2022 SUMMER

ine
テレフォンオーダー
election
0120-95-7886

S

受付時間：午前10時〜午後5時

ワインセレクション

承り期間

配送のみ

5月12日 木 〜 22日 日

お届け予定日

6月上旬からクール便で

順次配送いたします。

バイヤーいち押し！ 特別セット

ワインセレクション特別企画！格上アペラシオンのオーメドック、
コートドブール、
コートドブライ、
シュペリュール入りのお買い得感満載の12本セット。

1

891-923

ボルドー金賞受賞
赤ワイン12本セット

150点限り

獲得した金賞の数は驚異の合計20個！
コンクールやワインガイドで金賞を受賞したボルドー産
赤ワインの6本セット。

2

9,900円

891-933

合計20金獲得！
金賞ボルドー
赤ワイン6本セット

100点限り

シャトー グラン シャン2019、
シャトー
デ ュ ク ロ ー ゼ 2018、
シャトー カスタ
ニ ャ ッ ク2018、
シャトードーリベイ
2019、
シャトー ド リ2019、
シャトー ラ
モーベルト ルージュ 2019、
シャトー ポ
ルタル2018、
シャトー バロン ド レピヌ
2015、
シ ャ ト ー ラ グ ラ ン ド ノ ーヴ
2016、
シャトー デ オージエ2015、
シャ
トー ラキュール2016、
シャトー コンテ
セギュール2016
（2020年リヨン国際コ
ンクール金賞受賞 ほか）
赤×12、
各750ml、
フランス製

5,500円

シャトーギレームドメストレ
2018、
シャトー レ サブロネ ラ ポ
ション マジック2019、
シャトー
フェレール2018、
シャトー オー
サリック2019、
シャトー ラ オー
ト ブランド2018、
シャトー オー
ナドー 2018
（2020年ボルドー
コンクール金賞受賞ほか）
赤×6、
各750ml、
フランス製

とにかくお買得！！ワンランク上のデイリーワイン特集
選りすぐりの濃厚な味わいの赤ワインをセレクト。
タンニンしっかり、果実味たっぷりワインをご用意しました。

3

891-943

味わい濃厚赤ワイン6本セット
60点限り

5,500円

ドメーヌ アラン ブリュモン/マリアンヌ ルージュ、
ラ・クロワザード/レ
ゼルヴ カリニャン ヴィエイユ・ヴィーニュ、
ゾーニン/クラシチ カベル
ネ フリウリ、
ウンドラーガ/ユーバイウンドラーガカベルネ・ソーヴィニ
ヨン、
ウンドラーガ/アルタ・ロマ カベルネ・ソーヴィニヨン、ウィス
パーズ/カベルネ・シラーズ
赤 6、
各750ml、
フランス・イタリア・チリ・オーストラリア製

格上アぺラシオンのグラーヴも入った、
和食にもぴったりの辛口白ワインセット。

6

891-973

格上入り！フランス・ボルドー
金賞受賞白ワイン６本セット
60点限り

6,600 円

シャトー ピコナ ブラン2018、
クルノーブル ブラン2018、
シャトー マンヴィ
エル ブラン2019、
シャトー グラン パスコー ブラン2020、
シャトー ピエール
ルーセル ブラン2020、
シャトー オー クールノー キュヴェ トラディション
ブラン2018
（2019年ジルベール＆ガイヤール金賞受賞 ほか）
白 6、
各750ml、
フランス製

乾杯はやっぱりスパークリングワイン！
夏のシーンに大活躍のセットです。

4

891-953

ワールドスパークリング
飲みくらべ６本セット
60点限り

5,500円

ルナ ジェナ/スパークリング ブリュット、
ドラーテン/リースリング スパーク
リング エクストラ ドライ、
ペレ ベントゥーラ/モナ ブリュット、
ジャン アル
シャンボー /ブラン ド ブラン、
マスティオ・ロッジア/グラン キュヴェ スプマ
ンテ ブリュット、
ベッリーニ/スプマンテ ブリュット ピノ・シャルドネ
白発泡 6、各750ml、フランス・イタリア・ドイツ・スペイン・チリ製

爽やかな酸味タイプあり、濃厚でふくよかな果実味タイプあり、
樽熟タイプあり。
多種多様なタイプの６本セットをご用意しました。

7

891-983

世界の
「シャルドネ」
飲みくらべ6本セット
60点限り

6,600 円

ラ・クロワザード/レゼルヴ シャルドネ、
ゾーニン/クラシチ シャルドネ
フリウリ、
ウンドラーガ/ユー バイ ウンドラーガ シャルドネ、
アルジェ
ント/シャルドネ、
ウィスパーズ/シャルドネ、
ボッシェンダル/ジャン
ガルド シャルドネ
白 6、
各750ml、
フランス・イタリア・チリ・アルゼンチン・オーストラリア・
南アフリカ製

世界中で大流行のオレンジワイン入り。
自然の力を借りながら
伝統的な製法でつくられたナチュラルワインをお楽しみください。

5

891-963

天然酵母で造られた赤白オレンジの
オーガニックワイン3本セット
60点限り

5,500円

ザンボン/メルロ ヴルカーノレ・チーメ、
ザンボン/ガルガーネガ ヴル
カーノ、
アグリコラ ヴィラ/ジビル
赤 1、
白 2、
各750ml、
イタリア製

人気のキャンティほか、バラエティーに富んだイタリアワインの
魅力が楽しめるボリュームセット。

8

891-993

D.O.C.G.格付＆ダブル金賞受賞＆
金賞受賞入りイタリアワイン8本セット
120点限り
円

6,600

キアンティ ロッジャ コンテ、
カノーヴァ ブリュット、
リオーネ デル
ファルコ ロッソ、
リオーネ デル ファルコ ビアンコ、
リオネ ディ ドー
ジ リゼルヴァ モリーゼ、
ナティヴォ インツォリア、
ナティヴォ プリ
ミティーヴォ、
イゾラ カベルネ・ソーヴィニヨン
（2019年サクラアワードダブルゴールド受賞 ほか）
各750ml、
イタリア製
赤 5・白 2・白発泡 1、

※20歳未満の方の飲酒は法律により禁止されております。※20歳以上であることを確認できない場合、
酒類を販売しません。

⑨〜⑰のセットは

送料無料

世界各国から多彩な味わいのワインが大集合
イタリアワインの王様 バローロ、ヴェローナの宝石 アマローネを
含む、パワフルな味わいの赤ワインをセットにしました。

9

891-003

バローロ、
アマローネが入った
濃厚イタリア赤ワイン６本セット
60点限り

11,500 円【送料無料】

レヴェルサンテ/バローロ、
モンティゴーリ/アマローネ デッラ ヴァルポ
リチェッラ 、
ボジオ/コスタ ドルタ バルベーラ アパッシメント、
ピロー
ヴァノ/コッレツィオーネ カベルネ アパッシーテ、
ピローヴァノ/コッレ
ツィオーネ ネロ・ダーヴォラ、
フィッリアート/エンポリオ ロッソ
各750ml、
イタリア製
赤 6、

人気のソムリエ古閑氏がセレクト。
イタリアの品種の
多様性や産地による味わいの違い、小規模生産者の
丁寧に造られたワインを楽しめるセットです。

12

891-033

イタリア銘醸ワイン産地をめぐる
赤・白６本セット
30点限り

12,500 円【送料無料】

ファットリアフニャーノ/キアンティ コッリセネージ、
フェルルッ
チョデイアーナ/カレル、
コロッネッラ/バロッコ リゼルヴァ モンテプ
ルチァーノ ダブルッツォ、
ミッツォン/ヴァルポリチェッラ、
フェル
ルッチョデイアーナ/ドンニカリア ヴェルメンティーノ、
コロッネッ
ラ/ピノグリージョ
各750ml、
イタリア製
赤 4・白 2、

イタリアを代表するトップワイナリー３社の代表銘柄が共演。
イタリア好きにはたまらない飲みくらべセットです。

15

891-063

イタリアトップワイナリー
D.O.C.G.最高格付3本セット
24点限り

25,000 円【送料無料】

ボルゴーニョ /バローロ2017、
マァジ/コスタセラ アマローネ リゼル
ヴァ 2016、
ラジェルラ/ブルネッロ ディ モンタルチーノ2015
赤 3、
各750ml、
イタリア製

フランスを代表する銘醸地ブルゴーニュから、人気のシャブリ
３種類を含む高品質な白ワインをセレクトしました。

世界中で愛されるシャンパーニュの名門「アヤラ」
を筆頭に、
各国を代表するスパークリングワインをセットにしました。

10

11

891-013

人気のシャブリを含む
ブルゴーニュ白ワイン5本セット
60点限り

12,100円【送料無料】

クロティルド ダヴェンヌ/シャブリ2019、
カーヴ クロダン ブシー /
シャブリ2019、
ドメーヌ フルニヨン/シャブリ2018、
ドメーヌ サン
ジェルマン/ブルゴーニュ ブラン2018、
ルイ ジョセ/ブルゴーニュ
シャルドネ2020
白 5、
各750ml、
フランス製

世界中のシャンパーニュラヴァ―を魅了する最上位格付けの
グラン・クリュ
（特級）のみを厳選しました。

13

シャンパーニュ グラン・クリュ
飲みくらべ3本セット
24点限り

891-043

20,900円【送料無料】

ムニュエル ボネ/グラン・クリュ ブラン・ド・ブラン キュヴェ ド レセ
ルヴNV、
アンドレ ジャカール/メニル エクスペリエンス エクストラ
ブリュット ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ NV、
ポール クルエ/ブリュット
グラン・クリュNV
白発泡 3、
各750ml、
フランス製

2015年産メドック格付第2級シャトーのセカンドワインと、
2018年産サンテミリオン グラン・クリュ格付のセカンドワインを
セレクト。上質な味をお楽しみください。

16

”メドックVSサンテミリオン”
ボルドー良年ヴィンテージ
セカンドワイン赤6本セット
12点限り

891-073

36,500 円【送料無料】

ル ドラゴン ド クアントゥス2018、
モンド2018、
クロワ カルディナ
ル2018、
レ ゼ ルヴ ド ラ コ ン テ ス2015、
サルジェ ド グリュオ ラ
ローズ2015、
マルキ ド コンブ2015
赤 6、
各750ml、
フランス製

891-023

シャンパーニュ
「アヤラ」
入り
辛口スパークリング６本セット
36点限り

12,500円【送料無料】

アヤラ/ブリュット マジュールNV、
ヴーヴアンバル/ブリュット メ
トード トラディッショネルNV、
ヴーヴアンバル/ヴーヴ ド シャレン
ヌ ブリュット グラン・レゼルヴNV、
ゾーニン/プロセッコ スペシャル
キュヴェ ミレジマート、
ウンドラーガ/スパークリング ブリュット
NV、
ウィスパーズ/ブリュット キュヴェNV
各750ml、
フランス・イタリア・チリ・オーストラリア製
白発泡 6、

ワイナリー設立50周年を記念しリリースされた
プレミアムワイン
「マエストロ」
をはじめモダンスタイルの
カリフォルニアワインをセットにしました。
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891-053

「ロバート・モンダヴィ」
カリフォルニアプレミアムセット
24点限り

22,000円【送料無料】

マエストロ 2016、
ピノノワール 2018、
シャルドネ 2017、
オークビ
ルヒュメブラン 2018
赤 2・白 2、
各750ml、
アメリカ製

グレートヴィンテージ2018年シャトーラフィットほか、
フランス・
ボルドーワインの最高峰が一堂に会した特別なセットです。

17

891-083

フランスワインの最高峰！メドック
格付第１級5大シャトーセット（木箱入り）
2点限り

495,000 円【送料無料】

シャトー マルゴー 2017、
シャトー ムートンロートシルト2017、
シャトー オーブリオン2017、
シャトー ラフィット ロートシルト
2018、
シャトー ラトゥール2012
赤 5、
各750ml、
フランス製

テレフォンオーダー
0120-95-7886 受付時間：午前10時〜午後5時
6月上旬からクール便で順次配送いたします。
5月12日 〜 22日
承り期 間

木

日

お届け予定日

お支払い・お届けについて ※商品の特性上、ご注文後のキャンセル、お取り替え、ご返品は承れません。あからじめご了承ください。

※お支払いは、エムアイカード プラス・三越 M CARD・MICARD・伊勢丹アイカード決済にて承ります。
詳しくは係員にお問い合わせください。※代金引換でのお支払いは承れませんので予めご了承ください。※お届けに
は1セットごとに別途送料
【県内】
1,188円
【県外】
1,210円〜2,310円を頂戴いたします。※配送のみの承りとさせていただきます。
※島しょ部など、
一部お届けできない地域がございます。※商品はすべてエムアイポイント
（1%）
対象商品です。
（エムアイカード各種のご優待は除外とさせていただきます。
）※掲載の商品は数量に限りがございますので、
品切れの節はご容赦ください。※掲載商品は簡易包装でのお届けのみとなります。※記載の価格は
消費税を含む総額にて表示いたしております。※天候や交通などの事情により、
指定期間内のお届けが困難となる場合がございます。
予めご了承ください。※ワインのビンテージ、
ラベル及びキャップシール等は異なる場合
がございます。

※20歳未満の方の飲酒は法律により禁止されております。
※20歳以上であることを確認できない場合、
酒類を販売しません。
【酒類販売管理者標識】販売場の名称及び所在地:株式会社松山三越 愛媛県松山市一番町3丁目1番地1/酒類販売管理者の氏名: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

