2009 年 12 月 21 日
株式会社ベルーナ
報道関係者各位

世界でも珍しいバレンタインデーに最適なプレゼント

ハート型ボトルの “ヴィジュアル系ワイン”
国内ではワイン専門通販 『My Wine Club』 でのみ発売≪100 本限定≫

通信販売をおこなう株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾
市／代表：安野 清）では、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、バレンタイン
デーのプレゼント用として、『ハート型ボトルワイン』を
限定 100 本で販売しています。
バレンタインデーに、価格や味だけではなくストレートに
気持ちを伝えたい方は多いはず。愛がそのままカタチにな
った“ヴィジュアル系ワイン”は、大切な日に、大切な人
への贈り物に最適です。
ボトルがハート型をしているワインは、世界でも珍しい逸
品です。現在、日本国内で当商品を購入できるのは、ワイ
ン通販専門サイト「My Wine Club」
(http://mywineclub.com）及びカタログ「My Wine Club」
のみとなっています。
『ハート型ボトルワイン』は、穏やかな酸味と柑

彼氏・彼女にチョコレートに
添えて渡したいプレゼントは？
第 1 位：
第 2 位：
第 3 位：
第 4 位：
第 5 位：

橘系の風味が相性の良い、エレガントな味わいで
す。
当社にてメルマガ会員を対象に行ったバレンタ

気持ち（328 票）
ファッション小物（316 票）
趣味に関わるもの（157 票）
メッセージカード（150 票）
お酒≪ワイン、シャンパンなど≫（137 票）

インデーについてのアンケートでは、チョコレー
トに添えるプレゼントとして、気持ちやメッセー
ジ以外に、もうひとつ何か“モノ”を渡したいと
思っている方が多いようです。近年、ワインやシ
ャンパンなどのお酒を選ぶ人も増えてきており、

●当社メルマガ会員にアンケートを 2009 年 11 月 27 日～12
月 3 日に実施
●回答数：1,381
＊男女比 （男：142、女：1,239）
＊年齢構成 （20 代以下：150、30 代：360、40 代：445、
50 代：301、60 代以上：125）

■本件に関するお問合せ先■
TEL：048-771-7753

バレンタインデーの新定番としてお薦めしてい
ます。

株式会社ベルーナ 経営企画室 （広報担当：千葉・伊藤）
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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【商品概要】

z

¾ 商品名：ハートボトルワイン’06
¾ 正式名称：ノブリング・クーベーアー’06

ドイツワインは多大な手間をかけて作られ、
世界中で愛されています。

『ハート型ボトルワイン』は、“甘く薫る春風や宝石”

(QbA/白・中辛口)
¾ 価格：2,604 円（税別 2,480 円）

と称えられるドイツワイン。ドイツワインの生産地は、

¾ 送料/クール代：無料

ドイツのほぼ南西部分に位置し、ライン河の本流とそ

¾ 飲み頃温度：約 10℃

の支流の流域に広がっています。ぶどうの糖度を上げ

¾ 合う料理：ホタテ貝のムース・オレンジソ

るため最大限に日照を得られるよう、日当たりの良い
河沿いの急勾配の畑でぶどうは栽培されています。急

ースやカニと海老の出汁煮など
¾ 購入方法：

な斜面でのぶどう栽培は重労働ですが、その努力の積

ワイン通販専門サイト「My Wine Club」

み重ねを経ることで、美味しく繊細なドイツワインが

(http://mywineclub.com）及びカタログ

出来上がるのです。

「My Wine Club」で購入できます。

冷涼な地区ならではの工夫とアイデアで、世界中のワ

¾ お客様からのお問合せ先：0120-559-950

インのわずか 4％という生産量でありながら、世界中
で愛されています。

～その他のバレンタインデーにオススメのワイン～
z

“聖なる愛”という名のワイン

『サン・タムール』はボジョレー地区の中で、わずか 10 ヶ所のみが
認められた村名 AOC のひとつ。ボジョレーのなかでも最上の格付
けであるクリュ・ボジョレーを生産しており、サン・タムール（＝
聖なる愛）というロマンティックな村名から、若い恋人たちから高
い人気を得ています。ガメイ種のやさしい味わいや繊細さが楽しめ
るワインです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------『サン・タムール’07

z

ルイ・シャンガルニエ』…1,800円（税別1,714円）

ハートのラベルのワイン

ボルドーのサンテステフ村を代表する『シャトー・カロン・セギュ
ール』
。サンテステフ村の中では最も古いシャトーの 1 つです。格付
けは第 3 級ですが、ときに第１級のシャトーにも勝る素晴らしいワ
インを生み出しています。エチケットラベルにはハートがデザイン
され、今では「ハートのワイン」として人気が高まっています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------『シャトー・カロン・セギュール’95』…16,400円（税別15,619円）
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【My Wine Club の概要】
¾

創刊

：1999 年

¾

輸入本数

：約 388 万本（2008 年度）

¾

取扱商品数

：約 4,000

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 碩本修二氏（
「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）

『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

「My Wine Club」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。直接現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、実際に生産地まで赴くことで、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、また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。美味しいワインをでき
るだけリーズナブルに楽しんでいただけます。

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。
「My Wine
Club」が厳選した銘柄をじっくり飲み比べたり、パーティなどで楽しく飲み比べたり、さまざまなシーンで
ワインを楽しめます。

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。そこ
で「My Wine Club」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の切り替えを
行います）には僅かな移送時間でも、必ず「冷蔵便」でお届けします。
ワイン専用の倉庫を保有

お客様のお手元に届くまでワインの状態は万全です。
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z

磧本ソムリエ監修による安心のセレクション

ワインの女王と賞賛されるボルドーやワインの王と賞賛されるブルゴーニ
ュをはじめ、最近著しく品質が向上している地域のワインなど、多彩でコ
ストパフォーマンスの高いワインをお楽しみいただけるワインラインナッ
プ。
「My Wine Club」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。

ソムリエ 碩本修二氏

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】
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

：カタログ事業、単品通販事業、アドバンスト・ファイナンス ( 金融 ) 事業
BOT ( 受託 ) 事業、プロパティ事業、その他の事業
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