2018 年 2 月 20 日

報道関係者各位
オーストラリア大使館

商務部

オージービーフ・ラム & オーストラリアンワイン セールスプロモーション 2018
関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）、関西（大阪、奈良、京都、兵庫）、
中部（愛知、岐阜、三重）で 4 月 1 日～5 月 31 日開催！
オーストラリア大使館商務部・在大阪オーストラリア総領事館と MLA 豪州食肉家畜生産者事業団（MLA）は、オ
ージービーフ・ラム及びワインを使用したセールスプロモーションを関東・関西・中部のレストランを対象に企画
実施致します。オージービーフ・ラム・オーストラリアワインの魅力を業界関係者に再認識いただき、多くのお客
様にその美味しさをお届けすることを目的としています。

オージービーフ・ラム & オーストラリアンワイン セールスプロモーション 2018 概要
オージービーフ・ラム及びワインの認知を上げ、実際にレストランにて販売いただく事を目的とした販売促進プロモーション。
参加レストランには、オージービーフかラムのいずれか、もしくは両方を用いてメニューを開発し、各地域指定 10 アイテム
の中から選んだワインと合わせてご提供する。参加レストランは、プロモーション期間中に各店舗で利用できる食事券が抽選
で当たる消費者キャンペーンも展開。消費者キャンペーンにはカンタス航空から協賛いただいた航空券（2 名分）の提供も含
まれる。また、同プロモーションはワインのセールスコンテストの要素が含まれ、ワインの売り上げが高いレストランのソム
リエには、ワイン学校が開催するオーストラリアワイン講座の受講券を贈呈する予定。
イベント告知ページ：（3 月末公開予定）
実施期間：2018 年 4 月～5 月の 2 か月間（店舗毎に期間を決定、最短 1 か月、最長 2 か月）
結果発表：2018 年 6 月予定
対象レストラン：関東・関西・中部のレストラン（参加店舗は全店ウェブサイトでご紹介いたします）
参画団体企業
主催：オーストラリア大使館、在大阪オーストラリア総領事館、MLA 豪州食肉家畜生産者事業団
協力：株式会社河内屋（関東圏担当）、株式会社桶谷ホールディングス（関西圏担当）、株式会社秋田屋（中部圏担当）
協賛：カンタス航空、ワインオーストラリア
＊オージービーフ・ラム＆オーストラリアワインセールスプロモーション 2018 は、「オーストラリア now」（Australia now）のプログ
ラムの一つとしてオーストラリア政府より紹介されています。プログラム詳細は下記をご参照ください。

プロモーション参加レストランでの消費者キャンペーン
キャンペーン概要

参加店全店での消費者キャンペーン。
100 円、500 円、もしくは 1,000 円の食事券が最大 11,000 名（3 地域合計予定）に、また、抽選で 2 名にオ
ーストラリアへの航空券が当たるダブルチャンスを設けたキャンペーン。食事券はフェア参加全店舗にて 5 月
31 日まで使用可能。キャンペーンの実施によって、期間中プロモーション参加店の特別メニューの販売促進
と、フェア参加店舗間のお客様のリピートを促すことを目的としています。

キャンペーン期間

各店舗のオージービーフ・ラム＆ワインフェア全期間中

特設イベントページ

3 月末公開予定

フェアの PR 方法

食べ歩きが大好きなインフルエンサーの方々に訪問するレストランを選んでいただき、そのレストランを SNS
上でご紹介いただく予定。オーストラリア大使館、在大阪オーストラリア総領事館より業界関係者へのニュー
スリリース、オーストラリア大使館 Twitter、ワインオーストラリア Facebook 等を活用して「オージービー
フ・ラム＆ワインのセールスプロモーション 2018」ならびに消費者キャンペーンを広く告知します。

協賛企業

カンタス航空：消費者キャンペーンでプレゼントするオーストラリアへの航空券往復 1 名分ｘ2 名様分1を提供し
ます。
＊カンタス航空に関して＊
カンタス航空は昨年 12 月 18 日に日本就航 70 周年を迎え、現在羽田からシドニー、成田からブリスベンとメル
ボルンの 3 都市に毎日それぞれ 1 便を運航しています。そして関西空港からシドニーへの直行便も就航し、週
24 便体制となりました。カンタス航空はオーストラリア国内線のネットワークが充実し、オーストラリア全土へ
シドニー・ブリスベン・メルボルンからスムースなお乗り継ぎが可能となっています。
オーストラリアへのご旅行の際は、是非カンタス航空をご利用下さい。
ワインオーストラリア：2018 年 6 月各都市（東京、大阪、名古屋、予定）にて特別オーストラリアワイン講座
を開講し、ワインセールスコンテストにおける、最優秀レストラン賞のレストランのワイン担当者様、もしくは
ソムリエの方を各都市の講座に無償でご招待いたします。

ワインセールスコンテストの概要：
「オージービーフ・ラム＆ワインのセールスプロモーション 2018」の期間中、下記各地域指定 10 ワインの販売量を競うワイ
ンのセールスコンテストも地域毎に実施。計算式に則ってもっとも高い得点を獲得した店舗へ、最優秀レストラン賞、10ｘワイ
ナリー賞の各地域合計 11 賞（3 地域合計 33 賞）を授与するもの。

レストラン評価方法：
下記の計算方式に則り参加各店舗のワイン販売本数で順位を競います。協力企業からの販売本数結果報告をもとにオーストラリ
ア大使館商務部が下記の計算方法で獲得点数を計算し審査致します。

指定ワイン 10 (ヴィンテージは変更の可能性があります。)
指定ワイン 10 は各地域の協力企業各社によってプロモーション参画希望のあったワイナリー21 社合計 78 ワインの中から選定
いただきました。
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ペアチケットではございません。
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関東指定ワイン 10
ワイン名

品種

ハーディーズ ノッテージヒル

ピノ・ノワール、

シャルドネ

産地

州

輸入会社名

南東オーストラリア

南オーストラリア州/

アコレード・ワイン

ビクトリア州

ズ・

スパークリング
ピーター・レーマン・

ジャパン㈱

リースリング 100%

エデンヴァレー

南オーストラリア州

サッポロビール㈱

シャルドネ 100%

マクラーレン・ヴェイル＆ア

南オーストラリア州

ヴィレッジ・セラーズ

エデンヴァレー・リースリング・
ポートレート
ダーレンベルグ・オリーブ・
グローブ・シャルドネ
ヘレン・アンド・ジョーイ・

デレード・ヒルズ
ピノ・ノワール 100%

ヤラ・ヴァレー

㈱
ビクトリア州

エステイト

i-WINE HAPPINESS
㈱

イナーラ・ピノ・ノワール 2016
レッドバンク

メルロ 97％、サンジョヴェーゼ 3％

ロング パドック メルロ
アッシュブルック・

ビクトリア州

㈱ファインズ

西オーストラリア州

東亜商事㈱

ニューサウスウェールズ

㈱モトックス

（キングヴァレー中心）
シラーズ 100%

エステート・シラーズ
ローガン・ワインズ

ヴィクトリア

マータレットリヴァー・
ウィリヤブラップ

シラーズ 100%

オレンジ

リッジ・オブ・ティアーズ

州

オレンジ シラーズ
カレスキー モッパ シラーズ

シラーズ 90%、プティヴェルドー

バロッサ・ヴァレー

南オーストラリア州

GRN㈱

サウスオーストラリア

南オーストラリア州

サントリーワイン

7%、ヴィオニエ 3%
ヤルンバ ワイシリーズ

カべルネ・ソーヴィニヨン 100％

カベルネ・ソーヴィニヨン

インターナショナル㈱

ヴァス・フェリックス

カベルネ・ソーヴィニヨン 87%、

フィリウス・

マルベック 13％

マーガレットリヴァー

西オーストラリア州

ジェロボーム㈱

カベルネ・ソーヴィニヨン 2015

関西指定ワイン 10
ワイン名

品種

産地

州

輸入会社名

シャンドン ブリュット

シャルドネ、ピノ・ノワール

ヤラ・ヴァレー

ビクトリア州

MHD モエ ヘネシー
ディアジオ㈱

レッドバンク ロング パドック

ピノ ・グリージョ 100％

ピノ グリージョ
ハーディーズ

ビクトリア

ビクトリア州

㈱ファインズ

南オーストラリア州

アコレード・ワイン

（キングヴァレー中心）
シャルドネ 100%

ライムストーン・コースト

ウィリアムハーディーシャルドネ
イエリング・ステーション

ズ・ジャパン㈱
シャルドネ 100%

ヤラ・ヴァレー

ビクトリア州

リトル・イエリング・シャルドネ

ヴィレッジ・セラーズ
㈱

カレスキー クラリーズ GSM

グルナッシュ、シラーズ、マタロ

バロッサ・ヴァレー

南オーストラリア州

GRN㈱

キリカヌーン ザ・チェロ・シラーズ

シラーズ 100%

南オーストラリア

南オーストラリア州

ジェロボーム㈱

ダーレンベルグ・

シラーズ 100%

マクラーレン・ヴェイル

南オーストラリア州

ヴィレッジ・セラーズ

クラッカージャック・

カベルネ・ソーヴィニヨン 99％、

マレー・ダーリング

ビクトリア州

アサヒビール㈱

カベルネ・ソーヴィニョン

セミヨン 1％

ヤルンバ ワイシリーズ

カべルネ・ソーヴィニヨン 100％

南オーストラリア

南オーストラリア州

サントリーワイン

ヴァス・フェリックス

カベルネ・ソーヴィニヨン 87%、マ

マーガレットリヴァー

西オーストラリア州

ジェロボーム㈱

フィリウス・

ルベック 13％

フットボルト・シラーズ

㈱

カベルネ・ソーヴィニヨン

インターナショナル㈱

カベルネ・ソーヴィニヨン 2015

中部：指定ワイン 10
ワイン名

品種

産地

州

輸入会社名

シャンドン ブリュット

シャルドネ、

ヤラ・ヴァレー

ビクトリア州

MHD モエ ヘネシー

タスマニア（パイパーズリヴ

タスマニア州

ピノ・ノワール
ジャンツプレミアム キュヴェ

シャルドネ 55％、ピノ・ノワール

ディアジオ㈱
㈱ファインズ
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ピーター・レーマン・

45％

ァー地区）

リースリング 100%

エデンヴァレー

南オーストラリア州

サッポロビール㈱

シャルドネ 100%

ヤラ・ヴァレー

ビクトリア州

ヴィレッジ・セラーズ㈱

ピノ・ノワール 100％

オレンジ

ニューサウスウェールズ

㈱モトックス

エデンヴァレー・リースリング・
ポートレート
イエリング・ステーション
リトル・イエリング・シャルドネ
ローガン・ワインズ
ローガン ピノ・ノワール

州

ヤルンバ ワイシリーズ

カべルネ・ソーヴィニヨン 100％

サウスオーストラリア

南オーストラリア州

カベルネ・ソーヴィニヨン

サントリーワイン
インターナショナル㈱

ヴァス・フェリックス

カベルネ・ソーヴィニヨン 87%、マ

フィリウス・

ルベック 13％

マーガレットリヴァー

西オーストラリア州

ジェロボーム㈱

シラーズ 100%

ヒースコート

ビクトリア州

日本リカー㈱

シラーズ主体

バロッサ・ヴァレー

南オーストラリア州

メルシャン㈱

シラーズ 100%

マクラーレン・ヴェイル

南オーストラリア州

ヴィレッジ・セラーズ㈱

カベルネ・ソーヴィニヨン 2015
ブラウンブラザーズ

シラーズ

セント・ハレット
フェイス シラーズ
ダーレンベルグ・
フットボルト・シラーズ

「オーストラリア now」について
「オーストラリア now」は、オーストラリアの今の姿をご紹介するために、オーストラリア政府がお届け
する８か月間の集中プログラムです。2018 年は、日本で開催します。イノベーション、ライフスタイル、
文化・芸術の３つのテーマで、2018 年 4 月から 11 月にかけてオーストラリアが誇る質の高いパフォーマ
ンスで皆さんをお迎えします。
https://australianow2018.com/

<<リリースに関する お問い合わせ >>
オーストラリア大使館 商務部 山村
yoko.yamamura@austrade.gov.au TEL:03 5232 3984
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