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3⽉17⽇(⽔)〜3⽉22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。
※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

世界を旅するワイン展 
特別通販ページ

出品ワインの情報など、詳しくはWEBで！

世界を巡るバイヤー気分で、
各国のワインを堪能しよう！

今こそ改めて味わいたい、
世界に誇る
ジャパニーズワイン！

昨今注目を集めるジャンル
「ナチュラルワイン」の世界！

意外な出会いや発⾒も？
ここだけのワイン＆
リカー体験を！

会場でも！ おうちでも！！ ワイン好きのためのフェスティバル
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C8 山形、千葉、フランス WAKAZE

宮崎 都農ワイン

熊本 熊本ワインファーム

大分 安心院葡萄酒工房

D8 東京 BOOK ROAD ～葡萄人～

東京、北海道、山形、山梨、長野、ニュージーランド 深川ワイナリー東京、渋谷ワイナリー東京

山梨 甲斐ワイナリー

山梨 シャトー勝沼

山梨 サントリー登美の丘ワイナリー

北海道 北海道ワイン

北海道 キャメルファームワイナリー

栃木、北海道 ココ・ファーム・ワイナリー

新潟 フェルミエ

山形 高畠ワイナリー

山形 朝日町ワイン

山形 グレープリパブリック

北海道、長野、岡山、山梨 グランポレール

長野、山梨 シャトー・メルシャン

C8-D8 北海道 十勝ワイン

北海道 オサワイナリー

北海道 平川ワイナリー

山形 蔵王ウッディファーム＆ワイナリー

富山 セイズファーム

新潟 カーヴドッチ

新潟 岩の原葡萄園

岡山 ドメーヌテッタ

スペイン いろはわいん

スペイン モトックス

スペイン、フランス 三国ワイン

フランス、イギリス トゥエンティーワンコミュニティ

フランス、イタリア グラムスリー

フランス、ドイツ センチュリートレーディング

フランス（シャンパーニュ） センチュリートレーディング

B7 イタリア、スペイン センチュリートレーディング

イタリア セールス・レップ・インターナショナル

イタリア 風土

イタリア モンテ物産

イタリア メモス

イタリア 東亜商事

イタリア 日欧商事

フランス、ポルトガル、イタリア ベリータ

フランス、スペイン、ポルトガル、イタリア 大榮産業

フランス（プロヴァンス） ロゼレガンス

フランス、オーストラリア ラ・ヴィネ＆サッポロビール

C5 ルーマニア ユーロアジアトレーディング

チェコ ピーアンドエムチェコ

ポーランド、日本（ミード酒） 金市商店

C6 オーストラリア、ニュージーランド オーケーエージェンシー

オーストラリア、ニュージーランド GRN

アメリカ、ウルグアイ ヴィノスやまざき

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

南アフリカ GSA ジャパン

オーストラリア、ニュージーランド 日本リカー

オーストラリア、チリ、アルゼンチン スマイル

チリ、アメリカ トゥエンティーワンコミュニティ

C6-C7 アメリカ デプトプランニング

アメリカ（ニューヨーク） GO ｰ TO WINE

アメリカ、フランス GRAPE OFF

アメリカ、オーストラリア、チリ JALUX

C7 セルビア Makoto Investments

モルドバ ユウ・コーポレーション

北マケドニア ステラインポート

スイス 杉山商事

ロシア、ジョージア、インドネシア STH Earth 

ドイツ、オーストリア ヘレンベルガー・ホーフ

カナダ イレブンインターナショナル

ブルガリア ブライオンズ

ブルガリア トラキアトレーディング

B6 スペイン サス

スペイン、フランス フィラディス

C8-D8 北海道 さっぽろ藤野ワイナリー

北海道 ドメーヌ・モン

宮城県 ファットリア・アルフィオーレ

山形県 ベルウッドヴィンヤード

新潟県 キヨワインズ

山梨県 共栄堂

山梨県 三養醸造

山梨県 ダイアモンド酒造

山梨県 ドメーヌ・ヒデ

山梨県 グレープリパブリック＆おひさまぶどお

長野県 カンティーナ・リエゾー

長野県 ドメーヌ・長谷

長野県 ルミリュウ

長野県 ドメーヌ・ナカジマ

長野県 LSE VINS VIVANTS

三重県 國津果實酒醸造所

滋賀県 ヒトミワイナリー

広島県 福山わいん工房

岡山県 ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン

ショップ出展：マルシェ・オ・ヴァン

A5-A7 イタリア グラン・サム

イタリア マーウェル・インターナショナル 

A7-A8 フランス（ローヌ） NAKATO

フランス 八田

B5 チュニジア、モロッコ、アルジェリア、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

イタリア、ニュージーランド 英和商事

★国別ワイン 出展社 ★⽇本ワイン＆リカー 出展社

A3-A5 ジョージア、スロヴェニア、イタリア、ギリシャ、フランス ノンナ・アンド・シディ

イタリア トレジャーフロムネイチャー

フランス、オーストラリア マルシェ・オ・ヴァン

イタリア MONACA

イタリア 東亜商事

モンテネグロ、スペイン 駒形前川

ジョージア 福山黒酢

スペイン アルコス

ジョージア、ブルガリア オーバーシーズ

世界各国　ワイン BAR　（BB&R 監修）

アメリカワイン BAR　（エノテカ監修）

マデイラ & ポート BAR（木下インターナショナル監修）

フランス、ドイツ、スペイン 日本リカー

フランチャコルタ BAR（フランチャコルタ協会監修）

シェリー＆ラム BAR（ミリオン商事監修）

フランス 日本酒類販売

★自然派ワイン 出展社

A8-B8-C8 造り手を感じるワインと食　フジマル食堂（フジマル醸造所監修）

★イートイン 出展社

B4 フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、南アフりカ

C4 アメリカ、アルゼンチン、チリ、スペイン

C5 ポルトガル

B5 イタリア

スペイン、コロンビア

★バー 出展社（併設ブースで物販のご案内もございます）

Vins  et  v oy ages!   世界を旅するワイン展 　 3⽉17日(⽔)～3⽉22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。　※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。

「三越伊勢丹アプリ」WEB会員限定クーポン
三越伊勢丹アプリで、イベントをもっとお得に！

会期中、会場内でのお買いあげレシートと該当クーポンをご呈⽰いただくと、本館6階 
催物場でお買いあげいただいたワインは、下記対象レストランへのお持ち込みが無
料となります。お気に入りのワインをお気に入りのレストランでお楽しみください。

対象レストラン
【本館7階】 正⽉屋𠮷兆、分とく⼭、おらがそば信州、チャヤマクロビ レストラン、ラ･ターブル･

エディアール、マーケットレストラン AGIO、銀座アスター、ベジチャイナ 南国酒家、韓⾷ 古家
【本館3階】 ビ ストロカフェ レディース＆ジェントルメン
【パークシティ３ 2階】 イタリアンレストラン 伊太利亜市場 BAR
【本館パーキング1階】 トラットリア･ターボロ･ディ･フィオーリ

① BYO 【Bring Your Own（Wine)】 無料キャンペーン
店内レストランへのワイン持ち込みが無料に

上記スペシャルクーポンをご呈⽰いただくと、会場内でお買いあげの商品に限り
クール便も期間中1回無料となります。この機会にぜひご利用ください。
※シルバーステージ以上…　「エムアイカード プラス」入会⽉の6日から翌年入会⽉の5日までの三越伊勢
丹グループでのお買いあげ額が年間30万円以上（税込）。エムアイカード プラスを三越伊勢丹アプリにご登
録（連携）後、「マイページ」にてご確認いただけます。

②スペシャルクーポン
世界を旅するワイン展店頭配送サービスクーポン（※シルバーステージ以上限定）でクール便も無料に

三越伊勢丹アプリの
ダウンロードは
こちらから ▶▶▶


