ご注文書 【ヴィノラム・ヴァリュー V.V.3000】 6本セット
20,000円（税込：21,600円） 送料無料！
（クール便ご希望の場合は別途648円（税込）かかります）

3000円前後でご購入いただけるヴァリューワインを、各生産地よりヴァラエタル豊かに取り揃えました。
週末の食卓に、ホームパーティに、さりげないプレゼントに・・・
リュクスで、暮らしが華やぎ、心が潤うワイン。 そんなワインを送料無料のお得な6本セットでお届けします。
【 2018年 春 （3月～4月末日） 】
セット名（NO）

NO1：泡・白 ／ NO2：ロゼ ／ NO3：赤

数量

合計金額

ご連絡先

お名前

（日中ご連絡の取れる番号）

〒
お届け先ご住所
メールアドレス

お届け先電話番号

お届けご希望日
お支払方法

月

日（

）AM・14-16時・16-18時・18-20時・19-21時 ／ 土日希望 ／ いつでも

振込（ご入金確認後のお届け）

／ 代金引換（手数料別途432円）

クール便利用（利用の場合は〇）クール代別途648円

通信欄

【NO.1】 華やぐ泡＆白 ６本セット （泡2本、各地の白4本の6本セット）
セット内容

ワイン名

ポール・ショレ

クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ブリュット

Paul CHOLLET

Crémant de Bourgogne "Blanc Brut"

ヴァンサン・カレーム

ヴーヴレ ブリュット

Vincent CARÊME

Vouvray, Brut

ガショ・モノ

ブルゴーニュ・ブラン

GACHOT-MONOT

Bourgogne Blanc

グラーヴ

シャトー・カルヴィモン ブラン

Graves

Ch.Calvimont Blanc

テヌータ・ロヴェリア

ルガーナ リム

Tenuta ROVEGLIA

Lugana "Limme", D.O.C.

ソーター

プラネット・オレゴン シャルドネ

SOTER

Planet Oregon, Chardonnay

地域

商品CD VV3000-001

TYPE

ブルゴーニュ
Bourgogne

泡

シャルドネ

ロワール
Loire Touraine

泡

シュナン・ブラン 繊細な泡、南国のフルーツのニュアンス

白

シャルドネ

長期熟成による上質でスムースな泡

エレガントで柑橘系のフレーバーも

白

セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン

ヴェネト
Veneto

白

トレッビアーノ

オレゴン
Oregon

白

シャルドネ

フルーティ＆ミネラリー

地球（プラネット）に優しいワイン

【NO.2】 春色のロゼ ６本セット （ロゼ2本、軽やかな白・赤を各2本 の6本セット） 商品CD
セット内容

ワイン名

シャトー・ド・ミニエール

ビュル・ロゼ・ド・ミニエール （ブルグイユ）

Château de Minière

Bulles Rosé de Minière - Bourgeuil

アルフォンス・メロ

サンセール ロゼ ラ・ムシエール

Alphonse MELLOT

Sancerre Rosé, La Moussière

ガショ・モノ

ブルゴーニュ・ブラン

GACHOT-MONOT

Bourgogne Blanc

モンシー

シュヴェルニー クロ・デサンドレ

MONTCY

Cheverny, Clos des Cendres

コテルレ

サン・ニコラ・ド・ブルグイユ レ・ペルーシュ

COTELLERAIE

St.-Nicolas-de-Bourgueil, Les Perruches

ソーター

プラネット・オレゴン ピノ・ノワール

SOTER

Planet Oregon, Pinot Noir

【NO.3】 くつろぎの赤 ６本セット
セット内容

ビュル・ルージュ・ド・ミニエール （ブルグイユ）

Château de Minière

Bulles Rouge de Minière - Bourgeuil

コテルレ

サン・ニコラ・ド・ブルグイユ レ・ペルーシュ

COTELLERAIE

St.-Nicolas-de-Bourgueil, Les Perruches
クロー・ルージュ

Raymond USSEGLIO & Fils"Claux Rouge" Côtes du Rhône
カネ・ヴァレット

ユンヌ・エ・ミル・ニュイ

CANET VALETTE

Une et Mille Nuits

ソーター

プラネット・オレゴン ピノ・ノワール

SOTER

Planet Oregon, Pinot Noir

ポール・ドラン

カベルネ・ソーヴィニヨン

Paul Dolan

Cabernet Sauvignon

ご注文受付

ロワール
Loire Touraine
ロワール
Loire Central

VV3000-002

TYPE
ロゼ・泡 カベルネ・フラン フレッシュなベリーを感じるドライなロゼ
ロゼ

ピノ・ノワール 繊細でスパイシー、やわらかく力強いボディ

白

シャルドネ エレガントで柑橘系のフレーバーも

ロワール
Loire Touraine

白

ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ

ロワール
Loire Touraine

赤

カベルネ・フラン 凝縮した果実味とシルキーな口当たり

オレゴン
Oregon

赤

ピノ・ノワール

（ヴァラエタル豊かな赤6本セット）

ワイン名

シャトー・ド・ミニエール

レイモン・ユッセグリオ

地域

ドライなボルドーワイン

地域

美しいミネラル

フレッシュでシルクのように滑らか

商品CD VV3000-003

TYPE

ロワール
Loire Touraine

赤・泡

カベルネ・フラン

カシスの風味、しっかりした骨格

ロワール
Loire Touraine

赤

カベルネ・フラン

凝縮した果実味とシルキーな口当たり

ローヌ南
South Rhone

赤

グルナッシュ

サン・シニアン
Languedoc St.-Chinian

赤

シラーなど

オレゴン
Oregon

赤

ピノ・ノワール

メンドシーノ
Mendocino

赤

カベルネ・ソーヴィニヨン バランスよく味わい豊か

株式会社 ヴィノラム

黒い果実の複雑なアロマ、豊かなコクと深み
フィネスとエレガンス、ブラックベリーの果実味
フレッシュでシルクのように滑らか

FAX03-3562-1617

※セットの内容、ヴィンテージは、予告なく変更になる場合がございます。
※在庫は絶えず変動しています。完売の場合はご容赦ください。
株）ヴィノラム03-3562-1616

