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TEL.093-522-2006

お問合せ

自然を尊重した葡萄栽培と伝統的
なワイン造り。1939年から葡萄
栽培にかかわってきたヴァレット
家が生み出すピュアで地球環境
に優しいヌーヴォーです。

〈ドメーヌ・デュ・ペール・
オーギュスト〉
ボジョレー・ヴィラージュ・
ヌーヴォー

750ml 3,080円

創業130周年を誇るブルゴーニュ
の老舗ワイナリー。いち早くヌー
ヴォーを瓶詰めして売り出した、原
点とも言えるヌーヴォーがこのワ
イン。世界中に多くのファンを持
つヌーヴォーです。

〈ジョセフ・ドルーアン〉
ボジョレー・ヴィラージュ・
ヌーヴォー

750ml 3,300円

17世紀から続く家族経営のドメー
ヌ。化学薬品・除草剤の不使用、自
然酵母の採用、低収量で完熟した
ブドウの収穫など、できるだけ自
然かつ高品質なワイン造りを実践
し、フランスのみならず世界中で
極めて高い評価を獲得しています。

〈ピエール・マリー・
シェルメット〉
ボジョレー・ヌーヴォー・
レ・グリオット
Ⓐ375ml 2,255円

老舗の名門が造る定番ヌーヴォー。
果実味だけを楽しむのではなく、
もっと深い味わいを出すために、
ヌーヴォーとしては非常に長く醸
造時間をかけ、その味わいは素直
で深みがあり、力強いワインとな
ります。

〈ルイ・ジャド〉
ボジョレー・ヴィラージュ・
プリムール

パリの三ツ星レストラン〈タイユ
ヴァン〉が選ぶ高品質のボジョ
レー・ヌーヴォー。古樹のブドウか
ら造られる、フレッシュかつコクの
ある上品な味わいが魅力的です。

〈タイユヴァン〉
ボジョレーヴィラージュ・
ヌーヴォー・ヴィエイユ・
ヴィーニュ

ナチュラル・ワインの父とも呼ばれ
る造り手マルセル・ラピエールの
遺志を継いで妻と息子が造るヌー
ヴォーです。天然酵母がもたらす
グラスから溢れる様な赤系果実の
香りと旨味が特徴です。

〈シャトー・カンボン〉
ボジョレー・ヌーヴォー
“M.ラピエール”

750ml 4,180円

小倉井筒屋

TEL.083-902-1070山口井筒屋

年に一度のボジョレー・ヌーヴォー。ヴィラージュ、ヴィエイユ・ヴィーニュなどの
ワンランク上のヌーヴォーを中心に厳選いたしました。

https://www.izutsuya-online.co.jp/
全てオンラインショッピングでも承ります。

■承り期間 10月4日（月）～11月8日（月）※オンラインショッピングでは配送のみの承りとなります。※お届け日等については、上記サイトにて内容をご確認ください。

◎お申込み期間：10月4日（月）～11月14日（日）
◎お渡し日：11月18日（木）～12月5日（日）

井筒屋 ボジョレー・ヌーヴォーご予約承り

2021

限定数60 限定数36Ⓑ750ml 3,685円
限定数24

Ⓐ375ml 2,090円
限定数60Ⓑ750ml 3,850円
限定数48 Ⓐ375ml 2,200円

限定数60Ⓑ750ml 3,960円
限定数48

限定数36

限定数60

本館地階 「美・食館」和洋酒、WINE古武士屋

地下１階 和洋酒

担当／上中・坂本

担当／松永
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本 ※ご記入いただいた個人情報は
　他の目的での使用はいたしません。

ご予約申込書
お名前 ふりがな

ご住所 〒　　　　　ー

ご連絡先

　　　　　　（　　　　）　

お申込み日 担当者　　　　　月　　　日

様 　　済　・　未　　（No.　　　　　　　　）

備考欄

ご入金

  お持帰り・ご配送・代引 　ご自宅用・ご進物

●ご配送、代金引換配送につきましては、11月19日（金）のお届け予定とさせていただきます。（福岡県
　内など）ただし、指定地域のみになります。遠方へご配送・配送日のご指定など、ご不明な点は店頭に
　てご確認ください。
●商品の性質上、お預り期限は、12月5日（日）までとさせていただきます。期限を過ぎたものはキャンセル
　扱いとさせていただきます、予めご了承ください。
※掲載商品の表示価格は本体価格に消費税を含んだ価格です。　※数量に限りがございますので、品切れの際はご了承くださいませ。
※20歳以上の年齢であることが確認できない場合には、酒類の販売はいたしません。
※航空便の商品は、天候・交通・政治事情により遅れる場合がございます。
※商品のラベルは実際の商品と異なる場合がございます。　※ご進物でお買上げの際は、別途箱代を頂戴いたします。

ご
注
文
数

お
客
様
ご
記
入
欄

平均樹齢55年の厳選した葡萄
畑から、特に細心の注意を払い
栽培され、手摘みで収穫、厳しく
選りすぐられた最高の葡萄から
造られます。蝋で封された〈タイ
ユヴァン〉の選ぶ、最高級のヌー
ヴォーです。

〈タイユヴァン〉
ボジョレー・ヴィラージュ・
ヌーヴォー ラ・グランド・
キュヴェ ギフトボックス入

750ml 11,000円
ロワール地方で造られる、白ワ
インのヌーヴォーです。〈ドメー
ヌ・ランドロン〉は自然栽培を実
践しています。ミネラル感、酸味
や果実味の美しいバランスが見
事に表現された白ワインです。

〈ドメーヌ・ランドロン〉
ミュスカデ・ヌーヴォー・
グラン・ド・レザン

白ワイン、750ml

白ワイン、750ml

3,520円

ブルゴーニュの地で認められた
日本人醸造家、仲田晃司氏。ワイ
ンを造る三大要素「天・地・人」を
追求し、樹齢70～80年の古樹か
ら造られるヌーヴォーです。現代
美術家ジェラール・ピュヴィスの
絵をモチーフにした特製ラベル
です。

〈ルー・デュモン〉
ボジョレー・ヌーヴォー・
ヴィエイユ・ヴィーニュ

昔ながらの造りを今に再現。完
熟葡萄を選りすぐって造られる
特別キュヴェで凝縮した果実味
が特徴。キャップは蝋で固められ
ており、数年ほど熟成させても楽
しめるヌーヴォーです。

〈ポール・サパン〉
ボジョレー・ヌーヴォー・
キュヴェ・トラディション

750ml

ロマネ・コンティの醸造長にとい
う依頼を断った伝説の人物、フィ
リップ・パカレの造るヌーヴォー
です。無農薬の良質なぶどうだ
けを選別しています。ぶどうの
重みで自然に搾られたエキスの
みで造られ酸化防止剤を一切
使っていません。

〈フィリップ・パカレ〉
ボジョレー・ヴァン・ド・
プリムール

750ml 4,510円

「セントネル」はフランス語で100
年の意味。その名の通り樹齢
100年以上の葡萄から造られま
す。栽培が非常にデリケートで、
収穫量が限られているため毎年、
3000本ほどしか造られない希
少なヌーヴォーです。

〈ジャン・マルク・ラフォン〉
ボジョレー・ヴィラージュ・
ヌーヴォー・キュヴェ・
セントネル 木箱入

750ml 5,500円
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限定数24

限定数36 限定数36

限定数36 限定数36

本
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⑨

※ご記入いただいた個人情報は他の目的での使用はいたしません。

お客様名

様 月　　　日

承 り 日  ご 入 金

済  ・ 未

担 当 者

ご予約申込書お客様控え

4,290円

7 98

121110

（本体価格2,800円）3,080円 本 3,300円（本体価格3,000円） 本
（本体価格3,350円）Ⓑ3,685円
（本体価格2,050円）Ⓐ2,255円

（本体価格3,500円）Ⓑ3,850円
（本体価格1,900円）Ⓐ2,090円

本
本

本
本 4,180円（本体価格3,800円） 本

4,290円（本体価格3,900円） 本 4,510円（本体価格4,100円） 本

5,500円
（本体価格5,000円）

11,000円
（本体価格10,000円）

マコネ地区の厳選されたシャル
ドネ品種を使用し、自社にて丹念
に醸造した、少量生産の白ワイン
のヌーヴォーです。フレッシュ&フ
ルーティーでみずみずしい味わ
いが毎年、好評をいただいてお
ります。

〈ルイ・ジャド〉
マコン・ヴィラージュ・
プリムール

3,850円
限定数48

13

（本体価格3,800円）Ⓑ4,180円
（本体価格2,300円）Ⓐ2,530円

本
本

（本体価格3,600円）Ⓑ3,960円
（本体価格2,000円）Ⓐ2,200円

本
本

Ⓐ375ml 2,530円
限定数36Ⓑ750ml 4,180円
限定数24

本 本⑫ 3,520円
（本体価格3,200円） ⑬ 3,850円

（本体価格3,500円）
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