Press Release （食イベント開催情報）

2009 年 6 月 1８日（木）

第４回居酒屋甲子園決勝大会
居酒屋から日本を元気にするセミナー 同時開催！
２００９年８月１８日（火）、１９日（水）、２０日（木）３日間の外食総合イベント開催のお知らせ
ＮＰＯ法人居酒屋甲子園（東 京都渋谷区・理事長 高橋 英樹）は、２００９年８月１８日（火）・１９日（水）・２０日（木）に
「第４回居酒屋甲子園」「居酒屋から日本を元気にするセミナー」を開催いたします。
６月２日に決勝進出店舗が決定し、１１日に決勝大会のプレゼンテーションの順番を決める抽選会を行いましたので、
併せてご報告させて頂きます。
居酒屋甲子園決勝大 会前 後の８月１８日・２０日に、居 酒屋業態から外食業界が真に活性化する為に「学び・気
づき」を提供する場としセミナーを開催致します。前後２日 間のセミナーにて、６コマに分 かれこれまで日本の居酒屋、
外食文化を創り、業界を牽引してきた著名な経営者の体験談・熱い想い・様々な取り組みを講演頂きます。昨年は、
二日間通して３５００人の方々にご来場頂きました。
更に「居酒屋産業展」との同時開催により、居酒屋店舗様 が新たなサプライヤー様と出会える機会が創出されまし
た。この３日間が、居酒屋業 界活性化のための外食総合 イベントになればと考えております

■ 第４回居酒屋甲子園

決勝大会

２００５年 “居 酒 屋 から外 食 を元 気 にしたい”“居 酒 屋 から日 本 を元 気 にしたい”そんな想 いで居 酒 屋 甲 子 園 を立 ち
上げました。
２００６年２月に開催された第一回大会はまさに「挑戦」でした。全国から２３６店舗の居酒屋が参加、２０００名を超え
る来場者が会場を埋めつくし、感動イベントを行うことができました。２００７年３月の第二回大会は「拡大・認知」を意
識し、７３９店舗の参加５０００名の来場者となりました。第 三回大会では、「感動」「学び」「出会い」をキーワードに、一
連の活動やイベント内容の質の「成長」を意識し、７７０店舗の参加になった大会でした。今年、第４回では、
「深堀」「本質追及」をキーワードに全国地域での活動や、審査基準の見直し、今までの結果や経験を考慮し、
本来あるべき大会を目指し、全国１１０３店舗が参加頂ける大会となりました。

【決勝大会概要】
開 催 日

２００９年８月１９日（水）

時

間

１０：００～１５：３０

場

所

パシフィコ横浜 国立大ホール

参 加 店 舗 数

１１０３店舗

決勝進出店舗数

６店舗

決勝進出選定基準

３ヶ月間の覆面調査での予選進出方法。
及び、５月最終審査にて覆面調査と書類審査の合計点数
（２００９年２月～５月の４か月調査）

決勝大会の発表方法

プレゼンテーション
（店舗営業活動のＶＴＲと活動内容の発表）

日本一の決定基準

最も感動と気づきを与えた店舗に投票

日本一の決定方法

来場者によるコイン投票と２月からの調査得点の合計点数

当 日 入 場 数

５，０００人

【第４回居酒屋甲子園決勝大会 プレゼンテーション発表順番】

プレゼン順番

エリア

都道府県

店舗名

１店舗目

第２・３エリア

東京都

いろり家 東銀座店

２店舗目

第５エリア

福岡県

創作居酒屋 花と竜

３店舗目

第４エリア

愛知県

創作和洋ダイニング OHANA 刈谷店

４店舗目

第６エリア

沖縄県

琉球茶房 あしびうなぁ

５店舗目

第１エリア

群馬県

居酒屋 夢のや 相生店

６店舗目

第２・３エリア

東京都

てっぺん 渋谷 女道場

決勝大会チケットご購入について
■「居酒屋から日本を元気にするセミナー」講師とスケジュール
チケット販売開始：２００９年６月下旬予定
チケット価格：５，０００円（税込）
ご購入方法：居酒屋甲子園オフィシャルサイトより→

http://www.izako.org/

■「居酒屋から日本を元気にするセミナー」講師スケジュール

１８日（火）
感動の
感動のサービスの
サービスの追及と
追及と男を磨く生き方！
～客としての体験
としての体験から
体験から生
から生まれた “カシータ”
カシータ” ～
リゾートレストラン Casita オーナー高橋
オーナー高橋 滋氏
10：00～11：30

世界中のリゾートフリークが憧れ、究極のリゾートと
称される「アマンリゾーツ」に出会い、16年間で
培った客としての視線と、予約が取れないレストラン
にまで成長させた実績をもとに真のホスピタリティー
とは何か、Casita成功の秘訣は何かをお話します。

業界専門誌の
業界専門誌の編集長パネルディスカッション
編集長パネルディスカッション
～居酒屋業界の
居酒屋業界の現状と
現状と今後伸びる
今後伸びる居酒屋
びる居酒屋を
居酒屋を占う！～

２０日（木）
無印人間集団が
無印人間集団が業界の
業界の雄になった！
になった！
～どうすれば1
どうすれば1人1人のパワーを
パワーを引き出せるか～
せるか～
千房株式会社 代表取締役 中井 政嗣氏
中学を卒業と同時に乾物屋に丁稚奉公し、
40歳にして大阪府立桃谷高等学校を卒業。
学歴不問の体験的人材育成術で、青少年の教育にも
注力し、社会教育家としても注目されています。
第4回居酒屋甲子園壇上店舗パネルディスカッション
回居酒屋甲子園壇上店舗パネルディスカッション
～今日から
今日から実践
から実践できる
実践できるノウハウ
できるノウハウ大公開
ノウハウ大公開～
大公開～

●居酒屋夢のや
居酒屋夢のや 相生店（
相生店（群馬県）
群馬県） ●いろり家東銀座店
いろり家東銀座店
（東京）
創作和洋ダイニ
東京）●てっぺん渋谷女道場
てっぺん渋谷女道場（
渋谷女道場（東京）
東京） ●創作和洋
ダイニ
飲食店経営 千葉哲幸前編集長 近代食堂 亀高斉編集長
ングOHANA
OHANA刈谷店
ング
OHANA刈谷店（
刈谷店（愛知県）
愛知県） ●創作居酒屋花と
創作居酒屋花と竜（福岡）
福岡）
12：15～13：45 月刊食堂 大澤哲編集長 日経レストラン
日経レストラン 高柳正盛編集長
●琉球茶房あしびうなぁ
琉球茶房あしびうなぁ（
沖縄）
あしびうなぁ（沖縄）
飲食業界の情報を最も集めている業界専門誌の編集長が、
現状の飲食業界を分析し、今後の動向を見極める。
経営者に必要な情報を一気に収集する大チャンスです。
歴代外食アワード
歴代外食アワード受賞者
アワード受賞者パネルディスカッション
受賞者パネルディスカッション
～居酒屋業界に
居酒屋業界に新たな風
たな風を吹き込む経営者の
経営者の挑戦！～
挑戦！～

実際に壇上まで上り詰めた店舗で行っている、
今日から実践できるノウハウ大公開！
人材教育から、会議、販促・集客等々、
繁盛店から学びましょう！
ハマの
ハマの大魔神 佐々木 主浩 挑戦の
挑戦の日々
～結果を
結果を出し続ける為
ける為のメンタルコントロール～
メンタルコントロール～

●2006年度受賞
2006年度受賞：ＮＰＯ
年度受賞：ＮＰＯ法人居酒屋甲子園
：ＮＰＯ法人居酒屋甲子園 前理事長 大嶋啓介
ＴＢＳ野球解説者
野球解説者
ＴＢＳ
氏 ●2007年度受賞
2007年度受賞：
年度受賞：㈱ダイヤモンドダイニング 代表取締
日刊スポーツ
日刊スポーツ野球評論家
スポーツ野球評論家 佐々木 主浩氏
役社長 松村厚久氏 ●2008年度受賞
2008年度受賞：
年度受賞：株式会社エー
株式会社エー・
エー・ピー
14：30～16：00 カンパニー 代表取締役社長 米山 久氏 ●株式会社エム
株式会社エム
ハマの大魔神として、日本球界の数々のストッパー
グラントフードサービス ●代表取締役 井戸 実氏
記録を塗り替え、メジャーリーグの強打者を
キリキリ舞させた豪腕。
外食アワードとは、外食産業の発展と外食の食文化醸成に寄与
調子の悪い時も結果を出し続けた原動力は、
すること。加盟社の登録記者すべてが参加し、「外食産業界でそ
メジャーへの“夢”だった。
の年に活躍した人、話題になった人」を毎年選び、表彰していま
ハマの大魔神が、あなたの心に火をつけます！
す。

セミナーチケットご購入について
チケット販売開始：２００９年６月下旬予定
チケット価格：１講演 ５，０００円（税込）
１日チケット（３講演）１２，０００円（税込）
ご購入方法：居酒屋甲子園オフィシャルサイトより→ http://www.izako.org/

■ 第4回居酒屋甲子園決勝大会 及び 大会後のメディアカンファレンスの取材について
取材に関しましては、事前のお申し込み制とさせて頂いております。次回（７月下旬）、取材お申し込み書をFAXさせて
頂きますので、宜しく願致します。ご不明な点は、下記事務 局までお問い合わせください。

【 本件 に 関 するお問合
するお 問合 せ 先 】
【 NPO 法人 居酒屋甲子園事務局 】 事務局 脇 志保子
住所：東京都渋谷区渋谷 1-13-5・7F TEL：03-5774-4727 FAX：03-5774-4728
E-mail： izako@izako.org
HP： http://www.izako.org/
受付時間 平日 午前 10:00 ～ 午後 7:00

