
日本の専門家 ハイエンド愛好家を 
対象に、知られざる名門ワイン 
の世界へ誘うセミナーを企画 

ハンガリーはローマ時代よりブドウを栽培し、中世には欧州３大ワイン産地と
して、フランス、イタリアと並ぶ名門として栄えていました。ソビエト連邦の
支配下、国営農場のもとで衰退したハンガリーのワイン造りは、冷戦終結後の

再興活動から30年を経て復興を遂げ、今、さらなる進化を目指しています。  柿田京子 / ハンガリーワイン協会日本事務所 代表 

ハンガリーワイン協会ミニガイド2022 

Kecskemét Bocskai utca 6000 Hungary  

毎年9月、世界遺産都市ブダペストの美しいブダ王宮が宴の舞台となるブダペ

スト・ワインフェスティバル BUDAPEST BORFESZTIVÁL 。 
今年は9月8日～11日の4日間、開催される予定です。 
ハンガリーワイン協会日本事務所では日本のワイン生産者を対象に、本フェ
スティバルへのツアー企画を予定しています。味わい深く奥深いハンガリー
ワインの世界を堪能できる、世界でもトップクラスに美しいワインの祭典を
現地でぜひご体験ください。  

“ブダペスト ワインフェスティバル”ツアー  

HJW日本事務所では、本協会の活動をご案内し、
ハンガリー現地とつなぐ無料セミナー(オンライン
ワインサロン)を毎月開催しています。日本事務所
のHPからお申込み、お気軽にご参加ください。 

hungaryjapan.com 

フィノマガジンでもハンガリーワイン紀行を連載中 

知られざるワイン王国ハンガリー 
その銘醸ワインを学ぶ、味わう 

世界三大貴腐ワイン トカイエッセンシア 
情熱の赤エグリ・ビカヴェール 
ヴィッラーニ名産・カベルネ・フラン100% 

finomagazin.com 

2015年スタート、世界約
170ヶ国からアクセスのある、
ブダペスト発オンラインマガ
ジン“フィノマガジン”。 
本協会のオウンドメディアで
も、取材撮影したワイナリー
のインタビュー記事および
Youtube動画を掲載、配信し
ています。協会のHPとあわ
せてお楽しみください。 

FinoMagazin 
HP QRコード 

Tel +36 20 551 4442 

hungaryjapan.com/jp 

ワイン講座 
イベント、 
入会ご案内 
QRコード 
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日本は専門家やハイエンド愛好
家の層が厚いことから、東京へ
活動拠点を置き、オーガニッ
ク、ビオディナミックを中心に
最高品質のハンガリーワインの
広報を専門的なワイン教育講座
を通じて実施。ハンガリーワイ
ンのエキスパートと愛好家を増
やしていく予定です。 

ハンガリーワイン協会 
日本事務所を東京に開設 

ハンガリーワイン協会日本事務所ホームページ 



EDUCATORS / FOUNDERS OF HJW 

hungaryjapan.com  ©Hungary Japan Wine Association 

Hungary Japan Wine, We are an nonprofit association of Hungarian wineries and wine 
related business that initiate and advocate public policy to enhance the environment for 
the responsible production, consumption and enjoyment of wine. Our ultimate goal is to 
bring the experts from the different field, different countries more closely. As part of that, 
We will organize various of awesome online seminar, courses and events with our 
professional Educators from our original field, Wine, agriculture biological control, and 
advertising, marketing to our (Premium)Members. Our another goal is to let winelovers, 
concerns in wine industry know and learn about true knowledge of Hungarian high value 
wines, the history, terroir, and wineries and Japanese Sake, Shochu making and 
Japanese Wines each other.	

Member Type Benefit 特典 1 Year 年会費 

Support Members 
Premium 賛助会員 

ハンガリーワインマスタークラス、ワイ
ンメーカーズミーティング受講が無料、
イベントご優待・ご招待ほか特典満載。
詳しくは上記ウェブページでご確認くだ
さい 

55,000HUF 
約18,700円 

Vintner Members 
ワイナリー生産者 

About your benefit, we will inform that 
and send material to you  via email. 	

100,000HUF~	

Coporate Patrons 
後援・スポンサー
企業 

Much of the work HJW does is made 
possible by the generous support of our 
Corporate Patrons.  supporting to the work 
of HJW, Corporate Patrons receive a range 
of benefits including discounts on course 
materials, free postings on our jobs board, 
“FinoMagazin”our owned media as 
interview article, and recognition across 
our many events and publications.  

To discuss becoming 
a Corporate Patron 
contact Tamas Koros 
or Papp Hideko, 
Head of Events and 
Partnerships at 
info@hungaryjapan.c
om.  
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ハンガリーワイン協会について 

PREMIUM ONLINE WINE SALON 

本協会の理念 趣旨 活動内容
にご賛同いただけるワイン
愛好家の方を賛助会員とし

て広く募集しています。 

We organize a variety of wine lesson course, online wine salon and real tasting events for  
wine experts, wine lovers between Hungary and Japan. 
本協会会員および、ハンガリーと日本両国の貿易に関わるワイン業界関係者、ワイン
愛好家の方々と、オーガニック、ビオディナミック、またそれらに準じる高品質の銘
醸ワインを造るトップワインメーカー、醸造家、生産者の方々をつないで、交流を促
すことができるワイン講座・イベントを、オンライン＆リアルで展開しています。 

日本のワイン専門家、ワイン貿易および
業界関係者の方に向けて、ハンガリー全
32P.D.O.各地のトップワインメーカーと
オンラインで交流できるプレミアムオン
ラインワインサロンを隔月開催中です。 

EDUCATION PARTNERS 

SUPORT JOIN US 

Dr. Mészáros Gabriella 
Diplpma WSET®  / 
Master Educator	

Dr. Baglyas Ferenc 
PHD / Educator 	

Professor Tamás 
Kőrös / Educator 
Founder 	

Papp Hideko  
WSET® Level3 / 
Educator Founder	

hungaryjapan.com/membershipbenefit/ 

HUNGARY JAPAN WINE ASSOCIATION 

ハンガリーワイン協会は、200を超えるハンガリーのワイナリーおよびワイン関連会
社から構成される非営利団体です。ハンガリー政府農業省と各産地のワイン・インス
ティテュートの協力を得つつ、正しい教育広報活動および関連イベントを行うことで、
ブドウ・ワイン生産者、ワイナリー、ワイン教育者、実績と信用のある輸出・輸入業
者等をつなぎ、歴史あるハンガリーワインのブランド価値向上を図り、日本および世
界に伝えることを目的としています。 


