
●カテゴリー

A） 大規模店舗　50席以上の飲食店　　B） 小規模店舗　50席未満の飲食店

●南アフリカワインセミナー＆試飲会2018

プロモーションに先立ちワインの選考に利用ください。

2018年4月9日（月）  八芳園　東京都港区白金台1-1-1 　※裏面の試飲会の案内を参照ください。

●結果報告書　※2018年7月10日（火）までに提出してください。

参加店舗は、プロモーション終了後、所定の用紙を用い、期日までに事務局までメールまたは郵送で報告をお願いいたします。

（提出用報告用紙は、www.wincle.comよりダウンロードできます）

提出内容

・2018年4月20日（金）～ 6月20日（水）の期間中に購入した南アフリカワインの品名と本数

※グループでの共同購入はできません。1店舗ごとに報告をお願いします。

・店舗の席数

・プロモーションでの取り組みの様子（メニューの写真やSNSサイトの紹介など）

・「オンライン・エデュケーション・コース」の受講者名、受講結果

●審査方法・基準

・ベストセールス賞（総売上/カテゴリー別席単価）

全カテゴリーでの総売り上げ最優秀店舗とカテゴリー別に1席あたりの販売金額の最優秀店舗。輸入元参考小売価格（オー

プン価格の商品については平均的な実売価格）をもとに席数に応じて算出いたします。上位の店舗に関しては購入ワインに

ついて照会する場合があります。

・南アフリカワイン奨励賞（予定）

提出物をもとに期間中の取り組みについて評価します。プロモーションへの取り組みやワインリスト、SNSを通した南アフ

リカワインの発信などを総合的に評価します。特に、スタッフの南アフリカワイン検定「オンライン・エデュケーション・

コース」（無料）の取得は重要な項目として評価の対象とします。

●結果発表　2018年7月25日（水）

Web site（www.wincle.com）にて掲載、また受賞店舗には別途ご連絡いたします。

●賞品（ディプロマ授与）

・CAPE WINE 2018ツアーご招待

ベストセールス賞の3名を2018年9月に開催されるCAPE WINE 2018へご招待いたします。

※招待には、ケープタウンまでの往復航空券、CAPE WINE 2018期間中（2018年9月12日から14日）の宿泊券および

CAPE WINE 2018への入場券が含まれます。

※受賞者は、20歳以上かつ渡航に必要なパスポートなど保有していることが条件です。

・南アフリカワイン奨励賞（予定）：若干名

独創的な販売方法や魅力的なワインリストのほかスタッフの南アフリカワイン検定「オンライン・エデュケーション・コー

ス」（無料）の取得など、本プロモーションを通して南アフリカワインの販売促進やPRに貢献した店舗を対象といたします。

●CAPE WINE 2018

3年に一度開催され、世界中からバイヤーの訪れる南アフリカ最大のワインイベントです。大小さまざまなセミナーなど最新の

南アフリカワイン情報を手に入れることが可能です。世界的な南アフリカワインの評価の高まりの中、今年は9月12日から14

日までの3日間開催され、全世界に南アフリカワインが発信されます。

ツアーはCAPE WINE 2018への参加となりますが、ワイナリーを直接訪問する機会などもあり、南アフリカワインが取り組む

「環境と調和したワイン造り」などを実際に体験できます。期間中は、英語でのコミュニケーションが主となります。帰国後も

引き続き同職に従事される方に限定いたします。

訪問するワイナリーの詳細については、受賞後あらためて報告いたします。

Discover South Africa Wine Campaign
ディスカバー・サウスアフリカ ワイン・キャンペーン　バイザグラスプロモーション2018開催要項

　実施期間　  2018年4月20日（金）から6月20日（水）

　　　目的　  グラスワインの取り扱いを通じ、南アフリカワインの魅力を発信すること

　申込期間　  2018年4月19日（木）まで

　　　主催　  Wines Of South Africa (WOSA)

運営事務局　 一般社団法人ワインアンドスピリッツ文化協会  南アフリカワイン事務局

　　　　　　  tel. 03-6229-1727　fax. 03-5570-4341　sawine@wincle.com

●プロモーションの流れ　

●申込方法　※2018年4月19日（金）までにお申込みください。　

参加申し込みは、以下の申込フォームより登録ください。

　申込フォームURL：www.wincle.com　　QRコードでのアクセス：

グループ店は、1店舗ごとの登録をお願いいたします。参加登録後は、運営事務局より登録完了のメールがあります。当ホーム

ページに参加店舗の情報を掲載いたします。

また、ワイン選びには4月9日（月）「南アフリカワイン セミナー＆試飲会2018」をご利用ください。※東京地区のみ

●参加条件　

全国の飲食店を対象。実施期間中に南アフリカワイン4アイテム以上をグラスワインとして販売ください。
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ベストセールス賞の3名を2018年9月に開催されるCAPE WINE 2018へご招待いたします。

※招待には、ケープタウンまでの往復航空券、CAPE WINE 2018期間中（2018年9月12日から14日）の宿泊券および

CAPE WINE 2018への入場券が含まれます。

※受賞者は、20歳以上かつ渡航に必要なパスポートなど保有していることが条件です。

・南アフリカワイン奨励賞（予定）：若干名

独創的な販売方法や魅力的なワインリストのほかスタッフの南アフリカワイン検定「オンライン・エデュケーション・コー

ス」（無料）の取得など、本プロモーションを通して南アフリカワインの販売促進やPRに貢献した店舗を対象といたします。

●CAPE WINE 2018

3年に一度開催され、世界中からバイヤーの訪れる南アフリカ最大のワインイベントです。大小さまざまなセミナーなど最新の

南アフリカワイン情報を手に入れることが可能です。世界的な南アフリカワインの評価の高まりの中、今年は9月12日から14

日までの3日間開催され、全世界に南アフリカワインが発信されます。

ツアーはCAPE WINE 2018への参加となりますが、ワイナリーを直接訪問する機会などもあり、南アフリカワインが取り組む

「環境と調和したワイン造り」などを実際に体験できます。期間中は、英語でのコミュニケーションが主となります。帰国後も

引き続き同職に従事される方に限定いたします。

訪問するワイナリーの詳細については、受賞後あらためて報告いたします。

Discover South Africa Wine Campaign
ディスカバー・サウスアフリカ ワイン・キャンペーン　バイザグラスプロモーション2018開催要項

　実施期間　  2018年4月20日（金）から6月20日（水）

　　　目的　  グラスワインの取り扱いを通じ、南アフリカワインの魅力を発信すること

　申込期間　  2018年4月19日（木）まで

　　　主催　  Wines Of South Africa (WOSA)

運営事務局　 一般社団法人ワインアンドスピリッツ文化協会  南アフリカワイン事務局

　　　　　　  tel. 03-6229-1727　fax. 03-5570-4341　sawine@wincle.com

●プロモーションの流れ　

●申込方法　※2018年4月19日（金）までにお申込みください。　

参加申し込みは、以下の申込フォームより登録ください。

　申込フォームURL：www.wincle.com　　QRコードでのアクセス：

グループ店は、1店舗ごとの登録をお願いいたします。参加登録後は、運営事務局より登録完了のメールがあります。当ホーム

ページに参加店舗の情報を掲載いたします。

また、ワイン選びには4月9日（月）「南アフリカワイン セミナー＆試飲会2018」をご利用ください。※東京地区のみ

●参加条件　

全国の飲食店を対象。実施期間中に南アフリカワイン4アイテム以上をグラスワインとして販売ください。

　　　　

Wines of South Africa（WOSA）は南アフリカワインの魅力を楽しんでいただけるよう、毎年ディスカバー・サウスアフリカ 

ワイン・キャンペーンを開催しています。

ユネスコ世界自然遺産に広がるぶどう畑、世界一厳しい品質基準で管理された秀逸なワイン。ぜひこの機会に、そのクオリティ

の高さを実感ください。なお、バイザグラスプロモーションに参加される飲食店様には日本中の南アフリカワインが一堂に集ま

るこの機会にぜひ足をお運びいただき、ワイン選びにお役立てください。

プロモーションに参加しながら同時に南アフリカワインについて学ぼう

※来場時にはワイン関係従事者とわかる名刺等を2枚ご用意ください。　※アルコールの提供がありますので、お車での来場はご遠慮ください。　
※今回いただきました個人情報は本催し受付登録に関する諸手続きのために使用させていただきます。個人情報の漏えい、改ざん等を防止すべく適切に取扱いいたします。

八芳園 東京都港区白金台1-1-1 
tel. 03-3443-3111

セミナー：12:00‐12:45（3Fグレース） ※受付11:30‐先着60名限定
　　　　　講師：ミカエラ・スタンダー氏（Wines of South Africaアジアマーケティングマネージャー）

試飲会　：12:00‐17:00（3Fチャット） ※受付11:30‐16:45要事前申込

主催：Wines of South Africa
　　　（南アフリカワイン協会）
運営：一社ワインアンドスピリッツ文化協会
　　　南アフリカワイン事務局

平成30年 4.9（月）12:00-17:00

バイザグラスプロモーションのワインを選ぶ

ディスカバー・サウスアフリカ ワイン・キャンペーン

南アフリカワイン セミナー＆試飲会2018

南アフリカワインについて学ぶ

ご予約・お申込みは web からお願いいたします ▶ 

南アフリカワイン検定 （ディプロマ取得者は本試飲会にご参加いただけます）

オンライン・エデュケーション・コース開催 http://www.wincle.com/sawinetest/

※ディプロマ取得者は「南アフリカワイン・フレンド」としてWOSAの名簿に登録させていただきます。

❶テキストをダウンロード　❷クイズに答えて合格点をクリア　❸ディプロマをプリントアウトして完了

www.wincle.com

一般社団法人ワインアンドスピリッツ文化協会  南アフリカワイン事務局

107-0052 東京都港区赤坂4-13-5 赤坂オフィスハイツ   tel. 03-6229-1727  fax. 03-5570-4341　sawine@wincle.com


