ワシントン ワイン マンス プロモーション ２０１１ 開催のご案内
～Washington Wine Month Promotion～
平素はワシントンワインをお取り扱い頂き、誠にありがとうございます。
ワシントンワイン協会日本代表事務所は、毎年 3 月に小売店とレストランを対象に『ワシントン ワイン マンス プロモ
ーション』を開催しております。 お陰様で、2010 年度は１７７店舗のレストランや小売店の皆様にご参加頂き、合計
15,301 本、小売総額 36,110,785 円のワシントンワインを期間中に販売して頂きました。
つきましては、2011 年度のプロモーションを下記の通りに開催致しますので、皆様にご参加頂き、ワシントンワインの
販売促進にご協力頂きたくお願い申し上げます。

皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。
ワシントンワイン協会日本代表

播摩 朱美

[プロモーション開催要項]


対象： 日本国内の小売店、ホテル、レストラン （下記の４つのカテゴリーに分かれます。）
a) 小売店 （インターネット販売も含む）
b) ホテルレストラン (規模不問。但し、レストラン 1 店舗単位での参加をお願いします。)
c) ホテル以外のレストラン（50 席以上）
d) ホテル以外のレストラン（50 席未満）



期間： 2011 年 3 月 1 日より 3 月 31 日の１ケ月間



主催：ワシントンワイン協会日本代表事務所



条件：
小売店：

ワシントンワインを 3 種類以上販売

レストラン：

2 種類以上のワシントンワインをバイ・ザ・グラスで販売

プロモーション参加の申込用紙とレポートを必ず期限までに提出すること。


申し込み受付期間：

2011 年 2 月 25 日（金）



レポート締切：

2011 年 4 月 15 日（金）



目的：多くのワシントン州産ワインを全国のレストランや小売店で販売して頂く



審査方法：小売店は期間中の総合売上で、レストランは 1 席あたりの売上を基に審査致します。



結果発表：ワシントンワイン協会ホームページにて 2011 年 5 月掲載予定



懸賞：
1.

Ｇｒａｎｄ Ａｗａｒｄ 第一位： ワシントンワイナリー・ハーベストツアー ご招待 ＆ 表彰状
対象： 上記 a) 総売上１位の店舗から 1 名様、上記 b) ～ d) の各部門で、１席あたりの売り上げ
がトップになったレストラン店舗より各１名様、全レストランで総合売り上げがトップとなったレストラン店
舗より１名様の合計５名様
時期：2011 年 9 月実施予定
内容：ワシントン州のワイン生産地域を視察して、多くのワイナリーや畑を訪問しながらよりよくワシントン
ワインを学ぶツアーです。 日本からワシントン州までのフライト、現地での宿泊費用、食費、バスでの
移動などを協会が提供する、通訳付のツアーです。

2.

First Runner Up 第二位 ： ワシントンワイナリー・ハーベストツアー ご優待 ＆ 表彰状
対象： 上記 a) 総売上２位の店舗から 1 名様、上記 b) ～ d) の各部門で、１席あたりの売り上げ
が 2 位になったレストラン店舗より各１名様の合計 4 名様
内容：同上ですが、日本―ワシントン州間のフライトは各自でご負担頂きます。

3.

Second Runner Up 第三位：表彰状
対象： 上記 a) 総売上３位の店舗から 1 名様、上記 b) ～ d) の各部門で、１席あたりの売り上げ
が 3 位になったレストラン店舗より各１名様の合計 4 名様



表彰式： 上記受賞者の方々は、表彰式（2011 年 5 月開催予定）においてワシントンワイン協会より表彰
状が授与されます。

POP マテリアル： ワシントンワイン協会ロゴ入りのワインメニュー台紙、ピンバッチ、ワシントンワインについてのパ
ンフレット等がご提供できます。 詳細は、協会ホームページ www.washingtonwine.jp に掲載予定です。
（2011 年 2 月以降）

協会主催のイベントご案内：

ワシントンワインの生産者＆ワインメーカー参加の大試飲会 “Taste Washington 2011”
Ｏｓａｋａ

Date:

March 15, 2011

3 月 15 日

試飲会 : 12:30～17:00 （トレード対象 御招待者のみ）
セミナー: 13:00～14:00 or 15:00～１６：００ （トレード対象 予約制）
Place: リッツカールトン大阪 スプレンディード
Splendido in the Ritz Carlton Osaka
Ｔｏｋｙｏ

Date:

March 17, 2011

3 月 17 日

試飲会 : 12:00～17:00 （トレード対象 御招待者のみ）
セミナー: 13:00～14:00 （トレード＆プレス対象 予約制）
試飲会 : 18:30～21:30 （一般対象）
Place:

東京アメリカンクラブ ニューヨーク ボールルーム
Tokyo American Club New York Ball Room

詳細は、2011 年 1 月以降協会ホームページにて掲載 www.washingtonwine.jp

連絡先： ワシントンワイン協会 日本代表事務所 Tel: 078-767-3444
URL: www.washingtonwine.jp

Fax: 078-854-7271

E-mail: info@washingtonwine.jp

ワシントンワイン輸入業者リスト （あいうえお順）
会社名

電話番号

株式会社ウィン・トライアングル・インターナショナル

052-451-0722

オルカ・インターナショナル株式会社

03-3803-1635

株式会社協和興材

03-3929-8581

有限会社クラモチコーポレーション

0126-22-0241

コンステレーション・ワインズ・ジャパン株式会社

03-5791-3337

サッポロビール株式会社

03-5423-7222

ザ・フォズグループ株式会社

03-5456-5448

大榮産業株式会社

03-3768-1266

株式会社デプトプランニング

03-5778-4020

株式会社中川ワイン販売

03-3631-7979

ピーロート・ジャパン株式会社

03-3458-4455

フイルコンサービス株式会社

042-370-7296

布袋ワインズ株式会社

03-5789-2728

三国ワイン株式会社

03-5542-3939

株式会社モトックス

0120-344101

ワシントン ワイン マンス プロモーション
Washington Wine Month Promotion 2011
2011 年 3 月
参加申込書
Registration Form
貴店名 Restaurant/Store Name:

ご担当者名 Contact Person ：

ご住所 Address ：

Tel:

Fax:

Ｅメールアドレス Email:
ホームページ URL :
ご紹介者 （輸入業者名・サプライヤー）
Introduced by (importer/supplier):
レストランの種類・料理のスタイル
Restaurant Style/Style of Cuisine:
席数 Number of Seats:
ワシントンワインマンス プロモーション参加店として、ワシントンワイン協会ホームページや提携メディアに貴店
名と住所、電話番号等を掲載してよろしいですか？ （どちらかに○をつけて下さい。）
Would you agree to be listed in the WSWC Japan homepage and media as a participant of WWM
Promotion? (Please circle below.)
はい

Yes

いいえ

No

2011 年 2 月 25 日（金）までにご返信下さい。 ＦＡＸ：078-854-7271 or Email: info@washingtonwine.jp
Please Fax to WSWC Japan Office by February 25, 2011 at 078-854-7271 or E-mail to the above.

