
春 のワ イ ン フ ェ ア
期間：2021年3月18日(木)-4月13日(火)

地階食賓館 ワインショップ・エノテカ【改装工事にともない、毎週水曜日は全館休業いたします】

ご予約
お問い合わせ

本状が届き次第、お電話にてご予約を承ります。
4月13日（火）まで <受付時間：午前10時～午後6時>

※配送の際は別途送料を頂戴いたします。配送料金については係員にお問い合わせください。

TEL：０８９－９３４－８１７４

オープニングセール！ 店頭限定販売

3月18日(木）販売開始

限定

６０本

ドライな飲み口と、キレの良い味わい
が魅力のロゼスパークリングワイン

特別価格

1,100円
限定

６０本

爽やかな香りに、フレッシュな酸味が
口いっぱいに広がる辛口白ワイン

特別価格

1,100円
限定

６０本

凝縮した果実と柔らかで芳醇な
タンニンのバランスが取れた赤ワイン

2018
エノテカ・カベルネ・ソーヴィニヨン
/ モンテスS.A.

チリ製、赤、750ml

特別価格

1,100円

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

赤ワイン派のあなたに！ 世界の赤ワイン10本セット

特別価格10,978円

やっぱり赤ワインが好き！
エノテカロングセラーワインを中心に集めた、
オール赤ワイン10本セット。

フランス製×2、イタリア製×3、チリ製×4、
オーストラリア製×1
赤×10、各750ml

１

白ワイン派のあなたに！ 世界の白ワイン10本セット
限定

24
セット

特別価格10,978円

爽やか系からコクあり系まで！
バラエティー豊かな辛口白ワイン大集合！
オール白ワイン10本セット。

フランス製×1、イタリア製×3、チリ製×4、
アルゼンチン製×1、スペイン製×1
白×10、各750ml

2019
エノテカ・シャルドネ
/ モンテスS.A.

チリ製、白、750ml

N.V.
エスパス・オブ・リマリ・スパーク
リング・ロゼ / マイカス・デル・リマリ

チリ製、ロゼ発泡、750ml

赤白泡ＭＩＸ！ パーティーパック10本セット
限定

48
セット

特別価格10,978円

毎日のワインライフをもっと楽しく！
お食事によってさまざまなワインを
楽しみたい方におすすめ♪

チリ製×4、イタリア製×1、スペイン製×2、
アルゼンチン製×3
白泡×1、白×4、赤×5、各750ml

お問合せ先

ワインショップ・エノテカ 松山三越店
〒790-8532 愛媛県松山市一番町3-1-1 松山三越 地階食賓館
TEL 089-934-8174 / FAX 089-909-3728 

●飲酒は20歳になってから。

※配送の際は別途送料を頂戴いたします。配送料金については係員にお問い合わせください。

お問合せ先

ワインショップ・エノテカ 松山三越店
〒790-8532 愛媛県松山市一番町3-1-1 松山三越 地階食賓館
TEL 089-934-8174 / FAX 089-909-3728 

●飲酒は20歳になってから。

※ボトル画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。※価格は消費税を含む税込価格を表示いたしております。※商品数には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※都合により予告なく商品が変更
になる場合がございます。予めご了承ください。※特別価格商品は、その他割引特典との併用はいたしかねます。※ご注文から1週間程度でお届けさせていただいております。※食料品となる為、商品の交換、返品、返金
は不可となります。※未成年者へのお酒の販売はいたしません。※飲酒運転は法律で禁止されています。※妊娠中・授乳中の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響を与える恐れがあります。

［酒類販売管理者標識］販売場の名称及び所在地：愛媛県松山市一番町3丁目1番地1 株式会社 松山三越
酒類販売管理の者氏名：小島 麻由実
酒類販売管理研修受講年月日：2020年9月2日 次回研修の受講期限：2023年9月1日
研修実施団体名：松山小売酒販組合

＜通常営業時間＞午前10時～午後7時

7 “バローロ”入り！
イタリア満喫赤ワイン5本セット

特別価格12,100円

8
イタリアの至宝“サッシカイア”
コンプリート3本セット

左より

グイダルベルト 2018年

サッシカイア 2017年

レ・ディフェーゼ 2018年

特別価格26,950円
パワフルさエレガンスを兼ね備えた、圧倒的な
存在感を放つサッシカイアと、そのセカンド、
サードワインをご堪能いただけるコンプリートセット

限定６セット

1997

コルトン・シャルルマーニュ・
グラン・クリュ
/ボノー・デュ・マルトレイ
フランス製、白、750ml

有機農法にこだわる実力派。平均樹齢60年
と100年の古樹由来の濃密な果実味と底から

湧き上がるような自然の力強さ、しっかり
とした骨格と壮大なスケール感を放つ逸品。

47,300円 40,700円 21,450円

テロワールそのものを味わうかのような
溢れんばかりのミネラルを備えた極上の
1本。「点に微笑みかけられた」と表現
される当たり年の稀少な24年熟成。

最高級アメリカン・オークにこだわり造ら
れた究極のカベルネ・ソーヴィニヨン。

多くの高級レストランにオンリストされてい
る、アメリカン・カベルネの象徴。

2017

シャンベルタン・グラン・クリュ
/ロシニョール・トラペ
フランス製、赤、750ml

2013

ナパ・ヴァレー・
カベルネ・ソーヴィニヨン
/シルヴァー・オーク
アメリカ製、赤、750ml

10９ 11限定１本 限定２本 限定６本

イタリアワインの王様と言われるバローロが目玉！
多様性に富んだ味わいのワインが愉しめる
イタリア製赤ワイン5本セット

■期間限定でよりどり

3本11,000円特別価格にてご提供！

対象商品の中からお好きなワインを選べます。

「お好きなワイン

よりどり3本11,000円」

※同一商品はお選びいただけません。
※なくなり次第終了となります。

限定６セット

3月18日(木）から3月29日(月）限定

赤ワインお しみ袋

4月1日(木）販売開始

3,300円1袋赤ワイン1本入り（750ml）

？
特賞はエレガンスと力強さを秘めた「ポイヤックの貴婦人」
洗練された上品さを感じるビロードのような舌触りが魅力です。

2012 シャトー・ピション・ロングウィル・コンテス・ド・ラランド
/ポイヤック（フランス製）750ml

※なくなり次第終了となります。

お値段以上のワインが
必ず当たる！！

特賞

限定

84
セット

3月18日(木）販売開始 3月18日(木）販売開始

2

3

※改装工事にともない、毎週水曜日は休業日



お問合せ先

ワインショップ・エノテカ 松山三越店
〒790-8532 愛媛県松山市一番町3-1-1 松山三越 地階食賓館
TEL 089-934-8174 / FAX 089-909-3728 

●飲酒は20歳になってから。

エノテカスタッフお気に入り！

おすすめワイン8選

2月から松山三越店に新任。
ワインのことならお任せください！

NO WINE NO LIFE！ 特に泡が
大好きで、日々ワインとグルメに
夢中♪

エノテカ4年目。お好みにピッタ
リのワインをご案内します！

ワインに携わりたくて、エノテカに
入社。ランニングも好きで、
ワインも身体も自然派（健康）志向。

現代派バローロの礎を築いた歴史的な
造り手。触れる度、ここまで胸を熱く
させる存在は他に類を見ません！

2016
バローロ・ブリック・デル・フィ
アスク
/ パオロ・スカヴィーノ
イタリア製、赤、750ml

15,400円

K フランス・ブルゴーニュを代表する銘
醸地「ジュヴレ・シャンベルタン」の
実力派！ぜひ、大きめのグラスでゆっ
たりと。

2017
ジュヴレ・シャンベルタン・
ヴィエイユ・ヴィーニュ・
/ ロシニョール・トラペ
フランス製、赤、750ml

8,580円

L

自然派ワインにこだわって造った一本。
エレガント・フレッシュさ・コクも兼ね
備えた飲み疲れしないワイン。

2018
サンセール・ソヴァージュ
/ パスカル・ジョリヴェ
フランス製、白、750ml

6,600円

N コクたっぷりのリッチな白ワイン。
トロピカルフルーツを感じる味わいや
芳醇な香りがおすすめ。

2018
グランド・リザーヴ・シャルドネ
/ ケンダル・ジャクソン
アメリカ製、白、750ml

4,950円

M

芳醇、かつ爽やかという相反する要素
を両立したシャンパーニュ！幅広いお
料理に合わせられ、ギフトにも最適な
1本。

NV
シャンパーニュ・バロン・ド・
ロスチャイルド・ブリュット
/ シャンパーニュ・バロン・ド・ロスチャ
イルド
フランス製、白泡、750ml

7,700円

G 年間生産量は約1000ケースのみとい
う稀少性で、圧倒的な果実の凝縮感と
複雑味に満ちた味わい！ご賞味あれ！

2011
ラ・ポヤ
/ アレグリーニ
イタリア製、赤、750ml

14,300円

H

「エレガントの極み！」と感激した1本。
親しみやすい柔らかな口当たりと甘み♪
そしてなんとも繊細で伸びの良い余韻。

2016
ヴォルネイ・プルミエ・クリュ・
クロ・デ・ザングレ
/ ニコラ・ロシニョール
フランス製、赤、750ml

14,850円

J春には飲みたいロゼのシャンパーニュ♪
ブドウの旨味ときれいなミネラル感がた
まらない！イチゴを入れるとテンション
UP!

NV
ヴァランタン・ルフレーヴ・ブ
リュット・
ロゼ
/ ヴァランタン・ルフレーヴ
フランス製、ロゼ泡、750ml

9,900円

I

限定12本 限定6本

限定12本

限定6本

限定12本

限定12本

限定12本

限定12本

濃い味赤ワイン６本セット
限定

36
セット

特別価格11,000円

ブドウ本来の果実味が主役の“濃い味“！
しっかりとした凝縮感がある飲み応え
たっぷりな赤ワイン6本のお得なセット！
フランス製×2、アメリカ製×1、南アフリカ製×1、
オーストラリア製×1、チリ製×1
赤×6、各750ml

4

濃い味白ワイン５本セット
限定

30
セット

特別価格11,000円

凝縮感がありコクのある白ワインは、
どんな方でも親しみやすい魅力あり！
まろやかな口当たりでリッチな仕上がり♪
フランス製×2、スペイン製×1、アメリカ製×1、
南アフリカ製×1
白×5、各750ml

5

エブリデイ！ スパークリングワイン５本セット

特別価格8,690円

「毎日でもスパークリングワインが
飲みたい！」 そんな泡好きの皆さまへ♪
爽快な飲み心地、食事との相性も抜群！
イタリア製×2、アルゼンチン製×1、
スペイン製×1、チリ製×1
白発泡×4、ロゼ発泡×1、各750ml

6
限定

24
セット

人目を惹く繊細で美しい
色調。華やかなアロマと
コクを兼備した、辛口
ロゼ・スパークリング。

NV
モノクローム・クレマン・ド・
ブルゴーニュ・ロゼ
/ パリゴ＆リシャール

フランス製、ロゼ泡、750ml

ピノ・ノワールの特徴で
ある繊細なタンニンに
よるエレガントなスタイル。

2020
アルトゥーラ・ピノ・ノワール
/ ボデガ・ノートン

アルゼンチン製、赤、750ml

まろやかで柔らかく風味
たっぷりな口当たりが
魅力。上品で重厚感のあ
るスタイル。

2018
サンタ・クリスティーナ・
キャンティ・スペリオーレ
/ アンティノリ

イタリア製、赤、750ml

2,970円

オーガニック栽培で造ら
れた、フレッシュな果実
の味わいと洗練された
ミネラルが魅力の1本。

2019
リースリング・トロッケン
/ ヴィットマン

ドイツ製、白、750ml

テーブルワインの域を
超えたクオリティ。華やか
なアロマが香る、フード
フレンドリーな白ワイン。

2018
ル・プティ・クルセン・
レ・コピン
/ マリー・エ・シルヴィー・クルセル

フランス製、白、750ml

2,970円 1,980円

「タンゴ」を踊る美しい
ラベルが人気。土着品種
トロンテスを使用した、
香り豊かで爽やかな1本。

NV
ロ・タンゴ・トロンテス
/ ボデガ・ノートン

アルゼンチン製、白、750ml

2,200円 2,750円 2,530円

A B C

D E F

限定

12本
限定

12本
限定

12本

限定

12本
限定

12本
限定

12本

春ワイン６選 春にぴったり！
桜の季節におすすめのワイン！


