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報道関係者各位

ナパヴァレー・ヴィントナーズ

2 年に 1 度のカリフォルニア・ナパヴァレーのワイン生産者

31 社が来日

5 日間の来日イベント

TASTE NAPA VALLEY（テイスト・ナパヴァレー）

国内最大のナパヴァレーワインのイベント

東京・大阪・京都の 3 都市にて開催

ナパヴァレー・ヴィントナーズは 2019 年 1 月 15 日(火)から 1 月 19 日（土）までの 5 日間にわた
り、東京・大阪・京都の 3 都市で、ナパヴァレーのワイン生産者来日イベントとしては国内最大級の
「TASTE NAPA VALLEY（テイスト・ナパヴァレー）」を開催します。
「TASTE NAPA VALLEY」は 2 年に 1 度、日本国内で開催するイベントで、2019 年は 31 社の生産者
が来日し、様々な角度からナパヴァレーのワインを紹介します。
ワイン業界関係者・一般のワイン消費者の皆さまにナパヴァレーのワインの魅力を満喫していただく
ために、多くのイベントで「モデレーター」や「ナビゲーター」を特別に設け、生産者の話をかみ砕き
解説をすることで、理解を促しながら、会を盛り上げます。
ワイン業界関係者向けのセミナーでは、今、国内外から注目を集め、昨年から今年にかけて実際にナ
パの現地に足を運んでいる実力派若手ソムリエ、井黒卓氏（ロオジエ ソムリエ）、岩田渉氏（Cave de
K ソムリエ）
、梁世柱氏（ラ・メール CEO）がセッションをリードします。また、40 歳以下若手ソムリ
エ向けの○×クイズで楽しく学ぶセッションや、食事とのペアリングのコツをロジカルにひも解くセミ
ナーなど、色々な形でナパヴァレーを学ぶ機会を提供します。
一般消費者向けのディナーやランチでも、ナビゲーターやスペシャルシェフがイベントを盛り上げま
す。京都では、京都懐石料理「木乃婦」三代目ご主人、料理人でシニアソムリエである高橋拓児氏とコ
ラボし、和食とナパワインのペアリングにフォーカスした一夜限りのスペシャルセミナーディナーを開
催致します。また、生産者と話しながらワインを吟味できるワインショップでのテイスティング会や、
ワインスクールの講座も開催します。
いずれのイベントも、大変充実した内容でございます。一堂に多くの生産者が来日するこの貴重な機
会にぜひご参加ください。各イベントの詳細は、以下のとおりです。詳しくは TASTE NAPA VALLEY
ウェブサイト(https://napawine.jp/)をご覧ください。
・詳細は専用サイト(https://napawine.jp/)の各イベントのページに記載しています。
・いずれも満席になり次第、お申し込みを締め切ります。
・会費はひとり分の金額で消費税別、サービス料込み、事前入金制です。
・TASTE NAPA VALLEY ウェブサイト https://napawine.jp/よりお申込みください。
＜このイベントに関する読者様からのお問い合わせ先＞
ナパヴァレー・ヴィントナーズ 日本事務所 窓口：若下静 Email: Japan@napavintners.com
TEL.090-6143-1122 Facebook:www.facebook.com/napavintnersjapan
napawine.jp （日本語）napavintners.com（英語）
＜このプレスリリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先＞
Taste Napa Valley2019 広報事務局 窓口：今上貴子 Email:t.imaue@gmail.com TEL.080-3607-5050

【業界関係者向けイベント】
◇東京
バイザグラス・アンコールフェア 2018 授賞式& アンバサダーランチ
※バイザグラスフェア参加店＆ナパヴァレーヴィントナーズアンバサダー限定
日時：2019 年 1 月 15 日（火）12:00～受付 12:20 開始～14:30
会場：エンパイアステーキハウス 六本木
※関係者限定ウェブサイト：https://napawine.jp/tnv19-02award/
JSA 分科会セミナー「なぜナパヴァレーのワインをリストにいれるべきか」※JSA 会員ソムリエ限定
モデレーター：ロオジエ ソムリエ 第 8 回全日本最優秀ソムリエコンクール準優勝 井黒卓氏
日時：2019 年 1 月 16 日（水）11:00～13:00
会場：パラッツォ ドゥカーレ 麻布（1F ラ･テラッツァ）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/04jsalist/
東京トレードテイスティング ※ワイン業界関係者限定
日時：2019 年 1 月 16 日（水） 1 部 13:30～15:00 / 2 部 15:00～16:30
会場：パラッツォ ドゥカーレ 麻布（B1F ラ･フォレスタ）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/05tokyotasting/
ナパ・トリビア王決定戦 ※ワイン業界関係者（40 歳以下・ソムリエ）限定
ナビゲーター：World’s 50 Best Sommelier 招聘 ソムリエ ラ・メール CEO 梁世柱氏
日時：2019 年 1 月 16 日（水）15:00～16:30
会場：パラッツォ ドゥカーレ 麻布（1F ラ･テラッツァ）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/06trivia/
フードペアリングセミナー ※ワイン業界関係者限定
モデレーター：ワイン＆フードコンサルタント ナパヴァレー・ヴィントナーズ駐日代表 小枝絵麻
日時：2019 年 1 月 17 日（木）14:30～16:30
会場：bistro BARNYARD ginza
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/09food/
◇大阪
JSA 分科会セミナー「ヴィンテージで語るナパヴァレー」※ワイン業界関係者限定（JSA 会員ソムリエ）
モデレーター：国際ソムリエ協会アジア・オセアニア最優秀ソムリエコンクール優勝 ソムリエ 岩田渉氏
日時：2019 年 1 月 18 日（金） 12:30～14:30
会場：コンラッド大阪（39 階 小宴会場）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/13jsavintage/
JSA 分科会セミナー「フードペアリングセミナー」※ワイン業界関係者限定（JSA 会員ソムリエ）
モデレーター：ワイン＆フードコンサルタント ナパヴァレー・ヴィントナーズ駐日代表 小枝絵麻
日時：2019 年 1 月 18 日（金）14:30～16:30
会場：コンラッド大阪（39 階 チャペル「クラウズ」）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/14jsafood/
大阪トレードテイスティング ※ワイン業界関係者限定
日時：2019 年 1 月 18 日（金） 1 部 13:00～15:00 / 2 部 15:00～16:30
会場：コンラッド大阪（39 階）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/15osakatasting/

【一般消費者向け イベント】
◇東京
「生産者に会えるテイスティング会！（レクチャーつき）」＠有楽町ワイン倶楽部
日時：2019 年 1 月 17 日（木）14:00～16:00
会場：有楽町ワイン倶楽部
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/08tokyoretail/
一般向けセミナー「ナパヴァレーの環境にやさしいワイン」
モデレーター：ワイン翻訳者・ワインライター 立花峰夫 氏
日時：2019 年 1 月 17 日（木）19:00～21:00
会場：アカデミー・デュ・ヴァン
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/11adv/
◇大阪
『NAPA×Lawry’s The Prime Rib Osaka』＠ロウリーズ・ザ・プライムリブ 大阪
ナビゲーター：マスター・オブ・ワイン研修生（2nd stage）ワイン講師・通訳・翻訳者 小原陽子氏
日時：2019 年 1 月 18 日（金）18:45～受付、19:00 開始
会費：15,000 円（税別）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/16lawrys/
『NAPA×Chi-Fu』@モダン中華シーフ
日時：2019 年 1 月 18 日（金）18:45～受付、19:00 開始
会費：20,000 円（税別）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/17chifu/
「生産者に会えるテイスティング会！（レクチャーつき）」＠タカムラ
日時：2019 年 1 月 19 日（土）12:30～14:00 (レクチャー12:50～13:20)
会場：タカムラ実店舗２階
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/18osakaretail/
『NAPA×Wolfgang’s Steakhouse T-Bone Party! 』＠ウルフギャングステーキハウス大阪
ナビゲーター：Wine Store Wassy’s・Wassy’s Dining Souple
オーナーソムリエ ワイン講師 鷲谷紀子氏
日時：2019 年 1 月 19 日（土）11:00～受付、11:15 開始
会費：16,000 円（税別）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/19wgs/
◇京都
『NAPA×WASHOKU by Takuji Takahashi』＠木乃婦
木乃婦 髙橋拓児氏が考える 和食ペアリングディナー
スペシャルシェフ：木乃婦 3 代目主人・シニアソムリエ高橋拓児氏
日時：2019 年 1 月 19 日（土）18:00～受付、18:15 開始
会場：木乃婦
会費：30,000 円（税別）
お申込み URL：https://napawine.jp/news/events/20kyoto/

◆来日ワイナリー
※イベントにより参加ワイナリー数が異なります。
※ワイナリーは予告なく変更になる場合があります。
Cakebread Cellars

S. R. Tonella Cellars S.R.トネラ・セラーズ

ケークブレッド・セラーズ

Schramsberg Vineyards

Cliff Lede Vineyards クリフ・レイディ

シュラムスバーグ・ヴィンヤーズ

Gemstone ジェムストーン

Silenus Winery シレノス・ワイナリー

Grgich Hills Estate

Silver Oak シルヴァー・オーク

ガーギッチ・ヒルズ・エステート

Silverado Vineyards

Hoopes Vineyard フープス

シルヴァラード・ヴィンヤーズ

Inglenook イングルヌック

Somerston Estate サマーストン・エステート

Joel Gott Wines ジョエル・ゴット

St. Supéry Estate Vineyards & Winery

Keenan Winery キーナン・ワイナリー

サン・スペリー・エステート・ヴィンヤーズ・

Long Meadow Ranch Winery

アンド・ワイナリー

ロング・メドウ・ランチ・ワイナリー

Stony Hill Vineyard

Materra, Cunat Family Vineyards

ストーニー・ヒル・ヴィンヤード

マテッラ（キューナット・ファミリー）

Taken Wine Company テイクン

Napa Cellars ナパ・セラーズ

Trefethen Family Vineyards トレフェッセン

Pine Ridge Vineyards

Trinchero Napa Valley

パイン・リッジ・ヴィンヤーズ

トリンケーロ・ナパバレー

Preciado Wines プレシアド・ワインズ

Truchard Vineyards トルシャード

Rombauer Vineyards ロンバウアー

Twomey トゥーミー・セラーズ

ROY Estate ロイ エステート

Viader Vineyards & Winery

Rudd Oakville Estate

ヴィアディア・ヴィンヤーズ・アンド・ワイナリー

ラッド・オークヴィル・エステート

Vineyard 29 ヴィンヤード・トゥエンティー・ナイン

報道関係者各位

個別取材のご案内

お申込み 返信用紙

Taste Napa Valley 2019 広報事務局 行

fax 03-3429-8106
mail t.imaue@gmail.com
誠にお手数とは存じますが、ご出席頂ける場合は、下記の項目にご記入・チェックの上、
メールもしくは FAX にてご返信頂けますよう、よろしくお願いいたします。

貴社名・貴媒体名
ご所属部署および役職
ご参加者様名
ご連絡先

TEL：
E-mail：

ご出席希望イベント

□1 月 15 日（火）12:00～14:30

バイザグラスアンコールフェア授賞式＠東京

□1 月 16 日（水）11:00～13:00

JSA 分科会セミナー＠東京

□1 月 16 日（水）15:00～16:30

ナパ・トリビア王決定戦＠東京

□1 月 17 日（水）14:30～16:30

フードペアリングセミナー＠東京

□1 月 18 日（金）12:30～14:30

JSA 分科会セミナー＠大阪

□1 月 18 日（金）19:00～22:00

中華ペアリングディナー＠大阪・シーフ

□1 月 19 日（土）19:00～22:00

和食ペアリングディナー＠京都・木乃婦

通信欄
ご質問・ご連絡事項があればお
伝えください

※本イベント取材に関する交通費・宿泊費は各自のご負担にてお願いいたします。
※写真が必要な場合は、当方で撮影した写真をご提供いたします。

