2010 年 7 月
報道関係者各位

プチリッチな“家飲み”に高品質で低価格なワインを

アルゼンチントップクラスのワイナリーと
日本初の PB ワインを共同開発
ワイン通販 国内売上高ナンバー1 「My Wine Club」にて 6 月 16 日より予約販売開始

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』シリーズの予約販売を、6 月 16 日より開
始します。
近年、長い歴史と伝統を持つフランス、イタリア、ドイツなど欧州諸
国の産地ではなく、ワインの新興国と呼ばれるアメリカ、チリ、オー
ストラリアなどで生産された“新世界ワイン”の人気が高まっていま
す。中でもアルゼンチンは、フランス、イタリア、スペイン、アメリ
カに次ぐワイン量産国として存在感が増しています。また、新世界ワ
イン人気の背景には、外食を控える節約志向が続く中、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こ
ともあるようです。マイワインクラブではこのようなニーズに応える
ため、アルゼンチンでトップクラスのワイナリー「アンデアン・ヴィ
ンヤーズ」と日本のワイン輸入・小売業者としては初めて PB ワイン
を共同開発し、6 月 16 日より予約販売することとなりました。
マイワインクラブでは、年間 300 万本以上を輸入するワイン通販とし
て国内売上高ナンバー１の実績を持ち、顧客データベースを活用した
需要予測を背景に安定的に販売する基盤を確立しています。共同開発
が実現した一番のポイントはこの「安定性」にあり、ワイナリーに生
産・供給量の平準化などの利点が生まれたことで仕入価格の低減が実
現でき、お客様に高品質なワインをより手頃な価格で販売することが

『コンドール・アンディーノ』

可能となりました。また、ラベルはアンデス山脈に生息するコンドルをモチーフに、当社にてデザイン
しています。
マイワインクラブがこの PB ワインとともに更なる飛躍を遂げるという願いを込めており、
ブランディング強化の一翼を担うブランドに育ててまいります。
今回、その第一弾として、熟成した味わいが楽しめる『コンドール・アンディーノ赤 2 種 6 本セット』
と、夏にぴったりな『コンドール・アンディーノ白 2 種 6 本セット』を、各 4,980 円（1 本あたり 830
円）という低価格で販売します。どちらも日本では当社のみが独占輸入いたします。
■本件に関するお問合せ先■
TEL：048-771-7753

株式会社ベルーナ 経営企画室 （広報担当：千葉・川崎）
FAX：048-775-6063

MAIL： pr-belluna@belluna.co.jp

〒362-8688 埼玉県上尾市宮本町 4-2
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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。
【商品概要】
¾

商品名

：コンドール・アンディーノ赤 2 種 6 本セット

¾

内容 と味わい

：◎コンドール・アンディーノ・カベルネ・ソーヴィニヨン× 3本
（赤・フルボディ）
ブラックフルーツにスパイスの効いた典型的な香り。しっかりとしたタンニン
の個性が強く、ドライな味わいで心地よいが楽しめる。

◎コンドール・アンディーノ・マルベック × 3本 （赤・フルボディ）
果実味と酸がほどよく熟成した味わいで、果実の旨みにはクリーミーなソフト
さも。タンニンもなめらかで、ねっとり感のある甘苦さで長い余韻が楽しめる。

¾

容量

：各 750mL

¾

産地

：アルゼンチン

¾

販売価格（税・送料込）：4,980 円

¾

商品名

：コンドール・アンディーノ白 2 種 6 本セット

¾

内容 と味わい

：◎コンドール・アンディーノ・ソーヴィニヨン・ブラン × 3本
（白・辛口）
アプリコット、ライム、シロップ漬けのチェリー、干し草、ナッツの香り。し
っかりとした酸味が果実の甘みを抑え、生のフルーツを食すような爽やかさが
ある。

◎コンドール・アンディーノ・シャルドネ × 3本 （白・辛口）
トロピカルフルーツの香りに、トーストの香り。口に含むと、爽やかな酸味と
ともに、バターリーな味わいがバランスよく絡み合い、複雑さを出している。

¾

容量

：各 750mL

¾

産地

：アルゼンチン

¾

販売価格（税・送料込）：4,980 円

上記のいずれも
¾

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）

¾

予約・お届け

¾

お客様からのお問合せ先：0120-559-950

：6 月 16 日より予約開始、7 月上旬お届け予定
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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。
＜コンドルをモチーフにしたラベル＞

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。
その味と価格のバランス感の素晴らしさに出会った当社ワ
＜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＞

イン買付担当者が交渉を重ね、今回の PB ワイン共同開発が
実現しました。

【My Wine Club 概要】
¾

創刊

：1999 年

¾

輸入本数

：約 312 万本（2009 年度）

¾

取扱商品数

：約 3,600

¾

カタログ発行 ：年 4～5 回（季刊）

¾

Web サイト

：http://mywineclub.com

¾

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、ワイン通販 国内売上高
No.1（2008 年度実績）

3

「My Wine Club（マイワインクラブ）」 の特長
z

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。

z

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。

z

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。

z

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、最近著しく
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。

ソムリエ 磧本修二氏

【会社概要】
¾

会社名

：株式会社ベルーナ

¾

代表

：代表取締役社長 安野 清

¾

本社

：埼玉県上尾市宮本町４番２号

¾

ホームページ ：http://www.belluna.co.jp

¾

設立

：1968 年 9 月

¾

資本金

：10,607 百万円

¾

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
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