
日本ワインセミナー

ワインの王
－  超プレミアム 

『トカイワイン』
主催：  Juliet Victor Vineyards

名称「Juliet Victor」は、優雅さと最高品質へ
のこだわりの象徴です。ヨーロッパ屈指のエア
ラインWizz Airの創設者兼CEOのヨーゼフ・
ヴァラディ氏による
解説がお楽しみ頂
けます。

バイオダイナミック 
ワインとは？ 
ワイン栽培における 
バイオダイナミック農法
主催：  ワイナリー･フランシスコ･ゴメス

生物学的安定と自然界の循環を理解することから
始まるバイオダイナミック農法。この枠組みの
中でのブドウ栽培、ワイン生産、その効率性につ
いて探求します。

ジョージア   — ワイン醸造の発祥
Georgia – Homeland of Wine
8000年の歴史を誇るジョージアワイン。最大の特徴は「Qvevri (クヴェヴリ)」
と呼ばれる土器によるワイン製法技術。この醸造手法が2013年ユネスコの
無形文化遺産にも登録され、ジョージアは今まさに世界的な注目を浴びる
ワイン生産国の一つです。
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- Germany, various dry white wines

事前予約はこちらから

セミナーインフォメーション
和食とワインの相性は無限大！
食の多様性と的確なワインペアリングで市場を創出
対 象  外食産業に携わる方、関連知識を習得されたい方

和食の持つ『旨味と滋味』は、ワインにも共通する要素です。季節ごとに変わる旬の食材、そして薬味や調味料を使用した多様な 
味わいは、品種、産地、造り手ごとに多種多様な味わいを持つワインと、無限の相性。『ワイン王国』のセミナーでは、岩田渉氏、
情野博之氏、2名のソムリエを講師に迎え、和食とワインを合わせるコツやポイントを紹介します。

ワイン王国セミナー

情野 博之 氏 
▋フランス料理「アピシウス」シェフソムリエ
▋ 国際ソムリエ協会認定･インターナショナル･ソムリエ
▋ 女子栄養大学非常勤講師
▋ シャンパーニュ騎士団認定オフィシエ
▋ 第6回「ポメリースカラシップ」優勝
▋ 第3回「全日本最優秀ソムリエコンクール」第3位
▋ シャンパーニュ･アンリオアンバサダー 

岩田 渉 氏 
▋ 第5回「（一社）日本ソムリエ協会（JSA） 
ソムリエ･スカラシップ」優秀賞、 

「ニュージーランドグローワーズ賞」、「シャブリ賞」
▋ 第8回「全日本最優秀ソムリエコンクール」優勝
▋ 「第4回A.S.Iアジア･オセアニア最優秀ソムリエ 
コンクール」優勝 

主催者セミナー

『５ファクターズ』で探る、ワインのスタイル
【講義編 + 試飲 + ワイナリーとの意見交換】からなる充実の75分！

対 象  インポーター、卸業、小売業の輸入担当者

ワインのスタイルを紐解くアプローチで、世界各国のワイン、土着品種を探求します。世界のトレンド、まだ日本に
紹介されていない未輸入のワインを紹介しながら、多様なワインとその品質を見極める５つのポイントを習得して頂き、
ワインビジネスに役立つ情報を提供いたします。

デイヴィッド･ゴギナシュヴィーリ 氏

アナ･ゴダブレリゼ 氏
▋ The head of Marketing  
and PR Department

オリンピック･フード
主催：OECON

オリンピックフードの有益性 ― 健康志向の
ギリシア食材について、古代ギリシアの歴史
やオリンピック大会との関連性に着目しなが
ら解説します。

ワインズ・オブ・ジャーマニー日本オフィス主催のドイツワイン試飲セミナー。
講師に、第70回ドイツワインクイーン、カロリン・クレックナー氏をドイツから迎え、
ドイツワインの魅力について講演します。

ベルデホやソーヴィニョンブランからフレッシュな味わいの白ワインが
造られる、スペインの代表的な白ワインの産地「ルエダ」。日本ではまだ
あまり知られていませんが、ルエダのDO白ワインは、スペイン国内
市場では、スペイン産DO白ワインの売上の40.5パーセントを占める
リーダー的な存在です。そんな「秘宝」を日本の皆様にご紹介するため、
ワインの概要と特徴を試飲を交えて分かりやすく解説します。

DOルエダ  
— 秘宝が知られて
しまう、その前に～

ドイツワインセミナー ギリシア食材セミナー

ジョージアワインセミナー

スペインワインセミナー

スペインワインセミナースペインワインセミナー スピリッツセミナー

ハンガリーワインセミナーオーストラリアワインセミナー

日本ワインセミナー
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- Germany in red

世界の土着品種に 
出逢う 【その１】

お出汁とシャンパーニュ
和食とワイン、 
ちょっと意外な組み合わせ
～ロゼ、アンバーワイン、シェリー～ 世界の土着品種に 

出逢う 【その2】

冨永 純子 氏 
▋ ワイン＆チーズエデュケーター
▋ WSET®認定 Level4 Diploma
▋ JSA認定 シニアソムリエ
▋ NPO法人 チーズプロフェッショナル協会理事
▋ キャプランワインアカデミーにて講師を務める。 
ワインセミナーなどの実績も多い。

髙山 宗東 氏 
▋ 近世史研究家
▋ 歴史考証家
▋ ワインコラムニスト
▋ 雑誌や専門誌にてワインコラム等を執筆。 
歴史、ワインなどの講演活動も多数手がける。

リナ･ツァルタンパシ�氏
▋ オリンピックグルメCEO

主催：ワインズ・オブ・ジャーマニー日本オフィス

カロリン･クレックナー�氏
▋ 第70代ドイツワイン・クイーン

菊池 貴行�氏
▋ レストラン サンパウ　 
マネージャー兼シェフソムリエ

日本ワイン・ 
地理的表示基準 
GI山梨

山梨県内には80を超すワイナリーがあり、
2010年にはワイン発信地ロンドンへ向けて
の本格輸出を開始。2013年には山梨が
ワイン産地と認定され、地理的表示「山梨」が
国際的にも保護を受け更なる発展が期待
されます。

日本ワイン・ 
地理的表示基準 
GI北海道

2018年6月に国税庁長官より指定され、
現在までに3回の審査が行われている
ワインの地理的表示「北海道」について、
その制度概要と実際の運用などについて
ご紹介。GI北海道認定のワインをテイス
ティングしながら、官能的要素や生産基準に
ついて解説します。

三澤 茂計�氏
▋山梨県ワイン酒造組合副会長

北海道のワイン 
—  日本の新しいワイン

産地として
主催：道産ワイン懇談会

北海道には37のワイナリーがあり、26社が加盟
する道産ワイン懇談会は1985年から技術向上と
道産ワインの認知拡大を目的として活動。北海道
のワインの歴史、地理と気候によるエリアごとの
栽培ブドウ品種、ワインの醸造スタイルと製品
バリエーション、北海道産ワインの特徴について
テイスティングを通じて解説します。

阿部 眞久�氏
▋ 道産ワイン懇談会事務局 
（ＮＰＯ法人ワインクラスター北海道 
代表理事・シニアソムリエ）

阿部 眞久�氏
▋ ワインクラスター北海道代表

17日水
12:00 - 13:00
セミナールームB

17日水
14:00 - 15:00
セミナールームA

19日金
10:30 - 11:20
セミナールームA

17日水
10:30 - 11:20
セミナールームA

18日木
10:30 - 11:20
セミナールームA

17日水
12:00 - 13:00
セミナールームA

17日水
15:30 - 16:45
セミナールームA

18日木
15:30 - 16:45
セミナールームA

18日木
12:00 - 13:00
セミナールームA

17日水
10:30 - 11:20
セミナールームB

18日木
12:00 - 13:00
セミナールームB

18日木
10:30 - 11:20
セミナールームB

19日金
12:00 - 12:50
セミナールームB

18日木
15:40 - 16:30
セミナールームB

17日水
15:40 - 16:30
セミナールームB

17日水
14:00 - 15:00
セミナールームB

18日木
14:00 - 15:00
セミナールームB

19日金
10:30 - 11:20
セミナールームB

『Don Q』 
—  比類の 

熟成ラム酒
主催： LAETA Pte.Ltd.

プエルトリコのプレミアムラム酒「Don Q」
を紹介！ 独特の香りと完璧なバランスを
持ち、数々の賞に輝いたラム酒を、歴史
に焦点を当てながら解説します。

人的介入の 
少ない 
ワイン生産

主催： BODEGAS LINAJE GARSEA

リベラ・デル・ドゥエロの地理的特徴を
活かした自然派ワイン ー 人的な介入が
非常に少ないワイン生産技術について
解説します。

ワインの歴史
150年
主催： Winestate

トップエキスパート、ピーター・シミック氏に
よるマスタークラスを開催。世界中のコンペ
で常にトップの座を獲得するオーストラリア
ワイン。ニューワールドワインに対する固定
観念が、今、払拭される！

ユアン･ガルシア�氏
▋オーナー家族経営

アナ･ディアス･レイナ�氏
▋ BODEGAS FRANCISCO GÓMEZ 
マーケティング

ピーター･シミック�氏
▋ ワイン情報誌 『Winestate』 
創設者・CEO

ヨーゼフ･ヴァラディ�氏
▋ Juliet Victor Vineyards  
創設者兼オーナー 
ハンガリー最大の航空会社 
Wizz Air創設者兼CEO

レオン･チュア�氏
▋営業部長

主催：ジョージア国立ワイン庁

18日木
14:00 - 15:00
セミナールームA

パートナー
カントリー

主催：日本ワイナリー協会 主催：ルエダワイン原産地呼称統制委員会

17日水 18日木 19日金
セミナールームA 10:30 - 11:20 12:00 - 13:00 14:00 - 15:00 15:30 - 16:45 10:30 - 11:20 12:00 - 13:00 14:00 - 15:00 15:30 - 16:45 10:30 - 11:20 12:00 - 12:50

日本ワイン ･ 地理的表示基準 GI 山梨 DO ルエダ ー 秘宝が知られてしまう、その前に～ New German Wine Stories 1 世界の土着品種に出逢う【その 1】 日本ワイン ･ 地理的表示基準 GI 北海道 DO ルエダ ー 秘宝が知られてしまう、その前に～ New German Wine Stories 2 世界の土着品種に出逢う【その 2】 バイオダイナミックワインとは？ チュニジアワインセミナー

セミナールームB 10:30 - 11:20 12:00 - 13:00 14:00 - 15:00 15:40 - 16:30 10:30 - 11:20 12:00 - 13:00 14:00 - 15:00 15:40 - 16:30 10:30 - 11:20 12:00 - 12:50
お出汁とシャンパーニュ ジョージア ー ワイン醸造の発祥 『Don Q』 ー 比類の熟成ラム酒 人的介入の少ないワイン生産 オリンピック・フード ジョージア ー ワイン醸造の発祥 ワインの歴史 150 年 ワインの王 － 超プレミアム『トカイワイン』 和食とワイン、ちょっと意外な組み合わせ 北海道のワイン 

タイムテーブル


