
・実施日時： 2016年5月2７日（金曜日） 11時50分から13時23分 

・実施会場： 志摩観光ホテル・ザ・クラシック地下２階「真珠の間」  

・出席者： G７首脳、 欧州理事会議長，欧州委員会委員長， 

 アウトリーチ会合に参加する国・機関の出席首脳 

(上段に） 

口 取 り 鱸チーズ焼き 鰻巻き玉子 枝豆焼き糝薯 蓬麩田楽 
 蛸柔らか煮  赤蒟蒻ピリ辛煮 蛤生姜煮 空豆蜜煮 
 丸十蜜煮  パプリカトマト酢浸し 酢蓮根 
 
焚 合 せ 海老椎茸  楓冬瓜 桧扇貝吉野煮 蝶南京 
 鯛の子 オクラ 
 
揚 げ 物 鮑唐揚げ 雲丹磯辺揚げ 鱚梅紫蘇揚げ   
 玉蜀黍と隠元 蟹パン 
 

(下段に）  

肉 料 理 伊勢鶏もも肉塩麹焼き  
   青唐 占地茸 貝割れ菜 黄プチトマト レモンドレッシング 
 松阪牛ローストビーフ冷製  
   焼き茄子  赤プチトマト わさび菜 大蒜チップ 胡麻ポン酢たれ  
 玉城豚ロース山椒焼き  
   蓮芋 アンディーブ 紫蘇ドレッシング 
 

【別盛り】 

にぎり寿司 煮穴子 鯛 鯵 鮪とろ  
 車海老 紅鮭燻製  
   生姜甘酢漬け 土佐醤油 
 
御   椀 赤だし  
   浅蜊 三つ葉 粉山椒 
 
水 菓 子 メロン 巨峰 西瓜 ミント 
 
和 菓 子 落雁 煎茶 

■ ５月２７日（金曜日） ワーキング・ランチ 概要 

［メニュー ］ 

・乾杯酒 瀧自慢 純米大吟醸 / 瀧自慢酒造（三重県 名張） 
・白ワイン 甲州ドライ2015 / シャトー酒折ワイナリー（山梨県） 
・食中酒 而今 純米吟醸 山田錦 / 木屋正酒造（三重県 名張） 
・赤ワイン 朝日町マイスター セレクション バレルセレクション赤 2013/ 朝日町ワイン（山形県） 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・伊勢志摩サミット日本ワイン選考委員会 
・サミットで提供された飲料   
・主な食材の産地 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160775.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160773.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160804.pdf


伊勢志摩サミットにおける各種食事の際に提供する日本ワインは，伊勢志摩サミット日本
ワイン選考委員会による公正な審査により選出されました。伊勢志摩サミット日本ワイン選
考委員会のメンバーは以下のとおりです。（敬称略 （２）～（６）は五十音順） 
 
 
 
 
（１）後藤 奈美 独立行政法人酒類総合研究所理事長 
     （座長）       日本ワインコンクール実行委員会審査委員長 
 
（２）大橋 健一 株式会社山仁酒店社長 
 日本ソムリエ協会認定シニア・ワインアドバイザー 
 マスター・オブ・ワイン 
 
（３）樹林 伸 漫画原作者・作家 「神の雫」著者 
 
（４）杉原 正彦 志摩観光ホテルシニアソムリエ 
 
（５）田崎 真也 日本ソムリエ協会会長 
 国際ソムリエ協会会長 
 
（６）辰巳 琢郎 俳優 日本ソムリエ協会名誉ソムリエ 
 「日本ワインを愛する会」副会長 
 
（７）世耕 弘成 内閣官房副長官 
 「ワイン法制に関する勉強会」代表 

■伊勢志摩サミット日本ワイン選考委員会 



The Japanese wines to be provided with meals served at the G7 2016 Ise-Shima 

Summit have been selected through fair screening conducted by the G7 Ise-Shima 

Summit Japanese Wine Selection Committee, the members of which are as follows. 

 

 

(1) Nami Goto President, National Research Institute of Brewing; 

     (Chair)  President of the Jury, the Executive Committee of  the  

 Japan Wine Competition 

 

(2) Kenichi Ohashi President, Yamajin Co., Ltd.; 

 Japan Sommelier Association certified Senior Wine Advisor; 

 Master of Wine 

 

(3) Shin Kibayashi Manga writer and author; co-author of The Drops of God 

 

(4) Masahiko Sugihara  Senior Sommelier, Shima Kanko Hotel 

 

(5) Shinya Tasaki President, Japan Sommelier Association; 

 President, The Association de la Sommellerie 

 Internationale 

 

(6) Takuro Tatsumi Actor; Honorary Sommelier, the Japan Sommelier  

 Association; Vice Chairman, the Association of Nippon’s 

 Wine Lovers 

 

(7) Hiroshige Seko Deputy Chief Cabinet Secretary; Representative, the  

 Wine Legislation Study Group 

 

■G7 Ise-Shima Summit Japanese Wine Selection Committee 



 企業名 商品名 
 

＜ウイスキー＞ サントリー シングルモルトウイスキー 響21年 

 サントリー シングルモルトウイスキー 山崎25年 

 ニッカ 竹鶴25年ピュアモルト 

 ニッカ 竹鶴21年ピュアモルト 
 

＜ワイン＞ 朝日町ワイン 朝日町マイスターセレクション バレルセレクション赤 

 ヴィラデストワイナリー ヴィラデスト ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ2014 

 勝沼酒造 アルガブランカ ブリリャンテ 

 木下インターナショナル シャトー酒折ワイナリー 甲州ドライ2015 

 サッポロビール ＧＰ 絢あや（赤） 

 サッポロビール ＧＰ 泉せん（白） 

 サントリー 登美ノーブルドール1990 

 シャトー・メルシャン アンサンブルももいろ２０１３ 

 丸藤葡萄酒工業 ルバイヤート プティヴェルド2012 

 マンズワイン スパークリングワイン甲州酵母の泡キューブクローズ 

 メルシャン シャトー・メルシャン 北信シャルドネ2014 

 メルシャン シャトー・メルシャン マリコ・ヴィンヤードオムニス2012 
 

＜日本酒＞ 旭酒造 伊勢旭 純米酒 

 安達本家酒造 純米大吟醸 富士の光 

 石川酒造 噴井 純米吟醸 石川改詰 

 伊勢萬 おかげさま 大吟醸 

 磯自慢酒造 磯自慢大吟醸純米 

 伊藤酒造 純米大吟醸 鈿女 

 今村酒造 純米吟醸 白砂青松 

 浦里酒造店 霧筑波３０年熟成酒 

 大木代吉本店 純米酒 

 大田酒造 半蔵 純米大吟醸 

 大田酒造 半蔵 大吟醸 伊賀山田錦 

 神楽酒造 純米酒 神楽 

 亀萬酒造 珍珠 

 河武醸造 鉾杉 弓形穂しずく 純米吟醸酒 

 寒紅梅酒造 純米吟醸 寒紅梅 

 木内酒造 大吟醸古酒月下香ヴィンテージ1986年 

 木屋正酒造 而今 純米吟醸 山田錦 

 元坂酒造 酒屋八兵衛 伊勢錦山廃 

 元坂酒造 酒屋八兵衛 山廃純米酒 伊勢錦 

 （合資会社）後藤酒造場 青雲 大吟醸 

 笹正宗酒造  純米吟醸 

 澤佐酒造（合名会社） 純米吟醸 アンプレヴュ 

 清水清三郎商店 作 智 純米大吟醸 滴取り 

 清水清三郎商店 作 純米酒 

 清水清三郎商店 作 雅乃智 中取り 

 末廣酒造 やまとのこころ微発泡酒 

 末廣酒造 やまとのこころ純米大吟醸 

 末廣酒造 夢の香純米大吟醸 

 須藤本家 純米大吟醸花薫光 

 タカハシ酒造 天遊琳 特別純米酒 

 瀧自慢酒造 純米大吟醸 瀧自慢 

 瀧自慢酒造 瀧自慢 辛口純米 滝水流 

 瀧自慢酒造 瀧自慢 純米大吟醸 

 中井酒造場 純米大吟醸 三重錦 

■ サミットで提供された飲料・軽食 



 企業名 商品名 
 

＜日本酒＞（続き） 中山酒造 琥珀城 純米 

 新澤醸造店 伯楽星純米大吟醸 

 新良酒造 古色蒼然 15年余 

 （合名会社）早川酒造 特別純米酒 田光 神の穂 

 （合名会社）福持酒造場 純米酒 天下錦 

 武勇 武勇大吟醸２５年秘蔵大古酒 

 細川酒造 上げ馬 純米吟醸 山田錦 

 丸彦酒造 純米吟醸 三重の寒梅 

 三菱ケミカル 作 

 宮崎本店 純米大吟醸 宮の雪 酒魂 

 宮崎本店 宮の雪 純米酒 

 （合名会社）森本仙右衛門商店 MORIMOTO Vintage SAKE 1998 

 若戎酒造 育酛 純米吟醸 真秀 

 若戎酒造 BLACK 三重山田錦 純米吟醸 義左衛門 
 

＜ビール＞ アサヒビール プレミアム生ビール熟撰 小瓶 

 アサヒビール スーパードライ ドライプレミアム 

 キリン 一番搾りプレミアム 小瓶 

 サッポロ エビスビール 小瓶 

 サントリー ザ・プレミアムモルツ 

 サントリー ザ・プレミアムモルツ マスターズドリーム 小瓶 
 

＜ノンアルコールビール＞ アサヒビール ドライゼロ 

 サントリー オールフリー 
 

＜水＞ ハーベス 奥会津金山 天然炭酸の水 

 富士ミネラル プレミアムスパークリングウォーター 

 富士ミネラル 富士ミネラルウォーター 

 森と水を守る会 森の番人  
 

＜お茶＞ 伊藤園 お～いお茶 

 伊藤園 お～いお茶 玉露 

 宇治園 ゴッタス デ 日本茶 エスぺシアル 玉露 

 ロイヤルブルーティ・ジャパン 京都宇治碾茶 The Uji 

 ロイヤルブルーティ・ジャパン RIICHI premium 
 

＜ジュース類＞ アサヒ飲料 Welch's アップル100 

 アサヒ飲料 Welch's グレープ100 

 アサヒ飲料 三ツ矢サイダー 

 大塚製薬 イオンウォーター 

 大塚製薬 ポカリスエット 

 サントリー ブラッドオランジーナ 

 JA江刺 江刺りんごジュース 三姉妹 

 デアルケ 200%トマトジュース 

 富谷町ブルーベリー生産組合 ブルーベリージュース（果汁50%） 

 農事組合法人土実樹 五ヵ所みかん完熟こつぶストレートジュース 

 御浜柑橘 孫心完熟みかんジュース 

 御浜柑橘 みかんのしずく 

 夢工房くまの マルチみかん100%ジュース 
 

＜軽食＞ 大塚製薬 カロリーメイト ブロック2本入り フルーツ味 

 大塚製薬 カロリーメイト ブロック2本入り チョコレート味 

 大塚製薬 ソイジョイクリスピー プレーン 

 大塚製薬 ソイジョイクリスピー ミックスベリー 

 志摩観光ホテル 落雁（和三盆） 

 シラセ 神宮スギ 

 洋菓子ナポレオン 本かぶせ茶フィナンシェ 

 ふらんす（有） 伊勢茶生チョコレート 

 ブランカ（株） シェル・レーヌ 

 コヴァ・ジャパン（株） 抹茶バーチディダーマ 
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