2016,11,17（木） vin nouveau & vin de primeur
ボジョレーヌーヴォー2016 予約開始！
今年は例年以上にお値打ちです。
企画・販売

株式会社のむら本店
〒491-0873 愛知県一宮市せんい2-1-6
TEL 0586（75）3271 FAX 0586(75)3273

No.1 フィリップパカレ ボジョレー・ヴァン・ド・プリムール 750㍉
★自然派ワインの代表的存在で、ガメイのイメージを超越したフィネス

自然派の頂点

パカレ氏のスタイルは、濃厚な力強い味わいではなく、砂質の畑のブドウから造られる、繊細で
エレガントなガメイの味わいです。しっかりとしたエキス分と美しい酸味は、ヌーヴォーとは思
えないフィネスを感じさせ、入荷後すぐに飲んで美味しいだけでなく、翌年以降も素晴らしい熟
成をします。その為、あえて「ヌーヴォー」ではなく、「ヴァン ド プリムール」という表記を
用いています。今年も日本「再生」のイメージカラー「グリーン」を採用。

希望小売 オープン

業務用価格￥２,７８０

No.2 Ｍ．ラピエール&シャヌデ ボジョレー・ヌーヴォー 750㍉
★自然派ワインの父”マルセル”の後を継ぎ、マチューラピエールが父に捧げるボジョレー

偉大な自然派の父

故マルセル・ラピエールは、世界初の完全有機農法ワインの生産者。興味深いエピソードとし
て、97年に出来たワインが素晴らしい出来だったので、AOC（原産地統制呼称）の審査会に提
出したが「ボージョレらしくない」と不合格。仕方なくリヨンにあるレストランでたまたま、ロ
バート・パーカー（世界一のワイン評論家）がこの店で彼のワインを口にし、「ボージョレにも
こんなワインがあるのか」と驚き、９３点という高得点をつけたのであった・・・。

希望小売 オープン

業務用価格￥３,１５０

No.3 ｼﾞﾙ・ﾄﾞ・ﾗﾓｱ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ﾇｰｳﾞｫｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 750㍉
★いかにも華やかな場に相応しいゴージャスなゴールドが魅力的！

ｺﾞｰｼﾞｬｽなｺﾞｰﾙﾄﾞ

もぎたての果実のようなフレッシュさと、自然な醸造方法によるピュアな味わいが魅力。
イチゴやラズベリーを思わせるフレーヴァーがチャーミング。キラリと輝くゴールドボトルは
パーティー・シーンに活躍すること間違いなし！クオリティはもちろん、ファッショナブルに楽
しく新酒を楽しんでみては？

希望小売 ￥３,７００

業務用価格￥３,１５０

No.4 ｼﾞﾙ・ﾄﾞ・ﾗﾓｱ ﾏｺﾝ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ﾇｰｳﾞｫｰ ｼﾙﾊﾞｰ 750㍉
★シルバーボトルから注がれる白のヌーヴォーは、ひと際フルーティです
マコネ地区のシャルドネから造られるフルーティーなヌーヴォー。スタイリッシュなシルバーボ
トル、今年はゴールド・ボトルと共に紅白で楽しみましょう！ギフトにもぴったりです。

希望小売 ￥３,７００

業務用価格￥３,１５０

ｽﾀｲﾘｯｼｭなｼﾙﾊﾞｰ

No.5 ﾙｲ・ｼﾞｬﾄﾞ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾌﾟﾘﾑｰﾙ 750㍉
希望小売 ￥３,５００ 業務用価格￥２,７５０

No.6 ﾙｲ・ｼﾞｬﾄﾞ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾌﾟﾘﾑｰﾙ 375㍉
希望小売 ￥１,９００ 業務用価格￥１,４９０

★５ツ星生産者ルイ・ジャド社の新酒は世界が注目！
ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭの名門

他社よりワンランク上のプレミアム・ヌーヴォー。ルイ・ジャド社ではヌーヴォーの一般的製法であるマセラシアン・カルボ
ニック法は採用せず、通常のワイン造りの方法、すなわち完全に葡萄の発酵力だけに頼る伝統的な醸造法でプリムール[新酒]
を造っています。従ってかなり長期間フルーティーで、豊かなコクを、お楽しみ頂けます。

No.7 ﾄﾞﾒｰﾇ・ﾘｭｴ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ・ﾇｰｳﾞｫｰ 750㍉
希望小売 ￥２,７００ 業務用価格￥２,０５０

No.8 ドﾒｰﾇ・ﾘｭｴ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ・ﾇｰｳﾞｫｰ 375㍉
希望小売 ￥１,６００ 業務用価格￥１,２６０

★圧倒的人気を誇るボジョレー屈指のヌーヴォーが新ラベルで登場！
永遠のロングセラー

クリュボジョレーのぶどうを贅沢に使用しているから濃厚で凝縮感がタップリ。ワインに厚みがあり心地よい余韻が続きま
す。『ボジョレーでも屈指』に数えられる生産者のドメーヌ・リュエ。ジャムのような濃厚な香り、やわらかで酸の高いきれ
いな味わいが特徴。一年経過しても美味しく楽しめる高品質なヌーヴォーです。

※別途消費税8％を申し受けます。

2016,11,17（木） vin nouveau & vin de primeur
No.9 ルイテット ボジョレー・ヌーヴォー 750㍉
★ボージョレワインのみを専門に扱うルイテットの実力に迫る！
旨安ﾎﾞｼﾞｮﾚｰNo.1

地元の優良な栽培農家との緊密な関係を持ち、ボージョレ ワインのみを専門に扱うルイテッ
ト。より良い葡萄を買うことができる彼らだからこそ、ボージョレの個性を十分に感じられるワ
インができます。ヌーヴォーは、100年ほど前に流通していたポットボトルに詰められます。こ
のボトルは、かつてボージョレやリヨンを中心とした地域で流通していたボトルで、今では高品
質と認められたボージョレに使われています。

希望小売 オープン

業務用価格￥１,６９０

No.10 ルイテット ﾏｺﾝ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ・ﾇｰｳﾞｫｰ 750㍉
★いわばヴィレ・クレッセ・ヌーヴォーといえる、ワンランク上の白ヌーヴォー

白ヌーヴォー

プイィフュイッセより北に7キロの位置にあるクレッセ。通常は、ヴィレクレッセとしてリリー
スされているワインのヌーヴォーです。ワイン法上、マコンヴィラージュヌーヴォーとしかラベ
ルに表示できませんが、いわばヴィレクレッセヌーヴォーと言える、ワンランク上のヌーヴォー
です。

希望小売 オープン

業務用価格￥２,２００

No.11 ﾌｪﾙﾅﾝ･ﾗﾛｯｼｭ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ﾇｰｳﾞｫｰPET 750㍉
★もはや主流のＰＥＴヌーヴォー！軽量ボトルと安価が魅力
人気の
PETﾎﾞﾄﾙ

フェルナン・ラロッシュが多くのドメーヌやシャトーと長年良い関係を築き、品質のよいワイン
を買い付けることに成功しました。ボージョレ全生産者の70％が管理下にあるため高いレベル
で安定した品質のワインを供給出来ることが強みです。厳しい選果と品質管理の下、モトックス
専用に30のロットを試飲し最適のものを選りすぐり、醸造責任者のJean-Marc Darbon氏が最
良のブレンドを決定します。

希望小売 ￥１,６５０

業務用価格￥１,２５０

No.12 ボードフランス ボジョレー・ヌーヴォー 750㍉
★世界中の人にフランスの美しさ知ってもらいたいというコンセプトから誕生
ﾌﾗﾝｽから
世界へ

「ボードフランス」とはフランス語で「フランスの美」を意味します。フランスを代表するモ
ニュメントとワインを通じて世界中の多くの人にもっとフランスの美しさ素晴らしさを知っても
らいたいというコンセプトからボー･ド･フランスは開発されました。パッケージはフランスを連
想させる言葉や建物等を描いて､仲間と楽しくフランスに行った気分でこのボジョレーを楽しん
でもらいたいという思いが込められています。

希望小売 ￥２,０００

業務用価格￥１,５９０

No.13 ボードフランス ボジョレーヴィラージュ・ヌーヴォー 750㍉
★世界中の人にフランスの美しさ知ってもらいたいというコンセプトから誕生

ﾌﾗﾝｽ気分

「ボードフランス」とはフランス語で「フランスの美」を意味します。フランスを代表するモ
ニュメントとワインを通じて世界中の多くの人にもっとフランスの美しさ素晴らしさを知っても
らいたいというコンセプトからボー･ド･フランスは開発されました。パッケージはフランスを連
想させる言葉や建物等を描いて､仲間と楽しくフランスに行った気分でこのボジョレーを楽しん
でもらいたいという思いが込められています。

希望小売 ￥２,３００

業務用価格￥１,８５０

No.14 ヴェレノージ ヴィーノ ノヴェッロ 750㍉

解禁日

★コルクを抜いた瞬間に広がるラクリマの華やかなアロマ が凄い！

ｲﾀﾘｱ香り爆発

ヴェレノージは、イタリアのマルケ州最南端のアスコッリ・ピチェーノでワイン造りを行う注目
を集める生産者です。 数々のイタリアワインガイドで高い評価を受けるマルケ州を代表するワイ
ナリーと言えます。フローラルで豊かな香りに包まれ、まさに搾りたて果汁のような凝縮した果
実の旨味が広がると共に、比較的強く綺麗な酸が現れるイメージ。

希望小売 オープン

業務用価格￥１,７９０

No.15 ファルネーゼ ヴィーノ ノヴェッロ 750㍉

解禁日

★イタリアのトップ生産者『ファルネーゼ』ならではのコスパが魅力！

ｲﾀﾘｱNo.1生産者

ルカマローニの”グイダ ディ ヴィニ イタリアーニ”にて、2005年版から2007年版の3年連
続で最優秀生産者に選出されたファルネーゼ。その腕前はもちろんノヴェッロでも発揮されま
す。プルーンやベリーを思わせる果実味たっぷりのノヴェッロは、アブルッツォ州ならではの味
わい。抜群のコストパフォーマンスと品質の高さで他を寄せ付けないファルネーゼのノヴェッロ
です。

10/30（日）

10/30（日）

希望小売 オープン

業務用価格￥１,８９０

※別途消費税8％を申し受けます。

様

ボジョレー・ヌーヴォー２０１６ お申込書
● 予約〆切

10月31日（月）

● お届け予定日

11月17日（木）

● お申込方法

下記申し込み欄にご記入の上、ＦＡＸまたはお電話、メールにてお申し込み下さ
い。
配送の都合で解禁日前に届いた場合は、必ず解禁日以降にお飲み下さい。

● お願い

各アイテムとも数量限定となっておりますので、完売の場合はご容赦願います。

株式会社のむら本店

企画・販売

〒491-0873 愛知県一宮市せんい２丁目１番６号
TEL ０５８６（７５）３２７１・７２

FAX （７５）３２７３

Ｅﾒｰﾙ info@nomura-honten.co.jp

お申し込み

のむら本店行き ＦＡＸ０５８６（７５）３２７３
品

品番

名

申込日
容 量

産地・色

解禁日

月
昨年実績

日
ご注文本数

1

ﾌｨﾘｯﾌﾟﾊﾟｶﾚ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ｳﾞｧﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾟﾘﾑｰﾙ

750

仏・赤

11/17

本

本

2

M.ﾗﾋﾟｴｰﾙ&ｼｬﾇﾃﾞ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ﾇｰｳﾞｫ-

750

仏・赤

11/17

本

本

3

ｼﾞﾙ･ﾄﾞ･ﾗﾓｱ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ﾇｰｳﾞｫｰｺﾞｰﾙﾄﾞ

750

仏・赤

11/17

本

本

4

ｼﾞﾙ･ﾄﾞ･ﾗﾓｱ ﾏｺﾝ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ﾇｰｳﾞｫｰ ｼﾙﾊﾞｰ

750

仏・白

11/17

本

本

5

ﾙｲ･ｼﾞｬﾄﾞ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾌﾟﾘﾑｰﾙ

750

仏・赤

11/17

本

本

6

ﾙｲ･ｼﾞｬﾄﾞ

375

仏・赤

11/17

本

本

7

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾘｭｴ

750

仏・赤

11/17

本

本

8

ﾄﾞﾒｰﾇ･ﾘｭｴ

ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ﾇｰｳﾞｫｰ 〈ﾊｰﾌ〉 375

仏・赤

11/17

本

本

9

ルイテット

ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ ﾌﾟﾘﾑｰﾙ 〈ﾊｰﾌ〉

ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ﾇｰｳﾞｫｰ
ボジョレー･ヌーヴォー

750

仏・赤

11/17

本

本

ﾏｺﾝ･ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ･ﾇｰｳﾞｫｰ

750

仏・白

11/17

本

本

11 ﾌｪﾙﾅﾝ･ﾗﾛｯｼｭ ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ･ﾇｰｳﾞｫｰPET

750

仏・赤

11/17

本

本

12 ﾎﾞｰﾄﾞﾌﾗﾝｽ

ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ﾇｰｳﾞｫｰ

750

仏・赤

11/17

本

本

13 ﾎﾞｰﾄﾞﾌﾗﾝｽ

ﾎﾞｼﾞｮﾚｰ・ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ・ﾇｰｳﾞｫｰ

750

仏・赤

11/17

本

本

10 ルイテット

14 ヴェレノージ

ヴィーノ ノヴェッロ

750

伊・赤

10/30

本

本

15 ファルネーゼ

ヴィーノ･ノヴェッロ

750

伊・赤

10/30

本

本

お名前

ご住所

〒

TEL

