⼀般社団法⼈

⽇本のSAKEとWINEを愛する⼥性の会

企画ツアー

『第11回フェミナリーズ世界ワインコンクール』
審査体験ツアーのご案内

フェミナリーズ世界ワインコンクールとは
『フェミナリーズ世界ワインコンクール』（Concours

des

vins

FÉMINALISE）は、フランスの銘醸ワインを産出するブルゴーニュ
地⽅ボーヌ市で毎年4⽉に開催されるワインの審査会です。審査員
が⼥性のプロの審査員または経験豊かな⼥性のワイン愛好家のみと
いう、⼥性だけで審査される画期的なワインコンクールとして注⽬
を集めています。フランス、アメリカ、オーストラリア、スウェー
デン、デンマーク、中国、⽇本をはじめ世界中から、ソムリエ、
ジャーナリスト、ワイン輸出⼊業者、醸造家といったワイン業界に
従事する800⼈を超える⼥性が審査員としてボーヌに集結し、4000
本以上のワインを39点の審査項⽬に沿って試飲審査します。今年は
友⽥晶⼦⽒が外国⼈として初のフェミナリーズ名誉会⻑に任命され
ました。⽇本⼈の⼥性ワインプロの⽅々を審査員として広くご紹介
させていただけるチャンスです。さらに今年は、⽇本ワインも出品
され、世界ワインとともに審査に加わる記念すべき回となります。

ツアーの詳細
ツアー期間︓

2017年4⽉4⽇（⽕）〜 4⽉8⽇（⼟）

ツアー代⾦︓

お⼀⼈様（2回⽬ご参加の⽅）

185,200 円

※初参加の⽅は195,200円（現地オリエンテーション参加料が含めれます）
※航空運賃は別途のお⽀払いとなります。159,000円（全⽇本空輸エコノミークラス）

※広報⼤使友⽥晶⼦と⼀緒に⽻⽥より出発します

1名1室利⽤追加代⾦︓

37,500

催⾏⼈数︓

12名 -

募集締切期⽇︓

2017年2⽉28⽇（⽕）

円

定員になり次第、締め切らせていただきます

※以降のお申込みは個別対応、ご希望に応じて延泊可能です

⾷事︓

朝⾷ 3回 / 昼⾷ 2回（内1回審査会場） / ⼣⾷ 1回（内1回ウェルカムディナー）

滞在ホテル︓

ボーヌ3泊（Najeti Hôtel De La Poste、あるいは同等クラス）

添乗員︓

同⾏しません
ツアー参加条件

■審査員資格は、JSA認定『ソムリエ』、JSA認定『ワインエキスパート』、FBO認定『ワインコーディネーター』、
SSI認定『⽇本酒きき酒師』『焼酎きき酒師』等をお持ちの⼥性。もしくは、経験豊富な（業界キャリア3年以上）
ワイン輸出⼊業者勤務、ワインジャーナリスト、ワインスクール講師、ワイン醸造家の⼥性。
プロ限定の審査会です。
参加ご希望の⽅はお気軽にお問合せください。
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ワインを審査する体験を通して、さらにその深い世界を味わう参加型ツアー
第11回フェミナリーズ世界ワインコンクール
⽇程︓

2017年4⽉6⽇（⽊）

場所︓

ボーヌ・パレ・ド・コングレ

フェミナリーズ世界ワインコンクールには、毎年、800⼈以上の⼥
性審査員が、平均4000本以上のワインを審査するために、フラン
ス・ボーヌのパレ・ド・コングレに集まります。⼥性審査員は、テ
イスティング能⼒を有するソムリエや醸造家、ネゴシアンなどのワ
イン業界のプロや、経験豊かなワイン愛好家に限定されてます。
コンクール会場内は、⼥性の審査員が五感を集中して審査できるよ
うに、可能な限り快適な環境を整えています。また、朝⾷、ビュッ
フェ形式の昼⾷、審査終了後のアペリティフパーティの場は、ワイ
ン業界に活躍する世界中のプロの⼥性と交流を深める機会でもあり
ます。
第11回⽬は『⼀般社団法⼈
⽇本のSAKEとWINEを愛する⼥性の会』代表の
友⽥晶⼦⽒が名誉会⻑として審査に参加されます。
当ツアーでは、審査前⽇に審査オリエンテーションを実施し、審査
の⽅法等をご説明し、事前体験をしていただきます。

コンクールの1⽇（⽇本⼈アテンダント同⾏）
09時︓

コンクール会場に朝⾷が⽤意されております

10時︓

試飲審査開始

12時︓

全員が集まって記念写真撮影

12時30分︓ ビュッフェ形式の昼⾷会
14時︓

フリータイム（観光やリラックスの時間）

16時︓

午後の審査

18時30分︓ アペリティフパーティ

フェミナリーズのメダル

フェミナリーズの審査条件

フェミナリーズ世界ワインコンクールの結果発表は

 同⼀テーブルに3⼈着席し、同席の審査員はそれぞれ異

2017年4⽉13⽇
プロの⼥性審査員による試飲審査の
結果、優秀と認められたワインに
フェミナリーズの⾦賞、銀賞、銅賞
のメダルが授与されます。ボトルに
付与されたフェミナリーズメダルが

なるワインを審査します。審査員同⼠の話し合いやコメ
ント交換はありません。

 審査は、ボトルやラベルを隠したブラインドテイスティ
ングで⾏われます。

 ワインの産地、タイプごとに⾏われます。
 ワインの評価は「外観」「⾹り」「味わい」の３点から
39項⽬に沿って⾏われます。

ワインの⾼品質を保証します。

※画像は全てイメージです。実際とは異なる場合があります。
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フェミナリーズ⽇本広報⼤使、友⽥晶⼦
フェミナリーズ世界ワインコンクールは、⼥性だけで審査される画期的なワイン
コンクールとして、フランス国内のみならず、世界中から注⽬を集めています。
昨年、フェミナリーズは記念すべき10周年を迎え、ソムリエ/トータル飲料コン
サルタント（ワイン・⽇本酒・焼酎・ビール・カクテルなどお酒と⾷に関する専
⾨家）として、顕著な活躍ぶりで知られる友⽥晶⼦（ともだあきこ）⽒が、⽇本
におけるフェミナリーズ広報⼤使に就任されました。
友⽥晶⼦⽒は、⼥性ソムリエ＆ワインコーディネーターの先駆けとして、ワイン
業界でキャリアを築き、現在は、ワイン・⽇本酒・焼酎・ビール・カクテルなど
幅広い分野で酒と⾷に関する⼀般向け、プロ向けにコンサルティングを⾏ってい
ます。また、⼥性の視点から、数々の著書を執筆し、エッセイストとしても⼈気
を⾼めています。
フェミナリーズの精神を象徴する友⽥⽒。第11回⽬の今年は、フェミナリーズで
外国⼈として初めて名誉会⻑に任命され友⽥晶⼦⽒が審査に参加されます。友⽥
晶⼦⽒と共に、世界ワインコンクールでワインを審査するというまたとないチャ
ンスをお⾒逃しなく︕
審査に参加されない⽅は別途オプショナルツアーもお受けしています。
ふるってご参加ください︕

友⽥晶⼦ プロフィール
⽶どころ酒どころ福井県の1200年続く家系、友⽥友⽥彌五右衛⾨⼋代⽬当主の⻑⼥として⽣まれる。⽼舗イタリアレス
トラン『ニコラス』（本店︓東京飯倉⽚町）の姉妹店を経営。
1988年︓アンジェ⼤学、エクサン・プロヴァンス⼤学、ボルドーにてフランス語とワイン醸造を学ぶ
1989年︓ソムリエ＆ワインコーディネーターとして独⽴、⽼舗ワインスクール『アカデミー・デュ・ヴァン東京校』講師
に就任
1990年︓『⽇本酒サービス研究会』発⾜サポート（現同会役員）を経て、『トータル飲料プロデューサー』となる
同年、ロータリークラブの⽼舗『銀座ロータリークラブ』の“ワインを楽しむ会”の講師に任命
1997年︓『ワインアドバイザー全国選⼿権⼤会』で⼥性最⾼位の3位⼊賞
1998年︓⽥崎真也⽒オーナー、ワインバー『アルファ』（銀座）代表。⽥崎真也ワインサロン講師
2001年︓『シュヴァリエ・ド・タスト・フロマージュ』（フランスチーズ鑑定騎⼠団）に叙任
2009年︓プロ向けコンサルティング『⽇本飲料ビジネス研究会』会⻑に就任
2013年︓特例社団法⼈⽇本外国特派員協会にてバイリンガル⽇本酒本『世界に誇る国酒〜⽇本酒〜』プレス発表
2014年︓著書『世界に誇る国酒〜⽇本酒〜』、グルマン世界料理本⼤賞グランプリ受賞
2015年︓著書『世界に誇る国酒〜⽇本酒〜』、グルマン世界料理本⼤賞ベストオブベスト受賞
2016年︓⼀般社団法⼈『⽇本のSAKEとWINEを愛する⼥性の会（通称SAKE⼥の会）』設⽴
友⽥晶⼦⽒に関するさらに詳しい情報は公式サイトをご覧ください
http://www.akikotomoda.com
⼀般社団法⼈

⽇本のSAKEとWINEを愛する会（SAKE⼥の会）の公式サイトもご参照ください
http://www.omotenashi-sakejo.com/
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2017年4⽉4⽇（⽕）〜 4⽉8⽇（⼟）5⽇間 ⽇程表
⾷事
⽉⽇

都市名

移動

⾏程

時間

朝 昼 夜
１

2017年
4⽉4⽇
（⽕）

⽻⽥空港

航空機

午前

専⽤⾞

⼣刻

空路、パリへ（直⾏便）

パリ
ボーヌ

⽻⽥国際空港に集合
パリCDG空港ご到着

☓

専⽤⾞でホテルへ移動
夜
2

4⽉5⽇
（⽔）

ボーヌ

専⽤⾞

終⽇

内

ホテルにて朝⾷
◯⽇本⼈ガイドが同⾏いたします
▉友⽥晶⼦⽒とコンクール審査体験事前セミナー

レ
ス
ト
ラ
ン

ホ
テ
ル

▉審査員（審査に参加しない⽅も含めて）ウエルカムディナー
3

4⽉6⽇
（⽊）

ボーヌ

専⽤⾞

終⽇

友⽥晶⼦⽒とコンクール会場へ
◯⽇本⼈アテンダントが同⾏いたします

4⽉7⽇
（⾦）

午前

ボーヌ
専⽤⾞

午後

専⽤⾞でパリCDG空港へ移動
CDG空港到着

4⽉8⽇
（⼟）

東京

会
場

☓

ホ
テ
ル

☓

機
内

空路帰国の途へ（直⾏便）

航空機
5

ホ
テ
ル

ホテルで朝⾷
⾃由観光

パリ

ホ
テ
ル

ホテルにて朝⾷
▉フェミナリーズ世界ワインコンクール参加

4

☓

ボーヌ着

▉友⽥晶⼦⽒とチーズ⼯房⾒学、ワイナリー訪問
夜

機

午後

⽻⽥空港到着、通関後解散

☓ ☓ ☓

※上記スケジュールは2017年1⽉25⽇現在の情報をもとに作成しています。運送機関等の都合により変更となる場合がございます。

▉Gaugryチーズ⼯房
ブルゴーニュ地⽅のチーズといえば『エポワス』です。ウォッシュタイプのチーズの代表格で、
美しいオレンジ⾊の表⽪にとろりとしたミルク⾊のチーズの⾝が包まれています。1991年に
AOC（原産地呼称統制）を獲得。⼀般のウォッシュタイプのチーズは塩⽔で表⾯を洗いながら
熟成させますが、エポワスは塩⽔と⼀緒にマールというぶどうの搾りかすから作られたブルゴ
ーニュ地⽅の地酒が使⽤されています。当ツアーでは、エポワスチーズを製造しているGaugry
チーズ⼯房を訪問します。⾼度なテクニックが必要とされるエポワスの製造⼯程を⾒学し、
本場のエポワスチーズの試⾷をお楽しみいただきます。

▉DOMAINE FLEUROT LAROSE
ドメーヌ・フルーロ・ラローズは、プルミエクリュのモノポール（単⼀所有畑）を2つ所有して
いるドメーヌ、そのワイン造りの歴史はフランス⾰命前に遡ります。現在、ドメーヌの本拠地
シャトー・デュ・パスタンはコード・ド・ボーヌの南、サントネ村に位置し、ドメーヌ・ド・
ラ・ロマネコンティの所有者がワイン貯蔵庫として建造した地上3階、地下2階からなる城館。
⾃然空調で冷涼な1400m²の⾒事なカーブがあり、⻑熟タイプのサントネ、シャサーニュモン
ラッシェ、バタールモンラッシェ、モンラッシェが醸造されています。当ツアーでは、伝統的
な醸造法を守り、⼟壌の持つ特性と果実の繊細な個性を最⼤限に引き出したワイン造りで定評
のあるドメーヌ・フルーロ・ラローズを訪問し、ブルゴーニュワインの真髄に迫ります。

写真クレジット©︓GAUGRY、DOMAINE FLEUROT LAROSE（無断複写・複製を禁じます）
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ご旅⾏の条件（お申込み前に必ずお読みください）
4. ツアー代⾦に含まれないもの︓

1. ツアー期間︓2017年４⽉4⽇〜4⽉8⽇（3泊5⽇）

(1) ⽇本/フランス航空運賃（往復）

2. ツアー代⾦︓お⼀⼈様（2回⽬参加）185,200円

159,000円（全⽇本空輸エコノミークラス）

お⼀⼈様（初参加）195,200円

※燃油サーチャージ、空港税が含まれておりますが、料⾦改定

3. ツアー代⾦に含まれるもの︓
(1) 旅⾏⽇程に明⽰した送迎専⽤⾞の料⾦

や為替により変動しますので予めご了承ください

(2) 旅⾏⽇程に明⽰した観光の料⾦︓バス、ガイド、訪問

※当航空運賃の期限は2⽉10⽇まで。それ以降のお申込みの
場合、料⾦が改定されます。

(3) 旅⾏⽇程に準じる宿泊の料⾦および税・サービス料⾦︓

※広報⼤使友⽥晶⼦と⼀緒に⽻⽥より出発します

3泊、２⼈部屋に2⼈ずつの宿泊を基準とします

(2) ご⾃宅から⽇本発着地までの交通費、宿泊費

ボーヌ︓Hôtel De La Posteあるいは同等クラスのホテル

(3) オプションツアー

(4) 旅⾏⽇程に準じる⾷事の料⾦および税・サービス料⾦︓

(4) 個⼈的出費（クリーニング代、電話料、チップ等）

朝⾷3回（ホテル）、昼⾷2回（内1回審査会場）、

(5) 海外旅⾏保険

⼣⾷1回（内1回ウエルカムディナー）

(6) ⼀⼈部屋を使⽤する場合の追加代⾦

※⾷事に伴う飲料は含まれません
(5) 旅⾏⽇程に明⽰した⽇本⼈アシスタント/アテンダント
(6) 審査オリエンテーション

5. 1名1室利⽤追加代⾦︓37,500 円
6. 最少催⾏⼈数︓10名 ※参加者が10名未満でツアーを
催⾏場合、料⾦が改定されます。

(7) コンクール審査会場での⽇本語サポート

ご案内とご注意
ご旅⾏代⾦について
✿ご旅⾏代⾦は2名様で1部屋をご利⽤いただく場合の1名様の代⾦となります。

移動について
✿運輸機関の遅延、不通、スケジュールの変更、ルート変更など、やむを得ない事情により旅⾏⽇程の変更、⽬的地滞在期間の短
縮、観光ポイントの変更・省略などが⽣じることがあります。このような場合、責任を負いかねますので、あらかじめご了承くだ
さい。ただし、可能な限り、当初の⽇程に準じた旅⾏サービスを提供するように努めます。

ご宿泊について
✿ホテルの部屋タイプは原則的にツインベッドルームをご⽤意いたします。バスタブがなくシャワーのみの設備となる場合もござ
います。
✿お⼀⼈様でのご参加、または1⼈部屋希望の場合は、1⼈部屋追加代⾦が必要となります。同伴者がキャンセルとなり、1⼈部屋
利⽤となる場合も、上記と同様に1⼈部屋追加代⾦が必要となります。
✿グループやご家族で2部屋以上をご利⽤いただく場合、ホテル側の予約状況によっては、お隣や近くのお部屋をご⽤意できない
ことがあります。

⾷事について
✿ご旅⾏代⾦には、⽇程表に明⽰された⾷事の料⾦、税、サービス料が含まれております。ただし、お客様が個⼈的にご注⽂され
た飲物や料理は別料⾦となります。
✿⽇程表中の利⽤予定レストランは、緊急の休業など現地事情により、同等クラスの他のレストランに変更することがあります。

海外旅⾏保険について
✿ご旅⾏代⾦には海外旅⾏保険は含まれていません。ご出発の前に、海外旅⾏保険に加⼊されることをお勧めいたします。

個⼈情報の取扱いについて
✿旅⾏申込みの際に提出された申込書に記載された個⼈情報について、お客様との連絡のために利⽤させていただくほか、お客様
がお申込みいただいた旅⾏において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの⼿配およびそれらのサービスの受領のための⼿続き
に必要な範囲内に限定して利⽤させていただきます。

取消料について
※お申込み後、所定の⼿数料をお⽀払いいただくことにより、ご旅⾏をキャンセルすることができます。

■当該ご旅⾏の取消料
旅⾏開始⽇の前⽇から起算して45⽇⽬以降16⽇⽬にあたる⽇まで

旅⾏代⾦の50％

旅⾏開始⽇の前⽇から起算して15⽇⽬以降8⽇⽬にあたる⽇まで

旅⾏代⾦の80％

旅⾏開始⽇の前⽇から起算して7⽇⽬以降当⽇まで

旅⾏代⾦の100％

無連絡不参加および旅⾏開始後

旅⾏代⾦の100％
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⼀般社団法⼈

⽇本のSAKEとWINEを愛する⼥性の会

企画ツアー

お申込みについて
お申込みの前に必ず「ご旅⾏の条件」「ご案内とご注意」「取消料について」をお読みください。
申込みをご希望の⽅は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。旅⾏参加申込書を送付させていただきます。

お問い合わせ先

⼀般社団法⼈ ⽇本のSAKEとWINEを愛する⼥性の会
〒103-0026

東京都中央区⽇本橋兜町17-2第六葉⼭ビル4F

メール︓info@omotenashi-sakejo.com
電話 ︓03-5662-8932
■お申込みの流れ
1. お問い合わせ
メールまたはお電話でお問い合わせください。
2. お申込書のご記⼊・送付
ご旅⾏のお申込みをご希望のお客様は、旅⾏参加申込書をご送付いたしますので、必要事項をご記⼊の上、
ご返信ください。
3. ツアー申込み⾦
お申込みに際して、ツアー申込み⾦「50,000円」をお⽀払いいただいきます。
申込⾦は旅⾏代⾦をお⽀払いいただく際、その⼀部として繰り⼊れます。
4. ツアー代⾦のお⽀払い
ツアー代⾦は旅⾏出発⽇の前⽇から起算して、30⽇⽬にあたる⽇より前にお⽀払いいただきます。
5. ご旅⾏の最終案内
最終のご案内として、ご出発の7⽇前までに旅のしおり（最終⽇程表などの書類）をご送付いたします。

■ツアーに関するお問い合わせ（旅⾏申込み）

■協⼒

⼀般社団法⼈

⽇本のSAKEとWINEを愛する⼥性の会

フェミナリーズ世界ワインコンクール

〒103-0026

東京都中央区⽇本橋兜町17-2第六葉⼭ビル4F

42 rue Thernaud̶71510 St-Léger sur Dheune France

TEL︓03-5652-8932

Mail︓japan@feminalise.com

Mail︓info@omotenashi-sakejo.com

担当︓ペコン倫⼦（⽇本顧客担当）

担当︓⾕みき

運営委員会

■現地旅程管理会社

■航空券⼿配

ÉCRINS de FRANCE - エクランドゥフランス

JTB

68 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon France

〒100-6051 東京都千代⽥区霞が関3-2-5

Mail︓contact@ecrinsdefrance.fr

霞が関ビルディング12階

担当︓名取由紀⼦

TEL︓03-5539-2757
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