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各位 

平成 31年 1月吉日 

 

 「清里ウイスキーフェスティバル 2019 in 萌木の村」  

開催のお知らせ・ご出展案内 
 

 
 

新春の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のお引き立

てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

山梨県・清里「萌木の村」にて「清里 Whisky Festival 2019 in 萌木の村」を開催することになりましたの

で、皆様にご出展のご案内をさせていただきます。 

 

2 年ぶりに「清里 Whisky Festival in 萌木の村」が帰ってきます。今回は日本を代表するウイスキー界の

レジェンドである輿水精一氏と、ウイスキー評論家・土屋守の 2 名がプロデュースし、実行委員としてショコラコン

シェルジュ(R)の平田早苗氏を迎え、新体制で主催いたします。 

 

会場の「萌木の村」は 1 万坪の自然豊かな敷地の中に、本格的なオーベルジュ、クラフトビール醸造所、世

界一のオルゴール博物館、日本有数のナチュラルガーデンなどがあり、多くの人を惹きつけています。その中心にあ

る広場で、ウイスキーやスピリッツをはじめとするお酒と地元の食や特産品が楽しめるイベントです。 

 

自然の中ならでは、そして「萌木の村」ならではのコンテンツをパワーアップさせ、ファミリー層からシニア層、若年

層まで、全ての方にお楽しみいただける魅力満載のフェスティバルを企画して参りますので、ご出展いただければ

幸いです。ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

清里ウイスキーフェスティバル 2019in 萌木の村実行委員会 

実行委員長 

土屋 守 
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【ここが新しくなりました／イベントおすすめポイント】 

★初めての夏開催。ハイボールやカクテル、ビールが美味しい季節です。 

★日本のウイスキー界を代表する 2大レジェンド、輿水精一氏と土屋守がイベントプロデューサーに就任。 

 満点の星空が楽しめ、星空スポットが多い清里。天文少年だった 2人の“星談義”も必聴です。 

★初出演 横浜の入魂ロックバンド 『Mystic Waters』(君嶋バンド)のロックコンサート 

横浜君嶋屋の代表取締役で、日本ソムリエ協会副会長の君嶋哲至氏による野外ロックライブの開催が決

定！ロック シティーヨコハマを主催し、Yokohama Sake RockFes や数々のライブハウスやイベントで活躍

している氏が萌木の村に登場します。熱い夏に熱いロックをお楽しみください。 

★土屋守プロデュース、スコットランドの伝統料理を味わう。 

「ROCK」のカレーや、ホテルハットウォールデンのレストラン「ネスト」が有名な萌木の村で、スコットランド 

の伝統料理の創作を企画中です！キッパーズやハギス、コカリキスープ、カレンスキンク、スコッチエッグ、 

クラナカンなど前菜からメインディッシュ、デザートまで創作予定。 

その他新しい試みを鋭意企画中です 

【ウイスキーフェスティバル恒例の人気企画も行います】 

★ウイスキーフェスティバル恒例！ スコットランドの伝統音楽「バグパイプ」の音色が萌木の村に響き渡ります。 

★ウイスキー、テキーラ、ラムなどのスペシャルセミナーを開講します。 

 

【出展料大幅値下げ】 

★出展料を大幅値下げしました。ウイスキーだけでなく、クラフトジン、クラフトスピリッツ、テキーラ、ラムも登場予

定！ 

※これらの内容は変更になる場合があります 

 

【清里ウイスキーフェスティバル 2019in 萌木の村 実行委員会紹介】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋守（つちや・まもる） 

実行委員長 

ウイスキー文化研究所代表 
ウイスキーフェスティバル 
プロデューサー 

ウイスキーガロア編集長 
ウイスキー評論家・ジャーナリスト 

輿水精一（こしみず・せいいち） 

山梨県甲府市出身 
サントリースピリッツ株式会社 

名誉チーフブレンダー 
「響 21 年」をはじめ、手がけたウイスキ

ーが世界的な酒類コンペティションで多

数の最高賞を受賞。 

舩木上次（ふなき・じょうじ） 

萌木の村村長 代表取締役社長 

山梨県北巨摩郡高根町出身 

1971 年清里で初の喫茶店 ROCK を開店 

清里開拓の父ポール・ラッシュ博士の遺志

を受け継ぎ、様々な活動を続ける。 

清里フィールドバレエ実行委員長 

 

平田早苗（ひらた・さなえ） 

(株)ポットラックインターナショナ
ル代表取締役 
ショコラコンシェルジュ(R) 

フードコーディネーター1 級 
雑誌ウイスキーガロア テイスター 

君嶋哲至（きみじま・さとし） 

（株）横浜君嶋屋代表取締役 

（一社）ソムリエ協会副会長 
SSI 名誉唎酒師酒匠 
シェーン・デ・ロテシュール  

『グランド・オフィシエ・メートル・
ソムリエ』 
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清里ウイスキーフェスティバル 2019 in 萌木の村 

ご出展要項 

1. 開催日時 

2019年 6月 22日（土）12:00～19:00（終演予定） 

23日（日）10:00～17:00（閉会予定） 

 

 
 

2. 開催場所 

清里 萌木の村内 「萌木の村広場」 

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里 3545 番地 

TEL 0551-48-3522／FAX 0551-48-3550 

ホームページ：http://www.moeginomura.co.jp/ 

 

 

 

 

3. 入場料 

前売券 1日券 2,500円／2日券 4,000円 

当日券一律 3,000円 （すべて 8％税込） 

 

4. 予想来場者数 

2日間で 2,000人 

 

4. 出展料 

 2 日間 25,000 円（税抜） 
※前回比 62％OFF 大幅に値下げいたしました 
 

○ 1 ブースの料金となります 

○ 御社用のテントがある場合は、ご相談ください 

○ 出展社名はブースに掲示いたします（A3 サイズ ラミネート） 

○ プラカップ等のご用意は各出展社様でご用意をお願いいたします 

○ ご出展社様には、スタッフ証(1 ブース２名分まで)を進呈いたします。 

○ 物品の販売、試飲に関しましては有料・無料を問いません。 
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5. ブース仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 基本附属備品には、電源が含まれておりません。 

電源が必要な方は今後ご案内する申請書にて必要事項を記載の上、お申込みください 

※ ブース内の照明設備は、各自でご用意ください。会場全体の照明設備はありますが、テント内の隅々まではカバーできません 

※ 仕様は変更になる場合がございます。 

 

 

6. 注意事項 

1. 出展社側のご都合によるお申込み後のキャンセルについては、原則不可とさせていただきます。ご了承ください。 

2. 出展場所の配置決定は、出展内容を考慮し主催者が決定いたします。 

3. ウイスキーのボトル販売をされる出展社様は、甲府税務所（〒400-8584 甲府市丸の内 1-1-18 甲府合同庁

舎／055-254-6105）で「期限付酒類小売業免許」の交付手続きをお願いいたします。 

4. ご出展料を含めた費用のお支払いは事後となります。フェスティバル終了後に請求書をお送りします。 

5. 場内は禁煙です。喫煙は所定の喫煙場所にてお願いいたします。ご協力のほどお願いいたします。 

6. コンサート等ステージイベント上演中の販売に際して、演出の妨げになるような行為はお控えください。 

 

 

7. その他 

その他、不明点や疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。 
 

【問い合わせ先】 

ウイスキー文化研究所／担当：砂山  

〒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 

E-mail: whisky-fes@scotchclub.org 

 

お手数ではございますが、ご出展の可否について 2019 年 2 月 22 日（金）まで に 

次頁のお申込書にご記入の上、ご返信ください。また、全体のブース数に限りがございますので、ご出展はお申し込み順と

させていただきます。ぜひ皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

奥行 900mm 

■基本附属品 
 

・テント（開口 W2400×D2400×H1700） 

・机（W1800×D900×H700）× 1 台 

・椅子× 2 脚 

・スタッフ証× 2 枚 
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▲FAX: 03-3445-6229 

ウイスキー文化研究所 砂山 宛 
 

お申込みは FAX またはメール（whisky-fes@scotchclub.org）にて 
 

※ お申込み締切日 : 2019 年 2 月 22 日（金）※ 
 

 

 

 

 

 

 

□ 2 日間ご出展（25,000 円+税） 

□ 出展しない 
※1 ブースあたりのご料金です。複数ブースご希望の方は別途ご相談ください 

 

 

■御社名：              ■お電話：        
 

↓↓↓イベントパンフレット、WEB などでの掲載名のご希望が別途ございましたら下記にご記入ください↓↓↓ 

 

■御社掲載名：                                          

 

■部署名：                   ■FAX：        

 

■ご担当者名：                  ■ご役職：        

  

■ご住所： 〒                                         

 

■E-mail：                                          

  

■携帯電話：                                          

 

■御社ロゴデータ：   □あり    □なし   御社 HP：                               

※御社ロゴデータは、メールに添付してお送りください。ウイスキーフェスティバル公式サイトの出展企業ページに掲載します。 

 

清里 Whisky Festival 2019 in 萌木の村 

ご出展申込書 


