
地理的表示「山梨」のワインを味わう
山梨ワインフェスタ2015   3月21日（土）・22日（日）

YAMANASHI
WINE FESTA
2 0 1 5 . 0 3 . 2 1 - 2 2

山梨県は、明治時代から続く老舗や平成に新設された醸造所など、
約80のワイナリーが集まる日本を代表するワイン産地です。

2013年には、日本のワイン産地として初めて、国税庁長官から地理的表示「山梨」の
告示を受け、フランスにおけるボルドーやシャンパーニュの様に、公的に産地名称が
保護されるブランド産地となりました。

「山梨ワインフェスタ2015」では、山梨県の地域を代表して10のワイナリーが参加します。
地理的表示「山梨」が規定する厳しい基準をクリアしたワインの中から、
各ワイナリーが厳選した約40種類のワインをご自由にテイスティングしていただけます。

さらに、ソムリエの田崎真也氏などのスペシャルゲストによるワークショップを開催。
最新のワイン情報や、ワインの楽しみ方を知っていただきます。
ワイナリーの方々とお話しながら、山梨ワインの魅力をたっぷりと味わえる
2日間限定の「山梨ワインフェスタ2015」に、ぜひご参加ください。

■ メイン会場1F ワインティスティング
メイン会場で山梨県10ワイナリーのワイン約40種の
テイスティングをお楽しみいただけます。
Yamanashi Wineロゴ入りオリジナルグラス＆グラスホルダー付き。

■ メイン会場2F ワークショップ
地理的表示「山梨」のワインについて、山梨のワインと和食との
マリアージュ、地理的表示の意義と可能性～なぜワイン産地を
保護する制度が必要なのか～をテーマにお話いただきます。
※開催時間やお席に限りがありますので、ご了承ください。

【主な内容】

平成25年7月16日、ぶどう酒（ワイン）における地理的表示「山梨」が
国税庁告示により指定されました。

これは、国が山梨県ワイン酒造組合の申請に対し、山梨県産ワインの
品質や評価が主に山梨県という生産地に由来することを認定し、
また保護することを決定したもので、ぶどう酒（ワイン）としては
「山梨」が初の指定となりました。

これにより、「山梨」と表示されたワインは原産地とその品質が
保証され、海外においても、テーブルワインではなく「地理的表示
付きワイン」として、より価値の高いワインとしての流通が可能と
なるなど、国内外においてワイン産地山梨のブランド力がより
いっそう増していくことが期待されています。

ぶどう酒における地理的表示「山梨」の指定について

主催： 山梨県ワイン酒造協同組合／ 共催： 山梨県ワイン酒造組合、山梨県 www.ywf.jp



青山バル
住所: 東京都港区南青山5-4-31
 ニッカウイスキービルB1
TEL: 03-6279-0141
URL: http://r.gnavi.co.jp/b094001/

アガリス
住所: 東京都新宿区神楽坂4-3
 楽山ビルB1
TEL: 03-5229-0141
URL: http://r.gnavi.co.jp/b094002/

アズーロ
住所: 東京都港区北青山3-5-9
 レイカーズ青山 3F＋4F
TEL: 03-3479-1799 
URL: http://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13133730/

住所: 東京都新宿区若宮町11
TEL: 03-3260-1482
URL: http://www.kagurazaka-kaga.com

克ッ!（道玄坂 バル）
住所: 東京都渋谷区道玄坂1-15-3
 プリメーラ道玄坂109
TEL: 03-6809-0779
URL: http://hitosara.com/0005041184/

マノワ
住所: 東京都渋谷区広尾1-10-6
 プロスペクト・グラーサ広尾 1F
TEL: 03-3446-8288
URL: http://manoir-restaurant.jp/

コルテジーア
住所: 東京都港区南青山5-4-24 B1
TEL: 03-5468-6481
URL: http://www.r-cortesia.com/

リベルテ・ア・ターブル・ド・タケダ
住所: 東京都港区麻布十番2-7-14
 アザブ275 1F
TEL: 03-5765-2556
URL: http://azabu-liberte.com

神田新八
住所: 東京都千代田区鍛冶町2-9-1
TEL: 03-3254-9729
URL: http://www.kanda-shinpachi.com/
神田新八本店／酒亭神田新八／別亭神田新八

月よみ庵
住所: 東京都 新宿区 神楽坂 2-11
 AY2ビル2階
TEL: 03-6280-8718
URL: http://www.tsukiyomian.com

アルカナ東京K ARATO
住所: 千代田区丸の内2-7-2
 JPタワー６階
TEL: 03-6833-4139
URL: http://arcana.co.jp/tokyo/

ぽつらぽつら
住所: 渋谷区円山町22-11
 堀内ビル1F
TEL: 03-5456-4512
URL: http://www.poturapotura.com/

猿のしっぽ
住所: 東京都港区麻布十番1-5-27
 岡崎ビル1F
TEL: 03-3746-3039
URL: http://www.monkey-jp.com/

アルベリーニ
住所: 東京都新宿区袋町2
 杵屋ビル1F
TEL: 03-6265-0620
URL: http://alberini.jp/

ヴィノシティ
住所: 千代田区鍛冶町2-4-1 佐伯ビルB1
TEL: 03-6206-9922
URL: http://charpente.jp/
VINOSITY／VINOSITY magis／VINOSITY maxime

神楽坂 割烹 加賀
創業65年余の割烹料理屋
北陸の海、山の幸を使った加賀地方の郷土料理を
はじめ、四季に合わせた会席料理をご提供しております。

俳優
辰巳 琢郎氏

3/22（日）19:00～21:00

(一社)日本ソムリエ協会 常務理事
阿部 誠氏

3/21（土）19:00～21:00

国際ソムリエ協会会長
田崎 真也氏

3/21（土）10:30～11:30
「地理的表示『山梨』について」

3/21（土）13:30～14:30
「山梨のワインと和食」

明治学院大学法学部教授
蛯原 健介氏

3/22（日）13:30～14:15
「地理的表示の意義と可能性
～なぜワイン産地を保護する
制度が必要なのか～」

「山梨ワインフェスタ」参加ワイナリーのワインと和食のマリアージュを
体験できる「山梨プレミアムワインディナー」。3月21日（土）は阿部誠氏、
3月22日（日）は辰巳琢郎氏をエスコート役に、創業65年余の「神楽坂 割烹 
加賀」の懐石料理とともに味わって頂きます。また、当日はご提供ワイナリーの
方にもご参加いただき、ワインのご説明も行います。
※詳細はwww.ywf.jp/dinner/をご覧ください。

都内の14件の飲食店と10ワイナリーとのコラボレーションで、各店の
お料理とともに山梨ワインを体験していただく期間限定企画。各店の人気
メニューとのマリアージュを楽しめるこの機会に、ぜひお出かけください。
※参加店・ご提供ワインの詳細はwww.ywf.jp/week /をご覧ください。

主催： 山梨県ワイン酒造協同組合／ 共催： 山梨県ワイン酒造組合、山梨県

主催： 山梨県ワイン酒造協同組合主催： 山梨県ワイン酒造協同組合

会場： BA-TSU ART GALLERY

2015年3月21日（土）
・第1部 10:00～12:30
・第2部 13:00～15:30
・第3部 16:00～18:30

2015年3月22日（日）
・第1部　10:00～12:30
・第2部　13:00～15:30
・第3部　16:00～18:30
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2015年3月21日（土）・22日（日）
1日3部制（各部：200名/完全入れ替え制）

前売券：3,600円 当日券：4,600円
（試飲、ロゴ入りワイングラス・グラスフォルダー付き）

チケット代

1日間 50名様限定：15,000円（懐石料理・ワイン代含む）
プレミアムディナー代

プレイガイド
「YAMANASHI WINE FESTA 2015」

イープラスにて販売中

※詳細はwww.ywf.jp/をご覧ください。

2015年3月21日（土）・22日（日）
山梨ワインプレミアムディナー

2015年3月13日（金）～22日（日）の10日間
山梨ワインウィーク

お問い合わせ先
山梨県ワイン酒造協同組合: 山梨県甲府市東光寺3－13－25 山梨県地場産業センター内 TEL:055-233-7306 FAX:055-233-7394


