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2012 年 9 月 10 日 

報道関係者各位 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が展開するワイン専門通販「My Wine CLUB 

（マイワインクラブ）」では、2012 年 11 月 15 日のボジョレー・ヌーヴォー解禁に向けて、インターネ

ットでの先行予約を開始しました。 

 

ボジョレー・ヌーヴォーは、その年の秋季にフラン

スブルゴーニュのボジョレー地区で収穫されたガメイ

種と呼ばれるブドウで造られ、11 月の第 3 木曜日に飲

用が解禁される新酒です。12 月 10 日までに出荷が終了

してしまうため、その年のヌーヴォーを入手できるの

は限られた数週間だけです。普段ワインをあまり飲ま

ない人もボジョレー・ヌーヴォーはイベントのように

楽しみにしている人も多く、新酒らしい軽やかなでフ

ルーティーな飲み口は、どんな料理にもぴったりです。 

 

今年のボジョレー地区は 3 月から 6 月まで温暖で乾

燥した好天が続き、4月には夏のような気候でブドウ畑

の開花も早めとなりました。高い気温と乾燥はブドウの果皮を厚くすることから、今年のボジョレー・

ヌーヴォーは香りが高く、色の濃いワインになると予想されています。 

 

「マイワインクラブ」では、今年も生産者や稀少価値にこだわ

ったボジョレーを各種取り揃えました。また、イタリアや日本の

新酒も販売します。さらに今年はインターネット限定で、手軽に

生ハムとの新酒のマリアージュが楽しめる『生ハム・グリッシー

ニと新酒 3種 3本飲み比べ＆マリアージュ満喫セット』も用意し

ています。 

 

ベルーナおよびワイン専門通販「マイワインクラブ」では、“お

客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスを提供する”という

経営理念の実現に引き続き取り組んでまいります。 

 

■本件に関するお問い合わせ先■     株式会社ベルーナ 経営企画室 （広報担当：伊藤） 

TEL：048-771-7753  FAX：048-775-6063   MAIL： pr-belluna@belluna.co.jp 

〒362-8688 埼玉県上尾市宮本町 4-2 

『生ハム・グリッシーニと新酒 3種 3本飲み比べ＆マリアージュ満喫セット』 

＜11 月 15 日解禁＞ 2012 ボジョレー・ヌーヴォー 予約受付中 
 

今年は色と香りが豊かなヌーヴォーとの予想 

インターネット限定で新酒と生ハムのマリアージュ満喫セットも販売 
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【商品概要】 

 予約方法  ：ワイン通販専門サイト 「My Wine CLUB」(http://mywineclub.com） 

   ワイン専門通販カタログ「My Wine CLUB」 

 解禁日お届け受付締切日：（ネット） 2012 年 11 月 11 日（日）12：00 

（電話・FAX)  2012 年 11 月 10 日（土） 

（ハガキ） 2012 年 11 月 2 日（金）当社必着 

※一部地域は締切日が異なります 

 お客様からのお問い合わせ先：0120-559-950 

 

【新酒】 

商品名 

（タイプ／容量） 
産地 

価格 

（税込）
お届け予定日 特徴 

リヨン杯受賞 

ボジョレー・ヌーヴォー＆ 

ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー 

飲み比べ 2012 6 本セット 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ/赤/各 750ml） 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ/赤/各 750ml） 

10,800 円 

ボジョレー・ヌーヴォー・コ

ンクール リヨン杯 2011 に

おいて、最高金賞と銀賞を受

賞した 2 種類のワインを贅

沢に飲み比べできるセット

です。 

ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー 

2012 ドメーヌ・ド・コレット 6 本セット 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ/赤/各 750ml） 

9,980 円 

2011 年度のヌーヴォー売上

No.1 となったマイワインク

ラブでもっとも人気のヌー

ヴォー。グリーン・ハーベス

トという特別な栽培法で育

てられたワインです。 

ボジョレー・ヌーヴォー古樹 2012 

ピエール・オリヴィエ 飲み比べ 2 本セット 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ/赤/750ml） 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ/赤/750ml） 

3,980 円 

樹齢 40～50 年の樹から収穫

したブドウを使用。ひとつひ

とつの実に養分が集まって

います。 

ボジョレー・ヌーヴォー・ロゼ 2012 

3 本セット 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ/ﾛｾﾞ/各 750ml） 

5,480 円 

ロゼの新酒醸造を許可され

ている地域は少ないため、希

少価値の高いロゼ・ヌーヴォ

ーです。 

マコン・ヴィラージュ・ヌーヴォー＆ 

ボジョレー・ヌーヴォー・ロゼ 2012 

2 種 6 本セット 

（AC ﾏｺﾝ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ/白/各 750ml） 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ/ﾛｾﾞ/各 750ml） 

フランス 

9,980 円 

11 月 15 日（木）

年々人気の高まる生産量が

少なく希少なロゼ・ヌーヴォ

ーと白ワインの銘醸地マコ

ネ地区で生産されたシャル

ドネから生まれた白ヌーヴ

ォーのお得なセット。 

ヴィーノ・ノヴェッロ 2012 

テヌータ・サンターナ 6 本セット 

（IGT/赤/各 750ml） 

イタリア 9,980 円 11 月 6 日（火）

メルローとカベルネ・ソーヴ

ィニヨンを使い、ボジョレー

とはひと味違った凝縮感あ

る果実味とやさしい酸味が

魅力。 

かざま甲州辛口 

2012 年新酒 3 本セット 

（辛口/白/各 720ml） 

日本 4,830 円 11 月 3 日（土）

日本固有品種の「甲州」が持

つ繊細な味わいは、和食はも

ちろん、どんな料理にも調和

します。 
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【新酒と生ハム・グリッシーニのセット】 

 商品名 ：生ハム・グリッシーニと新酒 3種 3本飲み比べマリアージュ満喫セット 

 販売価格 ：5,980 円（税込・送料無料） 

 コンセプト ：新酒 3 本に、イタリアパルマ産長期熟成生ハムとイタリアパン「グリッシーニ」をつけた、

手軽にマリアージュを楽しめるセット 

 購入方法 ：ワイン通販専門サイト「My Wine CLUB」(http://mywineclub.com） 

※インターネットのみ 

 セット内容 ：ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー '12 P・ミスレイ 

（AC ボジョレー・ヴィラージュ/赤/750ml） 

ボジョレー・ヌーヴォー '12 ウリッス・ジャブレ 

（AC ボジョレー・ヴィラージュ/赤/750ml） 

ヴィーノ・ノヴェッロ '12 テヌータ・サンターナ（イタリア IGT/赤/750ml） 

イタリア 長期熟成生ハムスライス（100g） 

グリッシーニ トラディショナル（125ｇ） 

グリッシーニ ガーリック（125g） 

 

【My Wine CLUB（マイワインクラブ） 概要】 

 創刊  ：1999 年 

 輸入本数  ：約 310 万本（2011 年度） 

 取扱商品数  ：約 3,600 

 カタログ発行 ：年 4～5 回（季刊） 

 Web サイト  ：http://mywineclub.com 

 

【会社概要】 

 会社名 ：株式会社ベルーナ 

 代表  ：代表取締役社長 安野 清 

 本社  ：埼玉県上尾市宮本町４番２号 

 ホームページ ：http://www.belluna.co.jp 

 設立  ：1977 年 6月 

 資本金 ：10,607 百万円 

 事業内容 ：総合通販事業、専門通販事業、ソリューション事業、ファイナンス事業、 

   プロパティ事業、その他の事業 


