オレゴン・ワシントン ワインフェア ２０１3
開催のご案内

オレゴンワインボードとワシントンワイン協会は、2013 年度よりプロモーションを共催する運びとなり、3－4 月に
小売店とレストランを対象に『オレゴン・ワシントン ワインフェア』を開催する運びとなりました。
2013 年度のフェアを本要項通りに開催致しますので、皆様にご参加頂き、オレゴン州とワシントン州のワインの
販売促進にご協力頂きたくお願い申し上げます。
オレゴン州は、冷涼な気候、多様な土壌、長い生育期間に恵まれ、適したぶどう品種は増え続けていますが、
ピノ・ノワールで国際的に高い評価を受けてきました。 ワインスペクテーター2012 年 12 月 15 日版には、 “A
Perfect Match. Pinot Noir has found an American home in Oregon” というタイトルで、オレゴンピノ・ノワールに
ついて多く記載されています。 そして審査されたオレゴンピノ・ノワールのうち 50 パーセント以上は 90 ポイント
以上を獲得しています。 オレゴン州は、カリフォルニア州とワシントン州の間に位置し、太平洋に面していて多
様な地形に恵まれています。 オレゴン州の中でもよく知られた地域、ウィラメット・ヴァレーは、北緯 45 度あたり
に位置し、フランスのブルゴーニュ地域と同じくらいの緯度にあります。初夏から秋にかけてほとんど雨の降らな
い気候はピノ・ノワールやシャルドネ、ピノ・グリ、リースリングの生産に理想的です。豊かな果実味と生き生きとし
た酸のバランスがとてもよくエレガントで、食事にも合いやすいワインが多いです。
ワシントンワインのブドウは、理想的な土壌、長い日照、温暖な昼と涼しい夜の温度差など条件に恵まれた土地で栽
培されています。 果実味が豊かで、かつ自然な酸を保ったワシントンのワインはエレガントで、食事とも合わせやす
いワインですが、ここ数年評価が一段と高まり、世界中で注目されるようになってきました。 2009 年度には、“ワイン
スペクテーター Wine Spectator”が毎年発行する年間ワインベスト 100 の中で、ベストワインにワシントン州産のワイ
ンを選びました。 2010 年度の“Wine Advocate”誌では、469 種のワシントンワインが 90 点以上のパーカーポイント
を獲得し、“Wine Spectator”誌でも、ポイント 90 点の獲得率の 50％をワシントンワインが占める結果となりました。 ワ
シントン州産のワインは高品質で Value が高いワインとして、ますます評価が高まっています。

フェアを通じて、今注目のオレゴン・ワシントンワインをより多くの消費者の方々にご紹介して頂きますよう、皆様
のご参加を心からお待ち申し上げています。
オレゴンワインボード・ワシントンワイン協会

日本代表

播摩 朱美

[フェア開催要項]


対象： 日本国内の小売店、ホテル、レストラン （下記の５つのカテゴリーに分かれます。）
a) 小売店部門 （インターネット販売も含む）
b) 50 席以上のレストラン部門
c) 50 席未満のレストラン部門
d) バー部門 （席数を問わない。ワインバーも含む。お酒を主体
にしたお店。）
e) グループ部門 （グループレストラン、百貨店グループ、チェー
ンストア、ホテル等の同一系列のグループ）



期間： 2013 年 3 月 1 日より 4 月 30 日の 2 ケ月間 （内最低 1 カ月間）



主催： オレゴンワインボード・ワシントンワイン協会 日本代表事務所



条件： 必ず一部門でのエントリーとする
小売店：

オレゴン・ワシントンワインを合計 3 種類以上販売

レストラン： オレゴン・ワシントンワインを合計 2 種類以上バイ・ザ・グラスで販売
バー： オレゴン・ワシントンワインを合計 3 種類以上バイ・ザ・グラスで販売
グループ部門： 2 店舗以上の参加で、各店舗で フェアを開催している事を証明する写真、
ＰＯＰ、レポート等の提出


グループ部門で参加した店舗は、その他の部門での参加はできない。



フェア参加の申込用紙と規定のレポートを必ず期限までに提出すること。



申込受付期間： 2013 年 1 月 7 日（月） ～ 2013 年 2 月 28 日（木）



レポート締切： 2013 年 5 月 13 日（月）
レポートには、フェア期間中に購入したすべてのオレゴン・ワシントンワイン名と
本数をご報告下さい。 （集計にはバイ・ザ・グラス用だけでなく、ボトル売り用も含む）



目的： 多くのオレゴン・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き、より多くの消費
者の皆様にオレゴン・ワシントンワインを楽しんで頂く。



審査方法： 小売店とグループ部門は期間中の総合購入で、レストランとバー部門は 1 席あたりの
購入を基に審査致します。 （席は使用の有無に関わらず全席をカウントさせて頂きます。）
また購入金額は輸入元の参考小売価格を使用して計算させて頂きます。



評価基準： 購入金額に関しては、2013/2/22 以降に購入したワインをフェア用とさせて頂きます。
上位入賞の場合は、輸入元に確認をとらせていただく場合もございます。
レストランやバーを経営する小売店は、グループ部門で参加するか、又は個々の部門に参
加する場合はそれぞれの購入がダブらないように、ご報告ください。
グループ部門の上位購入結果が他部門と比べて、極端に低い場合は、該当者なしとみなす
場合もございますので、ご了承下さい。



結果発表： オレゴンワインボード・ワシントンワイン協会の各ホームページにて 2013 年 6 月掲載予定。
フェア参加全店舗にも郵送にてご連絡。



プロモーション PR：


協会ホームページでフェアの詳細と参加店舗様（希望店舗のみ）の掲載を致します。



POP マテリアル： ご希望の方には、オレゴン・ワシントン州のぶどう畑イメージ画像や、フライヤー、ポ
スターをご提供致しますので、協会にお申し込み下さい。



懸賞： オレゴン・ワシントン・ワイナリーツアー (2013 年 8 月下旬 予定)
下記の受賞者の方々は、8 月下旬に予定されているワイナリーツアー（現地 8 泊 10 日予定）に招待
（優待）され、オレゴン州とワシントン州のワイナリーや畑を訪問して、それぞれの AVA、畑やワイナリー
の特徴を学び、多くの種類のオレゴン＆ワシントンワインを試飲して頂きます。
1.

Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ グランプリ： オレゴン・ワシントン・ワイナリーツアーご招待
すべてのカテゴリーの中から、合計仕入が最高だった店舗(企業)様より 1 名様 (審査方法参照)
☆ここで選ばれた店舗（企業）は、下記の賞からは除外されます。
日本からオレゴン・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.

Ｇｒａｎｄ Ａｗａｒｄ 第一位： オレゴン・ワシントン・ワイナリーツアー ご招待 ＆ 表彰状
対象： 上記 a)～e) の各部門で第 1 位の店舗/企業より各１名様の合計５名様（審査方法参照）
日本からオレゴン州・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。

3.

First Runner Up 第二位 ： オレゴン・ワシントン・ワイナリーツアー ご優待 ＆ 表彰状
対象： 上記 a)～e)の各部門で第２位の店舗/企業より各１名様の合計 5 名様（審査方法参照）
内容： 同上ですが、日本～オレゴン・ワシントン州間のフライトは各自でご負担頂きます。

4.

Second Runner Up 第三位：表彰状
対象： 上記 a)～e) の各部門で第３位の店舗/企業より各１名様の合計 5 名様（審査方法参照）



表彰式： 上記受賞者の方々は、表彰式（2013 年 6 月開催予定）においてオレゴンワインボード・ワシント
ンワイン協会・より表彰状が授与されます。
左記のデザインは、過
去のワシントンワイン
マンスプロモーション
の表彰状例です。デザ
インは変わりますの
で、ご了承下さい。

連絡先：オレゴンワインボード・ワシントンワイン協会
日本代表事務所
〒658-0047 神戸市東灘区御影 2-2-5-602
Tel: 078-767-3444 Fax: 078-854-7271
URL: www.washingtonwine.jp www.oregonwine.jp
オレゴン・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

アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

03-5791-3337

ヴィレッジ・セラーズ株式会社

0766-72-8680

株式会社 和尚

03-5213-4800

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

株式会社ＫＯＢＥインターナショナル

078-854-7270

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

株式会社スマイル

03-5998-2400

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

03-3631-7979

ピーロート・ジャパン株式会社

03-3458-4455

株式会社ファインズ

03-5745-2190

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

ワイン・イン・スタイル株式会社

03-5212-2271

