2018 年 6 月 6 日

報道関係各位

ビール酒造組合

「ビール酒造組合」が、女性の適量飲酒啓発として

PR キャラクターいとうあさこさんとの″女子会“を開催!!

参加者 30 組（60 名）大募集!!
「夏のほど酔い女子会 ～いとうあさこと乾杯～」を
7 月 25 日（水）に開宴！
当日は「あさこママ」に直接″お悩み相談″もできちゃうかも!?
PR 動画で着用した 80 年代アイドル風衣装の展示や、全員での乾杯、そして記念撮影も！

さらに「ほど酔い女子 DNA チェッカー」も、あさこさんから手渡しでプレゼント!!
ビール酒造組合（会長代表理事：布施 孝之）及び会員であるビール 5 社［キリンビール（株）
・サッポロビール
（株）
・サントリービール（株）
・アサヒビール（株）
・オリオンビール（株）
］は、女性の適量飲酒啓発活動の一環
として、
「ほど酔い女子 PROJECT」が開催する、
「夏のほど酔い女子会 ～いとうあさこと乾杯～」を 7 月 25 日（水）
に実施します。

■「ほど酔い女子 PROJECT」について
ビール酒造組合では、未成年飲酒問題と並び、女性の飲酒関連問
題を重要視し、2017 年 11 月 16 日（
『いいビール飲みの日』
）より
女性の適量飲酒啓発「ほど酔い女子 PROJECT」を発足しました。
PR キャラクターには無類のお酒好きでありながら、お酒には常に
敬意を表しつつ嗜んでいるという“いとうあさこ”さんを起用し、女
性専用のアルコール DNA 検査キット「ほど酔い女子 DNA チェッカ
ー」プレゼントキャンペーンや「ほど酔い女子」の PR 動画などを
通じて女性とお酒との「ほど良い関係づくり」を提案してまいりま
した。
「ほど酔い女子 DNA チェッカー」プレゼントキャンペーンでは、1,000 名様の募集に対して、約 13,000 名様
の応募をいただき、
「ほど酔い女子のセレナーデ」動画（https://youtu.be/h9_cO9bvdLA）は 57 万回を超える
視聴、そして「ほど酔い女子 PROJECT」公式サイトへの接触も約 158,000PV を獲得しました。
また 2018 年に入ってからは、新年度を迎える 4 月 10 日（火）より、個人レベルではなく、職場レベルでの女
性の適量飲酒啓発として、女性専用のアルコール DNA 検査キット「ほど酔い女子 DNA チェッカー 職場仲間にプ
レゼントキャンペーン」を実施すると共に、PR キャラクター“いとうあさこ”さんがドラマ主演女優に挑戦する「ほ
ど酔い女子 PROJECT」WEB 動画第 2 弾『飲み会翌日ミステリー 本当にあった怖い話』篇
（https://youtu.be/Xn-ZS9At5Hs）を公開し、
「働き方改革」ならぬ、「飲み方改革」を提案しました。
そして今回、本プロジェクトの理解をさらに深めつつ、お酒を楽しく飲むことを学ぶ″体験の場“をご提供する
「夏のほど酔い女子会 ～いとうあさこと乾杯～」を開催することとなりました。

「ほど酔い女子 PROJECT」公式サイト: http://www.brewers.or.jp/hodoyoi/
＜本件に関するお問い合わせ先＞
ビール酒造組合 広報担当 東京都中央区銀座 1-16-7
TEL：03(3561)8386 FAX：03(3561)8380
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■「夏のほど酔い女子会 ～いとうあさこと乾杯～」実施概要
イベント当日は、いとうあさこさん扮する「あさこママ」も交えた女性の適量飲酒についてのトークセッション
や参加者からのお酒にまつわる「お悩み」について「あさこママ」からのアドバイスをいただいたり、全員での乾
杯、そして記念撮影などを行う予定です。
さらに、会場には昨年 11 月に公開した動画「ほど酔い女子のセレナーデ」の際にあさこさんが実際に着用され
ていた″80 年代アイドル風“の衣装の展示や、他にも思わず撮影したくなるフォトポイント、そして女性専用のア
ルコール DNA 検査キット「ほど酔い女子 DNA チェッカー」をあさこさんから手渡しでプレゼントしていただく
など、沢山のプログラムをご用意していますので、
ぜひ奮ってご応募ください！
イベント名：
出演者

：

「夏のほど酔い女子会~いとうあさこと乾杯~」
いとうあさこ さん

実施日時 ：

2018 年 7 月 25 日（水）

実施時間 ：

19:00～21:30 ※実施時間は多少前後する場合がございます

実施場所 ：

Royal Garden Cafe（東京都港区北青山 2-1-19）

募集人数 ：

30 組（60 名）

イベントプログラム

※イベント内容は暫定のため、当日変更になる場合がご

ざいます

・女性の適量飲酒についてのトークセッション

・
「あさこママ」のお悩み相談コーナー
⇒当選時に頂いた「お酒の悩み」について、
「あさこママ」に直接解決してもらいます。
あさこさんに直接質問もできるチャンスかも！？
・みんなで乾杯＆記念撮影
・ご歓談 ／ 食事
・クイズ大会など
・いとうあさこさんから「ほど酔い DNA チェッカー」のプレゼント

応募要項
当選者数：
応募期間：
応募条件：
応募方法：

30 組（60 名）
2018 年 6 月 6 日（水）00:00～2018 年 6 月 27 日（水）23:59
ご応募は日本国内にお住まいの満 20 歳以上の女性の方に限定させていただきます。
「ほど酔い女子 PROJECT」公式サイト（http://www.brewers.or.jp/hodoyoi/）の画面の
指示にしたがって必要事項をご確認、ご記入の上、ご応募ください。
抽選・当選発表： クイズにお答えいただき、正解された方の中から厳正な抽選により当選者を決定いたします。
当選者の方には事務局より、当選メールをお送りいたします。指定期日までにイベント参加
への返答がない場合当選が無効となります。当選メールの配信は､2018 年 7 月上旬頃を予
定しております。
※ご当選者の住所不備、転居先不明・長期不在などにより当選メールを受信できない場合で
きない場合には、当選を無効とさせていただきます。
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お問い合わせ：

「ほど酔い女子キャンペーン事務局」
メールアドレス：info@hodoyoi.jp
2018 年 6 月 6 日（水）00:00～2018 年 6 月 27 日（水）23:59

■いとうあさこさんからコメント
『あさこと夏の女子会で、ビールで乾杯して「ほど酔い女子」になろう！是非是非応募してね！』

■「ほど酔い女子 DNA チェッカー」について
「ほど酔い女子 DNA チェッカー」とは、ビール酒造組合とイービーエス株式会社が共同で
開発した女性専用のアルコール DNA 検査キットです。ただ単にお酒が強い（飲める）
・弱い
（飲めない）を調べるだけの検査ではなく、
「どんな体質なのか？」「飲酒により、将来健康
に対してどんな影響がでやすいのか？」を DNA によって 5 つのタイプに分析をします。
検査結果は、「ほど酔い女子 PROJECT」専用のリーフレットに女子向けの解説や「スナッ
クあさこ」の「あさこママ」に扮した“いとうあさこ”さんから、お酒をおいしく、気持ちよ
く飲むためのアドバイスがもらえます。

※検査の方法：キットに付属されている綿棒を使い、口腔粘膜を採取して検査します。
※「ほど酔い女子 DNA チェッカー」は、アルコール医療および関連研究を行っている独立行政法人国立病院機
構久里浜医療センターの監修により、国内外の最新の研究により構築された質の高い科学的根拠に支えられてい
ます。
※また、参考情報として、
「ほど酔い女子 DNA チェッカー」を受けなくても、「ほど酔い女子 PROJECT」公式サ
イト（http://www.brewers.or.jp/hodoyoi/）で「あさこママ」から DNA の 5 つのタイプの解説やお酒をおい
しく、気持ちよく飲むためのアドバイスがもらえます。
＜「あさこママ」が教える！日本人のお酒との付き合い方は DNA によって 5 つのタイプに分けられます。＞
タイプ１：W1 型は、大酒飲みがゆえに大失敗してしまう、
「どーでも酔い女子かも！？」
タイプ２：W2/W3 型は、強いから飲酒率も高い分、迷惑率も高い、
「帰って酔い女子かも！？」
タイプ３：R2/R3 型は、いつのまにか飲める気になってる、
「調子だけ酔い女子かも！？」
タイプ４： R1 型は、弱いのになんとなく、付き合っちゃう、「都合の酔い女子かも！？」
タイプ５：RR1/RR2/RR3 型は、お酒を受けつけないから、飲み会で困る、
「どーすれば酔い女子かも！？」
＜本件に関するお問い合わせ先＞
ビール酒造組合 広報担当 東京都中央区銀座 1-16-7
TEL：03(3561)8386 FAX：03(3561)8380
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