ドイツワインフェア「German Wine Weeks」 参加店募集
晩春の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、Wines of Germany ではドイツワイン
フェア「German Wine Weeks」を昨年に引き続き、開催いたします。下記の条件にご賛同いただき、6 月
30 日から７月 28 日までを含めた期間内に実施をいただける店舗様に、消費者キャンペーン、優秀店賞など
様々な特典を差し上げます。また今回は Wines of Germany サイト内で貴社情報を掲載し、東京カレンダーの
サイトとの連動も行います。下記にその特典や条件をご案内申し上げます。ぜひこの機会に貴店でもドイツワ
インフェアを開催頂ければと思います。
■ 対象：①飲食店（ホテル・レストラン・ワインバーなど）90 店 ②小売店(EC サイト含む) 60 店
■ 期間：2017 年 6 月 30 日（金）～7 月 28 日（金）を含めた期間
（6 月 30 日を開始日として 1 週間以上/東京カレンダーサイトリンク期間）

※先着順、お申し込み締め切り：2017 年 6 月 2 日（金）までにお申し込みください
■ 目的：1.飲食店および EC サイトを含む小売店でのドイツワインの販売促進
2.飲食業従事者や EC サイトを含む小売事業従事者および消費者へのドイツワインの認知度拡大
■ 対象ワイン：ドイツワイン 3 種類以上（ドイツのリースリングを必ず 1 本以上含めてください）
■ 内容：お送りする販促品を装飾し、貴店にてドイツワインフェアを開催ください。また、Wine of
Germany サイト内（www.winesofgermany.jp）5 月下旬新設予定のプロ向けサイトにて同販促品の
イメージを JPG/PDF 形式でダウンロードできる様にいたします。特に EC サイトはこちらのイメージ
を使用し、販促にご活用ください。
■ 連動：Wine of Germany サイト内（www.winesofgermany.jp）に貴社情報を掲載します。また連動
して、東京カレンダー（https://tokyo-calendar.jp/）内、ホームページ上に Wine of Germany への
リンクが貼られ、貴店の集客アップを図ります。*東京カレンダー総 PV：約 3,000 万 PV/月、 ユニーク・ユ
ーザー数：約 260 万人/月(2016 年 12 月現在)

■ 条件：上記、対象ワインならびに上記期間を必ず含めたフェア日程にて開催ください（東京カレンダー
ホームページリンク期間のため）。またお申し込みに記載された情報ならび貴店 HP や Facebook ペ
ージなどの写真を Wines of Germany ホームページに記載しますのでご了承ください。
■ 消費者キャンペーン：販促品に同封の応募はがきにてお申し込みください。
- 1 名様にワインセラー（Funvino SW-12）
- 20 名様にウェイブワインクーラークリアー1 個をプレゼントいたします。
*サイズ：２３４×２００×２００、素材：アクリル
■ 最優秀店および優秀店：計 3 店（1 店 1 名様）
 German Wine Weeks 最優秀店賞*：1 店/ドイツワイン視察旅行にご招待
 German Wine Weeks 飲食店賞：1 店/ワインセラー Funvino SW-28
 German Wine Weeks 小売店賞：1 店/ワインセラーFunvino Duo SW-38
Funvino SW-28 は縦置き可能で飲食店向き、Funvino Duo SW-38 はタブル温度ゾーンのセラー。
*最優秀店賞は飲食店・小売店様ともに対象になります。
■ 結果報告：参加店に報告用紙フォーマットを販促品送付時に同封します。写真 2 枚以上・報告用紙をフ
ェア終了後に郵送下さい。送付先：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-12-8 3F
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ドイツワインフェア「German Wine Weeks」/ プロモーションの流れ

① お申し込み：必要事項をご記入・入力の上、6/2（金）までにお申し込みください。
② ご送付：いただいた店舗様宛にドイツワイン販促品を郵送します。
③ フェア：お送りしたドイツワイン販促品を使用し、自由にドイツワインフェアを展開ください。フェア後に報告
書と写真（2 枚以上）を 8/31（水）までに Wines of Germany 日本オフィス宛に郵送ください（送付先：〒
150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-12-8 3F Wines of Germany 日本オフィス トレードマーケティング
TEL: 03-5789-2566）
④ 最優秀店および優秀店賞決定：今回のフェアにご参加頂き、フェア終了後にご記入頂く報告用紙（写真添付）を
もとに審査のうえ、最優秀店および優秀店賞をプレゼントいたします。なお最優秀店賞の旅行は 2018 年度の実
施を予定しています。

＜無料販促品内容＞なお EC サイトの場合は Wines of Germany ホームページより画像をダウンロードいただき、
バナー等を貴サイトにてご使用ください。小売店・飲食店様も使用可能です。なお販促品内容・デザインは変更とな
る可能性があります。ご了承ください
①

飲食店（レストラン・ワインバー・ホテルなど）

・ランチョンマット 100 枚（サイズ：B4）・イメージポスター1 枚（サイズ：A3）
・地図ポスター1 枚（サイズ：A2）・ドイツ国旗ステッカーシール

1個

・冊子：ドイツワイン入門（A5 サイズ）50 部 ・プレゼント応募はがき
・ポストカード 13 生産地域

②

・冊子：エクスレ 1 部
100 枚

1 セット（13 種）・テーブルテント POP 10 部

小売店

・イメージポスター1 枚（サイズ：A３）

・地図ポスター1 枚（サイズ：A2）

・ドイツ国旗シールステッカーシール

・冊子：エクスレ

1個

・冊子：ドイツワイン入門（A5）50 部
・ポストカード 13 生産地域

1部

・プレゼント応募はがき 100 枚

1 セット（13 種）・スウィング POP 3 部

・スウィング POP 3 部
販促品画像(Kit Image)

ランチョンマット
(Luncheon mat)

冊子：エクスレ

イメージポスター
(Image poster)

地図ポスター
(Map poster)

冊子：ドイツワイン入
応募はがき
門（A5 サイズ） (Application card)

ドイツ国旗ステッカ
ーシール(Sticker
Seal German)

ポストカード 13 生産地域
(13 Map postcard)

テーブルテント POP
(Table tent POP)

スウィング POP
(Swing POP)

ドイツワインフェア「German Wine Weeks」お申込用紙
※下記に記入し、FAX（03－5789－0087）までお申し込みください
※なお前述の通り、下記記載事項は東京カレンダーおよび Wines of Germany ホームページでの紹介に
あたり、貴店 HP や Facebook などの情報及び写真等を使用させていただきますのでご了承ください。

貴店名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ご担当者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
郵便番号：〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ご住所：________________________________________________________
TEL：__________________________________________________________
FAX：__________________________________________________________
E-mail：________________________________________________________
ホームページ URL：_____________________________________________

お店の形態（該当するものに○をつけてください）：
（

）レストラン/ビストロ （

（

）酒販店

（

）バー/バル

（ ）和食料理店

（

）ホテル

）EC サイト* その他：________________________________________________

*EC サイトの場合、販促品は送付されませんのでご了承ください

無料販促品を（どちらかに○をつけてください）：
（

）希望する

（

）希望しない（EC サイトの場合、こちらに○をつけてください）

フェア実施期間を記載下さい： 2017 年（

）月 （

）日

～

（

）月（

）日

* 2017 年 6 月 30 日～7 月 28 日の期間を含む様にご記載下さい（6 月 30 日を開始日として 1 週間以上/東京カレンダーサイトリンク期間）

フェア展開予定のドイツワインを記載ください：*計 3 種類以上（ドイツのリースリングを必ず 1 本以上含めて下さい）

_______________________________________________________________________________________________
今回ご展開予定のドイツワインフェア内容(現時点での予定）を記載下さい：（例：ドイツワインセミナーを催す等）
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