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OLIVE JAPAN® 2017 国際オリーブオイルコンテスト 【2017年4月開催】

世界の主要な国際オリーブオイルコンテストのひとつ。アジアで開催される国際オリーブオイルコンテ

ストとしては最大。2017年の開催は6回目。世界21カ国（地域）から611品の出品エントリー、日本を含

む14カ国24名の審査員により厳正に審査。最優秀賞13品、金賞192品、銀賞206品を決定し表彰を

行った。

OLIVE JAPAN® 2017 第4回オリーブオイルソムリエコンクール 【4月開催】

2014年より初開催。OLIVE JAPAN®主催者である一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会が

養成するオリーブオイルソムリエ®、ジュニアオリーブオイルソムリエ及びマスターオリーブオイルソム

リエ資格者の技能向上のため、優秀な鑑定技能を有する資格者を顕彰。（一般参加可能。ただし、協

会が認定する他校オリーブオイル資格を得ている方）。2017年開催では、27名のエントリーの中から、

第1位～第3位の優秀者を審査決定し表彰を行った。

OLIVE JAPAN ® 2017 国際オリーブオイル技術セミナー 【4月開催】

2013年より開催。2017年の開催では40名のセミナー参加者に対してOLIVE JAPAN®国際オリーブオ

イルコンテストに集う海外の一線で活躍するオリーブ専門家が講師となって、オリーブの官能評価法

に関する高度な専門的セミナーを開催。いま最も注目されている品質認証団体Extra Virgin Alliance

の役員や、スペイン・カタルーニャ州立農業研究所(IRTA)の主席研究員も講師陣に加わり、世界を

リードする官能評価法の専門家による特別セミナーとなった。

OLIVE JAPAN® 2017 オリーブマルシェ 【7月開催】

二子玉川ライズ・ガレリア会場で2日間にわたって開催された物販、展示、ステージなどオリーブに関

する日本最大の総合イベント。2017年開催では、日本国内及び海外（スペイン、イタリア、チュニジア、

アメリカ、オーストラリア）からの直接出展を含め60社が出展参加。会場で展示販売されるオリーブオ

イルはすべて「ホンモノ」品質のお墨付きを得たコンテスト受賞商品のみという、オリーブオイルにおい

ては世界初と言える画期的な展示。世界10カ国以上のオリーブオイル販売ブースのほか、以下のイ

ベントを展開。

ステージイベント - 第６代オリーブアンバサダー任命式及びトークショー

- 国際オリーブオイルコンテスト最優秀賞表彰式

- オリーブオイルソムリエコンクール優秀者表彰式

- オリーブオイルソムリエによる無料テイスティング体験セミナー

- オリーブオイルソムリエのシェフ2名によるクッキングショー、

ケネディ前駐日アメリカ大使専属料理人によるクッキングデモ、

レミオロメン神宮司治氏トークショー ほか

ミュージックライブ - 7月7日～ YUUMI （Vo. Unistyle-YUUMI, pf. 佐藤ひろのすけ）

- 7月9日～ 神宮司治（レミオロメン/オリーブオイルマスターソムリエ）

による Happy Session （Vo. maaayo, Gt: 久次米真吾）

オリーブオイルバー - コンテスト受賞全オイルのテイスティングバー（当協会会員限定）

OLIVE JAPAN  2017
開催イベントの概要

®

※2018年開催より『オリーブマルシェ』は、『OLIVE JAPAN SHOW』に改称、開催時期も6月に変更とな

ります。
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ご あ い さ つ

OLIVE JAPAN®（オリーブジャパン）は、オリーブ/オリーブオイル生産者/

販売者と消費者を直接つなぐ、日本で最大の「オリーブ」をテーマにした

複合イベントです。アジアで最大規模であり、世界３位のエントリー数を

誇るオリーブオイルコンテストを基に、そのコンテストのメダリストが揃う

マルシェを行う事でオリーブオイルの素晴らしさを伝えていきます。

マルシェは、東京都心からもほど近い瀟洒な住宅地「二子玉川」を舞台

に2日間にわたって開催されました。マルシェ会場のステージイベントで

はオリーブオイルソムリエ®コンクール、オリーブにちなんだトークショー、

音楽ライブやオリーブオイルワークショップなどを開催、オリーブオイルを

存分に楽しめる場となりました。例年数多くの来場者が訪れますが、

2017年開催では2日間で18万人の来場者でにぎわいました。

商品販売者や生産者にとっては、日本で最大の商品プロモーション機会

となっている他、直接消費者と触れ合うことの出来る貴重なイベントとし

て定着しています。



Copyright © 2017  OLIVE JAPAN & The Olive Oil Sommelier Association of Japan.  All rights reserved.

3

 アジア最大規模の国際オリーブオイルコンテスト、OLIVE JAPAN®に出品

すると・・・

 生産、輸入しているオリーブオイルの品質が国際的な第一線の専門家によっ

て明確に評価されます。優良な商品に与えられる賞（メダル）を獲得できれば、

商品の品質へのお墨付きとして消費者へのアピールが高まり、極めて効果的

です。

 OLIVE JAPAN®のマルシェ(OLIVE JAPAN SHOW）に出展することで・・・

 出展条件である、受賞オイル＝高品質の商品であることをＰＲできるとともに、

消費者と直接触れ合う事により信頼を得ることができます。

 会場に集う18万人以上をターゲットに露出を図れる多様な広告プログラムで、

認知度アップをサポートします。

 ステージのスクリーンサインや公式パンフレットへの広告掲載、ステージイベン

トの時間枠買い取りによるセミナー実施など、抜群の広告効果を発揮！

 世界の著名なオリーブオイル商品が一同に会し、他社製品を試食したり新たな

生産者との情報交換ができます。

 日本未入荷の商品も並びます

 希少価値の商品を見つけるチャンス！コンテストの公式本（オフィシャルブック）

刊行で、受賞オイルを著名シェフのレシピ入りで紹介することも可能！発信力が

さらに拡大しました。

OLIVE JAPAN® 2017 集客動員実績（推定）

マルシェ来場者数：約18万人（2日間計）

公式パンフレット（A4版見開4p4色、30000部）

公式ポスター （B1版4色、300部）
※二子玉川ライズ、沿線東急ストア12店舗配布

公式Web（日本語・英語） http://OliveJapan.com/
Facebook http://www.facebook.com/olivejapan

OLIVE JAPAN® は、こんなイベントです
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 会場となる二子玉川駅周辺は、東京・世田谷の緑豊かな住宅地と多摩川の流れに囲

まれ、東急田園都市線・大井町線、地下鉄半蔵門線の乗り入れる交通の要衝として、

また二子玉川ライズ・玉川高島屋ショッピングセンターなどの商業集積地としても知ら

れます。

古くから高級住宅地として多くの著名人が住まう憧れの街は、オリーブのある暮らしを

演出するにはまさに好適な環境です。

渋谷や横浜からも程近いこの地は、背景に沿線の多くの住宅地を抱え、健康で豊かな

ライフスタイルを志向する感度の高い消費者が集う立地です。

 国内外からオリーブジャパンの会場に出展する生産者や販売者にとって、日本のオ

リーブ/オリーブオイル市場は拡大著しい伸び盛りの注目市場です。

日本を代表するオリーブの一大イベント「OLIVE JAPAN®」で、受賞者だけが出展で

きるプレステージ性高いマルシェに出展し、商品を展示あるいは販売することは、商品

やブランドを感度の高い消費者にプレゼンテーションできる最大の機会を提供します。

 メイン会場の二子玉川ライズは、大手私鉄の東急電鉄により再開発が進み、あたらし

い街が出来つつあります。2011年春にオープンしたショッピングセンターは年々来館

者が増大、2015年には第二地区工事も竣工し、文字通り新しい二子玉川の「顔」とな

りました。そしてこの地で毎年初夏に定期的に開催されているオリーブジャパンは、二

子玉川ライズ最大級のイベントとして、その街づくりとともに育っています。

二子玉川駅直結 マルシェ会場全体の様子

会場 【二子玉川ライズ】
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マルシェで販売されるオリーブオイルをすべて受賞オイルだけに限定し、「ホンモノ」の

魅力を直接消費者にお届けしたい！コンテスト受賞オリーブオイルを少しでも早く皆様

に知っていただくため、マルシェ開催を2018年より6月初旬開催に変更します。

コンテストは4月、マルシェは６月
さらに、オリーブオイルの品質と「ホンモノ」のエキストラバージンオリーブオイルの価

値に関する市場の関心を高まるために、日本オリーブオイルソムリエ協会で相次いで

書籍を出版。 オリーブオイルに関心を寄せる多くの消費者に、正しい情報と優れた

オリーブオイルの品質を伝えるとともに、高い品質を生み出し続ける優良な生産者の

支援に注力した活動を活発に展開しています。

刊行書籍の第一弾は、日本オリーブオイルソムリエ協会理事

長多田俊哉による、『そのオリーブオイルは偽物
です』 （小学館、2016年5月刊行）。

ショッキングなタイトルで、市場に流通するオリーブオイルの
品質について当代随一とも言える専門家が警鐘を鳴らします。

そしてOLIVE JAPAN®のイヤーブックとしてすっかり定着した

公式ブック、2016年版 『オリーブオイルの至福』（小

学館、2016年6月刊行）、2017年版『オリーブオイルで
絶品！肉料理』（小学館、2017年6月刊行）を相次いで

出版。
「偽物」ではない、「本物」のオリーブオイルの紹介として受賞
オイルを掲載、さらに著名シェフによる簡単レシピやオリーブ
オイルソムリエ®によるオイルの特徴紹介など、選んで使って
楽しむオリーブオイルガイドの画期的な決定版として、毎年出
版を続けています。

What’s New !!

201８年版は３月発売決定！

オリーブオイルの至福
（2016年出版）

オリーブオイルで
絶品！肉料理
（2017年出版）

3月上梓に
向け編集中

本物のオリーブオイルは
これを選びなさい！

（2018年出版）
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OLIVE JAPAN®2017 国際エキストラバージンオリーブオイルコンテスト（2017年4月19～21日）は、
世界主要コンテストの一つに数えられるアジア最大規模の国際的なオリーブオイル品評会です。
第6回目となる2017年は、世界21ヶ国（地域）から合計611品の出品を集め、これをスペイン、イタリ
ア、ギリシャ、イギリス、ドイツ、トルコ、チュニジア、モロッコ、オーストラリア、ニュージーランド、アル
ゼンチン、チリ、アメリカ、日本の14カ国から招聘された24名の審査員により厳正な審査を行い各賞
を決定しました。審査員には、出品商品の生産者はもちろん、産地、品種、生産方法などのすべての
情報を完全に秘匿するブラインド方式で審査が行われ、審査員出身国の商品は別の審査員に審査
させるなど、公正を期した審査が行われました。
（各賞受賞者は直ちにOLIVE JAPANホームページで発表した他、国際コンテストでは初めて出品
各社に審査員講評フィードバックを行い、品質改善に資する貴重な情報を提供しています。）

出品21カ国： アルゼンチン、オーストラリア、チリ、クロアチア、フランス、ギリシャ、イスラエル、
(ABC順） イタリア、日本、レバノン、モンテネグロ、モロッコ、ニュージーランド、ポルトガル、

スペイン、スロベニア、南アフリカ、チュニジア、トルコ、アメリカ、ウルグアイ

コンテスト出品Entry Fee:  ¥19,440（税込）または、EUR180.00、US$200.00 （いずれも１エントリー当たり）

審査員： スペイン Agusti Romero, Enrique Garcia Tenorio

イタリア Duccio Morozzo, Francesca Rocchi, Luciana Squadrilli

ギリシャ Polychronopoulos Lykourgos

イギリス Johnny Madge

ドイツ Richard Wolny

トルコ Dilsen Oktay

チュニジア Mariem Gharsallaoui

モロッコ Abderraouf El Antari

オーストラリア Isabelle Okis, Trudie Michels

ニュージーランド Margaret Edwards

アメリカ Alexandra Kicenik Devarenne, Deborah Rogers, Nancy Lilly

アルゼンチン Maria Elina Buffa

チリ Maria Luz Hurtado

日本 水野勢技世, 梅北奈鼓, 直井敬子, 稲毛芳永, 窪田健康
以上順不同 24名

世界14ヶ国から審査員として招聘された24名の世界で活躍するオリーブオイルテイスターたち

国際オリーブオイルコンテスト
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国際オリーブオイルコンテスト

- 出品国別審査結果概要 -

OLIVE JAPAN  2017 
第4回オリーブオイルソムリエ コンクール

®

協会が認定する「オリーブオイルソムリエ®」は、オリーブオ

イルの知識を備えた専門家であるだけでなく、オリーブオイ

ルの品質を正確に判定できる技能資格でもあります。

OLIVE JAPAN® 2017 では、オリーブオイルソムリエ®のそ

うした品質鑑定技能を顕彰、またさらに技能向上を図るた

めの目標としていただくために、世界でも他に例がないオリ

ーブオイルソムリエ®技能コンクールを開催しています。

OLIVE JAPAN® 国際オリーブオイルコンテストの審査会場

で、審査員と同じオイルの品質評価を行って実際に審査員

の評点と比較してその正確性を競うコンクールです。

優秀成績者の顕彰として、7月のマルシェ会場にてオリーブ

アンバサダーより上位3名に表彰状と特別なソムリエバッジ

を授与しました。

コンクールの応募資格 ：

審 査 方 法 ：

コンクールエントリー料 ：

第1位 西山英雄さん 第2位 平方三千恵さん

第3位 阪田友也さん

日本オリーブオイルソムリエ協会認定ジュニアオリーブオイルソムリエ、
オリーブオイルソムリエ®、マスターオリーブオイルソムリエの他、国内・海外
の通学制オリーブオイルスクール修了者
コンテスト応募商品からランダムに選出した5品のオリーブオイルをコンテスト

スケールで評価。審査員の実際の評価評点との誤差を得点化し評価の正確
性を競う
¥5,400 （税込 協会会員）
¥8,640 （税込 協会会員以外他校修了者）
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会場を埋め尽くす62ブランド130品にも及ぶオリーブオイルはすべてコンテスト受賞オイル！

本物のオリーブオイルがここにあります。これほど多くの受賞オリーブオイルが勢ぞろいする

のは、日本では OLIVE JAPAN®だけ！スペイン、イタリアなどからの直接出展やアメリカ・カリ

フォルニア州パビリオンなど国際色豊か！世界各国のオリーブオイルが紹介販売され、さまざ

まな言語が飛び交う会場です。

初出展となるアメリカ・カリフォルニア州は、州政府 / カリフォルニアオリーブオイル評議会合同でパビリオン展開

スペインから生産者も駆けつけ直接消費者と語らい

新しい厳格な品質認証基準を制定した国際機関 Extra Virgin Allianceによる出展など、

消費者に向けた『品質』のプロモーションも展開。また、日本産のオリーブオイルの紹介

には、香川県から小豆島町や小豆島オリーブ協会が紹介展示、またオリーブの搾油残

渣で肥育した香川県ブランド牛「オリーブ牛」の展示も行われ、小豆島町や香川県の職

員ら20名を越す使節団が視察に訪れました。

オリーブオイル輸入販売事業に新規参入した音楽事務所
アミューズ社も生産者を招いてプロモーション

オリーブマルシェ

NPO法人小豆島オリーブ協会ブースでは
小豆島産の受賞オイルが勢ぞろい

小学館が出展して書籍販売 TVクルーも入ってオリーブオイルの
「いま」を取材しています
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コンテスト受賞者の出展ブースには、受賞の証である賞状を誇らしげに掲示。訪れた消費者に高品

質の証明をその場で確認いただきながら、販売プロモーションに直結できます。生産者が来日
し日本の消費者に直接アピール！

第6代OLIVE JAPAN®オリーブアンバサダーには板谷由夏氏が就任

国際オリーブオイルコンテスト表彰式 ＝ 販売プロモーションに直結

国際オリーブオイルコンテスト表彰式

【オリーブアンバサダーとは？】
日本オリーブオイルソムリエ協会では、OLIVE JAPAN®を開催

するにあたり、オリーブやオリーブオイルのもたらす健康的な

イメージや、オリーブの育つ地中海やエーゲ海の青く澄んだ海、

降り注ぐ太陽、そして肌に心地良いそよ風などの、明るくさわ

やかなイメージでオリーブそのものを表すような著名人に、

オリーブアンバサダーに就任していただき、イベントを通じて、

オリーブの普及啓蒙にさらに努めて頂こうと考えております。

初代アンバサダー(2012)：石田純一氏 第2/3代アンバサダー

(2013/14)： 道端カレン氏 第4代アンバサダー(2015)：北斗晶氏 第5

代アンバサダー（2016）アン ミカ氏

オリーブアンバサダーに就任いたしました。オリーブオイルの美味しさ奥深さを伝えていけたらと思っておりま
す！（板谷由夏 インスタグラムより）

賞状やトロフィーが消費者の注目を集め販売促進に！

第6代オリーブアンバサダー 板谷由夏氏（女優）によるトークショー、表彰式など多彩なプログラムが

会場を沸かせました。
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クッキングやテイスティングのワークショップも頻繁に開催

多彩なトークショーが来場者にオリーブオイルの素晴らしい世界を印象づけます

10

Olive Oil Bar®

ステージイベントプログラム

壮観！全受賞オリーブオイル 411品 展示試食
ステージ裏の「オリーブオイルバー®」は日本初の企画

411品に及ぶすべての受賞オイルを生産国別に展示、自由にテイ
スティングを可能としました。日本オリーブオイルソムリエ協会会
員限定エリアとして、オリーブオイルソムリエ®の皆さんの品質研
究研鑽の貴重な場を提供しています。

ステージプログラムは、時間売りをしております。
お好きなプログラムを催しいただけます

事務局までお問い合わせください！

米国大使館農産物貿易事務所
ライカー氏

夕刻には恒例の音楽ライブステージ
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動員告知
東急田園都市線（半蔵門線）・大井町線の分岐駅となる二子玉川駅は平均一日乗降客10万人の大ターミ
ナル駅。ライズショッピングセンターの中心にある会場は、玉川高島屋S・Cなどの商業施設の集積もあり、
集客には恵まれた立地です。また同じこの地ですでに5年間の開催実績を重ね、イベントの知名度も抜群。
沿線での開催告知で多くの消費者の動員が可能となっています。

地域の集客動員として行った動員施策としては以下のとおり。

沿線フリーペーパー 東急沿線誌『Salus』掲載（東急電鉄協力）

公式パンフレット配布 25000部（各出展者、ライズ、沿線東急ストア12店舗） など

業界誌・専門誌での食品業界・油脂業界向け告知

以下の媒体での先行記事、ペイドパブなどを実施しております。

月刊『油脂』 （幸書房） 広告、記事等

健康産業新聞、大豆油糧日報、ヘルスライフビジネス、フードウィークリー、
日刊食品通信、油業報知新聞、読売新聞、日経MJ、等 他多数
J-WAVE、InterFMなどに事前出演告知 等

またイベント終了直後に、日本テレビニュース及び日テレ24等でコンテスト表彰式
及び板谷由夏さんのトークショーが動画放映されました。

海外メディア
オリーブオイルの主産地や大きな市場からのOLIVE JAPAN®への注目度は高く、海外有力メディ
アでのOLIVE JAPAN®の取材・掲載はきわめて活発です。なかでもスペインのMercasei誌は、コンテ
スト結果発表の翌日にはWebマガジンに紹介記事を掲載するほか、同社発刊のOLIVATESSEN誌に
は世界主要コンテストとしてOLIVE JAPANを収録しています。
掲載された主な有力誌は以下のとおり。

イタリア 『Teatro Naturale』誌 イタリア最大のオリーブ関係のWebマガジン
スペイン 『Mercasei』誌 スペイン最大のオリーブ業界誌

2016年7月号では14ページにわたりOLIVE JAPAN 特集掲載

スペイン 『Olive Oils From Spain』日本語ページ

スペイン 『Revista Almazara』 スペイン最大の生産者向けWebマガジン
ギリシャ 『Olive News』誌 ギリシャ最大のオリーブ関係Webマガジン
アメリカ 『The Olive Oil Times』誌 世界最大のオリーブ関係Webマガジン
ドイツ 『World Best Olive Oil』誌 世界のコンテストの格付けランキング誌 他

http://www.olivenews.gr/en/article/4380/olive-

japan-2014

http://www.teatronaturale.it/tracce/mond

o/19004-extra-vergine-di-culto-in-

giappone-ecco-i-migliori-.htm

メディアプログラム / 動員告知
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OLIVE JAPAN® のイベント収支は、健全で公平公正な国際コンテスト運営及び品質と消費者のみ

に適正にコミットする主催者日本オリーブオイルソムリエ協会のポリシーのもと、公開されています。

その運営費は公正に運用されるとともに、最大のスポンサーである日本オリーブオイルソムリエ協

会による拠出金（特別協賛費）はすべて協会受講生による受講料で賄われています。また国際コ

ンテストに招聘された審査員の滞在費・旅費はすべてOLIVE JAPAN® の運営費から支出され、審

査員の第三者からの経済的な独立性を担保しています。また、ボランティアスタッフ以外の協会職

員は本イベントによる一切の報酬を得ていません。

収 支 報 告 書
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OLIVE JAPAN® 2017 全受賞商品リスト
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OLIVE JAPAN® 2017 全受賞商品リスト
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OLIVE JAPAN® 2017 全受賞商品リスト



Copyright © 2017  OLIVE JAPAN & The Olive Oil Sommelier Association of Japan.  All rights reserved.
16

OLIVE JAPAN® 2017 全受賞商品リスト
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名称： OLIVE JAPAN® 2017 （オリーブジャパン® 2017）

内容： オリーブをテーマとしたワールドマルシェ型イベントならびにショーケース

国際エキストラバージンオリーブオイルコンテスト、国際オリーブマルシェを同時開催

イベントテーマ： 『オリーブと消費者/ユーザーをつなぐ』

日時： オリーブマルシェイベント： 2017年7月7日（金）／8日（土）の2日間

国際オリーブオイルコンテスト審査会： 2017年4月19日～21日

会場： コンテスト/オリーブオイルソムリエコンクール審査会

会場 = コートヤードマリオット銀座東武ホテル『ロジェドール』

オリーブマルシェ・コンテスト表彰式 = 二子玉川ライズ ガレリア（メイン会場）

集客動員数： 約18万人 （マルシェ会場会期2日間推計）

主催： OLIVE JAPAN® 2017実行委員会 / 一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会

出展者： 国内及び海外より 50社（団体・順不同） / 小林桂、GRANCHER-Castillo de Canena/Oliva Sicura/O-Med,

オカヤスファルマ、イマイ/GOYA、感動オリーブオイル（アミューズ）、Venus 8-POPSO、蒼のダイヤ、

Lucero Olive Oil-74 cabotte、フレッシュアンドフレッシュジャパン、Melgarejo、INTINI-自然食マルシェ、

小学館、Oro del Desierto（レイナ)、ゴープレミア、M&m Olive 63、サンオリーブ、天草オリーブ園AVILO、

OLIVINO la cocina-Nobleza del Sur、おいしいクロアチア、Papa’s Grove、讃岐牛・オリーブ牛振興会、

The Green Gold Olive Oil Company、チュニジア共和国大使館、California Olive Oil Group パビリオン、

山中油店、小豆島町・小豆島オリーブ公園、小豆島オリーブ協会、PISTONE、Extra Virgin Alliance、

Mas de Flandi、カモマイルクラブ、東洋オリーブ、小里機材-Camilo Olives、オー・リーブ・ジャパン、

Traders Market、オピュレンス-ビオイッシモ、シナグロ、コスモ農園のオリーブオイル

後援： スペイン大使館経済商務部、イタリア大使館貿易促進部、ギリシャ大使館、クロアチア共和国大使館、

ポルトガル大使館、チュニジア共和国大使館、トルコ共和国大使館商務部、アルゼンチン共和国大使館、

オーストラリア大使館商務部、アメリカ大使館農産物貿易事務所、エキストラバージンアライアンス(EVA)、

オーストラリアオリーブ協会、小豆島オリーブ協会、アメリカ油化学会、カリフォルニアオリーブ協会、

カリフォルニアオリーブオイル評議会、香川県、熊本県、香川県小豆島町、天草市、JA鹿児島県経済連、

東急ストア（告知協力）

法人名： 一般社団法人 日本オリーブオイルソムリエ協会®

創 立： 2005年1月 （法人設立 2009年7月）

拠出基金： 社員・理事による基金により運営

所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目4番1号
TEL  03-3271-0808 FAX  03-3272-8755

代表理事： 多田俊哉 （（公社）日本油化学会会員）

理 事： 遠藤朋美 （ソムリエスクール校長）

協会会員： 約１、６００名 （2017年12月現在）

オリーブオイルマスターソムリエ 14名
オリーブオイルソムリエ 600名

ジュニアオリーブオイルソムリエ 1,600名輩出

URL： http://www.oliveoil.or.jp メールアドレス： info@oliveoil.or.jp

主 催 者 概 要

『オリーブオイルソムリエ®』、ならびに『日本オリーブオイ
ルソムリエ協会®』、『OLIVE JAPAN®』及びそのロゴマー
クは、一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会がす
べての権利を保有する登録商標です。

® ®

開 催 実 績

http://www.oliveoil.or.jp/
mailto:info@oliveoil.or.jp
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イベント総合プロデュース
主催者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会 (“OSAJ”)

実行委員長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・多田俊哉 ( 日本オリーブオイルソムリエ協会代表理事・理事長 )

運営事務局長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遠藤朋美 ( 日本オリーブオイルソムリエ協会理事・学校長 )

イベントプロデューサー・・・・・・・・・・・・・四元則久 ( 有限会社マッシブ )

デザイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平尾久美子

Web デザイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・矢崎秀樹 ( 株式会社インターマインズ )

公式カメラマン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・芦谷淳、五十嵐美弥 (株式会社小学館)

施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・布寛之 ( 株式会社フジヤ )

運営事務局補佐・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 船橋聖子 ( ユア・サポートサービス株式会社 )        

2017 オリーブアンバサダー・・・・・・・・・・アン・ミカ ( タレント, 株式会社テンカラット所属 )

オリーブトークショー・・・・・・・・・・・・・・・・ 神宮司治 ( ミュージシャン、レミオロメン、株式会社OOLONG-SHA所属 )

クッキングデモンストレーション・・・・・・・・・奥田政行 (山形アル・ケッチャーノ オーナーシェフ )

おおつきちひろ (東京サンイシドロ オーナーシェフ )

オリーブ男子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一丸典夫、阪田友也（ともにオリーブオイルソムリエ）

オリーブディーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・梅北奈鼓、大和かおり（ともにオリーブオイルマスターソムリエ）

ライブミュージシャン・・・・・・・・・・・・・・・・・ maaayo ( pf. 齋藤渉 )

神宮司治バンド ( vo. ユニスタイル-YUUMI, 久次米真吾, 神宮司治 )

脚本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遠藤朋美、四元則久、土上明子

ＭＣ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土上明子 ( フリーアナウンサー, 株式会社アップフロントプロモーション所属 )

広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・多田俊哉

オリーブオイルソムリエボランティア・

田中友紀、桐谷亜子、新井久美子、五味和代、吉田朋子、田川敬子

警備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷一樹 ( 東急コミュニティ株式会社 )

会場運営支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷宗彦 ( 二子玉川ライズ / 東京急行電鉄株式会社 )

都甲義政、泉素之、峯田利一 ( 二子玉川ライズ / 東京急行電鉄株式会社 )

Special Thanks to ・・・・・・・・・・・・・・・東京急行電鉄株式会社、株式会社東急ストア、コートヤードマリオット銀座東武ホテル、

OLIVE JAPAN 2017 国際エキストラバージンオリーブオイルコンテスト

実行委員長 / 総執事: 多田俊哉 ( 日本オリーブオイルソムリエ協会代表理事・理事長 )

運営事務局長:           遠藤朋美 ( 日本オリーブオイルソムリエ協会理事・学校長 )

審査員組織委員長:     ALEXANDRA KICENIK DEVARENNE ( Calathena, EVA )

出品エントリー監理:    船橋聖子 ( 株式会社ユアサポートサービス )

審査員:  Agusti Romero, Enrique Garcia Tenorio, Duccio Morozzo, Francesca Rocchi,

Luciana Squadrilli, Polychronopoulos Lykourgos, Johnny Madge, Richard Wolny,

Dilsen Oktay, Mariem Gharsallaoui, Abderraouf El Antari, Isabelle Okis, 

Trudie Michels, Margaret Edwards, Alexandra Kicenik Devarenne, Deborah Rogers, 

Nancy Lilly, Maria Elina Buffa, Maria Luz Hurtado ,水野勢技世, 梅北奈鼓, 直井敬子, 

稲毛芳永, 窪田健康

技術協力: EXTRA VIRGIN ALLIANCE / PAUL MILLER

表彰式: 板谷由夏 ( プレゼンター / オリーブアンバサダー )、土上明子 ( MC )

賞状デザイン: 松田圭子 ( カリグラフィー作家 )

審査会場運営支援： 松本千代美 ( コートヤードマリオット銀座東武ホテル )

Special Thanks to： コートヤードマリオット銀座東武ホテル、二子玉川ライズ / 東京急行電鉄株式会社、

サンファーム（岩手県盛岡市）、有限会社マッシブ、株式会社フジヤ、株式会社イデアファクトリー

一般社団法人日本オリーブオイルソムリエ協会 (“OSAJ”)

多田俊哉 ( 日本オリーブオイルソムリエ協会代表理事・理事長 )

遠藤朋美 ( 日本オリーブオイルソムリエ協会理事・学校長 )

四元則久 ( 有限会社マッシブ )

平尾久美子

矢崎秀樹 ( 株式会社インターマインズ )

芦谷淳、五十嵐美弥 ( 株式会社小学館 )

布寛之 ( 株式会社フジヤ )

船橋聖子 ( ユア・サポートサービス株式会社 )        

板谷由夏 ( 女優, 株式会社アミューズ所属 )

神宮司治 ( ミュージシャン、レミオロメン、株式会社OOLONG-SHA所属 )

天野恵理子 ( オリーブオイルソムリエ®、ワインシニアソムリエ ）

田中義明 ( 赤坂あじる亭シェフ、オリーブオイルソムリエ® )

本多友里恵 (addu’ mammaオーナーシェフ 、オリーブオイルソムリエ® )

Marybeth Boller ( ケネディ前駐日アメリカ大使専属料理人 ）

一丸典夫 （ オリーブオイルソムリエ® ）、中島賢（ オリーブオイルジュニアソムリエ）

梅北奈鼓、大和かおり （ ともにオリーブオイルマスターソムリエ ）

DAVID RAKONCAJ (Tenor ), pf伴奏: AYAKA MEIWA

YUUMI-unistyle ( vo:YUUMI, gt:久次米真吾、pf:佐藤ひろのすけ )

神宮司治バンド ( vo:maaayo, gt:久次米真吾, pc:神宮司治 )

遠藤朋美、四元則久、

土上明子 ( フリーアナウンサー, 株式会社アップフロントプロモーション所属 )

多田俊哉

山本友紀、新井久美子、五味和代、吉田朋子、丸山芳子、松本裕子、内山明子

藤井まり、渡辺幸代、天野恵理子

渋谷一樹 ( 東急コミュニティ株式会社 )

渋谷宗彦、都甲義政、立原聡、岩上雅則、峯田利一

( 二子玉川ライズ / 東京急行電鉄株式会社 )

東京急行電鉄株式会社、株式会社東急ストア、コートヤードマリオット銀座東武ホテル

小学館、Extra Virgin Alliance、Nobleza del Sur社、株式会社イデアファクトリー

実行委員会 DIRECTORY
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OLIVE JAPAN® 2018にて、ぜひお目にかかりましょう！

2018年の OLIVE JAPAN® は
コンテスト：4月開催 （エントリー締切 2018年4月12日まで）
審査員テイスターによる技術セミナー：4月21日
OLIVE JAPAN SHOW (旧称”オリーブマルシェ”) ：

2018年6月8日（金）～10日（日）
～ 3日間にスケールアップ開催決定！


