
イタリアワイン テレフォンオーダー
5月20日（日）まで 0120-45-3254〈受付時間／午前10時～午後6時〉

お申し込み・お問い合わせ承り
期間

世界一※1のブラン・ド・ブラン賞受賞
 "フェッラーリ・ブリュット"と
満喫！イタリア土着品種12本セット

10,800円
●〈フェッラーリ〉 ブリュット（白発泡・辛口）　
●〈イニコン〉 グリッロ（白・辛口）　●トレッビアーノ ダブルッツォ（白・辛口）　
●ファランギーナ（白・辛口）　●〈イニコン〉 ネロダーヴォラ（赤・ミディアムボディ）　
●ブリッコ アル ソーレ プリミティーヴォ（赤・ミディアムボディ）　●モンテプルチアーノ ダブルッツォ（赤・ミディアムボディ）　
●サリーチェ サレンティーノ リゼルヴァ（赤・ミディアムボディ）　
●〈スピネッリ〉 サンジョヴェーゼ（赤・ミディアムボディ）　●アリアニコ（赤・ミディアムボディ）　
●キャンティ ロッジャ デル コンテ（赤・ミディアムボディ）　●ロッソ モリーゼ リゼルヴァ（赤・ミディアムボディ）

赤×8・白×3・白発泡×1、各750ｍｌ

1

トレビッキエーリ受賞常連ワイナリー
シチリアの至宝 〈プラネタ〉 3本セット

5,400円
●〈プラネタ〉 プラムバーゴ（赤・フルボディ）
●〈プラネタ〉 アラストロ（白・辛口）
●〈プラネタ〉 ラ・セグレタ・ロッソ（赤・ミディアムボディ）

赤×2・白×1、各750ｍｌ

2

5月20日（日） 午後6時までお申し込み締切日 5月中旬から順次発送いたします。
愛媛県内のお届けの送料： ※詳しくは係員にお問い合わせください。864円 648円

60点限り

36点限り

イタリア固有品種 地ブドウ
飲みくらべ 赤ワイン５本セット

5,400円
●〈フェウディ・ディ・サン・グレゴリオ〉 トリガイオ
●〈イッポーリト〉 リベル・パーテル・チロ
●〈リオーネ・ディ・ドージ〉 サンジョヴェーゼ ディ ロマーニャ リゼルヴァ
●〈セッテソリ マンドラロッサ〉 ネロ・ダーヴォラ
●〈ブリッコ・アル・ソーレ〉 モンテプルチアーノ・ダブルッツォ
　（いずれも赤・ミディアムボディ） 

赤×5、各750ｍｌ

3

48点限り

イタリア固有品種 地ブドウ
飲みくらべ 白ワイン５本セット

5,400円
●〈コロンナーラ〉 ヴェルディッキオ・ディ・カステッリ・ディ・イエージ・クラシコ
●〈コッラヴィーニ〉 フリウラーノ
●〈ブリッコ・アル・ソーレ〉 グリッロ
●〈セッテソリ〉 マンドラロッサ・フィアーノ
●〈スピネッリ〉 トレッビアーノ・ダブルッツォ
　（いずれも白・辛口）　

白×5、各750ｍｌ

4

48点限り

イタリアの至宝 ２度目の世界No.1※2
〈フェッラーリ〉 ビンテージ・キュベ入り
イタリア有名ワイナリースパークリング５本セット

10,800円
●〈フェッラーリ〉 ペルレ・ミレジム（白発泡・辛口）　
●〈マァジ〉 モクセ（白発泡・辛口）
●〈コッラヴィーニ〉 イル・グリージョ（白発泡・辛口）
●〈ブローリア〉 ガヴィ・スプマンテ・ブリュット・ロヴェレッロ（白発泡・辛口）
●〈トスティ〉 プロセッコ（白発泡・辛口）

白発泡×5、各750ｍｌ

5

36点限り

名門〈フレスコバルディ〉 
”当たり年！！ブルネッロ”入り
プレミアムワイン3本セット

10,800円
●〈フレスコバルディ〉 テヌータ・フレスコバルディ・ディ・カスティリオーニ 
（赤・フルボディ）
●〈フレスコバルディ〉 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ カステルジョコンド
（赤・フルボディ）
●〈フレスコバルディ〉 ニポッツァーノ・リゼルヴァ（赤・ミディアムボディ）

●〈フェウディ・ディ・サン・グレゴリオ〉 タウラージ
●〈マァジ〉 コスタセラ・アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシコ
●〈フレスコバルディ〉 ニポッツァーノ・リゼルヴァ ヴェッキエ・ヴィーティ
　（いずれも赤・フルボディ）

赤×3、各750ｍｌ

6

24点限り

5つ星ビンテージ！！
〈マァジ〉アマローネ入り イタリア横断 
スーパーフルボディ 赤 3本セット

10,800円 赤×3、各750ｍｌ

7

24点限り

※2）「THE CHAMPAGNE & SPARKLING WINE WORLD
　　 CHAMPIONSHIPS 2017」において、最優秀賞である
　　“スパークリングワイン・プロデューサー・オブ・
　　ザ・イヤー”を受賞しました。

※1）「THE CHAMPAGNE & SPARKLING WINE WORLD CHAMPIONSHIPS 2017」において、
　　最優秀賞である“スパークリングワイン・プロデューサー・オブ・ザ・イヤー”を受賞しました。

テレフォンオーダー限定 特別提供品
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5月11日（金）

http://www.mitsukoshi.co.jp/matsuyama

0120-45-3254
〈7階催物会場の最終日は午後4時閉場〉

●シチリア産オーガニック エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 500ml　
●オーガニック・ブロンズダイス・スパゲッティ No.5（1.65mm) 500g
●オーガニック・ブロンズダイス・ペンネ・リガーテ 250g
●オーガニック・ブロンズダイス・ファルファッレ 250g　
●オーガニック・パスタソース・アラビアータ 290g　●オーガニック・パスタソース・バジル入り 290g
●オーガニック・リゾット・ピエモンテ（ポルチーニ茸） 170g　
●オーガニック・ひよこ豆（香味野菜スープ） 350g　

赤×2・白×1、各750ｍｌ

5月5日（土・祝）までいずれも

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。  ※ワインのビンテージ及びラベル、キャップシール等は異なる場合がございます。
※いずれも写真はイメージです。  ※価格はすべて税込です。 ※掲載の商品は数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。 
※天候または交通機関等の影響により入荷遅れ、または入荷できない場合がございます。 
※本人または天候・交通機関等の影響により、予告なしにスケジュールが変更・中止になる場合がございます。

【酒類販売管理者標識】販売場の名称及び所在地：株式会社松山三越　愛媛県松山市一番町3丁目1番地1/酒類販売管理者の氏名：芳之内　一浩/
酒類販売管理研修受講年月日：2018年3月15日/次回研修の受講期限：2021年3月14日/研修実施団体名：松山小売酒販組合

3,240円200点限り

〈ソルレオーネ・ビオ〉 
イタリアこだわりオーガニック食材セット ●〈マァジ〉 ボナコスタ ヴァルポリチェッラ・クラシコ

　（赤・ミディアムボディ）
●〈フェウディ・ディ・サン・グレゴリオ〉 ラクリマ・クリスティ・ロッソ
　（赤・ミディアムボディ）
●〈フレスコバルディ〉 レモーレ・ビアンコ（白・辛口）

●ベルトーリ エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル 250ml
●ソルレオーネ パッサータ （トマトピューレ） 690g
●メヌッチ スパゲッティNo.5（1.6mm） 500g
●チェートゥム アチェート・バルサミコ・グリーンラベル 250ml

5,400円100点限り

イタリア人気ブランド
ワイン＆食材セット

イタリア銘醸地白ワイン
飲みくらべ3本セット

5,400円

●〈フォンタレオーニ〉 ヴェルナッチャ サンジャミーノ　
●〈メゾン ステファノ〉 ガヴィ ヴィネートマセラ　
●〈ジーニ〉 ソアヴェ クラシコ
　（いずれも白・辛口）　

白×3、各750ｍｌ

100点限り

イタリア赤ワイン
5本セット

10,800円

●〈ジェネライ〉バルベーラダルバ ラ トゥール　●〈ミッツォン〉ヴァルポリチェッラ
●〈リナルディーニ〉ヴィーニャ デル ピッキォ　●〈カルパンテ〉カニュラリ イゾラ ディ ヌラーギ
●〈レ カチャイエ〉キャンティ クラシコ　（いずれも赤・ミディアムボディ）　　

赤×5、各750ｍｌ

100点限り

北イタリア堪能
格付け赤ワイン3本セット

10,800円

●〈マルケージバローロ〉 バルベラD.O.C.G.（赤・フルボディ）　
●〈ブリオーニ〉 ヴァルポリチェッラ クラシコ DOC
　（赤・ミディアムボディ）　
●〈ブリオーニ〉 アマローネ D.O.C.G.（赤・フルボディ）　

赤×3、各750ｍｌ

100点限り

名門バローロ入り！
濃厚赤ワイン6本セット

10,800円

●〈フォンタナフレッダ〉 バローロ
●〈メリーニ〉 キャンティ クラシコ リゼルヴァ
●〈ウマニロンキ〉 サン ロレンツォ ロッソ コーネロ
●〈リヴェラ〉 イル ファルコーネ リゼルヴァ
●〈サラパルータ〉 コルヴォ ロッソ
●〈セッラ＆モスカ〉 カンノナウ ディ サルデーニャ
　（いずれも赤・フルボディ）

赤×6、各750ｍｌ

100点限り

スペシャルディナー 　　　ご予約承り

リストロ ドムスオーナー 古閑 清司氏

会場：7階イタリアフェア会場「リストロ ドムス」
8,801円 定員30名（先行20名）お一人さま

アントニオ・マリアーニと
楽しむイタリアンの夕べ

午後6時受付、午後6時30分スタート

〈承り期間〉 ※20歳未満の方、お車・オートバイなどを
　運転される方の飲酒は法律で禁止されています。
※詳細は、お申し込みの際にご確認くださいませ。
※ご予約後のキャンセルはできません。予めご了承ください。担当：イタリアフェア係 〈承り時間：午前10時～午後6時〉 定員になり次第終了とさせていただきます。

お申し込みは
お電話にて

5月17日（木）
リストランテ アルポルト

会場：8階サロンレストラン
10,800円 定員60名（先行20名）お一人さま

スペシャルディナー

午後6時30分受付、午後7時スタート

ワイン

食材

予告

ソアヴェの三大造り手のひとつが入った、
白ワイン好きにおすすめするセットです。

マーウェル社の１年間の売上上位ベスト5を
揃えた人気のワインを集めました。
どのワインもエレガントで繊細。余韻も
しっかりとし、お食事と楽しめるワインです。
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5月8日（火）～20日（日）
7階催物会場・1階アトリウムコート

食のおいしさを通して
「ソルレオーネ・ビオ」は

すこやかな食生活をサポートす
る

人と環境にやさしい食のあり方
として、

オーガニック食品を提案します
。

イタリアワイン
テレフォンオーダー 0120-45-3254

〈受付時間／午前10時～午後6時〉お申し込み・お問い合わせ

先行
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〈営業時間〉午前10時～午後7時


