
報道関係 各位 平成 26 年 3 月 24 日

日本酒造組合中央会         

日本酒造組合中央会（会長：篠原成行）では、政府が推進するクールジャパン戦略に沿って、國酒の

輸出拡大促進ならびに訪日外国人獲得につなげる目的で、主要国際空港において、訪日外国人に対

する日本の酒（日本酒と本格焼酎・泡盛）の魅力を PR するキャンペーンを、国の後援ならびに各空港会

社との共催により、10月から3月にわたり実施してまいりました。期間中７万人※を超える訪日外国人のお

客様に日本の酒の魅力を発信してまいりました。 

※昨年 10 月１日～本年 3月 3 日の間にブースを訪れた訪日外国人延べ人数（当会集計） 

政府においては、昨年、訪日外国人旅行者数 1,000 万人を達成し、今後 2020 年に向けて、2,000 万人

の高みを目指して取り組んでいくこととしています。 

中央会としましては、昨年度大変好評をいただきましたので今年度も引き続き、国や各空港会社の協力

をいただきましてキャンペーンを継続し、海外でも高く評価されている日本のお酒の試飲や伝統文化の魅

力を世界に向けて存分に発信してまいります。 

ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」概要

【実施期間】 平成26年４月1日（火）～平成27年3月31日（火） 

【実施場所】 成田・羽田・中部・関西の各空港国際線免税エリア（別紙参照） 

【実施内容】 訪日外国人を対象に日本のお酒の試飲PRを実施する。 

お酒の製法や飲み方、お酒文化や外国人が見学可能な酒蔵情報等を紹介。 

【実施主体】 日本酒造組合中央会、成田国際空港㈱、東京国際空港ターミナル㈱、 

         中部国際空港㈱、新関西国際空港㈱ 

【後   援】 国土交通省、国土交通省観光庁、国税庁 

主要国際空港で一斉開催！ 

国・空港会社・酒造業界が一丸となって行う取組み 

ニッポンを飲もう！『日本の酒キャンペーン』を継続してまいります！

実施期間：平成 26 年 4月 1日（火）～平成 27 年 3月 31 日（火） 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

日本酒造組合中央会 広報部  

TEL：03-3501-0108 FAX：03-3501-6018  担当：郷
ごう
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平成２６年３月２４日

航 空 局

観 光 庁

日本酒造組合中央会、各空港会社においても同時リリース

ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」を継続してまいります！

○平成25年10月に国・空港会社・酒造業界が一丸となった初の試みとして

「日本の酒キャンペーン」を開始したところです。

○平成26年度においても、引き続き本取り組みを継続してまいります。

観光立国の実現に向け、成田・羽田・中部・関西の４つの国際空港において、

「日本の酒」のＰＲに取り組んできたところ。期間中７万人※を超える外国人

旅客に対し、その魅力を発信してまいりました。

※昨年10月1日～本年3月3日の間にブースを訪れた訪日外国人の延べ人数（主催者集計）

政府においては、昨年、訪日外国人旅行者数1000万人を達成し、今後2020年

に向けて、2000万人の高みを目指して取り組んでいくこととしています。外国

人にとって関心の高い「日本の酒」を通じて、我が国の文化やその魅力に触れ

てもらうことにより、引き続き訪日外国人の獲得につなげてまいります。

ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」概要

１．実施期間 平成26年4月1日(火)～平成27年3月31日（火）の期間

２．実施場所 成田・羽田・中部・関西の各空港国際線免税エリア(別紙参照)

３．実施内容 ・訪日外国人を対象に日本のお酒の試飲ＰＲを実施。

・お酒の製法や飲み方、外国人が見学可能な酒蔵情報等を紹介。

４．実施主体 日本酒造組合中央会、成田国際空港(株)、東京国際空港ターミ

ナル(株)、中部国際空港(株)、新関西国際空港(株)

５．後 援 国土交通省、国土交通省観光庁、国税庁

※詳しい開催時期、実施場所及び実施内容については各空港会社のＨＰをご参照下さい。

担当：航空局 首都圏空港課 里(49335)､黒木(49323)

近畿圏・中部圏空港政策室 片山(49636)､足立(49624)

電話:03-5253-8111（代） 直通：03-5253-8956､8613 ＦＡＸ：03-5253-1660

観光庁 観光資源課 水口(27802)、小林(27822)、菊地(27824)

電話:03-5253-8111（代） 直通：03-5253-8925 ＦＡＸ：03-5253-8930
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成田国際空港では、昨年 10 月より「日本の酒」の魅力を外国人のお客様へ発信すべく「ニッポンを

飲もう！日本の酒キャンペーン」を展開しておりますが、今後も日本の酒が国内外を問わず多くの方に

愛されるよう、「日本の酒で乾杯」イベントを開催します。 

当日は各方面で活躍するタレントＳＨＥＬＬＹさんや「2014 ミス日本酒」の森田真衣さんも出席し、日本

酒にまつわるトークショーなどを行います。 

 

１．日時 ： 3月 30日（日）09:00～10:40（予定） 

２．場所 ： 第 1旅客ターミナル南ウイング 4階（下図参照）  

  

  

 

 

 

 

 

３．イベント内容                                                      

 主催者挨拶（NAA常務取締役 高野徳久） 

 日本酒タワー披露 

 乾杯 

 お客様への振舞い酒 

 SHELLY さん、「2014 ミス日本酒」の森田真衣さんなど

によるトークショー 

イベント会場位置 

★ 

ニッポンを飲もう！日本の酒キャンペーン 

 

 

（日本酒タワーイメージ） 



 

 

４．出席者： 

 

1984年 5 月 11 日横浜生まれ。 

CUTIE、Spring、Zipper などのファッション誌のモデルを経て、現在はテレビな

どで活躍。今後さまざまなフィールドでの活動も期待される、注目のバイリン

ガル。  

日本酒利酒師の資格を持っており、日本酒に対する造詣が深い。 

 

1987 年生、埼玉県出身。 

日本酒と日本文化の魅力を国内外に発信するアンバサダーを輩出すべく、

2013年 10月京都にて初開催された「2014 ミス日本酒(Miss Sake)」最終選考

会にてグランプリを獲得。 

日本国内だけでなく海外でも、「2014 ミス日本酒(Miss Sake)」として日本酒振

興のための活動を積極的に行っている。 

 

 

 

 

 

フリーアナウンサー。フジテレビ「とくダネ！」内、生ＣＭパーソナリティを務め

る。食やお酒に関心を持ち、一級フードアナリスト、きき酒師など習得。特に

日本酒の魅力を伝えたいと、多くのイベントや酒蔵ツアーを企画・主催、講

演、トークショーなど幅広く活動中。 

・観光庁主導 酒蔵ツーリズムにて目利き役 

・日本酒造青年協議会運営 酒サムライ 叙任 

 

 

2014年度以降も以下の通りキャンペーンを継続いたします。 

 場所：第 1旅客ターミナル南ウイング出国審査後エリア「AKIHABARA」内 

（改装に合わせコーナー設置） 

 実施方法：5㎡程度のコーナーで、日本酒の PR、試飲・販売を実施。 

 実施期間：2014年 8月～ 

※ なお、AKIHABARAへのコーナー設置までは、第 1旅客

ターミナル南ウイング出国審査後エリア「KAGURA」等

にて什器設置の上、キャンペーンを実施 

※ 第 2旅客ターミナルにおいても 2015年度から 

展開予定。 

 

 

SHELLY 

「2014ミス日本酒」森田真衣 

MC あおい有紀 

（展開イメージ） 

2014年度のキャンペーン継続について 

〒282-8601 千葉県成田市成田国際空港内 NAA ビル TEL 0476-34-5062 FAX 0476-34-5030 

URL：http://www.narita-airport.jp/jp/  E-mail：kouhou@naa.jp 

成田国際空港株式会社 広報部 

（お問い合わせ先） 

リテール事業部 小島 （TEL ： 0476-34-5619） 



2014 年 3月 24 日 

東京国際空港ターミナル株式会社 
 

 

 

東京国際空港ターミナル株式会社    

http://www.tiat.co.jp/  

ニッポンを飲もう！ 

「日本の酒キャンペーン」の継続実施について 

 

 昨年 10 月より政府の観光立国を目指す取り組みである『観光立国実現に向けた  

アクション・プログラム』の一環として、政府（国土交通省、観光庁）・国際拠点空港 

（成田、羽田、中部、関西）・酒造業界が一丸となり、訪日外国人旅行者を対象に    

「日本の酒」（日本酒・焼酎）をＰＲするキャンペーンに取り組んでまいりました。 

 平成 26 年４月以降についても引き続き外国人にとって関心の高い「日本の酒」を  

通じて、我が国の文化やその魅力に触れて頂く同キャンペーンを継続することとなりま

した。 

 羽田空港国際線旅客ターミナルにおきましても、「日本の酒」を通じて、訪日外国人

旅行客の方々に我が国の文化やその魅力に触れて頂く機会を提供するため、当社直営 

免税売店において、「日本の酒」の試飲や販売を実施するキャンペーンを継続実施いた

します。 

  

１．ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」概要１．ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」概要１．ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」概要１．ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」概要    

（１）実施期間 ：平成26年4月1日(火)～平成27年3月31日(火) [各空港により実施期間等は異なります。] 

（２）実施場所 ：成田・羽田・中部・関西の各空港国際線免税エリア 

（３）実施内容  ：・訪日外国人を対象に日本のお酒の試飲ＰＲを実施。 

          ・お酒の製法や飲み方、外国人が見学可能な酒蔵情報等を紹介。 

（４）実施主体 ：日本酒造組合中央会、成田国際空港(株)、中部国際空港(株)、 

新関西国際空港(株)、東京国際空港ターミナル(株) 

（５）後  援 ：国土交通省、国土交通省観光庁、国税庁 

                ※ 参考: 国土交通省プレスリリース資料（添付） 

２．２．２．２．羽田空港国際線羽田空港国際線羽田空港国際線羽田空港国際線旅客ターミナル旅客ターミナル旅客ターミナル旅客ターミナルににににおけるキャンペーン概要おけるキャンペーン概要おけるキャンペーン概要おけるキャンペーン概要    

（１）キャンペーン概要 

  ■概  要 ： 当社直営免税店店頭にキャンペーンブースを設置し、日本

酒造組合の各支部等に加入する蔵元・酒造メーカーから 

多様な銘酒を取り揃え、お酒の試飲、販売を行います 

           

キャンペーン期間中は、２～４週間毎に出展蔵元、銘柄が

替わります。 



 

 

東京国際空港ターミナル株式会社

http://www.tiat.co.jp/  

   

■実施期間 ： 

          
 

■実施場所 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）これまでのキャンペーンの実施内容

■実施期間 ： 

■出 展 数 ： 

        

■実施内容 ：当社直営免税店「

 

 

 実施中のキャンペーン風景 

201

東京国際空港ターミナル株式会社

東京国際空港ターミナル株式会社    

 

 平成26年4月1日(火) ～ 平成26年10月31日(

        ※ 平成26年11月以降については検討中 

 国際線旅客ターミナル 

３階免税エリア内 TIAT DUTY FREE SHOP(CENTRAL

プロモーションスペース 

※ 免税エリア：保安検査および出国審査後の出発旅客のみが入れるエリア

※ プロモーションスペースにおいては、キャンペーンに出展している「日本の酒」

(日本酒・焼酎)を試飲いただけます。また、試飲している「日本の酒」は、

DUTY FREE SHOP(CENTRAL)にて、ご購入いただけます。（試飲キャンペーン実施

時間帯は、8時00分～15時00分。商品は24時間ご購入いただけます。）
  （試飲時間等については予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。）

これまでのキャンペーンの実施内容（平成 26 年 3 月 24 日現在） 

 平成25年10月1日（火）～平成26年3月31日（月）

 24都県 86の蔵元・酒造メーカーから  

 175銘柄の日本酒・焼酎が出展（蔵元・酒造メーカー数、銘柄数は期間中合計

：当社直営免税店「TIAT DUTY FREE SHOP(CENTRAL)

キャンペーンブースにて、蔵元・酒造メーカーのスタッフに

よる試飲キャンペーンを実施し、「日本の酒（日本酒・焼酎）」

の魅力を訪日外国人旅行者に発信しております

 また、「日本の酒（日本酒・焼酎）」の専用コーナーを同店内

に設置し、販売しております。 

2014 年 3月 24 日 

東京国際空港ターミナル株式会社 
 

＜お問い合わせ先＞ 

営 業 部 

(TEL:03-6428-5951) 

(金) 

CENTRAL) 前 

免税エリア：保安検査および出国審査後の出発旅客のみが入れるエリア 

出展している「日本の酒」

また、試飲している「日本の酒」は、TIAT 

（試飲キャンペーン実施

時間ご購入いただけます。） 
（試飲時間等については予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。） 

日（月） 

蔵元・酒造メーカー数、銘柄数は期間中合計） 

TIAT DUTY FREE SHOP(CENTRAL)」店頭の   

にて、蔵元・酒造メーカーのスタッフに

を実施し、「日本の酒（日本酒・焼酎）」

に発信しております。 

また、「日本の酒（日本酒・焼酎）」の専用コーナーを同店内

以 上 
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ニッポンを飲もう！「日本の酒キャンペーン」

２０１４年度の継続実施について 

 

セントレアでは、昨年１０月より、観光立国の実現に向けた取組みとして、「ニッポンを飲もう！日

本の酒キャンペーン」に協力し、国や地域、酒造業界等と一体となって、国際線をご利用される外国

人のお客様に対し、地元を中心とした「日本の酒」や、陶業をはじめとした地元の伝統文化の魅力を

発信してまいりました。 

セントレアにおいては、期間中、専用のキャンペーンブースに累計で１万７千人（※）を超える訪日

外国人のお客様にお立ち寄りいただくなど、大変好評を博しました。 

（※）昨年１０月１日～本年３月３日の間にブースを訪れた訪日外国人の延べ人数 

 

昨年、年間の訪日外国人旅行者数が史上初となる１，０００万人を突破し、中部地域においても、

中部９県が一体となって外国人観光客誘致に取り組む「昇龍道プロジェクト」等の効果により、昇龍

道地域を訪れた外国人宿泊者数が前年比で 34％増となるなど、訪日外国人観光客の需要は、着実

な成長を遂げています。 

さらに政府においては、今後２０２０年に向けて、２，０００万人の高みを目指して取り組んでいくこ

ととしており、その実現に向けて、中部地域の空の玄関口であるセントレアが果たすべき役割も一層

高まるものと思われます。 

 

こうしたことから、２０１４年においても本キャンペーンを継続し、訪日外国人のお客様に対して、

引き続き地元を中心とした「日本のお酒」の魅力等を発信していく所存です。 

 

【２０１４年度キャンペーンについて】 

 

 ■内容： 訪日外国人に日本のお酒（日本酒・焼酎）の魅力をＰＲするために、日本のお酒を 

紹介し、気軽に試飲いただける専用のキャンペーンブースを設置し、免税店内ととも 

に販売も行います。また、お酒の製法や飲み方などの伝統文化、見学可能な酒蔵など 

の観光情報を紹介します。 

 ■期間： ２０１４年４月１日（火）～２０１５年３月３１日（火） 

 ■実施主体： 日本酒造組合中央会、成田国際空港（株）、東京国際空港ターミナル（株）、 

新関西国際空港（株）、中部国際空港（株） 



 

 ■後援： 国土交通省、国土交通省観光庁、国税庁 

 ■ご参考： 国土交通省プレスリリース資料 ※本リリースにも添付 

■概要： 

（１）免税店（酒たばこ店） 店頭でのＰＲ・販売 

   ・場所： 旅客ターミナルビル３階 国際線出発搭乗待合室内 免税店エリア ※制限エリア内 

   ・開始日： ２０１４年４月１日～ 

 

（２）専用キャンペーンブースでのＰＲ・試飲・販売 （２０１４年７月～） 

・場所： 旅客ターミナルビル３階 国際線出発搭乗待合室内 免税店エリア ※制限エリア内 

   ・開始日： ２０１４年７月頃を予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）連動イベントの企画 

２０１３年度キャンペーンでご好評をいただきました“日本酒ショットバー”など、旅客ターミナル 

ビル内のイベントプラザや免税店において、中部地域のお酒を中心とした試飲、販売等の連動 

イベントを展開予定です。 

イベントの詳細は決まり次第、別途プレスリリースにてお知らせします。 

 

①免税店（酒たばこ店） 

②キャンペーンブース（イメージ） 

中部国際空港記者会各社宛に一斉配信しています。／中部国際空港㈱ 広報担当 ℡ ０５６９－３８－７７７５ 



 

   


