40回目を迎える人気イベント。
さあ、入口でグラスを受け取ったら、世界各国のワインの
テイスティング
（試飲 ・ 一部有料）
をお楽しみください。
恒例の利き酒コンテスト、プレミアムシャンパンセミナー、
「シェラトンマルシェ」
プロデュース マルシェコーナー に加え、
「大垣知哉」
スペシャルライブも開催。
各ブースでワインご購入の場合は市場価格の約20％割引の
お値打ち価格でご提供。さらにイベント当日に限り
ご購入ワインをホテル内レストランへお持込いただくことも可能です。
会場への出入りは入場券の提示で何度でもＯＫ
！
ワインの魅力と華やかでカーニバルな雰囲気を存分にお楽しみください。
Indulge in “Sheraton Wine Festival” with a complimentary glass of wine with your favorite dishes.
Enjoy tasting wines from around the world. Other activities include tasting contests, music live performance and more.

2018.

2/18 SUN.

11:30a.m.〜6:00p.m.

【場所】総合受付3階宴会場 3F Banquet Room
【料金】前売入場券
お1人様 per person

2,000

￥

（当日 ￥3,000 at the door）

＊税・サービス料含む Tax&service charge included

会場内への、食べ物の持込は固くお断りさせていただきます。予めご了承ください。
Bring food is not permitted.

「大垣知哉」スペシャルライブ
プロフィール
関西での活動を軸に、
シンガーソングライター・俳優として活躍
中。POPSにJAZZテイストを含んだ音楽を得意としている。
2015年より、京都けいはんなホールワンマンコンサートで3年
連続850人動員。
また、
日本テレビ ドラマレギュラー出演、
映画「369
（サン・ロク・キュ）
のメ
トシエラ」主演。
CM、
ラジオパーソナリティ、
舞台音楽監督、
司会とマルチに活躍中。

「シェラトンマルシェ」プロデュース マルシェコーナー
〜新鮮野菜の販売＆ワインに合う野菜のお料理〜

EVENT PROGRAM イベントプログラム
◆ 世界から集めたワイン 試飲＆即売会 Wine-tasting & Sale

「シェラトンマルシェ」にいつも新鮮な野菜を
届けてくれる神戸近郊の生産者の皆さんが
直接販売する、採れたての色鮮やかな野
菜にたまご、加工品の他、
ワインが引き立つ
旬の野菜を使ったお料理も登場します。

◆ホテル宿泊券や食事券が当たる抽選会 Quick Draw
※ボトルワインご購入の方に抽選券をお渡しします。

All guests purchasing a bottle of wine will be entered into a drawing to win a
stay coupon and a meal coupon.

利き酒コンテスト
【参加無料】Wine-tasting competitions [free to join]
プレミアムシャンパンセミナー【有料】 Premium champagne seminar [paid seminar]
◆「大垣知哉」ライブステージ Special Live
◆
◆

■チケットのご購入・お問合せ To purchase pre-sale tickets or further information
「ワイン・フェスティバル」係

Tel.078-857-7025（10：00a.m.〜7：00p.m.）

ワイン・フェスティバル特別宿泊優待
ワイン・フェスティバルのチケットをご購入いただいた方に限り、当日のご宿泊を下記の優待料金にて承ります。
■ステイ
（1泊）チェックイン 3:00p.m.〜
Overnight Stay Plan

￥18,500 （デラックスツイン）
＊1室
（2名様）
料金、朝食、税・サービス料含む。
＊神戸六甲温泉「濱泉」
をご利用いただけます。

■ご予約・お問合せは 宿泊予約係

Tel.078-857-7010

六甲ライナー（往復）とのお得なセット券！
（1/17〜2/17まで発売）

￥2,200
Pコード 638-005

http://eplus.jp/（PC・携帯共通）

＊お酒は20歳になってから。 ＊お車でのご来館はご遠慮ください。
＊駐車券の発行は行っておりません。

（定価 ￥2,500）＊ホテルでは販売いたしておりません。
2,500 yen normally

ワイン・フェスティバルチケット+六甲ライナー往復乗車券（住吉〜アイランドセンター駅）

お求めは六甲ライナー
「住吉駅」
（アイランドセンター駅でも発売）
またはポートライナー
「三宮駅」
★甲南チケットでも販売いたします。
（詳しくは www.knt-liner.co.jp まで）
■お問合せ

Tel.078-302-2775（平日9：00a.m.〜5：00p.m.）

神戸新交通株式会社

The

40th Kobe Bay Sheraton

2018.

FLOOR PLAN
メイン 会 場

2/18 SUN.

11:30a.m.〜6:00p.m.

EVENT PROGRAM
会場案内図

世界から集めたワイン

3 F 六 甲 Rokko

Wine-tasting & Sale

イベントプログラム

試飲＆即売会

11:30a.m.〜6:00p.m.
＊一部の高級ワイン等は有料でのテイスティングとなります。

ワイン試飲コーナー
Wine-tasting & Sale

マルシェコーナー
〜新鮮野菜の販売＆ワインに合う野菜のお料理〜
“Marche” Corner

ホテル宿泊券や食事券が当たる抽選会
＊ボトルワインご購入の方に抽選券をお渡しします

料理コーナー

ワインの利き酒クイズで頂点を目指せ！

Food Corner

利き酒コンテスト
【参加無料】
Wine-tasting competitions [free to join]
予選 Preliminary Round

Main Stage

12:00noon〜1:00p.m.
3:15p.m.〜4:15p.m.

＊勝ち残った方は決勝ラウンドへ進出！

決勝 Final Round

ワイン試飲コーナー

1部

ソフトドリンク
コーナー

Wine-tasting & Sale

利き酒
コンテスト
（決勝）

2部

2:50p.m.〜
4:30p.m.〜

Beverage Corner

プレミアムシャンパンセミナー

フードチケット
販売ブース

フランスNo.1シャンパーニュ『ニコラ・フィアットの魅力に迫る』
［限定35名様

パンコーナー
ワイン試飲コーナー
Wine-tasting & Sale

シェラトンブース
Sheraton Booth

ワイン購入抽選くじ
コーナー
Quick Draw

Smoking Room

3F宴会場ロビー
カフェコーナー

総合受付
Wine Festival
Reception

Foyer

エスカレーター
Escalators

■テイスティングアイテム（予定）

利き酒
コンテスト
予選会場

シャンパン
セミナー
会場

Café Corner

2F六甲ライナーへの通路へ

＊レイアウトは変更になる場合がございます。

エレベーター
Elevators

時間／1:15p.m.〜2:00p.m.

講師／神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
ソムリエ 前田 朋宏

Wine-tasting
competitions
[free to join]

ホワイエ

要予約］

料金／¥2,500

グラス
受取場所
会場出入口

有料セミナー

Premium champagne seminar [paid seminar]

Food Coupon

喫煙室

1部
2部

メイン
ステージ

Champagne
seminar
[paid seminar]

○ ブルーラベル ブリュット
○ ブラン・ド・ブラン
○ キュヴェ225 ブリュット
○ パルム・ドール ブリュット

「大垣知哉」ライブステージ
Tomoya Ogaki Special Live
1回目 1st stage
2回目 2nd stage

12:45p.m.〜1:15p.m.
5:00p.m.〜5:30p.m.

＊各イベント時間は変更になる場合がございます。

■出展会社
（予定） List of companies attending
アサヒビール株式会社、株式会社稲葉、株式会社今井商店（神戸ワインセ
ラーPORT）、株式会社ヴァンパッション＆株式会社ヴィーノフェリーチェ、
ヴィ
レッジ・セラーズ株式会社、
エノテカ株式会社、大塚食品株式会社、
オルカ・イ
ンターナショナル株式会社、木下インターナショナル株式会社、国分グループ
本社株式会社、株式会社KOBEインターナショナル、サッポロビール株式会
社、サントリー酒類株式会社＆株式会社ファインズ、
ジェロボーム株式会社、株
式会社スコルニ・ワイン、
日本酒類販株式会社、
日本リカー株式会社＆メルシャ
ン株式会社、株式会社フードライナー、株式会社マスダ、三国ワイン株式会社、
株式会社モトックス、株式会社ラフィネ、
ワイン・イン・スタイル株式会社

■協力: Cooperative company、神戸新交通株式会社

神戸ベイシェラトン ホテル ＆ タワ−ズ
〒658-0032
神戸市東灘区向洋町中2丁目13番地（六甲アイランド）

2-13 Koyocho-naka, Higashinada-ku, Kobe, Japan
Tel.078-857-7000 Fax.078-857-7001

http://www.sheraton-kobe.co.jp/

