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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）」において、アルゼンチントップクラスのワイナリーと共同開発したプライベートブラン

ドワイン（PBワイン）『コンドール・アンディーノ』シリーズ4種を、6月16日より販売したところ、発売

から約2.5ヶ月で16,626本（※1）を売上げました。普段は年間コースでフランス、イタリアなどの伝統的な

産地のワインを楽しんでいるお客様からも、『コンドール・アンディーノ』は多くの注文があり、デイリー

に楽しむワインとしての位置づけを獲得しているようです。また、当初計画通りに安定した注文数を獲得し

ていることから、既に7,800本の追加発注も行っています。 

 

そこで、マイワインクラブでは、一定の品質とリーズナブルな価

格で、食卓にちょっとしたリッチ感を添えられる“新世界ワイン”

への注目度は今後も高まると考え、9 月 15 日より（※2）新商品 5

種を発売し、シリーズを拡充します。また、徐々に消費マインド

が回復基調にあることから、5種のうち3種は、低価格ながらも

少しリッチ感を増した上級シリーズ『コンドール・アンディー

ノ・レセルバ』として展開します。上級シリーズは、畑の中でも

日当たりや土壌が良いところのぶどうを使用するなど、厳しく選

別したぶどうから造られています。 また、短期間ですが樽熟成

を施しています。 

 

今回発売する5種は、デイリーに楽しめる1本あたり税込830円

（※3）という価格を維持した赤・白各 1 種と、『コンドール・アン

ディーノ・レセルバ』というブランド名で、厳選したぶどうを使って造られた上級シリーズ3種です。上級

シリーズも 1 本あたり税込 1,260 円（※3）という、PB ワインならではの低価格を実現しています。また、ま

とめ買いニーズが高いことから、複数の商品を組み合わせたセット販売で展開します。 

 

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

スの提供”いう経営理念の下、お客様の生活に彩りや豊かさを添える、美味しくてお手ごろ価格のワインを、

今後も提供し続けてまいります。 
※1：9月7日時点の通販・卸販売の合計出荷本数。 

※2: カタログでの発売予定日。ネットでは先行販売しております。 

※3：セット販売価格から換算した1本あたりの参考価格です。1本での販売はしておりません。 

■本件に関するお問合せ先■     株式会社ベルーナ 経営企画室 （広報担当：千葉・川崎） 

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 

プチリッチな“家飲み”ニーズを捉えた日本初の PB ワイン 

発売 2.5 ヶ月で売上本数 16,000 本を突破 
9 月 15 日より上級シリーズの販売を開始し、ラインナップを拡充 

2 年連続ワイン通販 国内売上高ナンバー1 「My Wine CLUB」にて 

『コンドール・アンディーノ・レセルバ』 
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【商品概要】 

5種の新発売により、シリーズのラインアップは下記の9種となりました。 

（★印は新発売の商品、◎印は6月に発売した第一弾商品です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コンドール・アンディーノ・レセルバ 全 3 種＞ 

 商品名と味わい： ★コンドール・アンディーノ・レセルバ・シラーズ（赤・フルボディ） 

カシス、インク、黒系スパイスなどの濃厚な香りが魅力。完熟したプラムを想わせる凝

縮した果実味を持つ、華やかでボリューム感のあるワイン。 

     ★コンドール・アンディーノ・レセルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 

   （赤・フルボディ） 

ブルーベリーを想わせる豊かな果実味を、細い酸がきれいに整えた複雑な味わい。きめ

の細かいタンニンがボリューム感を与え、品のある余韻が続く。 

     ★コンドール・アンディーノ・レセルバ シャルドネ（白・辛口） 

穏やかな酸とナッツのニュアンスが効いた、ボディのしっかりした豊かなワイン。ミネ

ラル風味が余韻に残り、全体をきれいに引き締めている。 

 容量   ：各750mL 

 産地   ：アルゼンチン 

 参考価格（税・送料込） ：1本あたり1,260円 

    ※カタログ・ネットともにセット販売のため、上記は1本あたりに換算した参考価格です。 

 

 〔セット販売〕 

 商品名 ：コンドール・アンディーノ上級レセルバ品種飲み比べ３本セット 

 セット内容 ：◎コンドール・アンディーノ・レセルバ・シラーズ × 1本 

   ◎コンドール・アンディーノ・レセルバ・カベルネ・ソーヴィニヨン × 1本 

   ◎コンドール・アンディーノ・レセルバ・シャルドネ × 1本 

 販売価格（税・送料込）：3,780円 

 商品名 ：コンドール・アンディーノ上級レセルバ品種飲み比べ３種６本セット 

 セット内容 ：◎コンドール・アンディーノ・レセルバ・シラーズ × ２本 

   ◎コンドール・アンディーノ・レセルバ・カベルネ・ソーヴィニヨン × ２本 

   ◎コンドール・アンディーノ・レセルバ・シャルドネ × ２本 

 販売価格（税・送料込）：6,980円 

上級シリーズ 

『コンドール・アンディーノ・レセルバ』 全 3 種 

『コンドール・アンディーノ』 全 6 種 

★◎ ◎★ ★ ◎ ◎★ ★ 
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＜コンドール・アンディーノ 全 6 種＞ 

 商品名と味わい： ◎コンドール・アンディーノ・マルベック（赤・フルボディ） 

濃厚な黒系ベリーの風味が前面に出た、フルーティーなコクのあるワイン。ソフトなタ

ンニンとのバランスもとてもよく、スパイシーな余韻が長く残る。 

     ◎コンドール・アンディーノ・カベルネ・ソーヴィニヨン（赤・フルボディ） 

ダークチェリーを想わせる果実味と、軽やかなタンニン。ほのかにハーブのニュアンス

も。やさしい味わいで、親しみやすさを感じさせるワイン。 

     ★コンドール・アンディーノ・シラーズ（赤・フルボディ） 

こっくりとした深みのある、濃厚かつジューシーな果実味のワイン。ソフトで分厚いタ

ンニンとスパイシーさが、味わいにふくらみを与えている。 

      ★コンドール・アンディーノ・トロンテス（白・辛口） 

みずみずしい白桃を食するようなジューシーで豊かなワイン。適度なボディを支える酸

味とのバランスもよく、味わいはドライで心地よい余韻が残る。 

     ◎コンドール・アンディーノ・ソーヴィニヨン・ブラン（白・辛口） 

青いハーブの風味と、柑橘系の高い酸、白桃を想わせる果実味のバランスの良いクリー

ンなワイン。後口のキレがよく、ドライな味わいを楽しめる。 

      ◎コンドール・アンディーノ・シャルドネ（白・辛口） 

きりっと締まった柑橘系のフルーティーな果実味。なめらかな質感で、適度なボディも

あり、温度を少し上げるとハチミツを想わせるコクも出てくる。 

 容量   ：各750mL 

 産地   ：アルゼンチン 

 参考価格（税・送料込） ：1本あたり830円 

    ※カタログ・ネットともにセット販売のため、上記は1本あたりに換算した参考価格です。 

 

 〔セット販売〕 

 商品名 ：コンドール・アンディーノ品種飲み比べ赤３種６本セット 

 セット内容 ：◎コンドール・アンディーノ・マルベック× ２本 

   ◎コンドール・アンディーノ・カベルネ・ソーヴィニヨン × ２本 

   ◎コンドール・アンディーノ・シラーズ× ２本 

 販売価格（税・送料込）：4,980円 

 商品名 ：コンドール・アンディーノ品種飲み比べ白３種６本セット 

 セット内容 ：◎コンドール・アンディーノ・トロンテス × ２本 

   ◎コンドール・アンディーノ・ソーヴィニヨン・ブラン ×２本 

   ◎コンドール・アンディーノ・シャルドネ ×２本 

 販売価格（税・送料込）：4,980円 

 

 

上記のいずれも 

 購入方法  ：カタログ「My Wine CLUB」 

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

 予約・お届け  ：カタログでは9月15日より発売予定 

    ネットでは先行販売中 

 お客様からのお問合せ先：0120-559-950 
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 参考資料  
 

【アルゼンチンワインについて】  

アルゼンチンは、20 世紀半ば以降、栽培と醸造の技術が進歩し、フランス、イタリア、スペイン、アメリ

カに次ぐ量産国となったワイン大国です。畑は主にアンデスの山麓地帯にあり、適度な降雨、夏の豊富な日

照、乾燥した冬、水はけのよい土壌、ミネラルの含んだアンデスの雪解け水と、ぶどう栽培に理想的な土地

です。こうした環境で育ったぶどうは果実味の凝縮感にあふれ、赤はタンニンが利いた濃厚なワインに、白

はメリハリのあるはっきりした骨格のワインを生み出し、そのダイナミックな味わいが世界で高い評価を受

けています。欧米を凌駕する味わいにもかかわらず、価格がリーズナブルなのもアルゼンチンワインの大き

な魅力です。 

 

 

【コンドール・アンディーノブランドについて】 

世界のワイン生産者上位 7 位に入る生産者グループに属する「アンデアン・ヴィ

ンヤーズ」が醸造した、マイワインクラブのPBワイン。アンデス山脈に生息する

コンドルの姿をモチーフにした印象的なラベルで、アルゼンチンの大地で育った

ぶどうの伸びやかな果実味が楽しめるというコンセプトを表現しています。 

 

 

生産者「アンデアン・ヴィンヤーズ」は1914年に創業し

た歴史あるワイナリー。アルゼンチンワインの中心地と

して知られるメンドーサ地区とサンジュアン地区に 450

ヘクタールのぶどう畑を所有しています。醸造責任者の

ステファン・マクウェイン氏は、2008 年アルゼンチン・

ワイン・アワードで金賞受賞のワインを生み出したほど

の凄腕醸造家です。 

 

 

 

 

【My Wine CLUB 概要】 

 創刊  ：1999年 

 輸入本数 ：約312万本（2009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 

 特長  ：・現地直接買い付け、自社輸入、自社販売による高品質・低価格な品揃え 

   ・単品販売のほかに、1回のご注文で毎月商品が届く「1年コース」が充実 

   ・適切な温度、湿度に保つワイン専門倉庫での品質管理体制 

   ・監修 磧本修二氏（「ﾐｽﾀｰｽﾀﾝﾌﾟｽ・ﾜｲﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」オーナー・ソムリエ） 

   ・ダンアンドブラッドストリートTSR社による調査では、2年連続 ワイン通販 

  国内売上高No.1（2008年度・2009年度実績） 

 

 

＜コンドルをモチーフにしたラベル＞

＜ワイナリー風景と醸造責任者である 

 ステファン・マクウェイン氏＞ 
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 「My Wine CLUB（マイワインクラブ）」 の特長  
 

 現地買い付けによって中間マージンをカット 

「マイワインクラブ」は、スタッフが直接現地ワイナリー等と交渉を行い、買い付けをしています。そのた

め、卸や商社を通す、通常の仕入れで発生する中間マージンがカットでき、高品質のワインを格安にお届け

することができます。直接生産地に赴いているので、日本の市場にあまり出回らない傑作をご紹介できます。

また、味の確認はもちろん、気候、風土、土壌や、ぶどうの木の状態なども確認し、ワイナリーでの品質管

理・保存状態なども厳しくチェックしています。 

 

 毎月商品が届く 「1 年コース」 や 便利な「セット商品」 が充実 

単品での販売の他に、「コンクール金賞受賞ワイン」「フランスボルドー産ワイン」「スパークリングワイ

ン」などさまざまなテーマで毎月ワインをお届けする「1年コース」が充実。1回のご注文で毎月美味しい

ワインをお届けします。また、同じようなテーマでセット商品もご用意。3本セット、6本セット、12本セ

ットと選べます。「マイワインクラブ」が厳選した銘柄をじっくり飲み比べたり、パーティーなどで楽しく

飲み比べたり、さまざまなシーンでワインをお楽しみいただけます。 

 

 温度、湿度も管理のワイン専門倉庫で品質管理も万全です 

ワインは保存状態でも品質が左右されるデリケートな飲み物です。 

「マイワインクラブ」では、全てのワインを完全に遮光されたワイン専

用の倉庫で大切に保管し、ワインの大敵である温度変化、乾燥、光から

守っています。専用倉庫内の室温は高級ワインで12℃、それ以外は15℃

の2つの温度で管理しています。湿度も70～80％をキープしています。 

また、夏場（6月～8月 ※9月は残暑の様子を見て常温便へ切り替え）

には僅かな移送時間でも、必ず「冷蔵便」でお届けします。お客様のお

手元に届くまでワインの状態は万全です。 

 

 磧本ソムリエ監修による安心のセレクション 

ワインの女王や王と賞賛されるボルドーやブルゴーニュをはじめ、 近著しく

品質が向上している地域など、多彩でコストパフォーマンスの高いワインをそ

ろえた充実のラインナップ。「マイワインクラブ」でご紹介するワインは、全て

ソムリエ監修によるものです。テイスティングに当たるのは、日本のワインレ

ストランの草分け的存在「ミスター・スタンプ・ワインガーデン」オーナー・

ソムリエ、磧本修二氏。氏は、現在ワインと食の情報誌「ヴィノティーク」で

の連載や「ワインスカラ」講師、ワイン関連の講演など、幅広く活躍中です。 

 

 

【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  ：1968年 9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 

ソムリエ 磧本修二氏 


