾向にあります。「ミス日本酒」は、日本国内はもちろんのこ

と、海外にも積極的に足を運び、年間を通じて日本酒の魅力を世界中に伝えていきま

す。 

[2015 年度の主な活動実績] 

（国内）「日本酒フェア 2015」／「IWC2015 受賞」日本酒試飲会／「2015 京焼サ

ミット in 東福寺」／「にいがた酒の陣」／「ぴあ日本酒フェア」等 

（海外）「JAXA 主催：Space Symposium」／「ミラノ万博」／｢Presenting Japan 

2015 ロンドン｣／「THE JOY OF SAKE：Honolulu, Las Vegas」／「Salon del 

Manga Barcelona」／「Salon du Sake Paris」 

 

【本件に関するお問い合わせ】 
 

 

一般社団法人ミス日本酒 

〒104-0061                           

      東京都中央区銀座 3-7-16 銀座 NS ビル 9 階 

      電 話: 03-6869-1700（代表） 

      FＡＸ: 03-6800-3513 

    E-mail : sake@misssake.org 

    担 当：大西、青山 
 


