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 本学では

ティ創出支援事業」を推進しております。

 その一つとして

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

ェクト）が進められており、

年度のデビューが予定されております。

 今回、プロジェクトの

ングの機会として、

四ッ谷通り

催いたします。

 本企画では、学生がフランス市場向けの日本酒を企画するのみではなく、

協力を得て酒米を生産するところから始まり、酒蔵との調整による酒造り、また、

大学製菓クリエイトコース（担当教官：山田実加

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

産業や日本の魅力を伝える一つの機会として、事業が進められております。

 報道の皆様におかれましては、

 

１．企画概要

 企画名  

 日 時  

 会 場  

      

 内 容  

      

      

      

 対象者  

      

 主 催  

 協 力  

      

フランス市場向け日本酒開発に向け

ニュースリリース

2018/08/27 

報道関係各位 

＜発信元

TEL.052-838

本学では、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

ティ創出支援事業」を推進しております。

その一つとして、2017

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

ェクト）が進められており、

年度のデビューが予定されております。

プロジェクトの

ングの機会として、9

四ッ谷通り 2-13 ルーツストーンファーストビル

催いたします。 

本企画では、学生がフランス市場向けの日本酒を企画するのみではなく、

協力を得て酒米を生産するところから始まり、酒蔵との調整による酒造り、また、

大学製菓クリエイトコース（担当教官：山田実加

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

産業や日本の魅力を伝える一つの機会として、事業が進められております。

報道の皆様におかれましては、

１．企画概要 

  フランス市場向け日本酒開発事業・試飲会

  2018 年

  アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会

      ｛名古屋市千種区四ッ谷通り

  ①國酒プロジェクトに関する発表

      ②提案する日本酒の発表

      ③試飲（名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース製作のお菓子とともに）

      ④アンケート収集及び意見交換の実施

  主に愛知県在住のフランス人

      （アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会、愛知フランス語圏研究者協会

  名城大学

  名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース

      ス協会、愛知フランス語圏研究者協会（

名城大学「学びのコミュニティ創出支援事業

フランス市場向け日本酒開発に向け

ニュースリリース 

発信元＞  
〒468-8502

838-2006 FAX.052

、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

ティ創出支援事業」を推進しております。

2017 年度より本学農学部応用生物化学科

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

ェクト）が進められており、2018

年度のデビューが予定されております。

プロジェクトの一環として、外部の関

9月１日（土）にアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会（

ルーツストーンファーストビル

本企画では、学生がフランス市場向けの日本酒を企画するのみではなく、

協力を得て酒米を生産するところから始まり、酒蔵との調整による酒造り、また、

大学製菓クリエイトコース（担当教官：山田実加

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

産業や日本の魅力を伝える一つの機会として、事業が進められております。

報道の皆様におかれましては、

フランス市場向け日本酒開発事業・試飲会

9月 1日（土）

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会

名古屋市千種区四ッ谷通り

①國酒プロジェクトに関する発表

②提案する日本酒の発表

③試飲（名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース製作のお菓子とともに）

④アンケート収集及び意見交換の実施

主に愛知県在住のフランス人

（アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会、愛知フランス語圏研究者協会

名城大学 國酒プロジェクトチーム

名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース

ス協会、愛知フランス語圏研究者協会（

名城大学「学びのコミュニティ創出支援事業

フランス市場向け日本酒開発に向け

  名城大学 
8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目

FAX.052-833-

、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

ティ創出支援事業」を推進しております。 

年度より本学農学部応用生物化学科

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

2018 年度におけるテストマーケティング及び製造の期間を経て、

年度のデビューが予定されております。 

一環として、外部の関

月１日（土）にアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会（

ルーツストーンファーストビル

本企画では、学生がフランス市場向けの日本酒を企画するのみではなく、

協力を得て酒米を生産するところから始まり、酒蔵との調整による酒造り、また、

大学製菓クリエイトコース（担当教官：山田実加

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

産業や日本の魅力を伝える一つの機会として、事業が進められております。

報道の皆様におかれましては、本件についての

フランス市場向け日本酒開発事業・試飲会

日（土）18:00〜

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会

名古屋市千種区四ッ谷通り 2

①國酒プロジェクトに関する発表

②提案する日本酒の発表 

③試飲（名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース製作のお菓子とともに）

④アンケート収集及び意見交換の実施

主に愛知県在住のフランス人 

（アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会、愛知フランス語圏研究者協会

國酒プロジェクトチーム

名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース

ス協会、愛知フランス語圏研究者協会（

名城大学「学びのコミュニティ創出支援事業

フランス市場向け日本酒開発に向け

 

 経営本部 
名古屋市天白区塩釜口一丁目

833-9494／ E

、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

 

年度より本学農学部応用生物化学科

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

年度におけるテストマーケティング及び製造の期間を経て、

一環として、外部の関係者向けについては初めてとなるテストマーケティ

月１日（土）にアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会（

ルーツストーンファーストビル 3F）にて

本企画では、学生がフランス市場向けの日本酒を企画するのみではなく、

協力を得て酒米を生産するところから始まり、酒蔵との調整による酒造り、また、

大学製菓クリエイトコース（担当教官：山田実加 氏）

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

産業や日本の魅力を伝える一つの機会として、事業が進められております。

本件についての取材をお願いしたく、ご案内をいたします。

フランス市場向け日本酒開発事業・試飲会

〜19:30 

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会

2-13 ルーツストーンファーストビル

①國酒プロジェクトに関する発表 

③試飲（名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース製作のお菓子とともに）

④アンケート収集及び意見交換の実施 

 ３０名 

（アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会、愛知フランス語圏研究者協会

國酒プロジェクトチーム 

名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース

ス協会、愛知フランス語圏研究者協会（ASFA

名城大学「学びのコミュニティ創出支援事業

フランス市場向け日本酒開発に向け 在日フランス人向けに試飲会開催

 渉外部 広報課
名古屋市天白区塩釜口一丁目

E-mail：kouhou@ccmails.meijo

、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

年度より本学農学部応用生物化学科 加藤雅士

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

年度におけるテストマーケティング及び製造の期間を経て、

係者向けについては初めてとなるテストマーケティ

月１日（土）にアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会（

）にて、在日フランス人を対象とした試飲会

本企画では、学生がフランス市場向けの日本酒を企画するのみではなく、

協力を得て酒米を生産するところから始まり、酒蔵との調整による酒造り、また、

氏）と連携し日本酒と合わせたスイーツの提案を

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

産業や日本の魅力を伝える一つの機会として、事業が進められております。

取材をお願いしたく、ご案内をいたします。

フランス市場向け日本酒開発事業・試飲会 

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会 

ルーツストーンファーストビル

③試飲（名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース製作のお菓子とともに）

（アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会、愛知フランス語圏研究者協会

名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース、アリアンス・フランセーズ愛知フラン

ASFA）、ほか

名城大学「学びのコミュニティ創出支援事業

在日フランス人向けに試飲会開催

広報課 
名古屋市天白区塩釜口一丁目 501 番地

kouhou@ccmails.meijo

、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

加藤雅士教授の指導のもと、学生がプ

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

年度におけるテストマーケティング及び製造の期間を経て、

係者向けについては初めてとなるテストマーケティ

月１日（土）にアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会（

、在日フランス人を対象とした試飲会

本企画では、学生がフランス市場向けの日本酒を企画するのみではなく、

協力を得て酒米を生産するところから始まり、酒蔵との調整による酒造り、また、

と連携し日本酒と合わせたスイーツの提案を

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

産業や日本の魅力を伝える一つの機会として、事業が進められております。

取材をお願いしたく、ご案内をいたします。

ルーツストーンファーストビル

③試飲（名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース製作のお菓子とともに）

（アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会、愛知フランス語圏研究者協会 会員）

、アリアンス・フランセーズ愛知フラン

）、ほか 

名城大学「学びのコミュニティ創出支援事業

在日フランス人向けに試飲会開催

番地 

kouhou@ccmails.meijo-u.ac.jp

、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

の指導のもと、学生がプ

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

年度におけるテストマーケティング及び製造の期間を経て、

係者向けについては初めてとなるテストマーケティ

月１日（土）にアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会（名古屋市千種区

、在日フランス人を対象とした試飲会

本企画では、学生がフランス市場向けの日本酒を企画するのみではなく、愛知県安城市の農家の

協力を得て酒米を生産するところから始まり、酒蔵との調整による酒造り、また、名古屋文化短期

と連携し日本酒と合わせたスイーツの提案を

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

産業や日本の魅力を伝える一つの機会として、事業が進められております。 

取材をお願いしたく、ご案内をいたします。

ルーツストーンファーストビル 3F｝ 

③試飲（名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース製作のお菓子とともに）

会員） 

、アリアンス・フランセーズ愛知フラン

名城大学「学びのコミュニティ創出支援事業」 

在日フランス人向けに試飲会開催

u.ac.jp 

、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

の指導のもと、学生がプ

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

年度におけるテストマーケティング及び製造の期間を経て、2019

係者向けについては初めてとなるテストマーケティ

名古屋市千種区

、在日フランス人を対象とした試飲会を開

安城市の農家の

名古屋文化短期

と連携し日本酒と合わせたスイーツの提案を

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

取材をお願いしたく、ご案内をいたします。 

③試飲（名古屋文化短期大学製菓クリエイトコース製作のお菓子とともに） 

、アリアンス・フランセーズ愛知フラン 

在日フランス人向けに試飲会開催 

、社会との接点の中で学びを得、実践型の学習を推進する機会として「学びのコミュニ

の指導のもと、学生がプ

ロデュースする「フランス市場向け」日本酒の企画・製造・販売に関する事業（通称：國酒プロジ

2019

係者向けについては初めてとなるテストマーケティ

名古屋市千種区

開

安城市の農家の

名古屋文化短期

と連携し日本酒と合わせたスイーツの提案を

行うなど、地域や海外の企業・組織との社会的な連携をもとに、学生が実践的に学び、かつ地域の

 

 



２．関係協力機関 

＊ アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会 

フランス政府、アリアンス・フランセーズ財団、並びに在日フランス大使館の支援により、

フランス語とフランス文化を東海地方に広めることで、人々の日本とフランスの相互理解を

深めることを使命に、フランス語教育、及びフランス／フランス語圏文化の促進と文化交流

に関する事業に取り組んでいます。 

本件において、会場の提供、及び主に愛知県に在住するフランス人の集客において協力を頂

きます。 

＊ 愛知フランス語圏研究者協会 

愛知県でフランス語を話す研究者間においてネットワークを構築し，集まりの場を提供する

研究者ネットワークです。 

本件において、主に愛知県に在住するフランス人の集客において協力を頂きます。 

＊ あいち産業科学技術総合センター 食品工業技術センター 

愛知県の食品産業の振興に資する研究を行う愛知県の研究機関です。 

本件において、試作品の研究及び製造に関する協力を頂いております。 

＊ 合資会社 原田酒造 

愛知県知多郡東浦町に立地する日本酒醸造蔵です。 

本件において、製品製造・販売に関する協力を頂きます。 

＊ 国際日本酒普及連盟 

主に日本国内、及び欧州において日本酒に関する社会環境整備、文化普及、流通支援等に取

り組む NGO です。 

本件において、事業の推進にかかる関係機関の紹介、調整等に関する協力を頂いております。 

３．今後の主な予定 

- 9 月 8 日（土）〜13 日（木）フランス視察及びテストマーケティング〔アルザス〕 

- 9 月 21 日（金）UNESCO でのイベントにおける試飲提供・テストマーケティング 

- 10 月上旬  酒米の収穫（愛知県安城市にて農家協力のもと生産） 

- 11 月〜2 月 日本酒の醸造（愛知県知多郡東浦町の酒蔵協力のもと生産） 

- 2019 年 3 月 製品企画発表 

- 2019 年度  フランス国内での発表・販売 

 

 ■問い合わせ先 

 名城大学 農学部事務室 岡田仁志（おかだ・ひとし）℡052(832)1151（代） 

 国際日本酒普及連盟 代表理事 ℡ 090-5875-0717 ※企画詳細の問い合わせ 


