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日本酒造組合中央会（東京都港区：会長 篠原成行）は、2019年 10月 1日（火）の「日本酒の日」に、日本酒の

美味しさや乾杯の楽しさを味わっていただくイベント「全国一斉 日本酒で乾杯！2019」（URL：

https://kampai-sake.jp/）を開催します。各都道府県の酒造組合、酒蔵、飲食店、酒販店と連携して全国各地でイベン

トが行われ、今年からさらにスケールアップ。開催期間も日本酒の日前後の 9月 28日(土)～10月 6日(日)の 9日間楽し

むことができる「日本酒で乾杯WEEK」として生まれ変わります。 

 

メイン会場は、年齢、性別問わず多くの方から愛される街、恵比寿。そのランドマーク、ガーデンプレイスに隣接するアクトスクエ

ア（渋谷区恵比寿）で開催される「全国一斉 日本酒で乾杯！in 恵比寿」は、日本酒になじみのない方にその魅力を知って

もらおうと、 47都道府県の日本酒を４タイプ別に用意して、最先端のペアリング体験ができます。他にも 360度パノラマスクリー

ン映像と音楽体験が楽しめる空間で、津軽三味線奏者、作曲家の雅勝さんと、和太鼓奏者の千代園 剛さんのコラボ演奏によ

る伝統芸能パフォーマンスが楽しめます。 

 

また、来場者全員で 19時に日本酒で乾杯。一斉乾杯の模様は YouTube LIVEから動画配信されて、各地のイベント会

場を繋ぎます。 

 

 一方公式サイトでは、「日本酒で乾杯WEEK」期間中の乾杯イベント、飲食店・酒販店などの乾杯協力店舗の情報を確

認でき、自宅、飲食店、イベントで「日本酒で乾杯！」する様子を写真投稿することができます。写真投稿は SNSからハッシュ

タグ投稿（#日本酒で乾杯 2019、#kampaiwithsake2019）もでき、投稿をされた方から抽選で 20名様に、「日本

酒で乾杯！」ノベルティ Tシャツをプレゼントします。 

 

 

2019年 2月に 9年連続で輸出最高額を記録し、国内外問わず、さまざまな場面で楽しまれるようになってきた日本酒。 

同日、同時刻に日本酒を楽しむイベントとしては日本最大です。どうぞご期待ください。 

 

 

 

10月 1日の“日本酒の日”に、同じ時間、違う場所で乾杯！ 

「全国一斉 日本酒で乾杯！2019」開催概要が決定 

◎メイン会場は 2019年 10月 1日（火）18：40より恵比寿にて 

◎今年はさらに「日本酒で乾杯WEEK」として前後 9日間もさまざまな催しを開催 

https://kampai-sake.jp/


■「全国一斉 日本酒で乾杯！in 恵比寿」概要 

 開催日時 ：2019年 10月 1日（火） 

       18:40～20:30（18:25 受付開始） 

 会場 ：アクトスクエア（東京都渋谷区恵比寿 4-19-19 2F） 

 参加費 ：お一人様/2,000 円(税込) 学割/1,000 円(税込) 

        食事（ペアリング料理）+日本酒代金(きき酒し放題)、お猪口付き 

 アクセス ：JR/日比谷線 恵比寿駅〈東口〉より徒歩 7 分 

 募集人数   ：200名限定（応募者多数の場合は抽選、申込締切は９月 20日（金）12時まで。） 

 公式 HP    ：https://kampai-sake.jp/ 

 一般の問い合わせ：TEL：03-6225-2977 「全国一斉日本酒で乾杯！」事務局（平日 9 時～18 時） 

 

■全国一斉 日本酒で乾杯！とは 

10月 1日、「全国一斉 日本酒で乾杯！」を行い、日本酒の魅力・日本酒文化を広く国内外に伝えて、「日本酒の日」の

周知を図ります。今年度は東京会場以外でも、下記の地域にてそれぞれ日本酒で乾杯！イベントの実施を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

■日本酒の日とは 

日本の十二支は、本来 1年の月の記号です。その 10番目にあたる「酉（トリ）」は、元来壺を表す象形文字で「酒」を意味

します。日本の國酒である日本酒を後世に伝えるという想いを新たにするとともに、一層の愛情とご理解を、という願いをこめて

1978年（昭和 53年）に 10月 1日を「日本酒の日」と定めました。 

■日本酒造組合中央会について 

日本酒造組合中央会とは、酒類業組合などに関する法律に基づいた業界団体で、酒類業界の安定と健全な発展を目的と

し、全国の約 1,750の蔵元（清酒、本格焼酎・泡盛、本みりん）が所属しています。また、『國酒（こくしゅ）』といわれる日本

酒、本格焼酎・泡盛、本みりんについて情報発信することで、国内外に幅広く認知を向上する活動に取り組んでいます。 

報道関係の方の 

お問い合わせ先 

日本酒造組合中央会 PR事務局（株式会社サニーサイドアップ.内） 

担当：安藤、藤岡 TEL：03-6894-3200  Mail：japansake@ssu.co.jp 
 

県名 開催日 イベント名 県名 開催日 イベント名

10月1日 全国一斉日本酒で乾杯！2019 in 恵比寿 青森 10月1日 日本酒を楽しむ会×全国一斉乾杯

10月1日 全国一斉日本酒で乾杯！20199 in 日本の酒情報館 愛知 10月5,6日 秋酒祭2019

東京 10月1日 第4回東京カンパイＳＴＹＬＥ 静岡 10月1日 静岡県地酒まつり

神奈川 9月28日 第4回小田原宿場祭り 10月1日 日本酒　秋の宴

千葉 10月6日 千葉の酒フェスタ2019 in TOKYO 10月1日 日本酒で乾杯2019in岐阜（仮称）

山梨 10月4日 山梨の日本酒で乾杯
9月5日

～9月29日
いしかわサケマルシェ＠丸の内ハウス

茨城 10月1日 茨城の地酒で乾杯2019
9月26日

～10月3日
サケマルシェウイーク（東京駅）

10月1日 群馬の地酒で乾杯 in 草津湯畑 10月1日 地酒で乾杯いしかわ会議（ひやおろしの夕べ）

10月5,6日 ぐんま酒と食の祭典2019 10月5日 石川の地酒と美食の祭典「サケマルシェ」

大阪 10月1日 日本酒で乾杯 OSAKA 2019 富山 10月1日 富山の地酒を楽しむ会

10月1日
崇仁新町　SAKEZO'S BAR

「全国一斉日本酒で乾杯！」2019
広島 10月1日 10月1日は、日本酒の日イベント

10月1日 「全国一斉日本酒で乾杯！」in 京都経済センター 岡山 10月2日 おかやま「雄町と地酒の祭典」2019

奈良 10月1日 清酒発祥の地　大和のうま酒で乾杯 9月28日 しまねの地酒フェア東京（第二部）一般対象

和歌山 10月6日
和歌山県の地酒を楽しむ会

～和歌山県第5回3,000人一斉地酒で乾杯！～
10月6日 しまねの地酒フェア松江（第一部）

滋賀 10月1日 滋賀地酒10,000人乾杯 10月6日 しまねの地酒フェア松江（第二部）

北海道 10月1日 全国一斉日本酒で乾杯 香川 10月1日 第5回さぬきの酒で乾杯！

10月1日 宮城の酒コン in SENDAI 10月1日 全国一斉日本酒で乾杯！2019

10月1日 塩竈の地酒で乾杯！塩竈はしご酒 10月4日 ほろよいフェスタ2019

10月1日 日本酒の日にメガネ専用で乾杯（東京・神保町） 徳島 10月5日
阿波の酒で乾杯！2019

第21回徳島の酒と肴を楽しむ夕べ

岩手 10月5日 ラグビーWC釜石会場「東北酒フェスティバル」 10月1日 第54回土佐はし拳全日本選手権大会

10月1日 喜多方KAMPAIまつり 10月1日
全国一斉日本酒で乾杯in高知

「土佐酒で乾杯・NAKAMAぜよ‼」

10月1日 会津清酒で乾杯 会津若松市鶴ヶ城 福岡 10月1日 福酒奉納祭

10月1日 全国一斉日本酒で乾杯2019 in 南会津町 佐賀 10月1日 佐賀酒で乾杯プロジェクト

10月1日 全国一斉日本酒で乾杯2019 in 二本松 長崎 10月4日 全国一斉日本酒で乾杯！2019 in 佐世保

10月1日 天栄村清酒で乾杯 天栄村体育館 熊本 10月1日
くまもとの日本酒で乾杯！2019

～目指せ日本一！アーケード乾杯ウエーブ～

青森 10月1日 第８回日本全国地酒で乾杯 大分 10月1日 豊の国地酒夜会・全国一斉日本酒で乾杯！
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