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【スパークリングワインを楽しむ】
暑い夏につい飲みたくなる
スパークリングワインを大特集

7⽉21⽇(⽔)〜7⽉26⽇(⽉) ［最終⽇午後6時終了］

伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

会場ご利⽤時の注意事項
※会場内での無料試飲提供はございません。
※会場の混雑状況により入場制限を実施する場合がございます。お客さまのご理解ご協力をお願い申しあげます。
※EAT IN＆BARコーナーは、展開中止とさせていただきます。
※20歳未満の⽅の飲酒は法律で禁止されています。
※20歳未満の⽅、お⾞･オートバイ等を運転される⽅の飲酒はご遠慮いただいております。
※諸事情により、商品の内容、ラベル、価格が変更になる場合、または入荷のない場合がございます。
※来店スケジュールは、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

お会計

出品ワインの情報など、詳しくはWEBで！

国別
ワイン

【国別のワインを楽しむ】
世界の名産地を
周遊するようにワインを楽しむ

【日本のワインを楽しむ】
お酒好きなら誇りたい
私たちの国のワインの魅力

自然派
ワイン

【自然派のワイン＆リカーを楽しむ】
近年トレンドの
ワイン＆リカーのスタイルを楽しむ
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※会場内での無料試飲提供はございません。
※会場の混雑状況により入場制限を実施する場合がございます。お客さまのご理解ご協力をお願い申しあげます。
※EAT IN＆BARコーナーは、展開中止とさせていただきます。
※20歳未満の⽅の飲酒は法律で禁止されています。　※20歳未満の⽅、お⾞･オートバイ等を運転される⽅の飲酒はご遠慮いただいております。
※諸事情により、商品の内容、ラベル、価格が変更になる場合、または入荷のない場合がございます。
※来店スケジュールは、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

★国別ワイン 出展社

B5 イギリス、フランス、ポルトガル、アメリカ TY クリエイション

フランス（シャンパーニュ） センチュリートレーディング

フランス、イタリア、スペイン、オーストラリア、アメリカ 日本リカー

イギリス、フランス トゥエンティーワンコミュニティ

イタリア（フランチャコルタ） 伊藤忠食品

イタリア マーウェル・インターナショナル 

イタリア フランチャコルタ協会

フランス、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド モエヘネシーディアジオ

フランス、スペイン 三国ワイン

スペイン カカオサンパカ

イタリア（フランチャコルタ） メローネ

C5 フランス、イタリア ノルレェイク・インターナショナル

フランス、ニュージーランド ラ・ラングドシェン

★スパークリングワイン 出展社

C8 京都 丹波ワイン

熊本 熊本ワインファーム

D8 東京 Book Road ～葡萄人～

フランス（SAKE） WAKAZE

山梨 シャトー勝沼

栃木、北海道 ココ・ファーム・ワイナリー

山形 高畠ワイナリー

山形 グレープリパブリック

長野、山梨、福島 シャトー・メルシャン、ドメーヌ・コーセイ

北海道 平川ワイナリー

新潟 岩の原葡萄園

富山 セイズファーム

岡山 ドメーヌテッタ

宮崎 都農ワイン

大分 安心院葡萄酒工房

東京、大阪 深川ワイナリー東京、渋谷ワイナリー東京、大阪エアポートワイナリー

山梨 甲斐ワイナリー

北海道 キャメルファームワイナリー

新潟 フェルミエ

山形 朝日町ワイン

北海道、山形、長野、岡山、山梨 グランポレール

C8-D8 北海道 オサワイナリー

山形 蔵王ウッディファーム＆ワイナリー

新潟 カーブドッチ

山梨 マグヴィスワイナリー

★⽇本ワイン 出展社

★⽇本ワイン 出展社　ショップ出展：マルシェ・オ・ヴァン

C8-D8 北海道 イレンカ・ヴィンヤード

北海道 ドメーヌ・イチ

北海道 モンガク谷ワイナリー

宮城 ファットリア・アルフィオーレ

山形 ベルウッド・ヴィンヤード

山梨 共栄堂

山梨 ドメーヌ・ヒデ

山梨 ドメーヌ・ポンコツ

長野 ドメーヌ・ナカジマ

長野 ヒカル・ファーム

三重 國津果實酒醸造所

兵庫 ボタニカル・ライフ

岡山 ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン

宮崎 香月ワインズ

北海道 さっぽろ藤野ワイナリー

北海道 ドメーヌ・モン

北海道 リタファーム＆ワイナリー

山形 イエローマジックワイナリー

新潟 キヨ・ワインズ

山梨 グレープリパブリック＆おひさまぶどお

山梨 ドメーヌ・オヤマダ

長野 カンティーナ・リエゾー

長野 ドメーヌ・長谷

長野 LES VINS VIANTS

滋賀 ヒトミワイナリー

広島 福山わいん工房

福岡 ストゥディオゴーゴー（とどろき酒店）

B4 モンテネグロ、スペイン 駒形前川

ジョージア 福山黒酢

フランス、スペイン 日本酒類販売

フランス、イタリア、スペイン、オーストリア、オーストラリア マルシェ・オ・ヴァン

イタリア トレジャーフロムネイチャー

イタリア MONACA

スペイン アルコス

フランス、イタリア パシフィック洋行

イタリア 東亜商事

C4 ジョージア、スロヴェニア、イタリア ノンナ・アンド・シディ

イタリア TA-WA

★自然派ワイン 出展社

A5-A7 イタリア グラン・サム

A8-B8-C8 フランス 八田

イタリア セールス・レップ・インターナショナル

フランス（ローヌ） nakato

フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、アルゼンチン、ニュージーランド、南アフリカ BB&R

B6 スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア フィラディス

スペイン サス

イタリア フードライナー

チェコ ピーアンドエムチェコ

フランス、スペイン 三国ワイン

B7 フランス AMZ

フランス、オーストリア、ポルトガル 大榮産業

イタリア 日欧商事

イタリア アルトリヴェッロ

イタリア 風土

フランス、イタリア、スペイン ラ・ヴィネ＆サッポロビール

南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド モトックス

オーストラリア、チリ、アルゼンチン スマイル

ドイツ、アメリカ、モルドバ センチュリートレーディング

イタリア マーウェル・インターナショナル 

アメリカ（ニューヨーク） GO ｰ TO WINE

アメリカ、フランス GRAPE OFF

北マケドニア ステラインポート

スイス 杉山商事

チリ、オーストラリア トゥエンティーワンコミュニティ

オーストラリア、ニュージーランド GRN

フランス、イタリア、アメリカ、アルゼンチン、チリ、スペイン エノテカ

スペイン いろはわいん

ポルトガル 木下インターナショナル

イタリア、ギリシャ モトックス

フランス 日本リカー

イタリア センチュリートレーディング

フランス（プロヴァンス） ロゼレガンス

フランス、ポルトガル、イタリア ベリータ

イタリア 東亜商事

イタリア モンテ物産

フランス、スペイン、中国 ルイ R

C6 チュニジア、モロッコ、エジプト、レバノン、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ エム・アンド・ピー

南アフリカ GSA ジャパン

ドイツ、オーストリア ヘレンベルガー・ホーフ

アメリカ、南アフリカ、ニュージーランド ラ・ラングドシェン

C6-C7 アメリカ デプトプランニング

アメリカ ワイン・イン・スタイル

C7 ブルガリア ブライオンズ

ロシア、ジョージア、インドネシア STH Earth 

モルドバ ユウ・コーポレーション

アメリカ、オーストラリア、チリ JALUX

カナダ イレブンインターナショナル

スペイン、コロンビア、スコットランド ミリオン商事

Vins  et  v oy ages!   世界を旅するワイン展　 7月21日(⽔)～7月26日(月) ［最終日午後6時終了］　伊勢丹新宿店 本館6階 催物場


