9 月開催

公開デジタルイベント

「日本酒オンラインテイスティング」
日本酒 – Nihon shu – japansk risvin september event
Online live sake smagning med 3 forskellige Premium sake
Zoom を使用し、日本酒 3 種類の飲み比べをするオンラインテイスティングイベントです。
公開イベントですので、日本人会の会員ではない方もお気軽にご参加ください。
日本酒オンラインテイスティングは第一弾を 7 月に会員限定で開催し、大変ご好評をいただき
ました。

I Japan er sake ikke bare sake. Sake er en vin der nydes til maden på lige fod med europæiske vine.
Udvalget af sake er lige så stort som vinudvalget i Europa. Ligesom i Europa inddeles i sake i forskellige
kategorier, smage og kvaliteter.

Vi gentager successen fra vores første sake smagning i juli 2021. Man behøver ikke være medlem af
foreningen Nihonjinkai – denne gang kan alle kan deltage.
今回は、日本酒を手配してくださるドイツの Ueno Gourmet さまから、上野ミュラー佳子さん
が講師として日本酒について解説をしてくださる予定です。
上野さんは、ドイツで日本酒を輸入販売される傍ら、酒サムライ、日本醸造協会きき酒マイス
ター、独立行政法人酒類総合研究所清酒専門評価者、ドイツ商工会議所認定ソムリエ等の資格
を持ち、WSET Level 3 Award in Sake では講師を務められています。
経験と知識の豊富な上野さんのお話を聞きながら、デンマークでは手に入りにくい日本酒を一
緒に楽しく味わいましょう。
一本 300ml の容量なので、ご家族やお友達とのシェアでもお楽しみいただけますよ。

今回使用する日本酒は、人気一スパークリング J-Ginjo（福島）、浦霞 Misty bay（宮城）、出羽
桜（山形）の三種類です。震災から 10 年、東北のさらなる復興を祈念し、東北の日本酒をセレ
クトしました。
お申し込み後、以下のセットをご自宅にお届けいたします。
・ スパークリング J-Ginjo（福島・人気酒造）300ml
・ Misty bay（宮城・浦霞醸造元 株式会社佐浦） 300ml
・ 出羽桜 純米吟醸（山形・出羽桜酒造）300ml

それぞれを味わうためのグラス、口直しのためのお水と、おつまみもどうぞご自由にお手元に
ご用意くださいね。
Zoom の URL 等については、参加のお申し込みをいただき、お支払いがお済みの方にメールに
てお送りいたします。
Sommelière Yoshiko Ueno-Müller fra firmaet Ueno Gourmet vil fortælle os om hvordan sake bliver
fremstillet og hvad der kendetegner en god sake og meget mere. Foredraget afholdes på japansk.
Vi vil nyde 3 forskellige Premium sake, der normalt ikke fås i Danmark. Hver flaske indeholder 300 ml.

1) NINKI Sparkling J-Ginjo. En let og frisk mousserende sake

2) URAKASUMI "Misty Bay". En klassisk sake, der er rund og harmonisk

3) DEWAZAKURA. En elegant, fremragende Junmai Ginjo Sake fra Yamagata

開催日

2021 年 9 月 17 日（金曜日）夜 7 時より（予定）1 時間から 1 時間半程度

※ 使用言語は日本語となります。
講師
参加費

上野ミュラー佳子さま
デンマーク日本人会会員価格 400 デンマーククローネ
デンマーク日本人会会員以外の方

450 デンマーククローネ

（どちらも、日本酒 3 本、ご自宅までの配送料込み。チケットサイトでのチケット発行費用が
別途かかります。）
催行人数 最大 45 セットをご用意しています。
※ このイベントは 18 歳以上の方のみがお申込みいただけます。1 セットをご家族やパートナ
ーとシェアしながら参加していただいても構いませんが、同じ場所から 1 つのアカウント
での参加のみ可能です。許可のない録音、録画、撮影はご遠慮ください。
参加申し込み締め切り 2021 年 9 月 7 日（火曜日）23 時

※日本酒配送の関係上、早めの締め切りを設定していますのでご注意ください。

参加申し込み方法

以下のリンクより、チケットをご購入ください。

https://www.place2book.com/sw2/sales/gr935mpg8k
チケット発行手数料が別途かかります。会員の方は member、非会員の方は non-member のチ
ケットをご購入ください。
配送先をご入力いただく必要があります。ご入力いただいた住所やお名前等の情報は、配送手
続きを目的として日本酒の販売元（ドイツ/Ueno Gourmet さま）に転送をいたしますので、事
前にご了承ください。お預かりした情報は、配送およびこのイベントの案内送付以外の目的に
は使用いたしません。
Zoom の URL 等については、参加のお申し込みをいただき、お支払いがお済みの方にメールに
てお送りいたします。

どちらのイベントについても、ご質問等があれば、デジタルイベントチームの専用メールアド
レス nihonjinkaidigital@gmail.com へお気軽にご連絡ください。

Dato: Fredag den 17. september 2021 fra 19:00 – ca. 20:30
Medlemspris 400 kr.
Ikke-medlemmer 450 kr.
Saken bliver leveret til døren.
Billetter købes inden kl. 23 d. 7. september.
Køb en billet her
Du vil modtage et link til Zoom-mødet med mail
Alle henvendelser om dette event sendes til Nihonjinkai foreningens ’digital team’
nihonjinkaidigital@gmail.com

担当：デンマーク日本人会デジタルチーム

