⽇ごろよりお世話になっております。
来る７⽉６⽇、以下の通り ヴィレッジ･セラーズ Hakuba Tasting 2022 in Summerを開催いたします。

今回は、弊社が1988年創業より⻑年関係を築いてきたオーストラリア＆ニュージーランドの家族経営⽣産者を中⼼に、
⽩⾺の皆さまにこの夏ぜひお試しいただきたい7ヶ国計39アイテムをご紹介します。本格的な夏の訪れを前に、存分
にご試飲いただき、オンリストの検討にご活⽤いただければ幸いです。詳しくは、以下要領をご⼀読ください。
ご参加にあたりましては、準備の都合上、以下記載のお申込フォーム（Googleフォーム）より事前のご⼀報をお願い
致します。ご不便をおかけしますが、何卒ご協⼒のほどお願い申し上げます。皆さまのご来場をお待ちしております。

ヴィレッジ･セラーズ Hakuba Tasting 2022 in Summer
■ ⽇時：7⽉

6

⽇（⽔）13:00〜17:00 (最終⼊場 16:30) 時間内フリー・テイスティング

■ 会場：Snow Peak LAND STATION HAKUBA
〒399-9301 ⻑野県北安曇郡⽩⾺村⼤字北城5497 ◎ Restaurantスペースにて

+

全39アイテム（
フルボトル30ワイン
⼩容量
＆⽸ワイン
/シードル）
■ 試飲ワイン（予定）：
試飲ワイン（予定）：全
アイテム＝
（＝フルボトル
30 ワイン
+ ⼩容量
＆⽸ワイン/シードル）

39

【オーストラリア】

【新規取扱い：ポルトガル】話題満載のフィタプレタ

・待望の再⼊荷！⼤⼈気デラタイト《オレンジ》
・弊社看板！家族経営プレミアムワイナリー
・アウトドアにも⼿軽な⼩容量＆⽸⼊りアイテム
【ニュージーランド】《キャンペーン実施中！》

【シャンパーニュ】やっぱり旨い ドゥ・ヴノージュ
【超特価＆⾼品質ナパカベ⼊荷】これは売り切れ必⾄！
【チリ】おすすめサンソー＆ドライ･マスカット

・ユニークで上質な ヴァン･グリ＆シャルドネ
・あのフェルトン･ロード ピノ･ノワール
・“映える” 夏向きロゼ
■ お申込み：

★ その他、破損を防ぐ新発想グラスラック〈グラズマターズ〉
および プラム〈PLUMM〉クリスタルグラスも出展！

7/3（⽇）までに右のQRコードまたはURLよりお申込みください。

お申込みはこちらから
(4 項⽬のご記⼊です)

※準備の都合上、事前お申込みのご協⼒をお願いします（当⽇参加も可能です）。
・送信1回につき1名様ずつお申込みください。
・お申込みいただきました⽅には、7/4をめどに出展ワインリストをお送りします。
https://forms.gle/ZC12CZ9uuYj88Ygq8

■ お問合せ：ヴィレッジ･セラーズ㈱
TEL：0766-72-8680

E-mail：wine@village-cellars.co.jp

リンク先《本試飲会での感染リスクを減らすために》
をご⼀読の上、お申込み･ご来場をお願いします。
https://www.village-cellars.co.jp/pdf/news/Covid19_measures_202206.pdf

We hope you are well, and some of you may be surprised to receive a tasting invitation from us in the summer. We
are hosting our first ever trade-only Hakuba Tasting in Summer on the 6th of July, 2022. We have selected 39 items
from 7 countries, starting with wineries in Australia and New Zealand, then Americas, and the newest suppliers
from Europe including Champagne. We hope you can find high cost-performance items with great backstories, to
populate your Green season wine-list.
The entry is free, but to allow the most effective preparation, we kindly ask you to register your intention to attend
in advance. from this Google Form. Thank you very much for your understanding.
Village Cellars Hakuba Tasting 2022 in Summer
■ Date & Time：Wed. the 6th of July 13:00〜17:00 (last entry 16:30) ‒ come anytime during the event
■ Location：Snow Peak LAND STATION HAKUBA
〒399-9301 5497 Hokujo Hakuba Kita-Azumino Nagano ◎ Restaurant Space
■ Cost: free entry & tasting (trade only)

+

アイテム（
＝フルボトル
30ワイン
⼩容量
＆⽸ワイン
）
■ 試飲ワイン（予定）：
Wine List（planned）： 全
3039
full
bottle wines
+ small
format / can
/ apple
cider/シードル
= 39 times!
【Australia】
・Back in stock, Delatite orange wine

【New from Portugal】
Fitapreta ‒ breaking moulds and winning awards

・From our flagship premium family winery
・Perfect for outdoor ‒ small formats and can wines
【New Zealand】《NZ campaign on-going》
・Vin Gris ‒ unique and elegant
・Pinot Noir from the famous Felton Road
・Immensely instagrammable, summer Rose.

【Champagne】high quality - de Venoge
【Spot item Napa Cab】Get it before too late at this price！
【Chile】different varieties ‒ Cinsault & Dry Muscat
★ Also try Glazmataz, wine glass rack with novel breakage
limiting design, and Plumm glasses ‒ stylish, crystal wine
glasses designed by a sommerlier.

■ Register before Sunday the 3rd of July from the QR code (right)
or the URL below to receive the wine list.
・One attendee per registration.
・Registration is not a must, but it will help us to run the event smoothly on the
day. We appreciate your understanding and cooperation.

Register from here

https://forms.gle/ZC12CZ9uuYj88Ygq8

■ Inquiry：Village Cellars K.K.
TEL：0766-72-8680

E-mail：wine@village-cellars.co.jp

Please read the following before attending the event,
to limit potential coronavirus transmission
https://www.village-cellars.co.jp/pdf/news/Covid19_measures_202206.pdf

