www.koelnmesse.jp/wgj/

2018

4/11 -13
水

試飲セミナー 開催スケジュール
会場：ワイン＆グルメ内／セミナーエリア

※
※
※
※

金

東京ビッグサイト 東3ホール
主 催：ケルンメッセ株式会社

特別協力：ワイン王国

お車でご来場の方は、アルコール類の試飲・試食があるセミナーには参加はできません。
ウェブサイトからの予約制となります。定員になり次第締切りとさせて頂きます。
講座形式となっておりますので、講演中の退席はご遠慮ください。
セミナーのタイトル・内容・講演者は予告なく変更となる場合がございます。

参加方法：全て定員制・要オンライン予約 www.koelnmesse.jp/wgj/

主催者セミナー 【講義 + 試飲 + ワイナリーとの意見交換】からなる充実の80分！
セミナールーム A

要事前登録・参加無料

『５ファクターズ』で探る、ワインのスタイル

講師プロフィール

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。
15:30 ~16:50

15:30 ~16:50

11水 世界の土着品種に

12木 世界の土着品種に

出逢う その１

出逢う その2

11日 水

セミナールームA
12:30 ~13:15

セミナールームB

12:30~13:15

15:30 ~16:50

13金 世界の土着品種に
出逢う その3

12日 木

セミナールームA
11:00~11:45

セミナールームB

11:00~11:45

ワイン醸造の発祥—ジョージア Bodegas Resalte de
peñafiel the exponent of
Irakli Cholobargia氏
the Tempranillo grape
The Head of Marketing and

川上善兵衛生誕150年と Cultivating the
Vineyards in Harmony
川上品種の特徴
with Nature

主催：ジョージア国立ワイン庁

（株）岩の原葡萄園 製造部長
主催：日本ワインを愛する会

PR Department

Sergio Nieto氏

Export Manager
主催：Bodegas Resalte

上村 宏一氏

Leticia Pérez Cuevas氏
Export Manager
主催：Bodegas Ontañón

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。

13日 金

セミナールームA
11:00~12:00

ワイン王国・パネルディスカッション

セミナールームB

11:00 ~11:45

いよいよ動き出す

グローバル・ソムリエが語る、 日本ワインの表示ルール

日本ワイン業界が
蛯原 健介氏
目指すべきもの
明治学院大学法学部教授
 食産業関係者、
対象 外

関連知識を習得されたい方

主催：日本ワインを愛する会

パネリスト

情野 博之氏 「アピシウス」
シェフソムリエ
 サッカパウ」
「
梁 世柱氏 シェフソムリエ
「ティエリー・マルクス」
谷川 雄作氏 「ビストロ・マルクス」

シェフソムリエ

14:00 ~15:00

ドイツワインセミナー

14:00 ~14:45

New German Wine Stories

Bobal wines, a
treasure from Spain.

第69代ドイツワイン・クイーン
主催：Wines of Germany

CEO/One of the Martinez family
winery owners

Katharina Staab氏

Félix Martínez Roda氏

主催：Bodega Vera de Estenas

12:30~13:15

14:00~14:45

『新ヴィーニョ･ヴェルデ － ギリシャ･オリーブオイル
我々と似た食文化だからこそ セミナー
取り入れられる』
Lina Tsaltampasi氏

佐藤 吉司氏

「酒販ニュース」ワイン編集責任者
主催：ヴィーニョ・ヴェルデ

Food Merket Specialist/CEO
主催：OECON

 イン王国
村田 惠子氏ワ代表取締役社長

12:30 ~13:15

2018年のワイントレンドに始 Taste of Ribera del
まり、ワインリスト、メニュー作 Duero, Rueda, Valencia
りから顧客集客の術まで、世界
を知る気鋭のソムリエ達による and Organics wines
白熱したディスカッションが繰り Montserrat Alonso氏
広げられます。
General Manager
14:00~14:45

主催：Wines & More

チュニジアワイン・
オリーブオイルセミナー

Sami Boughanmi氏
15:30 ~16:50

15:30~16:15

Climate Change and
５ファクターズで探る、ワインのスタイル Sustainability
— 世界の土着品種に出逢う その１ Zigor Cornago氏
主催者セミナー

冨永 純子氏
髙山 宗東氏

主催：ケルンメッセ株式会社

Export Manager
主催：Bodegas Fernández Pierola

14:00~15:00

15:30~16:15

ドイツワインセミナー
New German Wine Stories

スペインワインとワイン文化

Katharina Staab氏

第69代ドイツワイン・クイーン
主催：Wines of Germany

15:30~16:50
主催者セミナー

駐日チュニジア共和国大使館 一等書記官
主催：チュニジア共和国大使館

Nutraceuticals & 
Fine Foods:

Pedro Gallego氏

食品で身体を治す、強くする

Representative Director
主催：日西商業会議所

Luca Malaguti氏
15:30~16:50
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
— 世界の土着品種に出逢う その2

５ファクターズで探る、ワインのスタイル
— 世界の土着品種に出逢う その3

主催：ケルンメッセ株式会社

主催：ケルンメッセ株式会社

冨永 純子氏
髙山 宗東氏

14:00 ~14:45

冨永 純子氏
髙山 宗東氏

合同会社Innex代表/
Coswell SpA 日本総合担当
主催：合同会社Innex

