2011 年 10 月 14 日

シンガポールでチャリティ利き酒イベント開催
延べ 160 人が和、タイ、イタリアン、フレンチとのペアリングを堪能
シンガポールで情報誌を出版する Minook International Pte Ltd （ミヌック・インターナショナル 以下「ミヌック社」）
は、10 月 7 日から 10 月 10 日の 4 日間、シンガポールの有名レストラン 5 会場でチャリティ利き酒イベントを開催し
ました。酒類販売の株式会社折原（東京・池袋）協賛、ジェトロ・シンガポール後援を受けた当イベントでは、シンガ
ポールに在住する様々な国籍の参加者延べ 160 人が、世界を代表するキュイジーヌと日本酒とのペアリングを堪能
しました。160 人規模で日本酒と多国籍料理のペアリングを楽しむイベントは、グルメ都市シンガポールでも初めて
の試みとみられ、多くの参加者から高い評価を得ました。なおこのイベントの収益金（一部経費を除く）は集計後ミヌ
ック社を通じて、日本赤十字社の震災復興活動に寄付されます。

当イベントは、焼き鳥の「酉玉」、懐石料理の「雲」、タイ料理の「Jim Thompson（ジム・トンプソン）」、イタリア料理の
「Senso（センソ）」、フランス料理の「Au Jardin（オウジャルダン）」を会場とし、計 6 回のセッションを通じて 16 種類の
日本酒が紹介されました。またソムリエ・利き酒師の友田晶子氏をゲストスピーカーとして迎え、各会場で日本酒の
基本講座（和英バイリンガル）も同時に行いました。

当イベントの前半では、ゆず梅酒のソーダ割りをウェルカムドリンクに、友田氏によるバイリンガルの日本酒基本講
座が行われました。基本講座では、日本酒の起源と歴史、地域別の特色、製造方法、飲用温度、日本酒の種類、
ペアリングの方法、季節の日本酒などが紹介されました。また後半においては、シャンペングラスに注いだ発泡酒
で乾杯後、コース料理の一皿一皿に友田氏自らペアリングした日本酒が、冷、常温、燗、オンザロックなどのアレン
ジで、それぞれの特長、蔵元、エピソードとともに紹介されました。また震災復興への願いを込め、各会場で東北産
の銘柄を味わいました。

会場では参加者と友田氏との質疑応答も活発に行われ、「日本酒はどの期間保存できるのか」、「開封したらどの位
保存できるのか」といった質問が多く聞かれました。「冷で飲む日本酒と燗で飲む日本酒の違い」や「日本酒は樽で
熟成されるのか」などの具体的な質問も飛び交ったほか、今後同様のイベントへの要望も多く聞かれました。友田氏
はイベントを振り返り、「今後様々な銘柄に触れる機会が増えれば、シンガポールでも日本酒をワインのように楽し
む愛飲者が増えるのではないか」と語りました。

お問い合わせ先：
Minook International Pte Ltd （担当：藤岡）
電話：+65 6324 2127 Email: event@mangosteen.com.sg
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チャリティ利き酒イベント詳細

イベント名：

Tohoku Earthquake Relief Charity Fundraiser “Sake for a Cause”

開催期間：

2011 年 10 月 7 日～10 日

主催：

Minook International Pte Ltd

協賛：

折原商店シンガポール （株式会社折原）

後援：

ジェトロ・シンガポール

講師及び日本酒と料理のコーディネート：
友田晶子 （トータル飲料コンサルタント、ソムリエ、利き酒師）
使用テキスト：

友田晶子著 『世界に誇る―品格の名酒』 株式会社ギャップ・ジャパン （2009 年）

日時・会場：

10 月 7 日 Toritama（酉玉） 12:00-13:30
10 月 7 日 Kumo（雲） 19:00-21:00
10 月 8 日 Kumo（雲） 19:00-21:00
10 月 9 日 Jim Thompson 18:00-20:00
10 月 10 日 Senso 12:00-12:30
10 月 10 日 Au Jardin 18:00-20:00

プログラム：

ウェルカムドリンク（ゆず梅酒のソーダ割り）
友田氏による日本酒の基礎講座（和英バイリンガル・20-30 分）
発泡日本酒で乾杯
利き酒とコース料理

紹介した日本酒：

ゆず梅酒

中野 BC（和歌山）

（順不同）

美丈夫 発泡吟醸酒 しゅわっ

濱川商店（高知）

Mizubasho PURE

永井酒造（群馬）

獺祭 発泡にごり酒 50

旭酒造（山口）

獺祭 純米大吟醸 50

旭酒造（山口）

浜千鳥 純米吟醸 美山錦

浜千鳥（岩手）

浜千鳥 特別純米

浜千鳥（岩手）

金寶 穏 特別純米

仁井田本家（福島）

金寶 日本酒 山廃燗誂 純米酒

仁井田本家（福島）

金寶 穂の歌 純米

仁井田本家（福島）

菊姫 金劒 純米

菊姫（石川）

福千歳 圓 山廃純米

田嶋酒造（福井）

真名鶴 純米吟醸 奏雨 Sow

真名鶴酒造（福井）

雪の茅舎 純米大吟醸 瓶囲い

齋彌酒造店（秋田）

岩の井 大吟醸 古酒 1978 年

岩瀬酒造（千葉）

にごりマンゴー酒

本家松浦酒造（徳島）
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Minook International について
社名：

Minook International (S) Pte Ltd

創業 ：

1997 年

代表：

鈴木康子（すずき やすこ）

住所：

2B Craig Road Singapore 669555

代表電話：

+65 6324 2127

事業概要：
シンガポールを拠点とし、日本人向けの月刊情報誌「マンゴスティン倶楽部」（1997 年創刊 配布部数約
20,000 部）、日本に関する情報を発信する英文季刊誌「WAttention（ワテンション）」（2010 年創刊 配布部数
約 30,000 部）を発行。14 年に亘り日本とシンガポールの橋渡しとなるべく情報を発信している。日本における
姉妹会社和テンション株式会社は、東京の地域情報を英文で発信する季刊誌「WAttention Tokyo」とともに、
世界のセレブリティが観光ガイドを務めるチャリティ旅行ガイド「Travel Guide to AID JAPAN」を発行している。

月刊誌マンゴスティン倶楽部

季刊誌 WAttention
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イベントの様子

酉玉 （10 月 7 日・ランチ）

雲 （10 月 7 日・ディナー）

雲 （10 月 8 日・ディナー）
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Jim Thompson （10 月 9 日・ディナー）

Senso （10 月 10 日・ランチ）

Au Jardin （10 月 10 日・ディナー）
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（左上） ソムリエによって発泡日本酒が用意される。（Au Jardin）
（右上） 基本講座のテキストブックが開場前のテーブルを彩る （Au Jardin）
（左下） タイ料理とのペアリングを楽しむ （Jim Thompson）
（右下） ぼんじりに合わせてサムライロック。参加者自らライムを絞る （酉玉）
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