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「SAKE-China」は、2018年に日本政府と中国政府食品関連団
体が支援して初めて中国で開催した日本酒のコンテストです。

中国での和食の普及が始まってから既に２０数年の年月が過ぎ
ました。全世界的な和食ブームは中国でも同様で、富裕層を中心
とした健康志向の人々が裾野を広げ、現在では若者のファッショ
ンの一部として和食が取り上げられるようになってきています。
また昨今、各地における和食店の出店数が目覚ましく増加したこ
とにより、日本酒の普及は中国全域への広がりを見せております。

そこで今回、中国全土の方々に幅広く日本酒の本当の美味しさ
を伝え、更には、中国人に本当に合う日本酒を探し、それを楽し
んで飲んでいただく機会を広げる目的で「SAKE-China」を開催
することに致しました。
「SAKE-China」は、従来のコンテストのように日本人や専門家
を中心に評価してもらうのではなく、中国人のみに評価を求め、
それも出来るだけ次世代の市場を担う消費者に近い人たちに評価
をしてもらう方法を実施致します。また、中国は大きな国ですの
で、各地域で嗜好する料理や味覚の方向性も大きく異なることか
ら、各地域毎での評価というものも取り入れて行きたいと考えて
おります。

「SAKE-China」により、中国人が好む日本酒の傾向が明らか
になることにより、出品される日本の酒造メーカーの方々がその
指標を今後の酒造りの際に活用していただき、結果として中国人
が好む日本酒が多く流通することで、最終的には中国における日
本酒の消費拡大につながると確信しております。
「SAKE-China」は、ご賛同いただける多くの中国の方々、そし
て日本の酒造メーカーの方々と共に、中国における中国の方のた
めの日本酒文化の発展を目指してまいります。

SAKE-China実行委員会

１．コンセプト



■ 名 称：第三届亚洲国际美酒大赛 in China
〜2020年度 SAKE-China 日本清酒品评会〜

■ 主 催：一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会、
日本料理普及促進会

■ 共 催：中国食品工业协会
■ 後 援：在中国日本大使館、日本貿易振興機構(JETRO)、

日本一般財団法人日中経済協会
■ 協 力：全日本空輸株式会社(ANA)、朝日啤酒(中国)投资有限公司

、 日本公益財団法人福岡県中小企業振興中心上海代表処、
日本公益财团法人福井产业支援中心上海代表处、
日本一般社団法人山形県国際経済振興機構哈爾濱代表処、
日本一般社団法人長崎県貿易協会上海代表処、
日本一般財団法人日中経済協会上海事務所大分県経済交流室、
ABC cooking studio、鈴渓(天津)国際貿易有限公司、
北京日本調理師会、北京世紀創通信息技術有限公司、
北京松子餐饮有限责任公司、初音隐泉(北京)餐饮有限公司、
北京瑞雪华盛科技有限公司、北京新光东方商贸有限公司、
115 STUDIO

■ 時 期：2020年10月30日(金)～11月1日(日)の3日間
■ 会 場：オークラガーデンホテル上海(上海花園飯店)

上海市⻩浦区茂名南路58号

■出品企業:日本において企業登記がある酒造会社
■ 出 品 酒 :日本で製造された日本酒で輸出実績や企業規模には

こだわらない

■審 査 人数:690名/ 会場(3日間)
■ 審 査 員 :一般生活者、料飲店・小売店など中間流通関係者、

フードコーディネーター等
■実施理由:日本酒の審査とホンモノ体験を通じた日本酒本来の

味認知及び販促支援
■ 運 営：SAKE-China実行委員会

２．実施概要



３．実施スケジュール

出品酒送付期間
日本国内納品：8月3日(月)～8月17日(月) 15:00必着

中国現地納品：9月1日(火)～9月15日(火) 15:00必着

現地納品の場合の
9月1日(火)～9月15日(火) 15:00までに確認を受ける

必要書類提出期間

受賞シールデータ 11月5日(木) 受賞シールデータ申込み受付&首掛け配布開始

金賞、プラチナ賞申込受付&配布①

受賞シールデータ 11月16日(月) 受賞シールデータ申込み受付&首掛け配布開始

ゴールデンドラゴン賞、審査員特別賞､ANA賞申込受付&配布②

主要日程

エントリー期間
7月17日(金)～8月7日(金)17:00

※申込書・輸出に必要な書類提出

中文ラベル等

作成申込期間*

7月17日(金)～7月26日(日)17:00

※中文ラベル&A4輸入通関翻訳が無い場合

中文ラベル作成委託

費用支払期限*

7月27日(月)

※中文ラベル&A4輸入通関翻訳が無い場合

エントリー費 &

想定税金支払期限
8月7日(金) ※実施規約参照(現地想定納税額)：日本納品の方のみ負担

産地証明期限 8月24日(月)必着 ※日本納品の方

受 賞 発 表 1 11月2日(月) 金賞、プラチナ賞、発表 於 HP

1 0月30日(金)～11月1日(日)

於 上海花园饭店(オークラガーデンホテル上海)
品 評 会

受 賞 発 表 2 11月16日(月) ゴールデンドラゴン賞、審査員特別賞､ANA賞発表 於 HP



４．審査方法

「SAKE China」は、従来のコンテストのように日本人や専門
家に評価してもらうのではなく、中国における中国人のための
日本酒文化の発展のために、中国人に合った日本酒を「SAKE
China」から見出すべく、今後の日本酒文化や市場を形成する
一般の20,30代が中心に審査を行った。

■ 2 0 1 9 年度は、以下の５つのカテゴリーで品評を実施した。

(精米歩合50%以下)
(精米歩合50%以下)
(精米歩合60%以下)

1)大 吟 醸
2)純米大吟醸
3)吟醸／純米吟醸
4)純 米 酒
5)本醸造／普通酒

■審査方法
各カテゴリー6本を一つのグループとして、各グループにつき
一般審査員約10名による試飲と投票を行った。これを繰り返
すことにより、品評の精度を高めて最終結果を出した。

■賞の設定
①カテゴリー別の上位30%に「金賞 」
②カテゴリー別の金賞の中で最高得点を獲得したものへの

「プラチナ賞」
③全カテゴリーを通じ得点トップを獲得したものへの

「ゴールデンドラゴン賞(最高金賞) 」
④全エントリーの中から優秀な蔵に送られる「審査員特別賞 」
⑤全エントリーの中から３年連続入賞(金賞/ プラチナ賞)を

受賞した日本酒に送られる「ANA賞」



５．出品者の募集

「SAKE China」では、専用WEBサイトを設置し出品者
を募集した。

■専 用 WEBサイト： www.sake-china.com



■参加酒募集概要
１．エントリー期間

2020年7月17日(金)〜8月7日(水) 17:00迄

２．審査対象
日本において企業登記がある酒造メーカー、ならびに公的に認可されている日本酒
生産者 団体が日本で生産した日本酒に限る。

３．カテゴリーと審査
2020年度は、以下の５つのカテゴリーで実施した。

(精米歩合50%以下)
(精米歩合50%以下)
(精米歩合60%以下)

1)大 吟 醸
2)純米大吟醸
3)吟醸／純米吟醸
4)純 米 酒
5)本醸造／普通酒

※カテゴリーは、上記の基準に準じる。
※エチケットではなく上記の基準により申込み可能とした。
※出品数に上限がありますので、申込み順のエントリーとした。

４．申込者
申込者は、日本において企業登記がある酒造メーカー、ならびに公的に認可され
ている 日本酒生産者団体に限った。(以下、蔵元)

５．申込本数
申込みは、1社で同じカテゴリーに複数本、或いは、複数カテゴリーへのエント
リーも可能 とした。

６．エントリー条件 (詳細の条件は、仮エントリー受付後に実施規約をご確認下さ
い)

1)日本における現行法令に合致し、かつ日本国内で製造され、一般流通している商品であること。
2)日本全国新酒鑑評会用に特別に出品したもので、一般販売されていないものは不可とした。(市販品
は可)

3)コンテスト用に製造されたものや、流通量が極端に少なく商品として中国へ輸出ができない、或い
は、販売が 想定できないものは不可とした。

4)生酒(火入れを一度もしていないもの)、発泡酒、古酒は、審査カテゴリー対象外。
5)中国の輸入規則、現行法令に合致したもので、かつ中国国内へ合法的に輸入・販売できるもの。
6)使用原材料の全て(米、麹、水、醸造アルコール)が、中国への輸入禁止地域に指定されている

10都県(宮城、福島、群馬、茨城、栃木、千葉、埼玉、東京、長野、新潟)以外の産地、又は加工地で
あるものに限る。

7)日本酒自体の製造地が、中国への輸入禁止地域に指定されている10都県以外(前項同様)で製造されて
いるものに限る。

8)必須書類
今回の品評会は、中国国内へ正規の輸入手続きを経て輸入されたもので行うコンテストですので
、日本で 出品酒を納品される場合と現地で出品酒を納品される場合とそれぞれ必要書類が異なる
。

７．仮エントリー受付
当品評会は、出品数に上限がありますので、仮エントリーにて受付の有無を確認した。

1)申込み(仮エントリー受付)は、申込フォームをSAKE-China公式サイト(WWW.SAKE-
China.com)から ダウンロードして必要事項を記入の上、下記のアドレスまでメールで送付。
○送付先アドレス： entry@sake-china.com

2)上記のメールの内容をもとに、仮エントリーの受付の有無を事務局よりメールにて回答。



８．正式エントリー
1)仮エントリー受付後、事務局より以下をメールにて送付。

①出品番号
②正式申込み専用EXCELシート(以下、エントリーシート)
③実施規約をダウンロードできるパスワード

実施規約に記載されている内容を参考に、エントリーシートに必要事項を記
入の上、 事務局までメールで返信。

９. 出品酒の送付について
・出品酒の送付は、必ず元払いにてお送り下さい。
・日本国内の出品酒送付期間：2020年8月3日(月)〜8月17日(月)15:00必着。
・尚、倉庫が荷受けできる時間帯は、月〜金：09:00〜16:30、土：09:00〜12:00です
。
・出品酒の送付場所：〒221-0054 神奈川県横浜市神奈川区守屋町1-

1-8 内外日東子安センター
株式会社 ユニオスロジクル SAKE-China実行委員会 宛
担当者氏名： 八木 Tel: 045-444-1037

10．エントリーの取り消し
・エントリーの取消しは、申込期限まで受付。
・但し、納品された出品酒と提出された資料、支払われた費用は返却しない。
・商品自体の問題で、日本及び中国側の通関・検疫時に問題が発生し現地への輸

入が できなかった場合は、品評会には参加できないとした。

11．「中文ラベル」と「A4の通関用翻訳図」について
今回の品評会は、正規に輸入し中国国内で行います。もし、エントリーされる商品
が新規 に中国へ輸入される場合には「製品の中文ラベル」と「商品ラベルのA4の
展開翻訳図」を 申込みまでに各申込者でご用意してもらった。尚、既に中国国内に
輸入された実績があり、 中国現地で納品するものについては、既存のラベルで参加
可能とした。
もし、この資料をお持ちで無く業務委託をご希望の場合には、有償で実行委員会事
務局の協力会社に業務委託が可能とした。
※尚、業務委託と申込みは別扱いですのでエントリーは並行して行って下さい。

○業務委託をご希望される方
1)業務委託を希望される方は、有償：22,000円(税別)/ｱｲﾃﾑにて協力会社が作成。
2)受付期間：7月17日(金)〜7月26日(日)17:00
3)業務委託の申込書は、HPよりダウンロード。
4)7月27日(月)までに申込用紙記載の振込先まで振込む。
5)申込用紙、翻訳に必要な資料と商品ラベル、商品現品(1本)を宅配等で送ってもら
う。

※エントリーは先着順で、出品数に上限がありますので、業務委託もお早めにお
申込み 下さい。



６．エントリー数



７．会 場

オークラガーデンホテル上海
Okura Garden Hotel Shanghai
(上海花園飯店：上海市黄浦区茂名南路58号)

オークラガーデンホテル上海



品評会会場

※企画段階では開会式を予定していたが、新型コロナ
ウイルスの関係で密を避けるために開会式は中止した。

▌ オークラガーデンホテル上海 2F(ジャスミンの間) 
品評会開催期間：10月30日(金)～11月1日(日)

ブースレイアウト



オークラガーデンホテル上海 2F(ジャスミンの間) 
品評会会場：10月30日(金)～11月1日(日)



９．審査員(参加者)の募集
審査員である一般の中国人の募集にあたっては、以下のツール
で募集を行った。

①微信(WeChat)の申込み専用サイト
中国のSNSである「微信：WeChat」のSAKE-Chinaの
公式アカウントからのエントリーができる申し込み専用
ページを作成して募集を行った。

※WeChat申込みサイト



９．審査員(参加者)の募集

②大使館と上海総領事館の微博での告知
大使館と上海総領事館の微博で告知を2回ずつ行って頂き、
公式アカウントからのエントリーを促した。

③現地の事務局からのWeChatでの告知

1)日本大使館WeChat 2)上海総領事館WeChat 3)現地事務局WeChat

第2回目の告知 第2回目の告知

4)日本大使館 微博



10．審査報告(1)

■審査参加者

▌ 審査参加者総数は690であった。

▌ 男女構成及び年齢構成は以下。

構成比:男性:355人、女性:335人

▌ 年齢比:
①18～24・・・・・ 89人
②25～29・・・・・124人
③30～34・・・・・120人
④35～39・・・・・ 94人
⑤40～44・・・・・ 76人
⑥45～49・・・・・ 46人
⑦50～54・・・・・ 50人
⑧55～59・・・・・ 43人
⑨60以上 ・・・・・ 48人



■ 審査員雑感
・同じカテゴリーで味や香りの違いに驚いた
・日本酒が益々好きになった
・時間が有れば色々なCategoryの品評をしたい
・品評自体が短時間なので、何回もやるか、何か違った

体験をしてもっと長時間楽しみたい
・北京から来た3年連続の参加者：今年は自分のスマホで

入力できたので、感染の心配も無く、再評価による書
き直しもスムースでとても良かった ※1

・自分が品評した酒が賞を取ったかどうか？何のお酒なの
かを知りたい※2

・抽選もあり、参加記念のノベルティ、日本酒マニュアル
等ももらえるのでうれしい。

・温度帯を変えて品評してみたい。
・最近日本で流行の、スパークリング日本酒も品評に加え

て欲しい
・感染対策もされていて安心して品評できた

10．審査報告(2)



10．審査報告(3)
※1：2018、2019年度は、左下の「記入式品評カード」
を使用していたが、今年度は感染対策もあり「品評を各個
人が所有するスマホで入力」という方法に変更し、アンケ
ート内容と品評をスマホで入力できるようにしまた。

DG-S4-01

2019 SAKE-China 评分表

谢谢您的配合！
2019 SAKE-China执行委员会

参加本次清酒品评大赛后在日本料理店
中会喝清酒吗？

◆SC2018〜2019
使用品評カード

◆SC2020使用品評カード
※個人のスマホで入力



10．審査報告(4)

※2：品評会に参加した人は、公式アカウントのフォロ
ワーになる。品評会に参加したフォロワーは、公
式アカウントから品評参加者専用ページにアクセ
ス可能となり、そこから自分が品評したヒート
番号(1回づつの品評のこと)を選択し、更に、試
飲の結果が知りたい番号を選択すると下記の様
な商品データと受賞歴と自分が入れた得点が見
れるようになる予定。 (開発中:12月の中旬発表予定) 

これによって自分が高評価した商品を見つけ出
せ、購買に繋げられる。
尚、商品データには、独自の新評価法で甘辛度
と受賞履歴が表記されることになっています。

商品データ&受賞履歴想定画
面 商品データ&受賞履歴



【審査の模様】①
▌ エントリ
ー

▌ 審査会
場



【審査の模様】②



【審査の模様】③



【抽選の模様】



11．感染対策について(1)

品評会を開催するにあたり、下記の感染対策を前提に対応
を進めた。
1)開会式の中止：クラスターを警戒して中止
2)ホテルの選定：感染対策を厳格に実施しているホテル

を選定(オークラガーデンホテル上海)
3)受付、品評での感染対策：非接触型体温計、手袋、

アルコール、除菌・清掃用電解水、マスク、飛沫防止
パーテーション、ウェットテッシュ等の使用と運用

4)授賞式の中止：
企画段階では授賞式は「上海総領事館多目的ホール」
で開催する予定であったが、受賞した蔵元が訪中でき
ないという現実から、開催場所を変更して日本の「ホ
テルオークラ東京」での開催に向けて調整を進めてい
たが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け最終的に
農林水産省の判断により中止することとなった。

【ホテル入口】

健康証明書提示



11．感染対策について(2)

【待合室】マスク着用のお願い

【受付】非接触エントリー 非接触体温計／アルコール

【抽選場所】



11．感染対策について(3)

【品評バックヤード】※作業効率上、手袋はしていません

【品評室内】



純米酒部門

吟醸/純米吟醸部門
金賞

吟醸/純米吟醸部門
金賞

本醸造/普通酒部門 本醸造/普通酒部門

純米大吟醸部門
金賞

純米大吟醸部門 純米大吟醸部門

★ 審査員特別賞
浜田株式会社 【山形県】

審査委員特別賞
浜田株式会社

12．受賞(1)
★ ゴールデンドラゴン賞(最高金賞)

「臥龍梅 純米吟醸 直汲み生貯蔵原酒 」
三和酒造株式会社 【静岡県】

Golden
Dragon賞

臥龍梅 純米吟醸
直汲み生貯蔵原酒

(三和酒造㈱)



★ANA賞 (3年連続金賞/Platinum受
賞)
「南方 大吟醸」

世界一統株式会社 【和歌山県】

★ANA賞 (3年連続金賞受賞)
「蓬莱 純米吟醸 家伝手造り」

有限会社渡辺酒造店 【岐阜県】



■受賞結果

2020年11月16日

▶ 参加本数：80本
▶ 蔵 元 数 ：29蔵
▶ 自治体数：17府県(秋田、山形、石川、福井、山梨、岐阜、静岡、愛知、三

重、京都、 兵庫、和歌山、広島、高知、山口、福岡、佐賀
)

http://sake-china.com

2020 SAKE-China実行委員会

審査結果
Category 賞 蔵元名 商品名 商品名(中文) 製造地

GoldenDragon賞(最高金賞) 三和酒造(株) 臥龍梅 純米吟醸 直汲み生貯蔵 卧龙梅纯米吟酿清酒 静岡県

大吟醸
(精米歩合50%以下)

★プラチナ賞 丸彦酒造(株) 三重の寒梅 大吟醸 元帥 丸彦三重寒梅大吟酿清酒 三重県
★金賞 三和酒造(株) 臥龍梅 大吟醸 山田錦５０ 卧龙梅大吟酿清酒 静岡県
★金賞 月桂冠(株) 京（みやこ）しぼり 祝米大吟醸 月桂冠牌京都祝米大吟酿清酒 京都府
★金賞 宝酒造(株) 特撰松竹梅〈大吟醸〉磨き三割九分 松竹梅大吟酿三割九分特撰清酒 京都府
★金賞 (株)世界一統 大吟醸 極撰 南方 南方大吟酿清酒 和歌山県

純米大吟醸
(精米歩合50%以下)

★プラチナ賞 (有)渡辺酒造店 蓬莱 色おとこ 純米大吟醸 蓬莱美男纯米大吟酿清酒 岐阜県
★金賞 (合)加藤吉平商店 梵・五百万石 無濾過 純米大吟醸 梵五百万石纯米大吟酿清酒 福井県
★金賞 亀泉酒造(株) 亀泉 純米大吟醸 貴賓 龟泉纯米大吟酿贵宾清酒 高知県
★金賞 亀泉酒造(株) 亀泉 純米大吟醸原酒 CEL-24 龟泉纯米大吟酿原酒CEL-24清酒 高知県
★金賞 三和酒造(株) 臥龍梅 純米大吟醸 山田錦３５ 卧龙梅ft田锦纯米大吟酿清酒 静岡県
★金賞 (合)加藤吉平商店 梵・特撰 純米大吟醸 梵纯米大吟酿清酒 福井県
★金賞 玉乃光酒造(株) 純米大吟醸 酒鵬 玉乃光酒鵬純米大吟釀清酒 京都府
★金賞 平和酒造(株) 紀土 無量山 純米大吟醸 精米歩合30% 纪土无量ft纯米大吟酿清酒 和歌山県
★金賞 山梨銘醸(株) 七賢 純米大吟醸 絹の味 七贤绢之味纯米大吟酿清酒 山梨県
★金賞 浜田(株) 興醸 純米大吟醸 山田錦50％ 兴让纯米大吟酿清酒 山形県

吟醸/純米吟醸部門
(精米歩合60%以下)

★プラチナ賞 三和酒造(株) 臥龍梅 純米吟醸 直汲み生貯蔵 卧龙梅纯米吟酿清酒 静岡県
★金賞 (有)渡辺酒造店 蓬莱 純米吟醸家伝手造り 蓬莱家传手工纯米吟酿清酒 岐阜県
★金賞 浜田(株) 興譲 純米吟醸 出羽の里 兴让出羽里纯米吟酿清酒 山形県
★金賞 (合)加藤吉平商店 梵・純米５５ 梵纯米清酒 福井県
★金賞 浜田(株) 興譲 純米吟醸 つや姫 兴让纯米吟酿清酒 山形県
★金賞 鷹正宗(株) 純米吟醸 筑水１７ 鹰正宗筑水17纯米吟酿清酒 福岡県
★金賞 千歳盛酒造(株) 純米吟醸チトセザカリ 雪国酵母 千岁盛纯米吟酿清酒 秋田県

純米酒部門
★プラチナ賞 (株)六歌仙 六歌仙 五段仕込純米 六歌仙五段纯米清酒 山形県

★金賞 三和酒造(株) 臥龍梅 純米酒 卧龙梅纯米清酒 静岡県
★金賞 (株)小堀酒造店 萬歳楽 剱 山廃純米 万岁乐剑ft废纯米清酒 石川県

本醸造/普通酒部門

★プラチナ賞 月桂冠(株) 特撰 本醸造 月桂冠牌特选本酿造清酒 京都府
★金賞 (有)渡辺酒造店 蓬莱 上撰 蓬莱上撰清酒 岐阜県
★金賞 (有)渡辺酒造店 小町桜 小町樱清酒 岐阜県
★金賞 出羽桜酒造(株) 出羽桜 花宝 出羽櫻花宝清酒 山形県

審査委員特別賞 浜田(株) 山形県

ANA賞
(3年連続金賞/プラチナ賞受賞)

(株)世界一統 大吟醸 極撰 南方 南方大吟酿清酒 和歌山県

(有)渡辺酒造店 蓬莱 純米吟醸家伝手造り 蓬莱家传手工纯米吟酿清酒 岐阜県



■賞状(ゴールデンドラゴン賞、審査員特別賞、ANA賞

GOLDEN DRAGON賞
三和酒造株式会社

臥龍梅 純米吟醸 直汲み 生貯蔵

審査員特別賞
浜田株式会社

ANA賞
株式会社世界一統
大吟醸 極撰 南方

ANA賞
有限会社渡辺酒造店

蓬莱 純米吟醸家伝手造り



■賞状(５部門のPlatinum賞 )

PLATINUM
吟醸/ 純米吟醸部門
三和酒造株式会社

臥龍梅 純米吟醸 直汲み 生貯蔵

PLATINUM
大吟醸部門

丸彦酒造株式会社
三重の寒梅 大吟醸 元帥

PLATINUM
純米大吟醸部門

有限会社渡辺酒造店
蓬莱 色おとこ 純米大吟醸

PLATINUM
純米酒部門

株式会社六歌仙
六歌仙 五段仕込 純米

PLATINUM
本醸造/ 普通酒部門

月桂冠株式会社
特撰 本醸造



■品評会結果発表：11/2(入賞発表)、11/16(全ての賞の発表)

①SAKE-China WeChat公式アカウントでの発表
②日本大使館の微博(11月17日)

④ミス日本酒との共同プロモ
ー ションによる発表(11月17
日)

13．結果発表SNS

③総領事館の微博(11月18日)



■メディア掲載ー品評会① (動画)

CRI 中国国際広播電台（中国国際放送局
）

CMGチャイナ・メディア・グループ（元CRI中国国際放送局）について：
2018年にCCTV（中央テレビ局）、CRI（中国国際放送局）、CNR（中央人民放送局）の3大局を
統合して 再発足した中国最大のメディアグループ。同グループに所属する日本語チャンネルは
1941年12月3日 に発足した北京放送が前身で、延安で第一声を発して以来70年以上、日本語放送
を続けてきました。 当初は短波ラジオを中心に、中日友好において重要な役割を果たしてきま
した。現在は、ラジオのほか に、ウェブサイト、ネットテレビ、podcast、携帯アプリ、SNSな
どを通じて世界中の日本人/日本語スピー カー向けに情報を発信しており、中国最大の日本語
メディアとして中日間の架け橋の役割を果たしてい ます。
CMG日本語チャンネルは現在、2020年8月末時点で、3つの国内SNSプラットフォーム（新浪微
博、WeChat、Youku）と3つの海外SNSプラットフォーム（Facebook、Twitter、YouTube）を運
営しており、6つ のプラットフォームを合わせたフォロワー数は約252万人となっています。 こ
のうち、Facebookのフォロ ワーは約219万人、Twitterのフォロワーは約2万人、新浪微博のフォ
ロワーは約19万人、WeChatのフォ ロワーは約12万人となっています。Facebookフォロワー数は
、2017年以降、日本語メディアとして国内1 位となっています。

1４．メディア掲載



■メディア掲載ー品評会② (動画)

11月18日 16:00 TBS Nスタ 11月18日 TBSネットニュー
ス



■メディア掲載ー品評会③
CRI 中国国際広播電台
（中国国際放送局） BIGLOBE



■メディア掲載ー品評会④
excite PRTIMES

時事 News



■メディア掲載ー品評会⑤



【NGO Network Japan News】

【ひだラボ News】

■メディア掲載ー品評会⑥

【ヤフーニュース】



【山形酒造組合】

【NEWS23】

【JCC News】

【価格.com News】

■メディア掲載ー品評会⑦



■蔵元掲載記事①

1５．蔵元掲載



■蔵元掲載記事②



■蔵元掲載記事③



■蔵元掲載記事④




