世界を知るトップビジネスマンによる日本酒ビジネスセミナー及び海外の
日本酒市場に関する各国の第一人者によるパネルディスカッションを行います。
日本酒の海外進出・輸出戦略等の構築に向けて、
この機会を是非ご活用ください。

国税庁 主催

Speakers/Guests:

ジョージ・タナシェヴィッチ

参加費無料

（マリーナ・ベイ・サンズ総支配人）

コリーン・ムイ（AWSEC最高執行責任者）
吉武 理恵

先着150名様

（日本酒プロモーター／クラレット株式会社取締役）

鈴木 幸代（SCS Trading Co., Ltd. Managing Director）

※ 日本酒関連事業者様
のみ参加可能

山下 ロウナ（Yamashita Group）
モデレーター：平出 淑恵（酒サムライコーディネーター）
日

時

令和元年

9月24日(火) 13：30～17：15

（受付・開場 13：00～）

会

場

月桂冠「昭和蔵ホール」

参加費

無料

定

員

150名（お申込先着順）

主

催

国税庁

京都市伏見区片原町300番地

※講演内容・スケジュール等につきましては都合により変更する場合がございます。
※当日の様子を撮影した写真や動画が国税庁等の報告活動等に使われる事がございます。

お申込・お問合せ

㈱テー・オー・ダブリュー
担当：濵砂（はますな）

メール ：181hamasuna@tow.co.jp
FAX ：03-3436-2020 ※本事業は、国税庁より ㈱テー・オー・ダブリュー が受託し、運営しております。

お申し込み
締切：9月10日（火）
■メール：必要事項をご記載の上、下記宛にe-mailにてお申込ください。
181hamasuna@tow.co.jp
■ＦＡＸ： 下記フォーマットに必要事項をご記載の上、ＦＡＸにて 03-3436-2020 まで、
お申込ください。
氏名
事業所名・所属・役職

メールアドレス
電話番号
参加希望の分科会
※希望する講師名に
を入れて下さい。

□ コリーン・ムイ氏
【香港】

□ 吉武 理恵氏
【英国】

□ 鈴木 幸代氏
【タイ】

分科会は先着各50名ずつとなります。ご希望に添えない場合もございますので、お早目にお申込み下さい。
※お申込終了後、事務局からご連絡致します。
（ ご記入いただきました個人情報は、当イベントの運営管理の目的にのみ利用させていただきます）

プログラム内容
time

scene

13:00～13:30

受付～開場

13:30～13:45

開会挨拶

speakers

◆世界視点から見た日本酒
13:45～14:30

基調講演

①ジョージ・タナシェヴィッチ氏 【シンガポール】
②吉武 理恵 氏 【英国】

◆各国の日本酒キーマンの視点

14:30～16:00

パネルディスカッション

〈パネリスト〉 ・ジョージ・タナシェヴィッチ氏 【シンガポール】
・コリーン・ムイ氏 【香港】
・吉武 理恵 氏 【英国】
・鈴木 幸代氏 【タイ】
・山下 ロウナ 氏 【スペイン】
〈モデレーター〉 平出 淑恵

16:00～16:15

休憩／転換

◆各マーケット事情とトピックス
16:15～17:15

分科会（３分科会）

①コリーン・ムイ氏 【香港】
②吉武 理恵 氏 【英国】
③鈴木 幸代 氏 【タイ】

●お問い合わせ先●
㈱テー・オー・ダブリュー （担当：濵砂）
東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル3階
携帯：080-5924-7671
Mail：181hamasuna@tow.co.jp

登壇者プロフィール
基調講演／パネルディスカッション

ジョージ・タナシェヴィッチ

George Tanasijevich

（マリーナ・ベイ・サンズ 総支配人）
国際営業経験豊富な上級管理職かつ熟達した弁護士であるタナシェヴィッチ氏は、最先端コンベンション・展示
施設、豪華ホテル、ワールドクラスのカジノ、エンターテインメント、ショッピング施設、レストラン、およびミュージアムを
画期的な建造物内に擁するマリーナ・ベイ・サンズの開発責任者として活躍。現在、国際的な統合型リゾートの大手
開発業者ラスベガス・サンズ社の子会社であるマリーナ・ベイ・サンズ社の総支配人／シンガポール開発担当副社
長を務める。同社がシンガポールのマリーナ・ベイの統合型リゾート開発の入札に参加する際、中心となってプロジェ
クトを推進し、財務、法務、建設、設計、営業、マーケティング分野と広範にわたる専門家の大型チームを統括。
シンガポールでの活動に携わる前は、マカオにてラスベガス・サンズ社のコタイ・ストリップ™プロジェクトの開発ディ
レクターを務め、ラスベガス･サンズ社の前は、東南アジア最大の不動産・観光会社であるシンガポール・キャピタラ
ンド社のエクイティマーケット上級副社長を務めた。同社の投資家関係部門の長として、株式取引コンプライアンスの顧問、またシンガポール初の
不動産投資信託（REIT）上場管理委員会の委員としても活躍。
キャピタランド社入社以前は、米国第2位のショッピングモールREITを運営するジェネラル・グロース・プロパティーズの副社長を務め、その後、
ジェネラル・グロースの上級弁護士として任命され、同社の訴訟グループの長として38州にまたがる訴訟を管理する役割を果たした。
シカゴ大学大学院ビジネス科でMBAを取得し、シカゴ・ロイヤラ大学から法律の学位を取得。また、ミシガン大学からも学士号を得ている。同氏
は、シンガポール国際商工会議所の理事会会員として活躍しており、2009年にはグローバル・ゲーミング・ビジネス誌の「注目すべき25名」にも選
ばれている。
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パネルディスカッション／分科会

コリーン・ムイ

Corinne Mui

（AWSEC 最高執行責任者）
Asia Wine Service and Education Center（AWSEC）の最高執行責任者。同社は香港に本社を置き、アジア
中に拠点を持つ25年以上の歴史を持つワインの教育機関。彼女は英国WSETの修了免状を持ち、香港で唯一
同免状レベル取得コースを運営。AWSECは、62カ国500参加者の中から、アジアで最初の“WSET Educator
of the Year”を取得。2015年には“French Wine Scholar Program Provider of the Year”も取得。
AWSECは香港、中国、アジア圏内でWSET 3レベルの日本酒教育を実施。彼女はWSETの日本酒の教育者
として認定され同時に彼女は日本での勉強後、 SakeソムリエとしてSake Sommelier Association（SSA）のコー
スでも教鞭をとっている。2018年にはSSAより「Sake Ambassador 2018」にも任命。
ロンドンでの日本酒チャレンジの審査委員長を務め、過去7年間に及び、教え子たちに対して日本の酒蔵の酒造
りについて指導。ワイン教育のほかにも、Decanter Asia Wine Award, AWOCA, Wines of Germany Top100,
Barossa Wine Show, London Sake Challenge and Sud de France Top50などのワイン・コンテストにも審査員として関わっており、ワインの
専門家としてＴＶ，ラジオ出演、現地新聞など幅広くメディアにも紹介されている。
世界中の主要ワイン生産地を訪ねることを通して、経験ある世界のワイン専門家たちとも交流。教育の場や執筆活動で、それらの経験や発見
を紹介。ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、アルザス、オーストラリア、イタリア、ギリシャや日本へのワイン及び日本酒紹介も意欲的に行っ
ている。
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吉武 理恵

Rie Yoshitake

（Yoshitake & Associates 日英文化交流＆ビジネスコンサルタント、日本酒プロモーター、酒サ
ムライ英国代表（UK事務局）、インターナショナル・ワイン・チャレンジ・アンバサアダー、日本酒造
組合中央会 英国リエゾン、高級ワイン輸入業社クラレット株式会社取締役）
1986年に留学渡英して以来、海外と日本との架け橋になることを志し、貿易、文化交流、ワイン流通など、様々な
分野で日英を繋ぐ業務に携わる。2006年より日本酒造青年協議会（酒サムライ）の依頼を受け、インターナショナル
ワインチャレンジ（IWC）の日本酒部門の設立運営に携わる一方、英国にて独自の日本酒普及活動を展開。
ワイン流通に関する深い知識と在英３０年間で培った幅広い人脈を駆使して、大使館、英国議会、オックスフォード
大学、ケンブリッジ大学、スポーツ界など、影響力のあるターゲットを中心に、継続的な日本酒イベントを展開するとと
もに、日本酒業界の代表として、英国の日本酒業界プラットフォーム構築。日本政府や蔵元、業界へのマーケティン
グ・PRアドバイスに尽力。ロンドンのグローバルな情報発信力を駆使し、日本酒の認知度を向上させ、世界に日本酒
の魅力を伝えることを使命としている。２０１４年農林水産大臣賞・日本食海外普及貢献者賞受賞。2019年 外務大
臣賞受賞。
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鈴木 幸代

Sachiyo Suzuki

（SCS Trading Co., Ltd. Managing Director）
2003年にSCS Tradingをバンコクに設立。焼酎の輸入・卸販売からスタートし、2008年より、サッポロビール輸入
開始。自身で酒蔵を訪問し、造り手の心と共に日本酒の伝統・文化、美味しさをタイに広めたいと、バンコクを中心に
定期的に酒会、酒タイディナー、酒イタリアンディナー、sake meets meat、試飲会KAMPAI BANGKOK等を定期
的に開催。タイ人、在タイ邦人、欧米人など
に、お酒の楽しみ方を広めている。また、タイ国内で活動中ののソムリエ
を酒プロフェッショナルコースや 酒蔵に同伴し、日本酒の更なる理解拡大を目指している。昨今はチェンマイ、プー
ケットなどの地方都市でも酒レクチャーを通じた啓蒙活動中。タイ国内の100を超えるホテル・飲食店の酒アドバイ
ザーも務めている。

パネルディスカッション

山下 ロウナ

Rona Yamashita

（Yamashita Group）
1978年から創業40年、スペイン、バルセロナで最も早くから日本料理店を展開している山下グループ創業者の長
男に生まれる。
各店舗における日本酒のラインナップを充実させ、日本人だけではなく、地元スペイン人のお客様にも日本酒の
魅力を紹介し、スペインでは主流である〈日本食×ワイン〉ではなく、〈日本食×日本酒〉のマリアージュを提案してい
る。バルセロナに構える山下グループ直営店Ramen Dining YUでは、日本の酒造とコラボした日本酒スパークリン
グを取扱い、飲みやすく手が出しやすい価格帯で提供することで、日本酒に馴染みのない海外のお客様に対しても
まずは日本酒の美味しさを経験して頂き、その幅広さを知ってもらうという、現地での日本酒普及活動に取り組む。
世界で五指に入る名門ビジネススクール「IESE」に世界中から集まる学生に向けて日本酒の素晴らしさを伝えるべ
く、同校日本人の学生と共に企画する試飲会やイベントには毎回100名超の学生が参加する。
また、バルセロナ日本総領事館で、スペインでの日本酒普及のために必要な取り組みをインポーターや飲食店向
けに講義を行うほか、日本から蔵元やシェフを招き、現地日本料理店でイベントを開催し、地元のお客様に向けて
厳選された料理と日本酒を楽しんで頂くと共に、日本の作り手とスペインの消費者が直接言葉を交わし、作り手の
想いや日本酒の今をリアルに感じて頂ける機会を提供している。

パネルディスカッション モデレーター

平出 淑恵

Toshie Hiraide

（ ㈱コーポサチ代表取締役、酒サムライコーディネーター（日本酒造青年協議会） 、ＩＷＣ（インターナショナルワイ
ンチャレンジ）アンバサダー、昇龍道大使 （中部・北陸９県の昇龍道プロジェクト、インバウンド推進アンバサダー）、
外務省在外公館長赴任前研修日本酒講座コーディネーター、総務省地域力創造アドバイザー、日本酒蔵ツーリ
ズム推進協議会運営委員、東北夢の桜街道協議会アドバイザー、（一社）和食文化国民会議連絡会議幹事、
（一社）全日本・食学会会員、（一社）日本食文化会議委員、（一社）ミス日本酒 顧問、キャプラン㈱（WSET を
日本で運営）アドバイザー）
1983年、日本航空入社。国際線担当客室乗務の傍ら、1992年、日本ソムリエ協会認定ソムリエ、1997年、
シニアソムリエ資格取得。JAL 在職中の2006年に、社外活動として若手の蔵元の全国組織「日本酒造青年
協議会」の酒サムライ活動に参画し、世界最大規模のワイン・コンペティション（IWC）に日本酒部門創設。
2010年に希望退職。2011年、日本酒の国際化から観光立国を目指し、株式会社コーポ・サチ代表取締役
に就任。

