東京ウイスキー&スピリッツコンペティション
2022
出品の手引き <洋酒部門>

▼出品対象アイテム
日本国内で流通しているウイスキー、スピリッツの他、世界中のあらゆる蒸留酒

▼スケジュール
エントリーシート提出期間：2021 年 9 月 1 日～12 月 15 日
一次審査［リモート審査］：2022 年 1 月中旬～2 月中旬
二次審査［審査会］
：2022 年 3 月上旬、都内にて開催予定
結果発表
：2022 年 5 月予定
※ 最新情報は順次、公式ホームページ、SNS、プレスリリース等で公表いたします。

作成日：2021 年 8 月 25 日

出品エントリーから審査、結果発表までの流れ
出品エントリーシート受付期間
2021 年 9 月 1 日（水）～12 月 15 日（水）
・3 ページ「出品エントリー方法」をご覧の上、エントリーをお願いします。
・出品エントリーの締切は【12 月 15 日（水）厳守】ですのでご注意ください。

【NEW】9 月 30 日（木）までに出品いただくとエントリー料金合計から 5%引きいたします

出品アイテム受付期間

出品エントリー料締切

2021 年 10 月 1 日（金）～12 月 15 日（水）

出品エントリーシート提出の
翌月末

・4 ページ「出品アイテムの発送方法」をご覧の上、
出品アイテムをご発送ください。
・今年度よりアイテムの送付本数が変更となっており
ますので、ご注意ください。
・出品アイテムのご発送手続きが上記期間を過ぎてし
まう場合は、ご相談ください。

・「出品エントリーシート」を送信
いただいた後、5 営業日以内にウ
イスキー文化研究所より「出品料
請求書」を発行、メールでお送り
いたします。

一次審査（リモート審査）
2022 年 1 月中旬～2 月中旬

二次審査（審査会）
2022 年 3 月上旬

結果発表

授賞式

2022 年 5 月頃

2022 年 5 月下旬または 6 月上旬

『TWSC2022 公式ガイドブック』発行

2022 年夏
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出品エントリー方法
1.ファイルのダウンロード
・TWSC 公式 HP より、「TWSC2022 出品エントリー＜洋酒部門＞」と書かれたバナー、もしくは
HP 上部のメニュー「出品」をクリックしてください。
・「出品エントリー<洋酒部門>」のページより、「出品エントリーシートのダウンロード」をクリ
ック、出品エントリーシート（エクセルファイル）を保存してください。

TWSC 公式 HP

http://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/

２.エントリーシートの記入、提出
・エントリーシート記入見本を必ず参照した上でご記入下さい。
・「出品エントリーシート」記載の必要事項をすべて記入のうえ、TWSC 実行委員会メールアドレス
（twsc@scotchclub.org）宛にお送りください。原則として 1 社様、1 シートに出品アイテムの情報
を全てまとめてお送りください。

出品エントリーシート受付期間：2021 年 9 月 1 日（水）～12 月 15 日（水）締切厳守

３.請求書の確認
・「出品エントリーシート」を送信いただいた後、5 営業日以内にウイスキー文化研究所より「出品
料請求書」を発行、メールでお送りいたします。
・【出品料のご案内（税込）】
◆1～5 アイテム ：1 アイテムにつき 27,500 円
（定価）
◆6～10 アイテム ：1 アイテムにつき 26,125 円
（複数本割引：5％OFF）
◆11 アイテム以上 ：1 アイテムにつき 24,750 円
（複数本割引：10％OFF）
【NEW】9 月 30 日（木）までは早期出品割引期間です。期間内のエントリーシート提出でさらに
5％OFF となります。複数本割引との併用も可能で最大割引率は 15％OFF。
※出品数に制限はありません。※配送費や関税等の費用は別途ご負担お願い致します。

4.出品エントリー料金の入金
・請求書に記載されている期日までに指定の口座にご入金ください。
・ご入金期日は出品エントリーシート提出の翌月末を原則といたします。
・請求書は基本的にメールにて PDF データで送付いたします。郵送をご希望の場合は、出品エント
リーシートの「請求書」欄で「郵送」を選択してください。
※日頃各社様とお取引をしている口座とは異なる場合があります。お間違いのないようお気をつけ下
さい。
※銀行手続きにかかる手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

出品エントリー料入金締切：出品エントリーシート提出の翌月末

5. 出品アイテムの発送
・出品アイテムの発送をもって、出品エントリー手続きが完了となります。
（詳しくは次のページを参照してください）
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出品アイテムの発送方法
出品エントリー完了後、出品アイテム提出期間内に下記の配送先まで出品アイテムをお送りください。

1.出品アイテム
・【出品アイテム提出本数】
◆700ml～：1 本
◆500ml ：2 本
◆200ml ：4 本

【NEW】今年度は 700ml 以上のボトルに関しては、1 本より受付いたします
・【注意事項】
※1 次～2 次審査に際して、概ね 500ml～700ml が必要となっております。
※サンプルボトルではなく、必ず一般販売用にボトル詰めされた商品をお送りください。
※お送りいただく際は、化粧箱・缶等から取り出し、ボトルのみを緩衝材等で梱包してくださ
い。

【NEW】送付本数とは別に、出品アイテムの予備ボトルを１本確保してください。
・【予備ボトルについて】
※ラベル不良や製品不備があった際の代替品として、予備ボトルを必ず 1 本確保してくださ
い。
※予備ボトルの保管場所はご都合の良い場所を設定してください。
※予備ボトルの保管期限は受賞結果発表までとしております。発表後は貴社在庫に戻していた
だいて構いません。また、セミナーで紹介するなどの PR にて TWSC 実行委員会から予備ボ
トル提供の依頼を行うことがあります。
※例年通り、予備ボトルを出品アイテムと合わせて送付いただいても構いません。弊社事務所
にて保管いたします。同送をご希望の場合は、必ずエントリーシートへの記入をお願いいた
します。弊社保管の場合は、結果発表後の返送はいたしかねます。ボトルは各種 PR 等にも活
用していきます。

出品アイテム提出期間：2021 年 10 月 1 日（金）～2021 年 12 月 15 日（水）

2.段ボール貼付用紙
出品アイテムを送付する際には必ず「段ボール貼付用紙」を、1 箱につき 1 か所、貼付してくださ
い。
段ボール貼付用紙は公式 HP の「出品」メニューからダウンロードすることができます。もしくは
本資料送付時に別添しておりますので、ご確認ください。
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注意事項
▼出品に関する注意事項
・一度お申し込みをいただいた内容について出品者都合のキャンセルは一切承りません。その際一度振
り込まれた出品料の払い戻しもいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・ウイスキー文化研究所に到着後、出品アイテムは品評会と授賞式が終わるまで管理いたします。一度
ご提出いただいた出品アイテムは、原則としてご返却はいたしません。

・地震などの自然災害により品評会の開催及び運営が不可能となった場合も、原則出品料の払い戻しお
よび出品アイテムの返送は致しかねます。
・同一のアイテムが複数の申込者によって出品された場合、出品料の払い戻しはできません。その場
合、全ての申込者に審査結果を報告いたします。
・出品カテゴリーが実際の商品のものと異なると判断した場合は主催者が修正いたします。
・配送中に出品アイテムの破損があった場合、主催者は責任を負いかねます。その場合には破損したア
イテムを再送していただく場合があります。

▼ボトル保管に関する注意事項
・出品時に送付いただくボトルとは別に必ず 1 本を受賞結果発表までの間、お手元で確保・保管をお願
いいたします。保管いただいたボトルは、検品時のラベル不良（破れ、汚れ等）や製品不良（コルク
不良）が確認された場合などに代替品としてご提出いただく必要がございます。また、天災等で弊社
保管分が使用付加となった場合も同様の措置にて対処いたします。
・受賞したボトルは TWSC 関連セミナーやイベント、TWSC 協力店への提供等、PR に活用させていた
だくことがございます。その際はお手元に保管いただいている予備のボトルの提供を別途依頼いたし
ます。

問い合わせ先
出品エントリーに関するご質問のほか、TWSC にかかわるご質問があれば、電話、メールな
どにて随時お問い合わせください。出品や j 取材に関するご要望があれば、柔軟に対応したい
と考えております。
運営：TWSC 事務局（ウイスキー文化研究所内）
担当：檀野拓馬（だんの・たくま）
渡辺義治（わたなべ・よしはる）
冨田周作（とみた・しゅうさく）
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5-23-6 長谷部第 10 ビル 2F
Tel 03-6277-4103／Fax 03-3445-6229／Mobile 080-4901-4103
E-mail twsc@scotchclub.org／HP http://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/
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