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 2011 年 8月 24 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、11 月 17 日のボジョレー・ヌーヴォー解禁をふまえ、8 月 25 日（木）よ

りインターネットでの先行予約を開始します。 
 

ボジョレー・ヌーヴォーとは、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のこと

です。日本でもイベントとして捉えられ、普段ワインを召し上

がらない方もボジョレー・ヌーヴォーは飲むという方が多いと

言われています。提携ワイナリー担当者によると、今年のボジ

ョレー地区は気温が高く晴れた日が多かったため、通常より葡

萄の熟成が早く、100 年に一度の出来と謳われた 2003 年に匹敵

するヴィンテージになるのではないかと収穫前から生産者の多

くが期待を膨らませているようです。 

 

解禁日にならないと味わえないのがボジョレー・ヌーヴォーの楽しみの１つですが、やはり味が気にな

るというお客様のために今年も生産者や稀少価値などにこだわりました。ボジョレーの中でも希少価値

の高いロゼや白ヌーヴォーに加え、イタリアや国内の新酒ワインなど 10 種類の新酒を取り揃えており

ます。その中でも 2011 年度のオススメは、『ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー』です。 

 

■リヨン杯お墨付きのワンランク上のボジョレー・ヌーヴォー 

『ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー』とは、ボジョレー地

区の中でも北側の限定された 39 の村で造られている品種です。こ

の地区は丘陵地帯の日照の良い斜面で高品質の葡萄ができること

から「ワンランク上のヌーヴォー」として認知されています。ま

た、ボジョレー・ヌーヴォー唯一の公式コンクール「リヨン杯」

にて 2008 年に銀賞受賞、2009 年に金賞受賞、2010 年には最高金

賞に輝いており、味わいに自信を持ってオススメできるボジョレ

ー・ヌーヴォーです。 

 

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”という経営理念の下、

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。 

■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：伊藤・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 

今年の葡萄は歴史的ヴィンテージの期待大 
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【取扱商品・共通概要】 

 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」 

 解禁日お届け受付期間 ：（ネット）  2011/8/25（木）～2011/11/13（日）13:00 まで 

（カタログ)  2011/9/14（水）～2011/11/11（金）まで 

 お客様からのお問合せ先：0120-559-950 
 
【取扱商品詳細】 

商品名 

（タイプ／容量） 
産地 

価格 

（税込） 

お届け 

予定日 
こだわり 

3 年連続受賞 

ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー

2011 P.ミスレイ 6 本セット 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ／赤／各 750mL） 

11,800 円 

ヌーヴォーに限らず、毎年タストヴィナー

ジュ（ブルゴーニュの利き酒騎士団）から

認定を受け、毎年コンクールで入賞を重ね

る実力派の生産者。 

ボジョレー・ヌーヴォー2011 

レ・シェ・ヴォーケロワ 6 本セット 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ／赤／各 750mL） 

9,980 円 

収穫は全て手摘みし、フレッシュとフルー

ティーさにこだわる。2008 年・2009 年と

マイワインクラブ売上げ No1 の実績。 

ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー 

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 

有機肥料を使用し、手間を惜しまない「グ

リーン・ハーベスト」栽培にこだわりを持

つ生産者。2010 年マイワインクラブ売上

げ No1 の実績。 

ボジョレー・ヌーヴォー古樹 2011 

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／AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ／

赤／各 750ｍL） 

3,980 円 

フランスソムリエ協会会長を 9 年間務め

た重鎮からみとめられた生産者。樹齢 40

～50 年の葡萄樹から生まれる深みが特長

のワイン。 

マコン・ヴィラージュ・ヌーヴォー2011 

 3 本セット 

（AC ﾏｺﾝ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ／白・辛口／ 

各 750mL） 

5,480 円 

稀少なブルゴーニュ地方にて生産された

シャルドネから生まれたワンランク上の

白ヌーヴォー。 

ボジョレー・ヌーヴォー・ロゼ 2011 

3 本セット 

（AC ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ／ﾛｾﾞ／各 750mL） 

フランス

5,480 円 

11 月 17 日 

ロゼの新酒醸造を許可されている地域が

少ないため生産量が少なく、最近のロゼ人

気で入手しにくいロゼ・ヌーヴォー。 

ヴィーノ・ノヴェッロ 2011 

テヌータ・サンターナ 6 本セット 

（IGT／赤／各 750mL） 

9,980 円 

赤ワインの高貴品種、メルローとカベル

ネ・ソーヴィニヨンを使った贅沢なヌーヴ

ォー。 

ヴィーノ・ノヴェッロ 2011 

ドゥカ･ディ･サラニャーノ 2 本セット 

（両種、IGT／赤／各 750mL） 

イタリア

4,480 円 

11 月 6 日 
国際コンクール受賞歴ありの優れた醸造

家が個性あふれるワインを製造。 

クラノオト 2011 年 

デラウエア・ナイアガラ 2 本セット 

（両種、白・中口／各 720mL） 

3,780 円 11 月 3 日 

日本人の嗜好に合う高品質なワインを生

産。果実そのものの新鮮な味わいを残すた

め、無ろ過にごり新酒。 

かざま甲州辛口 2011 年 新酒 3 本セット 

（白・辛口／各 720mL） 

日本 

4,830 円 10 月中旬 
甲州種 100％の新酒。フレッシュで香り高

い辛口の白。 
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【My Wine CLUB 概要】 

 創刊  ：1999 年 

 輸入本数 ：約 311 万本（2010 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） 

 

【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 


