東京ウイスキー&スピリッツコンペティション

特別品評会“焼酎部門”
出品の手引き

作成日：2019 年 9 月 17 日
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第２回 「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション」
TOKYO WHISKY & SPIRITS COMPETITION 2020
特別品評会“焼酎部門”
▼趣旨・目的
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、2019 年に日本で初めて開催されたウイ
スキーとスピリッツの品評会です。TWSC は、繊細な日本人の味覚と日本のウイスキー・スピリッツ愛
好家の深い知識、情熱をもって、世界のウイスキー及びスピリッツを品評し、高品質なウイスキーと
スピリッツを国内外に広く知っていただくことを目的としています。
２回目の開催となる今回の品評会に合わせ、別途『焼酎部門』を設け、ウイスキーやスピリッツ、ラ
ム、テキーラ、ジンなどの洋酒のエキスパートが、焼酎・日本酒・ワインなどの専門家とともに、日本
の本格焼酎を TWSC 方式でブラインドテイスティングし、評価を下します。

▼開催概要
■審査日時
（予 定）

2020 年 3 月 10 日（火）15：00～19：00
11 日（水）15：00～19：00 ※時間は変更となる可能性があります。

■会 場

EBiS 303 イベントホール
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-20-8
エビススバルビル 3 階（恵比寿駅徒歩 4 分）

■主 催

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション実行委員会

■実行委員長

ウイスキー文化研究所代表、『ウイスキーガロア』編集・発行人 土屋守

■実行委員会

輿水精一・早川健・渋谷寛・中居靖行・牧貴子・林生馬・海老沢忍・糸永正之・
友田晶子・本間るみ子・能勢剛・平田早苗・原田邦博・梅内林太郎・白根全

（8 月現在）

■運 営

株式会社ウイスキー文化研究所

■後 援

日本テキーラ協会／日本ラム協会／日本ウォッカ協会／日本コニャック協会／
一般社団法人 日本の SAKE と WINE を愛する女性の会（SAKE 女の会）／
日本洋酒酒造組合／
駐日アイルランド大使館／アメリカ合衆国大使館 農産物貿易事務所／
駐日アルメニア共和国大使館／ウェールズ政府／オランダ王国大使館農務部／
在日カナダ大使館／駐日ジャマイカ大使館／スコットランド国際開発庁／
台北駐日経済文化代表処／在日ドイツ連邦共和国大使館／在日メキシコ大使館

（8 月現在）
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▼スケジュール
2019 年 10 月 7 日（月）出品エントリー開始（12 月 6 日（金）締め切り）
ご用意いただくもの
1. 出品エントリーシート （エクセルデータで提出）
2. 出品料 （弊社より請求書発行）
次項の「出品方法と今後の流れ」をご一読ください。

2019 年 12 月 9 日（月）出品アイテム受入開始（1 月 24 日（金）締め切り）
ご用意いただくもの
1. 出品アイテム（本数指定あり）
2. 段ボール貼付用紙 （印刷して貼付）
3. 宅配伝票 （業者指定なし）
次項の「出品方法と今後の流れ」をご一読ください。

2019 年 12 月 6 日（金）出品エントリー締切

2020 年 1 月 24 日（金）出品アイテム提出締切

2020 年 3 月 10 日（火） 『焼酎部門』品評会 1 日目
2020 年 3 月 11 日（水） 『焼酎部門』品評会 2 日目

2020 年 4 月下旬 結果発表

2020 年 5 月下旬 授賞式
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▼出品方法と今後の流れ
公式 HP より専用の出品エントリーシート（エクセルデータ）をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、メー
ルでご提出いただきます。データ確認後、ご入金の確認をもって出品手続き完了です。詳細については、下記の手
順に沿ってお手続きください。

TWSC 公式 HP（http://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/）にアクセスしていただき、HP 上部に
あるメニュー「焼酎部門」をクリックしてください。
「焼酎部門」メニューに入りましたら、「出品エントリーシート」という文字の下部に表示されている「ダウンロード」
をクリックしてください。
「出品エントリーシート」のダウンロードが完了しましたら、パソコン上の任意の場所に保存してください。パソコン
への保存方法、保存先はブラウザやパソコンによって異なります。
保存した「出品エントリーシート」を開き、必要事項をすべて記入してください。記入例は「出品エントリーシー
ト」の記入例をご参照ください。1 枚の「出品エントリーシート」につき、1 通の「請求書」を発行いたします。原
則として 1 社様、1 用紙をお送りください。

「出品エントリーシート」の項目をすべて記入しましたら上書き保存をしてください。
記入済の「出品エントリーシート」を専用のメールアドレス（twsc@scotchclub.org）宛にお送りください。
ご提出期間：2019 年 10 月 7 日（月）～12 月 6 日（金）
出品エントリーシートをご送信いただいた後、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
発行し、メールでお送りいたします。ご入金期日は請求書発行後 2 週間以内を原則といたします。請求書の
ご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。
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。
口座名：三菱 UFJ 銀行 恵比寿支店（店番 136）口座番号 0129609
口座名：カブシキガイシヤ ウイスキーブンカケンキユウシヨ
※日頃各社様とお取引をしている口座とは異なります。お間違いのないようお気をつけください。
※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。

出品料は以下のとおりです。合計金額は請求書に記載いたします。
1 アイテムにつき 20,000 円（税抜（消費税 10％））
※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をお願いいたします。

次ページに続きます
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ご入金後、2019 年 12 月 7 日（月）～2020 年 1 月 24 日（金）の期間内に指定の配送先に出品
アイテムをお送りください。「①出品アイテム」、「②段ボール貼付用紙」、「③宅配伝票」の 3 点をご用意くださ
い。
「①出品アイテム」を２本以上ご用意ください。
１銘柄につき『900ml または 720ml で 2 本』、700ml に満たない商品を出品される際は、『500ml 容器の場
合は 3 本』、『300ml 容器の場合は 4 本』など、合計 1,200ml 以上となるようご用意ください。
※サンプルボトルではなく、必ず一般販売用にラベル貼付・ボトル詰めされた商品をお送りください。
※恐縮ですが、お送りいただく際は、外箱・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。
※上記のとおり、必要本数お送りください。

出品の手引きに添付しております「②段ボール貼付用紙」をご用意ください。また、公式 HP の「焼酎部門」メ
ニューからもダウンロードすることができます。内容に誤りがないかご確認いただき、段ボール 1 箱につき 1 か所
に貼付してください。
ご希望の配送業者の「③宅配伝票」をご用意ください。配送業者の指定はございません。
「③宅配伝票」に以下の内容を記入し指定先まで送付してください。
■配送先：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5-23-6 長谷部第 10 ビル 2 階
■宛

名 ：ウイスキー文化研究所 宛

■T E L：03-6277-4103
■備考欄：TWSC 焼酎部門 『出品アイテム名』 送付個数（○／○）
■ご依頼主：出品者名、ご担当者名、連絡先、を記載してください
■発送物：出品アイテム（必要本数）

必ず、一般販売用の商品を、外箱・缶等から取り出し、ボトルのみを緩衝材等で梱包し、
上記のとおり必要本数をお送りください。
■ご提出期間：201９年 12 月 9 日（月）～2020 年 1 月 24 日（金）必着
出品アイテムがウイスキー文化研究所に到着後、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。
3 月 1０日（火）1１日（水）の品評会ですべての出品アイテムを審査いたします。
4 月下旬までに、審査結果を担当者にメールし、公式 HP で公開いたします。
5 月下旬に、授賞式を行います。詳細は後日ご案内いたします。

受賞商品を対象に、後日品評会のメダルの画像データをお送りいたします。
出品方法と今後の流れは以上です
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▼段ボール貼付用紙の利用方法
別添の「段ボール貼付用紙」を必要部数印刷、または公式 HP よりダウンロードして印刷し、段ボ
ール 1 箱につき 1 か所に貼付してください。

段ボールに貼付

▼出品者の資格
単式蒸留焼酎の製造免許を受けている製造者（びん詰め等のための蔵置場を持つ製造者が主
体となって組織する法人を含む）等を対象とします。

▼出品料
1 銘柄につき 20,000 円（税抜）
※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をお願いいたします。

▼出品アイテム提出本数
１銘柄につき２本提出してください。
『900ml または 720ml で 2 本』、700ml に満たない商品を出品される際は、『500ml 容器の場
合は 3 本』、『300ml 容器の場合は 4 本』など、合計 1,200ml 以上となるようご用意ください。必
ず、一般販売用の商品を、外箱・缶から取り出し、ボトルのみを緩衝材等で梱包し、必要本数をお送
りください。

▼出品アイテムの規格
単式蒸留焼酎であって、市販されているもの（2020 年 3 月までに市販が決定されているものを含
む）を対象とします。
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▼出品エントリーシートの記載要領
下記の記載要領に従って、出品エントリーシートの各欄に必要事項を入力してください。
（１） カテゴリー欄：
出品アイテムごとに、焼酎の種類／貯蔵容器／アルコール度数の区分の各分類に該当するカテ
ゴリーを選択してください。
『焼酎の種類』
製品の冠表示に基づき、「米」、「麦」、「甘藷」、「泡盛」、「酒粕」、「そば」、「黒糖」、「その
他」の８分類。「その他」の内容については、（７）焼酎の種類欄に記入してください。
『貯蔵容器』
「樽貯蔵」又は「かめ貯蔵」（あるいはこれらに準じる趣旨）の表示があるもの、又は貯蔵容器
の表示がなく、かつ、樽・かめのいずれにも該当しない貯蔵容器「タンク等貯蔵」の３分類
『アルコール度数』
「20％未満」、「20％以上 30％未満」、「30％以上 40％未満」、「40％以上」の４分類
（２） 出品商品名欄：販売用の正式な表記および読み方を記入してください。
（３） 蒸留年欄：
原酒を蒸留した年を西暦で記入してください。複数の原酒をブレンドしている場合は、その中
で、最も新しく蒸留した原酒の年を記入してください。
（４） 蒸留方法欄：『常圧』、『減圧』、『ブレンド』のいずれかを選択してください。
『常圧』…常圧蒸留によるもの
『減圧』…減圧蒸留によるもの
『ブレンド』…常圧蒸留と減圧蒸留のブレンドによるもの
（５） 貯蔵年数欄：
貯蔵年数の表示がある場合は表示年数を、表示がない場合は実際の貯蔵年数を記入してくだ
さい。複数の原酒をブレンドしている場合は、その中で、最も短い貯蔵年数のものを記入してくださ
い。
（６）容量欄、度数欄、希望小売価格欄：それぞれ該当する数値を記入してください。
（７）焼酎の種類欄：
（１）のカテゴリー欄において、『焼酎の種類』が「その他」に該当する場合に、当該製品の冠表示
の内容を記入してください。（例：栗、紫蘇、牛乳など）
（８）原料甘藷品種欄：
（１）のカテゴリー欄において、『焼酎の種類』が「甘藷」に該当する場合に、当該製品の原料甘藷
の品種名を記入してください。（例：コガネセンガン、ベニサツマ、エイムラサキ、安納芋など）
（９）請求書欄：
エントリーシート提出後、TWSC 実行委員会より送付する請求書の形式を選択してください。
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▼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。
・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。出品カテゴリーが不明、または申請されたカテゴリーが実際の商
品と異なると判断した場合は主催者が選定いたします。
・受賞された出品アイテムの写真は、ご出品いただいたアイテムを主催者が撮影したものを使用しますの
で、あらかじめご了承ください。
・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。

▼お問い合わせ
運営：ウイスキー文化研究所 ／ 担当：大久保 亮（おおくぼ・りょう）
〒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/

TWSC 焼酎部門ホームページ

▼TWSC2019（前回開催）の様子
『東京ウイスキー&スピリッツコンペティション 2019』の情報・動画を公開しておりますので、ご参照ください。
TWSC 動画(Long)

TWSC 動画(Short)

授賞式＆ﾊﾟｰﾃｨー 動画
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